
キタキュー就職

魅
力
あ
る
企
業
を
発
見
。

北
九
州
市
の

地元企業紹介　就職支援サービス

就活応援マガジン

魅
力
あ
る
企
業
を
発
見
。

北
九
州
市
の

地元企業紹介　就職支援サービス

就活

イベン
ト情報

も

確認で
きます

！

【学生との対談企画】

就活を始める前に
知っておきたいこと

働こう！北九州市
CITY OF KITAKYUSHU

KITAKYU
SHUKATSU
MAGAZINE

で
就活応援マガジン

vol.2

北
九

州
市

印
刷

物
登

録
番

号
 第

1509151A
号

就
活

応
援

マ
ガ

ジ
ン【

北
九

州
市

で
働

こ
う

！
 vol.2】

2016年
3月

発
行

　
　

発
行

元
：

北
九

州
市

産
業

経
済

局
雇

用
政

策
課

〒
803-8501  北

九
州

市
小

倉
北

区
城

内
1番

1号
　

TEL 093-582-2419
TA

K
E FR

EE ¥0
北
九
州
市

C
ITY

 O
F K

ITA
K

Y
U

SH
U

働
こう！

北
九
州
市
で

就
活
応
援
マ
ガ
ジ
ン



KOKURA
MINAMI

MOJI

KOKURA
KITA

YAHATA
HIGASHI

WAKAMATSU

YAHATA
NISHI

TOBATA

している「北九州会社合同説明会」の出展企業は、年々増えて
います。大学生を採用したいという企業が多いものの、目標の
人数までは採れていないのが実情です。採用意欲が高い企業
は増えていると思いますね。

恒成≫私は去年の夏、インターンシップに参加しました。北九州市内
の企業を希望していたのですが、福岡に比べると圧倒的に少
ない。それで福岡の企業に行き、友達の家に泊めてもらって1
週間通いました。その後、キャリアセンターから北九州市の企
業のインターンシップを紹介され、初めて知ったんです。

梅林≫インターンシップを希望していても、遠方で交通費がかかるな
ど、現実的な問題もあると思います。そこで、市と協力して地元
企業のインターンシップを企画しました。ものづくりをしている
製造業が多いのは、まちの特徴でもありますが、文系の学生に
とってはそこで自分が働くイメージが湧きにくいと思うんです
ね。この企画は文系の学生を対象としたもので、製造業にも総
務や営業など文系出身者もたくさん活躍していることやいろい
ろな地元企業を早い段階で知ることができるので、ぜひ活用い
ただければと思います。

小野≫企業の採用意欲が高まる中で、インターンシップを実施してい
るところが増えてきています。学生はインターンシップに参加
する企業をどう選んだらいいでしょうか。

高野≫もちろん興味のある企業には行ってみたほうがいいですが、企
業がインターンシップを受け入れる目的が多岐にわたってい
て、学生がそれを事前に見極められず、ミスマッチが起こってい
るという課題があります。

小野≫本日の司会を務めさせていただきま
す、北九州市産業経済局雇用政策課
の小野祐一と申します。
今日の座談会は、学生の皆さんが気に
なる就活について、質問に答える場と
して企画しました。どんどん質問をし
て、ご自分のこれからの就職活動に役
立てていただけたらと思います。それ
では、皆さん自己紹介をお願いします。

高野≫皆さん、こんにちは。キャリア救急センター福岡の高野一郎で
す。北九州市が運営する「若者ワークプラザ北九州」で、就活レ
ベルアップ講座の講師もしています。学生の就職支援には13
年間関わっています。企業の採用支援もしておりますので、皆
さんのお役に立てればと思います。

梅林≫北九州商工会議所の梅林繁喜です。商工会議所というのは地
域の経済団体で、企業の経営課題の解決に向けて一緒に取り
組んでいる組織です。事業計画や資金繰りの相談対応、人材育
成セミナーの開催など、会社が地域の中で発展していくための
お手伝いをしています。

三石≫北九州市立大学外国語学部国際関係学科の三石将太郎です。
今年の春から3年生になります。大学では、東南アジアの国際
関係を中心に勉強しています。
また、大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」を制作し
ています。この活動を通して、最新の就職事情について知るこ
とが多く、自分の将来を考える機会になっています。
外国に興味があり、いろんな世界を見て回りたいと思っている
ので、就職は旅行会社にしようかと今は考えています。

恒成≫西南女学院大学人文学部観光文化学科の恒成美玖と申しま
す。マーケティングの授業で商品が売れる仕組みを学んで興味
を持ったので、将来はマーケティング関係の仕事ができたら、
と今のところ考えています。

また、ゼミでまち歩きのプロジェクトに参加し、門司港商店街
の活性化や、着物レンタル「れとろこまち」の企画運営に関わっ
ています。3年生になる今年は、ゼミ長になったので、この活動
を中心に頑張っていこうと思っています。

小野≫最近の大学生の就活事情についてお聞かせください。
高野≫昨年は、これまで3年生の12月だった

就職活動のスタート時期が、翌年3月
になりました。その影響で、企業の採
用選考の仕組みが変化したんです。就
活の期間が短くなった一方で、3年生
の夏休みに参加したインターンシッ
プから事実上の選考が始まったり、セ
ミナーという名前で企業説明会が行
われるなど、選考ルートが複線化した
のが大きな特徴です。
3月から就活をスタートする学生も多いのですが、それ以前か
ら就活を始める学生もいて、タイミングは人によって開きが出
てきていますね。

恒成≫企業はどんな人材を求めているのでしょうか。
高野≫10年くらい前までは、「優秀な学生」という言葉がよく使われて

いましたが、最近はあまり聞きません。「自社に合う人」という
企業が増えてきていますね。企業によって求めるものが違うの
で、適した人材を採用する発想に変化している気がします。

三石≫先日、「キャリアーナ」の取材で博多の保険会社を訪ねたとき
に、求める学生像を尋ねたら、「挑戦する気持ちが一番大切」と
言われました。いろんな企業に訪問していますが、皆さんそれ
ぞれ違っています。

梅林≫そうですね。確かに企業が求める人材
は変わってきています。就職をしても3
年以内に離職する大卒者は3割以上
いると聞いています。優秀な方を求め
て採用したけれど、企業の社風やいろ
んなところで合わずに、残念ながら辞
めてしまうんですね。
企業は採用や教育にたくさんの投資
をしているので、3年も経たずに辞め
られるのはつらい。だから自社に合う人を採るようになってき
たと思います。新卒からの就職に比べ、転職はそれなりに苦
労もあると思いますし、何より皆さん長く勤め続けるつもりで
入社しますよね。ミスマッチのない企業選びは、双方にとって
大事なことです。

小野≫北九州市の企業をよく知ると、独自の製品とかシェアナンバー
1とか、魅力のある企業がいっぱいありますよね。それを学生に
もっと知ってもらえればと思います。

梅林≫おっしゃる通り、北九州市はものづくりのまちで魅力ある企業
が多く集積しています。しかし、その企業の魅力が十分に学生
に伝えきれていない現状はあると思いますので、まずは知って
もらうことですね。文系の学生には、「モノ」自体は作れないか
もしれないけれど、例えばこの製品を世界に広めていこうと
か、営業のやりがいはあります。このまちでも男女問わず、また
文系理系問わず、企業を知ることで、自分が活躍できる場所を
いくつも見つけられると思います。可能性を秘めているまちな
ので、商工会議所としてももっと企業イメージ発信のサポート
を支援していきたいと考えています。

小野≫就職するときに北九州市を離れる方が多く、アンケート調査で
は、「北九州市の企業を知らない」という回答が、かなりの学生
からありました。そこで、市でも地元企業をこれまで以上にア
ピールしていこうと取り組んでいます。

三石≫北九州市における新卒の採用状況について教えていただけますか。
梅林≫商工会議所で行っている「経営動向調査」では、人材不足とい

う声が多く挙げられていました。また、北九州市と一緒に主催

北九州市内の大学生と、学生の就活に携わる方々が対談を行いました。
学生が就活を始める前に、知っておきたい情報がたくさん詰まった座談会です。

学生との
対談企画

複線化する大学生の就職事情
ミスマッチのない企業選びを

三石≫そうですね。仕事の体験だったり、企業内の紹介をしてもらう
だけだったり、企業によっていろいろ違います。

高野≫社風や企業の価値観を知る上でも、一番のチャンスなんです
が、学生がイメージしていた内容と違っていると、もったいない
ですよね。

梅林≫なるべくミスマッチが起こらないように、プログラムを開示す
るなどして、学生が見極められるようにするといいですね。やっ
ぱり行ってみることで、社風や社員の様子を感じることができ
ますし、抱いていたイメージとの違いなんかも分かると思いま
す。長く働くことを考えたらとても大切なことなので、ぜひ体験
してほしいです。

小野≫北九州市は昨年8月下旬に初めて「北九州ゆめみらいワーク」
を開催しました。合同会社説明会よりも、気軽に企業と話がで
きるイベントで、市内のさまざまな業種の企業が70社ほど参加
し、説明よりも仕事の体験を中心に行いました。大学生の参加
は高校生に比べると少なかったので、今年はぜひ大学生にも
来ていただきたいです。

高野≫私もあれはすごいなと思いました。その場に行けば、1日でいろ
んな会社の仕事を体験できる。きっかけづくりに最適ですね。
まずは体験してみて、興味が持てなかったらそれはそれでいい
じゃないですか。おもしろいところが出てきたら、正式なイン
ターンシップに行くとか、いろいろと選択できると思います。

三石≫北九州市で就職しようとする場合、業界や企業研究はどのよう
に進めたらよいでしょうか。

高野≫どのように（How）研究をする
かというやり方の前に、業界や
企業の何を（What）研究する
か、さらにその前になぜ（Why）
それを研究するのかという順
番があります。業界研究をする
ときは、Whyから考えていくの
が大事です。自分と他の人で
は、大事にしたいことは違って
きます。まず、そこからスタート
するといいのではないか、と私
はいつも学生に伝えています。

三石≫まずは、どういう職業に就きた
いのか、自分と向き合って答え
を出す。ある程度方向を決める
と、何をするか、どう動いたらい
いか見えやすくなるということ
ですか。

高野≫まさにおっしゃる通りです。そこまでいくと、自己分析と業界研
究がつながってきます。自分がなぜ働くのか考えても、簡単に
は見つからないかもしれませんが、とりあえず始めてみる。業
界研究やインターンシップの中で、また見えてくるものがある
ので、軌道修正をしてまた動いていけばいい。三石さんの「キャ
リアーナ」の活動や、恒成さんのゼミの活動も、自分の仕事観
につながっていくはずです。

梅林≫商工会議所のホームページには、いろいろな企業情報が載っ
ています。企業情報ネットワークという仕組みもありますので、
商工会議所がお手伝いしている企業の情報は簡単に入手する
ことができます。
会社合同説明会でも、多くの地元企業の情報が得られます。今
はネットで情報がすぐ手に入る時代ですが、企業の風土は実
際に会ってみないと分かりません。会社説明会やインターン
シップで、実際に会うことはとても大事だと思います。

小野≫企業研究では、市が運営する「キタキュー就職ナビ」というサイ
トで150社ほどの企業を紹介していますので、こちらも活用い
ただければと思います。

三石≫企業訪問をするとき、気を付けたほう
がいいことは何でしょうか。

高野≫待ちの姿勢ではなく、自分で門戸を
広げていこうという動きは、どんどん
したほうがいいです。そのうえで注意
すべきことは、ここは必ずつかんでく
る、こういうことは学び取ってくると
いう、自分なりの目的意識を持って行
くことです。

梅林≫私も、企業訪問に行く目的を明確にしていくことだと思います。
訪ねたときには、メモを取りながら聞く姿勢も大事です。ただ
ずっと座って聞いているだけだったら、話をする人事の方も
ちゃんと伝わっているのかな？と心配になると思いますよ。

三石≫理由と目的がしっかりしていると、その企業に対する説得力が
ありますか。

高野≫もちろんです。「いい質問だね」「そういうところまで考えてきた
んだ」と、企業側もうれしいですよね。きっといい道が開けると
思います。

恒成≫今日話が出たような情報は、学校にも配布されているのでしょ
うか。

高野≫各大学のキャリアセンターには、いろいろな情報が集まりま
す。でも、実際に学生が来るのは就活が始まってからが多く、そ
れは非常にもったいないと思います。大学のキャリアセンター
を使ってもらえば、大学側もさまざまな提案ができるんです。

恒成≫キャリアセンターのことは、知らない人が多いです。硬いイメー
ジがあって、友達との会話にも出てきませんね。

高野≫キャリアセンターが、大学のポータルで呼びかけても、掲示板
で知らせても、なかなか学生は見てくれない。1年生や2年生向
けのメニューも持っているので、キャリアセンターは早い段階
から活用したほうがいいと思います。

三石≫私は1年生のときから出入りしていました。キャリアセンターに
行くと、話し方セミナーとか、業界研究のノウハウとか、おもし
ろそうなものがたくさんあるんですよ。大学では場所も知らな
い人が多いですが、やっぱり知っておくとためになりますよね。

小野≫学生は、何を基準に仕事を選んだらいいのでしょうか。
高野≫理系の学生はやりたい仕事を選びますが、文系の学生は、仕事

よりもどの会社に入るかを選ぶ人が圧倒的に多いと感じてい
ます。就職ですから、何を職業とするかをまず考えてほしい。仕
事を選ぶ基準というのを、自分なりに考えておいてほしいと
思っています。
ただ、企業は採用するときに総合職として雇うところが多いた
め、どんな仕事を担当するのか入社するまで分からないので、
考えにくいのだろうと思います。

梅林≫総合職でもどういう仕事があるのか細かく研究していくこと
で、自分が働く意義を探していけると思います。具体的にどん
な技能を求めているのかという情報は、接触してみないと分
からないですよね。ウェブ上ではなく、人に会って聞いてみな
いと。

高野≫就職先を決めるときは、二つの切り口で見たほうがいいと思い
ます。企業が社会の中でどんな役に立っているかという、事業
レベルでの仕事のイメージ。事業の内容に共感できるか、興味
を持てるかという面です。もう一つは、個人的なタスクの部分
です。自分が担当する仕事は、広報なのか経理なのか営業なの
か。マクロとミクロの両方から理解していき、どちらも納得でき
るのが一番いいと思うんですよ。
事業や仕事内容について、情報提供をしている企業もたくさん
あります。学生はそこをあまり重視せず、給与や転勤などの待
遇面とか、どの会社の社員になるかという目でしか見ない人も

いる。自分に合った職業選びをもっとしてほしいですね。

恒成≫就職をするまでに、学んでおいたほう
がよいことがあれば、教えていただき
たいです。

梅林≫入社後はいろんな研修が充実してい
ますが、入社するまでは自分磨きが大
事。商工会議所の立場からいえば、
やっぱり資格は武器になると思うんで
す。企業アンケートの結果では、求め
る人材に取っておいてほしい資格は日
商簿記2級でした。簿記は経理担当者が持っておけばいいとい
うイメージがあるかもしれませんが、実際には広い職種で役に
立つ資格です。営業の場合は、取引先の経営状態が把握でき
る。簿記は数字が読めるからすごく武器になるんですね。もち
ろん簿記に限らず、お二人が今後進みたい道に対して必要な資
格があれば、それにチャレンジしていけばいいと思います。

高野≫自分なりにコミュニケーション力を鍛えるとか、積極性をもっ
と磨くとか、リーダーシップを発揮できるようになるとか。基本
的な能力を高めておくことが、一番だと思います。お二人のよ
うに、大学での活動に参加して本気で取り組むことも自分を磨
くことにつながります。自分の人間力を底上げしていくという
のは、就活が始まってからでは間に合いません。ぜひ学生の皆
さんに取り組んでほしいです。

恒成≫積み上げることが大切なんだな、と思いました。就活というの
は入学したときから始まっていると、ゼミの先生からもずっと
言われていたので、自分が挑戦するかどうかで何年後かに響く
と思いました。

小野≫それでは最後に、学生のお二人に向けてメッセージをお願いし
ます。

高野≫受け身ではなく能動的に自分から何かやることを決めて、自分
の意志で行う。そういう生活スタイルを身に付けていくといい
と思います。頑張ってください。

梅林≫高野さんと共通しますが、アクティブに。まさに百聞は一見に
しかずだと思うんですよ。今の時代、情報は待っていても来るけ
れど、ご自身で見た情報が一番リアルで精度も高い。お二人は
アクティブに大学生活を送られていますから、さらに自分磨き
をしてスキルアップしてください。成功につながるよう、ぜひ頑
張ってください。

小野≫就職というのは、将来の夢や希望を実現する場でもあると思
います。自分が求めるものを実現し、皆さんが成功するために、
北九州市も精一杯サポートしていきたいと思います。本日はあ
りがとうございました。

全員≫ありがとうございました。
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東京や大阪などの大都会で働くか？
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就職活動をスタートするにあたって、

いろいろな選択肢に揺れている時期ではないでしょうか。

北九州市の就活応援マガジン「北九州市で働こう！」は

皆さんの就職活動をサポートするため、

地元企業の紹介や就活に役立つ情報をお届けします。
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している「北九州会社合同説明会」の出展企業は、年々増えて
います。大学生を採用したいという企業が多いものの、目標の
人数までは採れていないのが実情です。採用意欲が高い企業
は増えていると思いますね。

恒成≫私は去年の夏、インターンシップに参加しました。北九州市内
の企業を希望していたのですが、福岡に比べると圧倒的に少
ない。それで福岡の企業に行き、友達の家に泊めてもらって1
週間通いました。その後、キャリアセンターから北九州市の企
業のインターンシップを紹介され、初めて知ったんです。

梅林≫インターンシップを希望していても、遠方で交通費がかかるな
ど、現実的な問題もあると思います。そこで、市と協力して地元
企業のインターンシップを企画しました。ものづくりをしている
製造業が多いのは、まちの特徴でもありますが、文系の学生に
とってはそこで自分が働くイメージが湧きにくいと思うんです
ね。この企画は文系の学生を対象としたもので、製造業にも総
務や営業など文系出身者もたくさん活躍していることやいろい
ろな地元企業を早い段階で知ることができるので、ぜひ活用い
ただければと思います。

小野≫企業の採用意欲が高まる中で、インターンシップを実施してい
るところが増えてきています。学生はインターンシップに参加
する企業をどう選んだらいいでしょうか。

高野≫もちろん興味のある企業には行ってみたほうがいいですが、企
業がインターンシップを受け入れる目的が多岐にわたってい
て、学生がそれを事前に見極められず、ミスマッチが起こってい
るという課題があります。

小野≫本日の司会を務めさせていただきま
す、北九州市産業経済局雇用政策課
の小野祐一と申します。
今日の座談会は、学生の皆さんが気に
なる就活について、質問に答える場と
して企画しました。どんどん質問をし
て、ご自分のこれからの就職活動に役
立てていただけたらと思います。それ
では、皆さん自己紹介をお願いします。

高野≫皆さん、こんにちは。キャリア救急センター福岡の高野一郎で
す。北九州市が運営する「若者ワークプラザ北九州」で、就活レ
ベルアップ講座の講師もしています。学生の就職支援には13
年間関わっています。企業の採用支援もしておりますので、皆
さんのお役に立てればと思います。

梅林≫北九州商工会議所の梅林繁喜です。商工会議所というのは地
域の経済団体で、企業の経営課題の解決に向けて一緒に取り
組んでいる組織です。事業計画や資金繰りの相談対応、人材育
成セミナーの開催など、会社が地域の中で発展していくための
お手伝いをしています。

三石≫北九州市立大学外国語学部国際関係学科の三石将太郎です。
今年の春から3年生になります。大学では、東南アジアの国際
関係を中心に勉強しています。
また、大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」を制作し
ています。この活動を通して、最新の就職事情について知るこ
とが多く、自分の将来を考える機会になっています。
外国に興味があり、いろんな世界を見て回りたいと思っている
ので、就職は旅行会社にしようかと今は考えています。

恒成≫西南女学院大学人文学部観光文化学科の恒成美玖と申しま
す。マーケティングの授業で商品が売れる仕組みを学んで興味
を持ったので、将来はマーケティング関係の仕事ができたら、
と今のところ考えています。

また、ゼミでまち歩きのプロジェクトに参加し、門司港商店街
の活性化や、着物レンタル「れとろこまち」の企画運営に関わっ
ています。3年生になる今年は、ゼミ長になったので、この活動
を中心に頑張っていこうと思っています。

小野≫最近の大学生の就活事情についてお聞かせください。
高野≫昨年は、これまで3年生の12月だった

就職活動のスタート時期が、翌年3月
になりました。その影響で、企業の採
用選考の仕組みが変化したんです。就
活の期間が短くなった一方で、3年生
の夏休みに参加したインターンシッ
プから事実上の選考が始まったり、セ
ミナーという名前で企業説明会が行
われるなど、選考ルートが複線化した
のが大きな特徴です。
3月から就活をスタートする学生も多いのですが、それ以前か
ら就活を始める学生もいて、タイミングは人によって開きが出
てきていますね。

恒成≫企業はどんな人材を求めているのでしょうか。
高野≫10年くらい前までは、「優秀な学生」という言葉がよく使われて

いましたが、最近はあまり聞きません。「自社に合う人」という
企業が増えてきていますね。企業によって求めるものが違うの
で、適した人材を採用する発想に変化している気がします。

三石≫先日、「キャリアーナ」の取材で博多の保険会社を訪ねたとき
に、求める学生像を尋ねたら、「挑戦する気持ちが一番大切」と
言われました。いろんな企業に訪問していますが、皆さんそれ
ぞれ違っています。

梅林≫そうですね。確かに企業が求める人材
は変わってきています。就職をしても3
年以内に離職する大卒者は3割以上
いると聞いています。優秀な方を求め
て採用したけれど、企業の社風やいろ
んなところで合わずに、残念ながら辞
めてしまうんですね。
企業は採用や教育にたくさんの投資
をしているので、3年も経たずに辞め
られるのはつらい。だから自社に合う人を採るようになってき
たと思います。新卒からの就職に比べ、転職はそれなりに苦
労もあると思いますし、何より皆さん長く勤め続けるつもりで
入社しますよね。ミスマッチのない企業選びは、双方にとって
大事なことです。

小野≫北九州市の企業をよく知ると、独自の製品とかシェアナンバー
1とか、魅力のある企業がいっぱいありますよね。それを学生に
もっと知ってもらえればと思います。

梅林≫おっしゃる通り、北九州市はものづくりのまちで魅力ある企業
が多く集積しています。しかし、その企業の魅力が十分に学生
に伝えきれていない現状はあると思いますので、まずは知って
もらうことですね。文系の学生には、「モノ」自体は作れないか
もしれないけれど、例えばこの製品を世界に広めていこうと
か、営業のやりがいはあります。このまちでも男女問わず、また
文系理系問わず、企業を知ることで、自分が活躍できる場所を
いくつも見つけられると思います。可能性を秘めているまちな
ので、商工会議所としてももっと企業イメージ発信のサポート
を支援していきたいと考えています。

小野≫就職するときに北九州市を離れる方が多く、アンケート調査で
は、「北九州市の企業を知らない」という回答が、かなりの学生
からありました。そこで、市でも地元企業をこれまで以上にア
ピールしていこうと取り組んでいます。

三石≫北九州市における新卒の採用状況について教えていただけますか。
梅林≫商工会議所で行っている「経営動向調査」では、人材不足とい

う声が多く挙げられていました。また、北九州市と一緒に主催

北九州市内の大学生と、学生の就活に携わる方々が対談を行いました。
学生が就活を始める前に、知っておきたい情報がたくさん詰まった座談会です。

学生との
対談企画

複線化する大学生の就職事情
ミスマッチのない企業選びを

三石≫そうですね。仕事の体験だったり、企業内の紹介をしてもらう
だけだったり、企業によっていろいろ違います。

高野≫社風や企業の価値観を知る上でも、一番のチャンスなんです
が、学生がイメージしていた内容と違っていると、もったいない
ですよね。

梅林≫なるべくミスマッチが起こらないように、プログラムを開示す
るなどして、学生が見極められるようにするといいですね。やっ
ぱり行ってみることで、社風や社員の様子を感じることができ
ますし、抱いていたイメージとの違いなんかも分かると思いま
す。長く働くことを考えたらとても大切なことなので、ぜひ体験
してほしいです。

小野≫北九州市は昨年8月下旬に初めて「北九州ゆめみらいワーク」
を開催しました。合同会社説明会よりも、気軽に企業と話がで
きるイベントで、市内のさまざまな業種の企業が70社ほど参加
し、説明よりも仕事の体験を中心に行いました。大学生の参加
は高校生に比べると少なかったので、今年はぜひ大学生にも
来ていただきたいです。

高野≫私もあれはすごいなと思いました。その場に行けば、1日でいろ
んな会社の仕事を体験できる。きっかけづくりに最適ですね。
まずは体験してみて、興味が持てなかったらそれはそれでいい
じゃないですか。おもしろいところが出てきたら、正式なイン
ターンシップに行くとか、いろいろと選択できると思います。

三石≫北九州市で就職しようとする場合、業界や企業研究はどのよう
に進めたらよいでしょうか。

高野≫どのように（How）研究をする
かというやり方の前に、業界や
企業の何を（What）研究する
か、さらにその前になぜ（Why）
それを研究するのかという順
番があります。業界研究をする
ときは、Whyから考えていくの
が大事です。自分と他の人で
は、大事にしたいことは違って
きます。まず、そこからスタート
するといいのではないか、と私
はいつも学生に伝えています。

三石≫まずは、どういう職業に就きた
いのか、自分と向き合って答え
を出す。ある程度方向を決める
と、何をするか、どう動いたらい
いか見えやすくなるということ
ですか。

高野≫まさにおっしゃる通りです。そこまでいくと、自己分析と業界研
究がつながってきます。自分がなぜ働くのか考えても、簡単に
は見つからないかもしれませんが、とりあえず始めてみる。業
界研究やインターンシップの中で、また見えてくるものがある
ので、軌道修正をしてまた動いていけばいい。三石さんの「キャ
リアーナ」の活動や、恒成さんのゼミの活動も、自分の仕事観
につながっていくはずです。

梅林≫商工会議所のホームページには、いろいろな企業情報が載っ
ています。企業情報ネットワークという仕組みもありますので、
商工会議所がお手伝いしている企業の情報は簡単に入手する
ことができます。
会社合同説明会でも、多くの地元企業の情報が得られます。今
はネットで情報がすぐ手に入る時代ですが、企業の風土は実
際に会ってみないと分かりません。会社説明会やインターン
シップで、実際に会うことはとても大事だと思います。

小野≫企業研究では、市が運営する「キタキュー就職ナビ」というサイ
トで150社ほどの企業を紹介していますので、こちらも活用い
ただければと思います。

三石≫企業訪問をするとき、気を付けたほう
がいいことは何でしょうか。

高野≫待ちの姿勢ではなく、自分で門戸を
広げていこうという動きは、どんどん
したほうがいいです。そのうえで注意
すべきことは、ここは必ずつかんでく
る、こういうことは学び取ってくると
いう、自分なりの目的意識を持って行
くことです。

梅林≫私も、企業訪問に行く目的を明確にしていくことだと思います。
訪ねたときには、メモを取りながら聞く姿勢も大事です。ただ
ずっと座って聞いているだけだったら、話をする人事の方も
ちゃんと伝わっているのかな？と心配になると思いますよ。

三石≫理由と目的がしっかりしていると、その企業に対する説得力が
ありますか。

高野≫もちろんです。「いい質問だね」「そういうところまで考えてきた
んだ」と、企業側もうれしいですよね。きっといい道が開けると
思います。

恒成≫今日話が出たような情報は、学校にも配布されているのでしょ
うか。

高野≫各大学のキャリアセンターには、いろいろな情報が集まりま
す。でも、実際に学生が来るのは就活が始まってからが多く、そ
れは非常にもったいないと思います。大学のキャリアセンター
を使ってもらえば、大学側もさまざまな提案ができるんです。

恒成≫キャリアセンターのことは、知らない人が多いです。硬いイメー
ジがあって、友達との会話にも出てきませんね。

高野≫キャリアセンターが、大学のポータルで呼びかけても、掲示板
で知らせても、なかなか学生は見てくれない。1年生や2年生向
けのメニューも持っているので、キャリアセンターは早い段階
から活用したほうがいいと思います。

三石≫私は1年生のときから出入りしていました。キャリアセンターに
行くと、話し方セミナーとか、業界研究のノウハウとか、おもし
ろそうなものがたくさんあるんですよ。大学では場所も知らな
い人が多いですが、やっぱり知っておくとためになりますよね。

小野≫学生は、何を基準に仕事を選んだらいいのでしょうか。
高野≫理系の学生はやりたい仕事を選びますが、文系の学生は、仕事

よりもどの会社に入るかを選ぶ人が圧倒的に多いと感じてい
ます。就職ですから、何を職業とするかをまず考えてほしい。仕
事を選ぶ基準というのを、自分なりに考えておいてほしいと
思っています。
ただ、企業は採用するときに総合職として雇うところが多いた
め、どんな仕事を担当するのか入社するまで分からないので、
考えにくいのだろうと思います。

梅林≫総合職でもどういう仕事があるのか細かく研究していくこと
で、自分が働く意義を探していけると思います。具体的にどん
な技能を求めているのかという情報は、接触してみないと分
からないですよね。ウェブ上ではなく、人に会って聞いてみな
いと。

高野≫就職先を決めるときは、二つの切り口で見たほうがいいと思い
ます。企業が社会の中でどんな役に立っているかという、事業
レベルでの仕事のイメージ。事業の内容に共感できるか、興味
を持てるかという面です。もう一つは、個人的なタスクの部分
です。自分が担当する仕事は、広報なのか経理なのか営業なの
か。マクロとミクロの両方から理解していき、どちらも納得でき
るのが一番いいと思うんですよ。
事業や仕事内容について、情報提供をしている企業もたくさん
あります。学生はそこをあまり重視せず、給与や転勤などの待
遇面とか、どの会社の社員になるかという目でしか見ない人も

いる。自分に合った職業選びをもっとしてほしいですね。

恒成≫就職をするまでに、学んでおいたほう
がよいことがあれば、教えていただき
たいです。

梅林≫入社後はいろんな研修が充実してい
ますが、入社するまでは自分磨きが大
事。商工会議所の立場からいえば、
やっぱり資格は武器になると思うんで
す。企業アンケートの結果では、求め
る人材に取っておいてほしい資格は日
商簿記2級でした。簿記は経理担当者が持っておけばいいとい
うイメージがあるかもしれませんが、実際には広い職種で役に
立つ資格です。営業の場合は、取引先の経営状態が把握でき
る。簿記は数字が読めるからすごく武器になるんですね。もち
ろん簿記に限らず、お二人が今後進みたい道に対して必要な資
格があれば、それにチャレンジしていけばいいと思います。

高野≫自分なりにコミュニケーション力を鍛えるとか、積極性をもっ
と磨くとか、リーダーシップを発揮できるようになるとか。基本
的な能力を高めておくことが、一番だと思います。お二人のよ
うに、大学での活動に参加して本気で取り組むことも自分を磨
くことにつながります。自分の人間力を底上げしていくという
のは、就活が始まってからでは間に合いません。ぜひ学生の皆
さんに取り組んでほしいです。

恒成≫積み上げることが大切なんだな、と思いました。就活というの
は入学したときから始まっていると、ゼミの先生からもずっと
言われていたので、自分が挑戦するかどうかで何年後かに響く
と思いました。

小野≫それでは最後に、学生のお二人に向けてメッセージをお願いし
ます。

高野≫受け身ではなく能動的に自分から何かやることを決めて、自分
の意志で行う。そういう生活スタイルを身に付けていくといい
と思います。頑張ってください。

梅林≫高野さんと共通しますが、アクティブに。まさに百聞は一見に
しかずだと思うんですよ。今の時代、情報は待っていても来るけ
れど、ご自身で見た情報が一番リアルで精度も高い。お二人は
アクティブに大学生活を送られていますから、さらに自分磨き
をしてスキルアップしてください。成功につながるよう、ぜひ頑
張ってください。

小野≫就職というのは、将来の夢や希望を実現する場でもあると思
います。自分が求めるものを実現し、皆さんが成功するために、
北九州市も精一杯サポートしていきたいと思います。本日はあ
りがとうございました。

全員≫ありがとうございました。
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している「北九州会社合同説明会」の出展企業は、年々増えて
います。大学生を採用したいという企業が多いものの、目標の
人数までは採れていないのが実情です。採用意欲が高い企業
は増えていると思いますね。

恒成≫私は去年の夏、インターンシップに参加しました。北九州市内
の企業を希望していたのですが、福岡に比べると圧倒的に少
ない。それで福岡の企業に行き、友達の家に泊めてもらって1
週間通いました。その後、キャリアセンターから北九州市の企
業のインターンシップを紹介され、初めて知ったんです。

梅林≫インターンシップを希望していても、遠方で交通費がかかるな
ど、現実的な問題もあると思います。そこで、市と協力して地元
企業のインターンシップを企画しました。ものづくりをしている
製造業が多いのは、まちの特徴でもありますが、文系の学生に
とってはそこで自分が働くイメージが湧きにくいと思うんです
ね。この企画は文系の学生を対象としたもので、製造業にも総
務や営業など文系出身者もたくさん活躍していることやいろい
ろな地元企業を早い段階で知ることができるので、ぜひ活用い
ただければと思います。

小野≫企業の採用意欲が高まる中で、インターンシップを実施してい
るところが増えてきています。学生はインターンシップに参加
する企業をどう選んだらいいでしょうか。

高野≫もちろん興味のある企業には行ってみたほうがいいですが、企
業がインターンシップを受け入れる目的が多岐にわたってい
て、学生がそれを事前に見極められず、ミスマッチが起こってい
るという課題があります。

小野≫本日の司会を務めさせていただきま
す、北九州市産業経済局雇用政策課
の小野祐一と申します。
今日の座談会は、学生の皆さんが気に
なる就活について、質問に答える場と
して企画しました。どんどん質問をし
て、ご自分のこれからの就職活動に役
立てていただけたらと思います。それ
では、皆さん自己紹介をお願いします。

高野≫皆さん、こんにちは。キャリア救急センター福岡の高野一郎で
す。北九州市が運営する「若者ワークプラザ北九州」で、就活レ
ベルアップ講座の講師もしています。学生の就職支援には13
年間関わっています。企業の採用支援もしておりますので、皆
さんのお役に立てればと思います。

梅林≫北九州商工会議所の梅林繁喜です。商工会議所というのは地
域の経済団体で、企業の経営課題の解決に向けて一緒に取り
組んでいる組織です。事業計画や資金繰りの相談対応、人材育
成セミナーの開催など、会社が地域の中で発展していくための
お手伝いをしています。

三石≫北九州市立大学外国語学部国際関係学科の三石将太郎です。
今年の春から3年生になります。大学では、東南アジアの国際
関係を中心に勉強しています。
また、大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」を制作し
ています。この活動を通して、最新の就職事情について知るこ
とが多く、自分の将来を考える機会になっています。
外国に興味があり、いろんな世界を見て回りたいと思っている
ので、就職は旅行会社にしようかと今は考えています。

恒成≫西南女学院大学人文学部観光文化学科の恒成美玖と申しま
す。マーケティングの授業で商品が売れる仕組みを学んで興味
を持ったので、将来はマーケティング関係の仕事ができたら、
と今のところ考えています。

また、ゼミでまち歩きのプロジェクトに参加し、門司港商店街
の活性化や、着物レンタル「れとろこまち」の企画運営に関わっ
ています。3年生になる今年は、ゼミ長になったので、この活動
を中心に頑張っていこうと思っています。

小野≫最近の大学生の就活事情についてお聞かせください。
高野≫昨年は、これまで3年生の12月だった

就職活動のスタート時期が、翌年3月
になりました。その影響で、企業の採
用選考の仕組みが変化したんです。就
活の期間が短くなった一方で、3年生
の夏休みに参加したインターンシッ
プから事実上の選考が始まったり、セ
ミナーという名前で企業説明会が行
われるなど、選考ルートが複線化した
のが大きな特徴です。
3月から就活をスタートする学生も多いのですが、それ以前か
ら就活を始める学生もいて、タイミングは人によって開きが出
てきていますね。

恒成≫企業はどんな人材を求めているのでしょうか。
高野≫10年くらい前までは、「優秀な学生」という言葉がよく使われて

いましたが、最近はあまり聞きません。「自社に合う人」という
企業が増えてきていますね。企業によって求めるものが違うの
で、適した人材を採用する発想に変化している気がします。

三石≫先日、「キャリアーナ」の取材で博多の保険会社を訪ねたとき
に、求める学生像を尋ねたら、「挑戦する気持ちが一番大切」と
言われました。いろんな企業に訪問していますが、皆さんそれ
ぞれ違っています。

梅林≫そうですね。確かに企業が求める人材
は変わってきています。就職をしても3
年以内に離職する大卒者は3割以上
いると聞いています。優秀な方を求め
て採用したけれど、企業の社風やいろ
んなところで合わずに、残念ながら辞
めてしまうんですね。
企業は採用や教育にたくさんの投資
をしているので、3年も経たずに辞め
られるのはつらい。だから自社に合う人を採るようになってき
たと思います。新卒からの就職に比べ、転職はそれなりに苦
労もあると思いますし、何より皆さん長く勤め続けるつもりで
入社しますよね。ミスマッチのない企業選びは、双方にとって
大事なことです。

小野≫北九州市の企業をよく知ると、独自の製品とかシェアナンバー
1とか、魅力のある企業がいっぱいありますよね。それを学生に
もっと知ってもらえればと思います。

梅林≫おっしゃる通り、北九州市はものづくりのまちで魅力ある企業
が多く集積しています。しかし、その企業の魅力が十分に学生
に伝えきれていない現状はあると思いますので、まずは知って
もらうことですね。文系の学生には、「モノ」自体は作れないか
もしれないけれど、例えばこの製品を世界に広めていこうと
か、営業のやりがいはあります。このまちでも男女問わず、また
文系理系問わず、企業を知ることで、自分が活躍できる場所を
いくつも見つけられると思います。可能性を秘めているまちな
ので、商工会議所としてももっと企業イメージ発信のサポート
を支援していきたいと考えています。

小野≫就職するときに北九州市を離れる方が多く、アンケート調査で
は、「北九州市の企業を知らない」という回答が、かなりの学生
からありました。そこで、市でも地元企業をこれまで以上にア
ピールしていこうと取り組んでいます。

三石≫北九州市における新卒の採用状況について教えていただけますか。
梅林≫商工会議所で行っている「経営動向調査」では、人材不足とい

う声が多く挙げられていました。また、北九州市と一緒に主催

北九州市の地元企業をアピール

採用意欲が高い企業が増えている

インターンシップのメリットと注意点

企業研究は、なぜ（Why）何を（What）
どのように（How）の順番で

企業訪問は目的を持って、積極的に質問を

三石≫そうですね。仕事の体験だったり、企業内の紹介をしてもらう
だけだったり、企業によっていろいろ違います。

高野≫社風や企業の価値観を知る上でも、一番のチャンスなんです
が、学生がイメージしていた内容と違っていると、もったいない
ですよね。

梅林≫なるべくミスマッチが起こらないように、プログラムを開示す
るなどして、学生が見極められるようにするといいですね。やっ
ぱり行ってみることで、社風や社員の様子を感じることができ
ますし、抱いていたイメージとの違いなんかも分かると思いま
す。長く働くことを考えたらとても大切なことなので、ぜひ体験
してほしいです。

小野≫北九州市は昨年8月下旬に初めて「北九州ゆめみらいワーク」
を開催しました。合同会社説明会よりも、気軽に企業と話がで
きるイベントで、市内のさまざまな業種の企業が70社ほど参加
し、説明よりも仕事の体験を中心に行いました。大学生の参加
は高校生に比べると少なかったので、今年はぜひ大学生にも
来ていただきたいです。

高野≫私もあれはすごいなと思いました。その場に行けば、1日でいろ
んな会社の仕事を体験できる。きっかけづくりに最適ですね。
まずは体験してみて、興味が持てなかったらそれはそれでいい
じゃないですか。おもしろいところが出てきたら、正式なイン
ターンシップに行くとか、いろいろと選択できると思います。

三石≫北九州市で就職しようとする場合、業界や企業研究はどのよう
に進めたらよいでしょうか。

高野≫どのように（How）研究をする
かというやり方の前に、業界や
企業の何を（What）研究する
か、さらにその前になぜ（Why）
それを研究するのかという順
番があります。業界研究をする
ときは、Whyから考えていくの
が大事です。自分と他の人で
は、大事にしたいことは違って
きます。まず、そこからスタート
するといいのではないか、と私
はいつも学生に伝えています。

三石≫まずは、どういう職業に就きた
いのか、自分と向き合って答え
を出す。ある程度方向を決める
と、何をするか、どう動いたらい
いか見えやすくなるということ
ですか。

高野≫まさにおっしゃる通りです。そこまでいくと、自己分析と業界研
究がつながってきます。自分がなぜ働くのか考えても、簡単に
は見つからないかもしれませんが、とりあえず始めてみる。業
界研究やインターンシップの中で、また見えてくるものがある
ので、軌道修正をしてまた動いていけばいい。三石さんの「キャ
リアーナ」の活動や、恒成さんのゼミの活動も、自分の仕事観
につながっていくはずです。

梅林≫商工会議所のホームページには、いろいろな企業情報が載っ
ています。企業情報ネットワークという仕組みもありますので、
商工会議所がお手伝いしている企業の情報は簡単に入手する
ことができます。
会社合同説明会でも、多くの地元企業の情報が得られます。今
はネットで情報がすぐ手に入る時代ですが、企業の風土は実
際に会ってみないと分かりません。会社説明会やインターン
シップで、実際に会うことはとても大事だと思います。

小野≫企業研究では、市が運営する「キタキュー就職ナビ」というサイ
トで150社ほどの企業を紹介していますので、こちらも活用い
ただければと思います。

三石≫企業訪問をするとき、気を付けたほう
がいいことは何でしょうか。

高野≫待ちの姿勢ではなく、自分で門戸を
広げていこうという動きは、どんどん
したほうがいいです。そのうえで注意
すべきことは、ここは必ずつかんでく
る、こういうことは学び取ってくると
いう、自分なりの目的意識を持って行
くことです。

梅林≫私も、企業訪問に行く目的を明確にしていくことだと思います。
訪ねたときには、メモを取りながら聞く姿勢も大事です。ただ
ずっと座って聞いているだけだったら、話をする人事の方も
ちゃんと伝わっているのかな？と心配になると思いますよ。

三石≫理由と目的がしっかりしていると、その企業に対する説得力が
ありますか。

高野≫もちろんです。「いい質問だね」「そういうところまで考えてきた
んだ」と、企業側もうれしいですよね。きっといい道が開けると
思います。

恒成≫今日話が出たような情報は、学校にも配布されているのでしょ
うか。

高野≫各大学のキャリアセンターには、いろいろな情報が集まりま
す。でも、実際に学生が来るのは就活が始まってからが多く、そ
れは非常にもったいないと思います。大学のキャリアセンター
を使ってもらえば、大学側もさまざまな提案ができるんです。

恒成≫キャリアセンターのことは、知らない人が多いです。硬いイメー
ジがあって、友達との会話にも出てきませんね。

高野≫キャリアセンターが、大学のポータルで呼びかけても、掲示板
で知らせても、なかなか学生は見てくれない。1年生や2年生向
けのメニューも持っているので、キャリアセンターは早い段階
から活用したほうがいいと思います。

三石≫私は1年生のときから出入りしていました。キャリアセンターに
行くと、話し方セミナーとか、業界研究のノウハウとか、おもし
ろそうなものがたくさんあるんですよ。大学では場所も知らな
い人が多いですが、やっぱり知っておくとためになりますよね。

小野≫学生は、何を基準に仕事を選んだらいいのでしょうか。
高野≫理系の学生はやりたい仕事を選びますが、文系の学生は、仕事

よりもどの会社に入るかを選ぶ人が圧倒的に多いと感じてい
ます。就職ですから、何を職業とするかをまず考えてほしい。仕
事を選ぶ基準というのを、自分なりに考えておいてほしいと
思っています。
ただ、企業は採用するときに総合職として雇うところが多いた
め、どんな仕事を担当するのか入社するまで分からないので、
考えにくいのだろうと思います。

梅林≫総合職でもどういう仕事があるのか細かく研究していくこと
で、自分が働く意義を探していけると思います。具体的にどん
な技能を求めているのかという情報は、接触してみないと分
からないですよね。ウェブ上ではなく、人に会って聞いてみな
いと。

高野≫就職先を決めるときは、二つの切り口で見たほうがいいと思い
ます。企業が社会の中でどんな役に立っているかという、事業
レベルでの仕事のイメージ。事業の内容に共感できるか、興味
を持てるかという面です。もう一つは、個人的なタスクの部分
です。自分が担当する仕事は、広報なのか経理なのか営業なの
か。マクロとミクロの両方から理解していき、どちらも納得でき
るのが一番いいと思うんですよ。
事業や仕事内容について、情報提供をしている企業もたくさん
あります。学生はそこをあまり重視せず、給与や転勤などの待
遇面とか、どの会社の社員になるかという目でしか見ない人も

いる。自分に合った職業選びをもっとしてほしいですね。

恒成≫就職をするまでに、学んでおいたほう
がよいことがあれば、教えていただき
たいです。

梅林≫入社後はいろんな研修が充実してい
ますが、入社するまでは自分磨きが大
事。商工会議所の立場からいえば、
やっぱり資格は武器になると思うんで
す。企業アンケートの結果では、求め
る人材に取っておいてほしい資格は日
商簿記2級でした。簿記は経理担当者が持っておけばいいとい
うイメージがあるかもしれませんが、実際には広い職種で役に
立つ資格です。営業の場合は、取引先の経営状態が把握でき
る。簿記は数字が読めるからすごく武器になるんですね。もち
ろん簿記に限らず、お二人が今後進みたい道に対して必要な資
格があれば、それにチャレンジしていけばいいと思います。

高野≫自分なりにコミュニケーション力を鍛えるとか、積極性をもっ
と磨くとか、リーダーシップを発揮できるようになるとか。基本
的な能力を高めておくことが、一番だと思います。お二人のよ
うに、大学での活動に参加して本気で取り組むことも自分を磨
くことにつながります。自分の人間力を底上げしていくという
のは、就活が始まってからでは間に合いません。ぜひ学生の皆
さんに取り組んでほしいです。

恒成≫積み上げることが大切なんだな、と思いました。就活というの
は入学したときから始まっていると、ゼミの先生からもずっと
言われていたので、自分が挑戦するかどうかで何年後かに響く
と思いました。

小野≫それでは最後に、学生のお二人に向けてメッセージをお願いし
ます。

高野≫受け身ではなく能動的に自分から何かやることを決めて、自分
の意志で行う。そういう生活スタイルを身に付けていくといい
と思います。頑張ってください。

梅林≫高野さんと共通しますが、アクティブに。まさに百聞は一見に
しかずだと思うんですよ。今の時代、情報は待っていても来るけ
れど、ご自身で見た情報が一番リアルで精度も高い。お二人は
アクティブに大学生活を送られていますから、さらに自分磨き
をしてスキルアップしてください。成功につながるよう、ぜひ頑
張ってください。

小野≫就職というのは、将来の夢や希望を実現する場でもあると思
います。自分が求めるものを実現し、皆さんが成功するために、
北九州市も精一杯サポートしていきたいと思います。本日はあ
りがとうございました。

全員≫ありがとうございました。

Ichiro Takano
梅林　繁喜さん

北九州市の産業発展のために、事業計画、人材育成など経営課題解決
に向けて企業と一緒に取り組んでいる。「北九州会社合同説明会」を主
催し、企業と学生との雇用マッチング機会を創出。

Shigeki Umebayashi
北九州商工会議所
産業振興部産業振興課 係長 高野　一郎さん

総合食品メーカーに12年間勤務した後、就職コンサルタントとして独
立。様々な大学にて学生の就職を支援し、企業に人材採用のアドバイ
ス、講演も行う就活のプロフェッショナル。

キャリア救急センター福岡 代表
福岡大学 商学部 非常勤講師 小野　祐一

北九州市の経済や産業の振興を目指す部署で、学生の就職と企業の人
材確保支援を担当。本誌「北九州市で働こう！」など多数の学生向け事
業を企画。

北九州市役所 産業経済局雇用政策課　
地元就職促進担当課長 恒成　美玖さん

大学のゼミが行っている「まち歩きプロジェクト」で、門司港商店街の活
性化、着物レンタルの企画に参加。授業で学んだマーケティングに興味
あり。平成28年4月から3年生。

西南女学院大学
人文学部観光文化学科 三石　将太郎さん

大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」の制作スタッフとして、
企業取材やデザインを担当。世界を見て回れる仕事、旅行会社に興味
あり。平成28年4月から3年生。

北九州市立大学
外国語学部国際関係学科

Yuichi Ono Miku Tsunenari Shotaro Mitsuishi
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している「北九州会社合同説明会」の出展企業は、年々増えて
います。大学生を採用したいという企業が多いものの、目標の
人数までは採れていないのが実情です。採用意欲が高い企業
は増えていると思いますね。

恒成≫私は去年の夏、インターンシップに参加しました。北九州市内
の企業を希望していたのですが、福岡に比べると圧倒的に少
ない。それで福岡の企業に行き、友達の家に泊めてもらって1
週間通いました。その後、キャリアセンターから北九州市の企
業のインターンシップを紹介され、初めて知ったんです。

梅林≫インターンシップを希望していても、遠方で交通費がかかるな
ど、現実的な問題もあると思います。そこで、市と協力して地元
企業のインターンシップを企画しました。ものづくりをしている
製造業が多いのは、まちの特徴でもありますが、文系の学生に
とってはそこで自分が働くイメージが湧きにくいと思うんです
ね。この企画は文系の学生を対象としたもので、製造業にも総
務や営業など文系出身者もたくさん活躍していることやいろい
ろな地元企業を早い段階で知ることができるので、ぜひ活用い
ただければと思います。

小野≫企業の採用意欲が高まる中で、インターンシップを実施してい
るところが増えてきています。学生はインターンシップに参加
する企業をどう選んだらいいでしょうか。

高野≫もちろん興味のある企業には行ってみたほうがいいですが、企
業がインターンシップを受け入れる目的が多岐にわたってい
て、学生がそれを事前に見極められず、ミスマッチが起こってい
るという課題があります。

小野≫本日の司会を務めさせていただきま
す、北九州市産業経済局雇用政策課
の小野祐一と申します。
今日の座談会は、学生の皆さんが気に
なる就活について、質問に答える場と
して企画しました。どんどん質問をし
て、ご自分のこれからの就職活動に役
立てていただけたらと思います。それ
では、皆さん自己紹介をお願いします。

高野≫皆さん、こんにちは。キャリア救急センター福岡の高野一郎で
す。北九州市が運営する「若者ワークプラザ北九州」で、就活レ
ベルアップ講座の講師もしています。学生の就職支援には13
年間関わっています。企業の採用支援もしておりますので、皆
さんのお役に立てればと思います。

梅林≫北九州商工会議所の梅林繁喜です。商工会議所というのは地
域の経済団体で、企業の経営課題の解決に向けて一緒に取り
組んでいる組織です。事業計画や資金繰りの相談対応、人材育
成セミナーの開催など、会社が地域の中で発展していくための
お手伝いをしています。

三石≫北九州市立大学外国語学部国際関係学科の三石将太郎です。
今年の春から3年生になります。大学では、東南アジアの国際
関係を中心に勉強しています。
また、大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」を制作し
ています。この活動を通して、最新の就職事情について知るこ
とが多く、自分の将来を考える機会になっています。
外国に興味があり、いろんな世界を見て回りたいと思っている
ので、就職は旅行会社にしようかと今は考えています。

恒成≫西南女学院大学人文学部観光文化学科の恒成美玖と申しま
す。マーケティングの授業で商品が売れる仕組みを学んで興味
を持ったので、将来はマーケティング関係の仕事ができたら、
と今のところ考えています。

また、ゼミでまち歩きのプロジェクトに参加し、門司港商店街
の活性化や、着物レンタル「れとろこまち」の企画運営に関わっ
ています。3年生になる今年は、ゼミ長になったので、この活動
を中心に頑張っていこうと思っています。

小野≫最近の大学生の就活事情についてお聞かせください。
高野≫昨年は、これまで3年生の12月だった

就職活動のスタート時期が、翌年3月
になりました。その影響で、企業の採
用選考の仕組みが変化したんです。就
活の期間が短くなった一方で、3年生
の夏休みに参加したインターンシッ
プから事実上の選考が始まったり、セ
ミナーという名前で企業説明会が行
われるなど、選考ルートが複線化した
のが大きな特徴です。
3月から就活をスタートする学生も多いのですが、それ以前か
ら就活を始める学生もいて、タイミングは人によって開きが出
てきていますね。

恒成≫企業はどんな人材を求めているのでしょうか。
高野≫10年くらい前までは、「優秀な学生」という言葉がよく使われて

いましたが、最近はあまり聞きません。「自社に合う人」という
企業が増えてきていますね。企業によって求めるものが違うの
で、適した人材を採用する発想に変化している気がします。

三石≫先日、「キャリアーナ」の取材で博多の保険会社を訪ねたとき
に、求める学生像を尋ねたら、「挑戦する気持ちが一番大切」と
言われました。いろんな企業に訪問していますが、皆さんそれ
ぞれ違っています。

梅林≫そうですね。確かに企業が求める人材
は変わってきています。就職をしても3
年以内に離職する大卒者は3割以上
いると聞いています。優秀な方を求め
て採用したけれど、企業の社風やいろ
んなところで合わずに、残念ながら辞
めてしまうんですね。
企業は採用や教育にたくさんの投資
をしているので、3年も経たずに辞め
られるのはつらい。だから自社に合う人を採るようになってき
たと思います。新卒からの就職に比べ、転職はそれなりに苦
労もあると思いますし、何より皆さん長く勤め続けるつもりで
入社しますよね。ミスマッチのない企業選びは、双方にとって
大事なことです。

小野≫北九州市の企業をよく知ると、独自の製品とかシェアナンバー
1とか、魅力のある企業がいっぱいありますよね。それを学生に
もっと知ってもらえればと思います。

梅林≫おっしゃる通り、北九州市はものづくりのまちで魅力ある企業
が多く集積しています。しかし、その企業の魅力が十分に学生
に伝えきれていない現状はあると思いますので、まずは知って
もらうことですね。文系の学生には、「モノ」自体は作れないか
もしれないけれど、例えばこの製品を世界に広めていこうと
か、営業のやりがいはあります。このまちでも男女問わず、また
文系理系問わず、企業を知ることで、自分が活躍できる場所を
いくつも見つけられると思います。可能性を秘めているまちな
ので、商工会議所としてももっと企業イメージ発信のサポート
を支援していきたいと考えています。

小野≫就職するときに北九州市を離れる方が多く、アンケート調査で
は、「北九州市の企業を知らない」という回答が、かなりの学生
からありました。そこで、市でも地元企業をこれまで以上にア
ピールしていこうと取り組んでいます。

三石≫北九州市における新卒の採用状況について教えていただけますか。
梅林≫商工会議所で行っている「経営動向調査」では、人材不足とい

う声が多く挙げられていました。また、北九州市と一緒に主催

北九州市の地元企業をアピール

採用意欲が高い企業が増えている

インターンシップのメリットと注意点

企業研究は、なぜ（Why）何を（What）
どのように（How）の順番で

企業訪問は目的を持って、積極的に質問を

三石≫そうですね。仕事の体験だったり、企業内の紹介をしてもらう
だけだったり、企業によっていろいろ違います。

高野≫社風や企業の価値観を知る上でも、一番のチャンスなんです
が、学生がイメージしていた内容と違っていると、もったいない
ですよね。

梅林≫なるべくミスマッチが起こらないように、プログラムを開示す
るなどして、学生が見極められるようにするといいですね。やっ
ぱり行ってみることで、社風や社員の様子を感じることができ
ますし、抱いていたイメージとの違いなんかも分かると思いま
す。長く働くことを考えたらとても大切なことなので、ぜひ体験
してほしいです。

小野≫北九州市は昨年8月下旬に初めて「北九州ゆめみらいワーク」
を開催しました。合同会社説明会よりも、気軽に企業と話がで
きるイベントで、市内のさまざまな業種の企業が70社ほど参加
し、説明よりも仕事の体験を中心に行いました。大学生の参加
は高校生に比べると少なかったので、今年はぜひ大学生にも
来ていただきたいです。

高野≫私もあれはすごいなと思いました。その場に行けば、1日でいろ
んな会社の仕事を体験できる。きっかけづくりに最適ですね。
まずは体験してみて、興味が持てなかったらそれはそれでいい
じゃないですか。おもしろいところが出てきたら、正式なイン
ターンシップに行くとか、いろいろと選択できると思います。

三石≫北九州市で就職しようとする場合、業界や企業研究はどのよう
に進めたらよいでしょうか。

高野≫どのように（How）研究をする
かというやり方の前に、業界や
企業の何を（What）研究する
か、さらにその前になぜ（Why）
それを研究するのかという順
番があります。業界研究をする
ときは、Whyから考えていくの
が大事です。自分と他の人で
は、大事にしたいことは違って
きます。まず、そこからスタート
するといいのではないか、と私
はいつも学生に伝えています。

三石≫まずは、どういう職業に就きた
いのか、自分と向き合って答え
を出す。ある程度方向を決める
と、何をするか、どう動いたらい
いか見えやすくなるということ
ですか。

高野≫まさにおっしゃる通りです。そこまでいくと、自己分析と業界研
究がつながってきます。自分がなぜ働くのか考えても、簡単に
は見つからないかもしれませんが、とりあえず始めてみる。業
界研究やインターンシップの中で、また見えてくるものがある
ので、軌道修正をしてまた動いていけばいい。三石さんの「キャ
リアーナ」の活動や、恒成さんのゼミの活動も、自分の仕事観
につながっていくはずです。

梅林≫商工会議所のホームページには、いろいろな企業情報が載っ
ています。企業情報ネットワークという仕組みもありますので、
商工会議所がお手伝いしている企業の情報は簡単に入手する
ことができます。
会社合同説明会でも、多くの地元企業の情報が得られます。今
はネットで情報がすぐ手に入る時代ですが、企業の風土は実
際に会ってみないと分かりません。会社説明会やインターン
シップで、実際に会うことはとても大事だと思います。

小野≫企業研究では、市が運営する「キタキュー就職ナビ」というサイ
トで150社ほどの企業を紹介していますので、こちらも活用い
ただければと思います。

三石≫企業訪問をするとき、気を付けたほう
がいいことは何でしょうか。

高野≫待ちの姿勢ではなく、自分で門戸を
広げていこうという動きは、どんどん
したほうがいいです。そのうえで注意
すべきことは、ここは必ずつかんでく
る、こういうことは学び取ってくると
いう、自分なりの目的意識を持って行
くことです。

梅林≫私も、企業訪問に行く目的を明確にしていくことだと思います。
訪ねたときには、メモを取りながら聞く姿勢も大事です。ただ
ずっと座って聞いているだけだったら、話をする人事の方も
ちゃんと伝わっているのかな？と心配になると思いますよ。

三石≫理由と目的がしっかりしていると、その企業に対する説得力が
ありますか。

高野≫もちろんです。「いい質問だね」「そういうところまで考えてきた
んだ」と、企業側もうれしいですよね。きっといい道が開けると
思います。

恒成≫今日話が出たような情報は、学校にも配布されているのでしょ
うか。

高野≫各大学のキャリアセンターには、いろいろな情報が集まりま
す。でも、実際に学生が来るのは就活が始まってからが多く、そ
れは非常にもったいないと思います。大学のキャリアセンター
を使ってもらえば、大学側もさまざまな提案ができるんです。

恒成≫キャリアセンターのことは、知らない人が多いです。硬いイメー
ジがあって、友達との会話にも出てきませんね。

高野≫キャリアセンターが、大学のポータルで呼びかけても、掲示板
で知らせても、なかなか学生は見てくれない。1年生や2年生向
けのメニューも持っているので、キャリアセンターは早い段階
から活用したほうがいいと思います。

三石≫私は1年生のときから出入りしていました。キャリアセンターに
行くと、話し方セミナーとか、業界研究のノウハウとか、おもし
ろそうなものがたくさんあるんですよ。大学では場所も知らな
い人が多いですが、やっぱり知っておくとためになりますよね。

小野≫学生は、何を基準に仕事を選んだらいいのでしょうか。
高野≫理系の学生はやりたい仕事を選びますが、文系の学生は、仕事

よりもどの会社に入るかを選ぶ人が圧倒的に多いと感じてい
ます。就職ですから、何を職業とするかをまず考えてほしい。仕
事を選ぶ基準というのを、自分なりに考えておいてほしいと
思っています。
ただ、企業は採用するときに総合職として雇うところが多いた
め、どんな仕事を担当するのか入社するまで分からないので、
考えにくいのだろうと思います。

梅林≫総合職でもどういう仕事があるのか細かく研究していくこと
で、自分が働く意義を探していけると思います。具体的にどん
な技能を求めているのかという情報は、接触してみないと分
からないですよね。ウェブ上ではなく、人に会って聞いてみな
いと。

高野≫就職先を決めるときは、二つの切り口で見たほうがいいと思い
ます。企業が社会の中でどんな役に立っているかという、事業
レベルでの仕事のイメージ。事業の内容に共感できるか、興味
を持てるかという面です。もう一つは、個人的なタスクの部分
です。自分が担当する仕事は、広報なのか経理なのか営業なの
か。マクロとミクロの両方から理解していき、どちらも納得でき
るのが一番いいと思うんですよ。
事業や仕事内容について、情報提供をしている企業もたくさん
あります。学生はそこをあまり重視せず、給与や転勤などの待
遇面とか、どの会社の社員になるかという目でしか見ない人も

いる。自分に合った職業選びをもっとしてほしいですね。

恒成≫就職をするまでに、学んでおいたほう
がよいことがあれば、教えていただき
たいです。

梅林≫入社後はいろんな研修が充実してい
ますが、入社するまでは自分磨きが大
事。商工会議所の立場からいえば、
やっぱり資格は武器になると思うんで
す。企業アンケートの結果では、求め
る人材に取っておいてほしい資格は日
商簿記2級でした。簿記は経理担当者が持っておけばいいとい
うイメージがあるかもしれませんが、実際には広い職種で役に
立つ資格です。営業の場合は、取引先の経営状態が把握でき
る。簿記は数字が読めるからすごく武器になるんですね。もち
ろん簿記に限らず、お二人が今後進みたい道に対して必要な資
格があれば、それにチャレンジしていけばいいと思います。

高野≫自分なりにコミュニケーション力を鍛えるとか、積極性をもっ
と磨くとか、リーダーシップを発揮できるようになるとか。基本
的な能力を高めておくことが、一番だと思います。お二人のよ
うに、大学での活動に参加して本気で取り組むことも自分を磨
くことにつながります。自分の人間力を底上げしていくという
のは、就活が始まってからでは間に合いません。ぜひ学生の皆
さんに取り組んでほしいです。

恒成≫積み上げることが大切なんだな、と思いました。就活というの
は入学したときから始まっていると、ゼミの先生からもずっと
言われていたので、自分が挑戦するかどうかで何年後かに響く
と思いました。

小野≫それでは最後に、学生のお二人に向けてメッセージをお願いし
ます。

高野≫受け身ではなく能動的に自分から何かやることを決めて、自分
の意志で行う。そういう生活スタイルを身に付けていくといい
と思います。頑張ってください。

梅林≫高野さんと共通しますが、アクティブに。まさに百聞は一見に
しかずだと思うんですよ。今の時代、情報は待っていても来るけ
れど、ご自身で見た情報が一番リアルで精度も高い。お二人は
アクティブに大学生活を送られていますから、さらに自分磨き
をしてスキルアップしてください。成功につながるよう、ぜひ頑
張ってください。

小野≫就職というのは、将来の夢や希望を実現する場でもあると思
います。自分が求めるものを実現し、皆さんが成功するために、
北九州市も精一杯サポートしていきたいと思います。本日はあ
りがとうございました。

全員≫ありがとうございました。

Ichiro Takano
梅林　繁喜さん

北九州市の産業発展のために、事業計画、人材育成など経営課題解決
に向けて企業と一緒に取り組んでいる。「北九州会社合同説明会」を主
催し、企業と学生との雇用マッチング機会を創出。

Shigeki Umebayashi
北九州商工会議所
産業振興部産業振興課 係長 高野　一郎さん

総合食品メーカーに12年間勤務した後、就職コンサルタントとして独
立。様々な大学にて学生の就職を支援し、企業に人材採用のアドバイ
ス、講演も行う就活のプロフェッショナル。

キャリア救急センター福岡 代表
福岡大学 商学部 非常勤講師 小野　祐一

北九州市の経済や産業の振興を目指す部署で、学生の就職と企業の人
材確保支援を担当。本誌「北九州市で働こう！」など多数の学生向け事
業を企画。

北九州市役所 産業経済局雇用政策課　
地元就職促進担当課長 恒成　美玖さん

大学のゼミが行っている「まち歩きプロジェクト」で、門司港商店街の活
性化、着物レンタルの企画に参加。授業で学んだマーケティングに興味
あり。平成28年4月から3年生。

西南女学院大学
人文学部観光文化学科 三石　将太郎さん

大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」の制作スタッフとして、
企業取材やデザインを担当。世界を見て回れる仕事、旅行会社に興味
あり。平成28年4月から3年生。

北九州市立大学
外国語学部国際関係学科

Yuichi Ono Miku Tsunenari Shotaro Mitsuishi
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している「北九州会社合同説明会」の出展企業は、年々増えて
います。大学生を採用したいという企業が多いものの、目標の
人数までは採れていないのが実情です。採用意欲が高い企業
は増えていると思いますね。

恒成≫私は去年の夏、インターンシップに参加しました。北九州市内
の企業を希望していたのですが、福岡に比べると圧倒的に少
ない。それで福岡の企業に行き、友達の家に泊めてもらって1
週間通いました。その後、キャリアセンターから北九州市の企
業のインターンシップを紹介され、初めて知ったんです。

梅林≫インターンシップを希望していても、遠方で交通費がかかるな
ど、現実的な問題もあると思います。そこで、市と協力して地元
企業のインターンシップを企画しました。ものづくりをしている
製造業が多いのは、まちの特徴でもありますが、文系の学生に
とってはそこで自分が働くイメージが湧きにくいと思うんです
ね。この企画は文系の学生を対象としたもので、製造業にも総
務や営業など文系出身者もたくさん活躍していることやいろい
ろな地元企業を早い段階で知ることができるので、ぜひ活用い
ただければと思います。

小野≫企業の採用意欲が高まる中で、インターンシップを実施してい
るところが増えてきています。学生はインターンシップに参加
する企業をどう選んだらいいでしょうか。

高野≫もちろん興味のある企業には行ってみたほうがいいですが、企
業がインターンシップを受け入れる目的が多岐にわたってい
て、学生がそれを事前に見極められず、ミスマッチが起こってい
るという課題があります。

小野≫本日の司会を務めさせていただきま
す、北九州市産業経済局雇用政策課
の小野祐一と申します。
今日の座談会は、学生の皆さんが気に
なる就活について、質問に答える場と
して企画しました。どんどん質問をし
て、ご自分のこれからの就職活動に役
立てていただけたらと思います。それ
では、皆さん自己紹介をお願いします。

高野≫皆さん、こんにちは。キャリア救急センター福岡の高野一郎で
す。北九州市が運営する「若者ワークプラザ北九州」で、就活レ
ベルアップ講座の講師もしています。学生の就職支援には13
年間関わっています。企業の採用支援もしておりますので、皆
さんのお役に立てればと思います。

梅林≫北九州商工会議所の梅林繁喜です。商工会議所というのは地
域の経済団体で、企業の経営課題の解決に向けて一緒に取り
組んでいる組織です。事業計画や資金繰りの相談対応、人材育
成セミナーの開催など、会社が地域の中で発展していくための
お手伝いをしています。

三石≫北九州市立大学外国語学部国際関係学科の三石将太郎です。
今年の春から3年生になります。大学では、東南アジアの国際
関係を中心に勉強しています。
また、大学のキャリアセンター広報誌「キャリアーナ」を制作し
ています。この活動を通して、最新の就職事情について知るこ
とが多く、自分の将来を考える機会になっています。
外国に興味があり、いろんな世界を見て回りたいと思っている
ので、就職は旅行会社にしようかと今は考えています。

恒成≫西南女学院大学人文学部観光文化学科の恒成美玖と申しま
す。マーケティングの授業で商品が売れる仕組みを学んで興味
を持ったので、将来はマーケティング関係の仕事ができたら、
と今のところ考えています。

また、ゼミでまち歩きのプロジェクトに参加し、門司港商店街
の活性化や、着物レンタル「れとろこまち」の企画運営に関わっ
ています。3年生になる今年は、ゼミ長になったので、この活動
を中心に頑張っていこうと思っています。

小野≫最近の大学生の就活事情についてお聞かせください。
高野≫昨年は、これまで3年生の12月だった

就職活動のスタート時期が、翌年3月
になりました。その影響で、企業の採
用選考の仕組みが変化したんです。就
活の期間が短くなった一方で、3年生
の夏休みに参加したインターンシッ
プから事実上の選考が始まったり、セ
ミナーという名前で企業説明会が行
われるなど、選考ルートが複線化した
のが大きな特徴です。
3月から就活をスタートする学生も多いのですが、それ以前か
ら就活を始める学生もいて、タイミングは人によって開きが出
てきていますね。

恒成≫企業はどんな人材を求めているのでしょうか。
高野≫10年くらい前までは、「優秀な学生」という言葉がよく使われて

いましたが、最近はあまり聞きません。「自社に合う人」という
企業が増えてきていますね。企業によって求めるものが違うの
で、適した人材を採用する発想に変化している気がします。

三石≫先日、「キャリアーナ」の取材で博多の保険会社を訪ねたとき
に、求める学生像を尋ねたら、「挑戦する気持ちが一番大切」と
言われました。いろんな企業に訪問していますが、皆さんそれ
ぞれ違っています。

梅林≫そうですね。確かに企業が求める人材
は変わってきています。就職をしても3
年以内に離職する大卒者は3割以上
いると聞いています。優秀な方を求め
て採用したけれど、企業の社風やいろ
んなところで合わずに、残念ながら辞
めてしまうんですね。
企業は採用や教育にたくさんの投資
をしているので、3年も経たずに辞め
られるのはつらい。だから自社に合う人を採るようになってき
たと思います。新卒からの就職に比べ、転職はそれなりに苦
労もあると思いますし、何より皆さん長く勤め続けるつもりで
入社しますよね。ミスマッチのない企業選びは、双方にとって
大事なことです。

小野≫北九州市の企業をよく知ると、独自の製品とかシェアナンバー
1とか、魅力のある企業がいっぱいありますよね。それを学生に
もっと知ってもらえればと思います。

梅林≫おっしゃる通り、北九州市はものづくりのまちで魅力ある企業
が多く集積しています。しかし、その企業の魅力が十分に学生
に伝えきれていない現状はあると思いますので、まずは知って
もらうことですね。文系の学生には、「モノ」自体は作れないか
もしれないけれど、例えばこの製品を世界に広めていこうと
か、営業のやりがいはあります。このまちでも男女問わず、また
文系理系問わず、企業を知ることで、自分が活躍できる場所を
いくつも見つけられると思います。可能性を秘めているまちな
ので、商工会議所としてももっと企業イメージ発信のサポート
を支援していきたいと考えています。

小野≫就職するときに北九州市を離れる方が多く、アンケート調査で
は、「北九州市の企業を知らない」という回答が、かなりの学生
からありました。そこで、市でも地元企業をこれまで以上にア
ピールしていこうと取り組んでいます。

三石≫北九州市における新卒の採用状況について教えていただけますか。
梅林≫商工会議所で行っている「経営動向調査」では、人材不足とい

う声が多く挙げられていました。また、北九州市と一緒に主催

三石≫そうですね。仕事の体験だったり、企業内の紹介をしてもらう
だけだったり、企業によっていろいろ違います。

高野≫社風や企業の価値観を知る上でも、一番のチャンスなんです
が、学生がイメージしていた内容と違っていると、もったいない
ですよね。

梅林≫なるべくミスマッチが起こらないように、プログラムを開示す
るなどして、学生が見極められるようにするといいですね。やっ
ぱり行ってみることで、社風や社員の様子を感じることができ
ますし、抱いていたイメージとの違いなんかも分かると思いま
す。長く働くことを考えたらとても大切なことなので、ぜひ体験
してほしいです。

小野≫北九州市は昨年8月下旬に初めて「北九州ゆめみらいワーク」
を開催しました。合同会社説明会よりも、気軽に企業と話がで
きるイベントで、市内のさまざまな業種の企業が70社ほど参加
し、説明よりも仕事の体験を中心に行いました。大学生の参加
は高校生に比べると少なかったので、今年はぜひ大学生にも
来ていただきたいです。

高野≫私もあれはすごいなと思いました。その場に行けば、1日でいろ
んな会社の仕事を体験できる。きっかけづくりに最適ですね。
まずは体験してみて、興味が持てなかったらそれはそれでいい
じゃないですか。おもしろいところが出てきたら、正式なイン
ターンシップに行くとか、いろいろと選択できると思います。

三石≫北九州市で就職しようとする場合、業界や企業研究はどのよう
に進めたらよいでしょうか。

高野≫どのように（How）研究をする
かというやり方の前に、業界や
企業の何を（What）研究する
か、さらにその前になぜ（Why）
それを研究するのかという順
番があります。業界研究をする
ときは、Whyから考えていくの
が大事です。自分と他の人で
は、大事にしたいことは違って
きます。まず、そこからスタート
するといいのではないか、と私
はいつも学生に伝えています。

三石≫まずは、どういう職業に就きた
いのか、自分と向き合って答え
を出す。ある程度方向を決める
と、何をするか、どう動いたらい
いか見えやすくなるということ
ですか。

高野≫まさにおっしゃる通りです。そこまでいくと、自己分析と業界研
究がつながってきます。自分がなぜ働くのか考えても、簡単に
は見つからないかもしれませんが、とりあえず始めてみる。業
界研究やインターンシップの中で、また見えてくるものがある
ので、軌道修正をしてまた動いていけばいい。三石さんの「キャ
リアーナ」の活動や、恒成さんのゼミの活動も、自分の仕事観
につながっていくはずです。

梅林≫商工会議所のホームページには、いろいろな企業情報が載っ
ています。企業情報ネットワークという仕組みもありますので、
商工会議所がお手伝いしている企業の情報は簡単に入手する
ことができます。
会社合同説明会でも、多くの地元企業の情報が得られます。今
はネットで情報がすぐ手に入る時代ですが、企業の風土は実
際に会ってみないと分かりません。会社説明会やインターン
シップで、実際に会うことはとても大事だと思います。

小野≫企業研究では、市が運営する「キタキュー就職ナビ」というサイ
トで150社ほどの企業を紹介していますので、こちらも活用い
ただければと思います。

三石≫企業訪問をするとき、気を付けたほう
がいいことは何でしょうか。

高野≫待ちの姿勢ではなく、自分で門戸を
広げていこうという動きは、どんどん
したほうがいいです。そのうえで注意
すべきことは、ここは必ずつかんでく
る、こういうことは学び取ってくると
いう、自分なりの目的意識を持って行
くことです。

梅林≫私も、企業訪問に行く目的を明確にしていくことだと思います。
訪ねたときには、メモを取りながら聞く姿勢も大事です。ただ
ずっと座って聞いているだけだったら、話をする人事の方も
ちゃんと伝わっているのかな？と心配になると思いますよ。

三石≫理由と目的がしっかりしていると、その企業に対する説得力が
ありますか。

高野≫もちろんです。「いい質問だね」「そういうところまで考えてきた
んだ」と、企業側もうれしいですよね。きっといい道が開けると
思います。

恒成≫今日話が出たような情報は、学校にも配布されているのでしょ
うか。

高野≫各大学のキャリアセンターには、いろいろな情報が集まりま
す。でも、実際に学生が来るのは就活が始まってからが多く、そ
れは非常にもったいないと思います。大学のキャリアセンター
を使ってもらえば、大学側もさまざまな提案ができるんです。

恒成≫キャリアセンターのことは、知らない人が多いです。硬いイメー
ジがあって、友達との会話にも出てきませんね。

高野≫キャリアセンターが、大学のポータルで呼びかけても、掲示板
で知らせても、なかなか学生は見てくれない。1年生や2年生向
けのメニューも持っているので、キャリアセンターは早い段階
から活用したほうがいいと思います。

三石≫私は1年生のときから出入りしていました。キャリアセンターに
行くと、話し方セミナーとか、業界研究のノウハウとか、おもし
ろそうなものがたくさんあるんですよ。大学では場所も知らな
い人が多いですが、やっぱり知っておくとためになりますよね。

小野≫学生は、何を基準に仕事を選んだらいいのでしょうか。
高野≫理系の学生はやりたい仕事を選びますが、文系の学生は、仕事

よりもどの会社に入るかを選ぶ人が圧倒的に多いと感じてい
ます。就職ですから、何を職業とするかをまず考えてほしい。仕
事を選ぶ基準というのを、自分なりに考えておいてほしいと
思っています。
ただ、企業は採用するときに総合職として雇うところが多いた
め、どんな仕事を担当するのか入社するまで分からないので、
考えにくいのだろうと思います。

梅林≫総合職でもどういう仕事があるのか細かく研究していくこと
で、自分が働く意義を探していけると思います。具体的にどん
な技能を求めているのかという情報は、接触してみないと分
からないですよね。ウェブ上ではなく、人に会って聞いてみな
いと。

高野≫就職先を決めるときは、二つの切り口で見たほうがいいと思い
ます。企業が社会の中でどんな役に立っているかという、事業
レベルでの仕事のイメージ。事業の内容に共感できるか、興味
を持てるかという面です。もう一つは、個人的なタスクの部分
です。自分が担当する仕事は、広報なのか経理なのか営業なの
か。マクロとミクロの両方から理解していき、どちらも納得でき
るのが一番いいと思うんですよ。
事業や仕事内容について、情報提供をしている企業もたくさん
あります。学生はそこをあまり重視せず、給与や転勤などの待
遇面とか、どの会社の社員になるかという目でしか見ない人も

いる。自分に合った職業選びをもっとしてほしいですね。

恒成≫就職をするまでに、学んでおいたほう
がよいことがあれば、教えていただき
たいです。

梅林≫入社後はいろんな研修が充実してい
ますが、入社するまでは自分磨きが大
事。商工会議所の立場からいえば、
やっぱり資格は武器になると思うんで
す。企業アンケートの結果では、求め
る人材に取っておいてほしい資格は日
商簿記2級でした。簿記は経理担当者が持っておけばいいとい
うイメージがあるかもしれませんが、実際には広い職種で役に
立つ資格です。営業の場合は、取引先の経営状態が把握でき
る。簿記は数字が読めるからすごく武器になるんですね。もち
ろん簿記に限らず、お二人が今後進みたい道に対して必要な資
格があれば、それにチャレンジしていけばいいと思います。

高野≫自分なりにコミュニケーション力を鍛えるとか、積極性をもっ
と磨くとか、リーダーシップを発揮できるようになるとか。基本
的な能力を高めておくことが、一番だと思います。お二人のよ
うに、大学での活動に参加して本気で取り組むことも自分を磨
くことにつながります。自分の人間力を底上げしていくという
のは、就活が始まってからでは間に合いません。ぜひ学生の皆
さんに取り組んでほしいです。

恒成≫積み上げることが大切なんだな、と思いました。就活というの
は入学したときから始まっていると、ゼミの先生からもずっと
言われていたので、自分が挑戦するかどうかで何年後かに響く
と思いました。

小野≫それでは最後に、学生のお二人に向けてメッセージをお願いし
ます。

高野≫受け身ではなく能動的に自分から何かやることを決めて、自分
の意志で行う。そういう生活スタイルを身に付けていくといい
と思います。頑張ってください。

梅林≫高野さんと共通しますが、アクティブに。まさに百聞は一見に
しかずだと思うんですよ。今の時代、情報は待っていても来るけ
れど、ご自身で見た情報が一番リアルで精度も高い。お二人は
アクティブに大学生活を送られていますから、さらに自分磨き
をしてスキルアップしてください。成功につながるよう、ぜひ頑
張ってください。

小野≫就職というのは、将来の夢や希望を実現する場でもあると思
います。自分が求めるものを実現し、皆さんが成功するために、
北九州市も精一杯サポートしていきたいと思います。本日はあ
りがとうございました。

全員≫ありがとうございました。

自分に合った仕事選びを

就職するまでの自分磨きが大切

大学のキャリアセンターを活用しよう
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新卒就活サポートします！

コムシティ

福岡銀行●
黒崎支店

筑豊電鉄

●西部ガス

八幡社会保険事務所●
●

●九州厚生年金病院

●井筒屋annex1

●ベスト電器

←
至 

博
多
方
面

八幡新卒応援ハローワーク

新卒就活サポートします！
̶ 北九州新卒応援ハローワーク【小倉・八幡】 ̶

SHINSOTSU OHEN HELLOWORK

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2階
月曜日～金曜日 10：00～18：00 ※土・日曜日・祝日・年末年始は休み

TEL 093-512-0304 TEL 093-622-6690
〒806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10
月曜日～金曜日 8:30～17:15 ※土・日曜日・祝日・年末年始は休み

小倉新卒応援ハローワーク 八幡新卒応援ハローワーク

新卒応援ハローワークは、大学院・大学・短大・高専・専修学校などの学生の方や、
大学など卒業後3年以内の方を対象にする専門のハローワークです。

どんなことができるの？

新卒応援ハローワークに
相談してみませんか？

全国の学卒求人の情報を
見ることができます。

こんなことができます!

◎就職活動の相談◎就職活動の相談 ◎各種ガイダンス・セミナー◎各種ガイダンス・セミナー

◎求人検索◎求人検索

学卒ジョブサポーターが、就職活動に関す
るさまざまな相談に応じます。
エントリーシート・履歴書の作成相談や、面
接指導も受け付けています。

地元企業の新卒求人はもちろんのこと、全
国の求人情報の検索が行えます。

◎その他◎その他

「自分が何に向いているのか分からない」
「どんな仕事がいいのかわからない」
などの悩みをお持ちの方は、「職業適性検
査・興味検査」を受けることができます。

就職活動の基本、マナー、自己分析の方法な
ど、各種セミナーを開催しています。 どこの新卒応援ハローワークでも、全ての都

道府県の新規学卒者向けの求人情報が見ら
れます。しかも、学校のキャリアセンターや就
活サイトには載っていない求人や、窓口でし
か見られない求人もあります。

Question

Answer

利 用
無 料

お気軽に
お越しください

大卒等就職情報WEB提供サービス
◎インターネットでも見ることができます。

http://job.gakusei.go.jp/

『地元就職』を考えている皆さん！
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Corporate
Guide
北九州市には、将来性豊かで
魅力ある企業がいっぱいです。
ここではその一部を紹介します。

そこで働く先輩方に、今の仕事を選んだ
きっかけや担当する業務、やりがい、

余暇の過ごし方などについて伺いました。

̶  地 元 企 業 紹 介  ̶

ヤフー㈱㈱千草山九㈱

門司港運㈱㈱タック技研工業北九州青果㈱

丸栄化工㈱㈱オーネスト

㈱マツシマメジャテック第一交通産業㈱㈱エコウッド
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北九州市が行っている就職支援サービスを紹介！

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2階
月曜日～土曜日 10：00～18：00 ※日曜日・祝日・年末年始は休み

TEL 093-531-4510 TEL 093-631-0020
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ2階
月曜日～土曜日 10：00～19：00 ※日曜日・祝日・年末年始は休み

若者ワークプラザ北九州 若者ワークプラザ北九州・黒崎事前
予約制

若者ワークプラザで
検索！

SNSでも
情報提供中！

若者ワークプラザは、北九州市が
設置する就職支援の窓口です。
ここには就職活動の「プロ」スタッフが
常勤しており、年間約17,000名の
利用者が訪れています。
でも、行ったことが無い、よく知らない、と
いう大学生も多いのでは？
そこで本誌では若者ワークプラザへ
インタビューし、スタッフの生の声を
皆さんへお届けします。

若者ワークプラザは、北九州市が
設置する就職支援の窓口です。
ここには就職活動の「プロ」スタッフが
常勤しており、年間約17,000名の
利用者が訪れています。
でも、行ったことが無い、よく知らない、と
いう大学生も多いのでは？
そこで本誌では若者ワークプラザへ
インタビューし、スタッフの生の声を
皆さんへお届けします。

若者ワークプラザ北九州
キャリアカウンセラー

　 若者ワークプラザに
聞きました！

若者ワークプラザの
取り組みについて
お聞かせください。

若者ワークプラザには大きく分けて3つの
機能があります。1つ目は就職をしたいけ
れどもどのように活動したらよいかわか
らない、という方の職業相談を受ける「相
談」、2つ目は就職のために役立つ様々な

「セミナーの開催」、そして3つ目に働く人
を募集している会社を紹介する「職業紹
介」があります。

Q1
uestion

たくさんの就活支援セミナーが
開催されていますが、
大学生に出席してもらいたいものは？

「自己分析セミナー」や「コミュニケーションセミナー」、「ビ
ジネスセミナー」などがいいのではないでしょうか。また、ピ
ンポイントで開催しているのですが「エントリーシートの書
き方」や「集団面接」「グループディスカッション」はとても人
気があります。他大学の学生と一緒に練習が出来る為、実
際に役に立つと思います。

Q3
uestion

就職活動を控えた大学生へ
アドバイスをお願いします。

「自分を必要としている会社が必ずある」と信じて
焦らずに就職活動してください。
若者ワークプラザは就職活動のどの段階からでも
相談できますので、困ったらいつでもお越しくださ
いね。

Q4
uestion

どのような方が
利用していますか？

就職についての知識を得たい方や、書類
の添削を希望する方、就職の方向性は定
まっているけれども具体的な活動の仕方
がわからないという方など、とにかく様々
ですが、ここは就職活動のどの段階から
の相談にもすべてに対応ができます。
例えば、自分が何をやりたいのかわからな
いという方には、カウンセラーと相談をし
ながら自己分析をしてもらい、方向性を定
めていきます。1回の相談に1時間かける
ことができるので、じっくりと相談ができ
ます。また、カウンセラーは担当者制に
なっており、次回の利用時も同じカウンセ
ラーが担当するため、きめ細かい丁寧な
サポートを行う事が出来ます。

Q2
uestion

新井　奈菜さん

プラザに登録されている最新の求
人情報をご紹介しています。

インターネットを活用した情報収
集ができます。

仕事に関する書籍や、求人情報誌
を備え付けています。

専門のカウンセラーがマンツーマ
ンで対応します。

利用
無料

若者ワークプラザ
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北九州市には、将来性豊かで
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ここではその一部を紹介します。
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アルバイト経験がほとんどなく、接客や販売への不安はありましたが、入社後の
研修と実習で、不安を少し解消することができました。その後、現在の婦人雑貨
に配属されました。私の主な担当は、手袋、サングラス、ベルトです。最初は接客
に戸惑い、的確な商品の説明ができないこ
ともあり、もどかしい思いをしました。職場
は学校とは違う、誰かが教えてくれるのを
待つところではないと実感しました。お客
様に対してアドバイスができるように、自
分で勉 強したり、先 輩に聞いてみたり、
メーカーの方に質問するようになると、次
第に接客のスキルがつき始めました。初め
てお客様から私の応対について褒められ
たときは、とにかくうれしかったです。

自分で学び、経験してスキルアップ

●本社／〒802-8511  北九州市小倉北区船場町1番1号
 TEL：093-522-3401　FAX：093-511-1334
 http://www.izutsuya.co.jp/

【業種・業態】 百貨店業
㈱井筒屋

1935年の創業以来、地域の皆さまに親しまれる百貨店として、北九州
市の発展とともに成長してきました。百貨店は、お客様にとって買い物
をする場所であると同時に、さまざまな思い出が詰まった場所です。
日々紡いできたお客様との関わりが、井筒屋の基盤となっています。
昨年、当社は創業80周年を迎え、「包装紙」と「手提げ袋」をリニューアル
しました。小倉織の伝統的な縞模様をモチーフにデザインを刷新し、
新たなスタートを切りました。地域の方に感謝の気持ちを伝えるため
に、さまざまな記念事業も実施。地元の酒蔵と協同で北九州の米と水
を使った日本酒を醸造、井筒屋のロゴをデザインしたラッピングモノ
レール、当社スタッフが登場するCM放映などを行いました。

北九州市で買い物するなら
“井筒屋”と言われるよう
販売の仕事に取り組んでいます。

京築地区の吉富町出身です。大学は長崎で水産学を学び、有機化学を専攻し
て、海洋生物の中に含まれる化合物の研究をしていました。就職活動を始めた
ころは、自分が何をしたいのかしっかりとしたイメージを持てず、大学で学んだ
分野に近い食品や化学関係の企業を回りました。面接を受けても「ここで働き
たい」という決め手を感じられず、職種よりも勤務地をメインに考え直しました。
大阪以西、九州、福岡と地元に近い企業を探した中にあったのが、当社です。自
分が販売をするイメージはありませんでしたが、人事の方の話を聞いて、地域に
密着した百貨店としての姿勢やビジョンに共感し、ここで働いてみたいと思いま
した。

“働いてみたい”という思いが決め手に

社会人になって3年、接客のときには、商品の説明やファッションコーディネー
トも含めた提案、お客様の心が開けるような会話をしようと心掛けています。先
輩のようになるにはまだまだですが、これから経験を積んで、担当の売り場のこ
とは何を聞かれても答えられる存在になりたいです。
入社してから、夏は小倉祇園太鼓やよさこいなどに参加しています。今までにな
い経験ができ、楽しい思い出となりました。休日は読書をすることが多いのです
が、最近は友だちといろいろな場所でランチも楽しんでいます。

お客様の心が開けるような会話を

【企業概要】
設立／昭和10年7月
代表者／代表取締役　影山 英雄
従業員数／703名
資本金／105億3,200万円
売上高／623億4,100万円
事業所／本店・黒崎店
関連会社／㈱コレット井筒屋・㈱山口井筒屋・
 　㈱レストラン井筒屋・㈱井筒屋外商サービス

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
百貨店業

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

お客様の大切な思い出を紡いで
地域とともに成長を続けます。

北九州市唯一の百貨店として、地域の皆さまとの交流も盛んに行ってい
ます。毎年参加しているのは、7月の「小倉祇園太鼓」や8月の「わっしょ
いYOSAKOI北九州」など。祇園太鼓では、井筒屋のゆかたを着て街中
を練り歩き、沿道の皆さまから声援を送っていただいています。「わっ
しょいYOSAKOI北九州」では、若手社員を中心に毎年工夫を凝らした
迫力のある踊りを披露しています。イベントへの参加を通して、普段は交
流の少ない部署や上司とも接点ができ、社内の雰囲気が活気あるもの
になっています。

地元イベントへの参加で
社員同士の結束も強く。

小倉祇園太鼓に参加する井筒屋チーム。

㈱井筒屋 本店 本館グループ
婦人雑貨・アクセサリー 所属
■職業／販売職
■勤続年数／2年（H26年入社）
■出身学部／水産学部卒

▲㈱井筒屋HP

原田　佳奈さん
Kana Harada

商品をきれいに包装してお渡しするのも大切な
仕事です。

POINT

01

POINT

02

お客様に支えられ、昨年創業80年を迎えました。
これからも、お客様第一主義を念頭に
ご要望に応える品揃え、接客、サービスを提供し
顧客満足度100％の百貨店を目指します。
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当社の製品は、廃プラスチックと廃木材を使う再生複合材です。製品の精度が
不均質にならないよう、外観、寸法、物性試験等での客観的な評価のもと品質
の安定性を追求しています。品質管理課では、製品がJIS規格に適合しているの
か、破壊検査での強度測定、密度・比重、吸水特性などの試験を繰り返し、確認
します。そして試験結果とともに製造工程での各種検査結果を含めた最終評価
を行い、出荷できる製品となります。時には、お
客様の要望に合わせた試験も行うこともあり、
柔軟な姿勢で取り組まないといけません。入社
3年目、覚えること、学ぶことがたくさんありま
す。昨年は、JIS品質管理責任者の資格を取得し
ました。今後は製造機械に関しての知識なども
深め、より精度の高い試験、分析を行っていき
たいと思っています。

より精度の高い品質管理を目指す

●本社／〒808-0021  北九州市若松区響町1丁目12番地1号
 TEL：093-751-2424　FAX：093-751-2430
 http://www.eco-wood.jp/

【業種・業態】 製造業・リサイクル業
㈱エコウッド

当社は、北九州エコタウンに立地し、全国の事業所から排出される廃材
（プラスチック）や間伐材、老朽化した天然木のデッキ等を原料に木材・
プラスチック再生複合材「エコMウッド」の製造・販売を行っています。

「エコMウッド」は、数百ミクロンに粉砕した木材とプラスチックを特殊技
術で混合、加熱成型したものです。木の質感にこだわった原料配合に、成
型加工技術を加え、デッキ、ルーバー、ベンチなど使用目的に応じた多様
な生産技術も確立しました。また、創業当時、業界では再生複合材の品
質をはかるものさしがなく、利用者に不安を抱
かれることもありました。その中で当社は、JIS
の制定に向けた活動に積極的に参加、JIS規格
実現後の平成20年に業界に先駆けてJISマー
ク表示製品認証を取得し、JISマークに値す
る、より高度な品質管理体制の構築を推進し、
製品の信頼性向上を実現しています。

世界も注目する環境事業。
奥の深い品質管理の仕事を通じて
より良い製品を送り出します。

大学は山口県でしたが、就職するなら地元・北九州市で、仕事は学んだ応用化
学を生かせる化学系の技術職や研究職を探していました。当時は採用が少なく
とても厳しい時代。当社のことは、北九州市の合同会社説明会で知りました。
当時、学んでいた分野であるプラスチックを使ったものづくりをしており、技術
系の仕事であることに惹かれました。製品の素晴らしさ、リサイクル・環境分野
の企業として成長を続けていること、所在地の「北九州エコタウン」も学生時代
の環境学習で知っていたため、そこで仕事ができることにも興味を持ち就職を
決めました。

化学と環境分野の仕事に魅力を感じて

品質管理の仕事は、受注から製造、納品、使用後の評価まで、すべての工程に関
わります。この横断的な立場だからこそ見えること、分かることを追求して、品質
向上につなげたいです。そして、当社の製品が資源の再生という形で社会貢献
している、その一員であることを誇りに思っています。これからも世界中で愛さ
れる製品を送り出すために、品質管理を通して私自身スキルアップしたいと考
えています。休みの日は、のんびり過ごすことが多いですが、時には趣味のドラ
イブで遠出することもあります。「エコタウン」までの通勤も楽しいものですよ。

社会貢献する会社、仕事に誇りを持って

【企業概要】
設立／平成14年7月
代表者／代表取締役社長　石本 康治
従業員数／44名
資本金／3億円
事業所／北九州本社・東京事務所・関西営業所

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
木材・プラスチック再生複合材の製造および販売

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

公的認定JISの認証を取得し
安全で信頼性の高い製品を製造。

再生複合材「エコMウッド」は、腐食や虫害
を受けず、気候に左右されない強度、滑り
にくい摩耗性などに優れた素材。90%を
超えるリサイクル材含有率で、用途に合わ
せた形状や原料配合開発を行っています。
日本人の生活と密着した “木の温もり”を
生かした風合いは、北九州市内を始点に、
全国の公共施設や駅舎、公園、病院、大型商業施設などで利用されてい
ます。品質の良さと意匠が好評を得て、スペインのワイナリーの壁面やフ
ランスの桟橋のデッキなどに採用され、海外輸出が始まりました。今で
は生産量の2割は海外へ輸出しています。木材・プラスチック再生複合
材は国内外問わず、今後も成長が見込める市場と期待されています。

“木”の温もりを生かした風合いは
日本のみならず世界からも愛されています。

施工例：北九州市庁舎前、
　　　  紫川のボードウォーク

木材・プラスチック再生複合材
「エコMウッド」

㈱エコウッド
製造部品質管理課 所属
■職業／技術職
■勤続年数／3年（H24年入社）
■出身学部／工学部卒

▲㈱エコウッドHP

住吉　真さん
Makoto Sumiyoshi

製造現場で品質について相談することも
あります。

POINT

01

POINT

02

リサイクルビジネスの最先端、北九州エコタウンで
 “限りある資源の再生”をテーマに
廃木材と廃プラスチックの高品質な再生複合材を製造。
世界も注目するエクステリア素材として成長しています。

09 1024時間利用可能な空港
北九州空港は、陸側への騒音の少ない24時間利用可能な海上空港。九州唯一のこの特長を生かし、
早朝から深夜までの運航で東京や名古屋への日帰り出張も可能です。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

門司港発祥 焼きカレー
ご飯やバターライスにカレーをかけ、その上に卵やチーズをトッピングしてオーブンで焼きます。
とろけるチーズや半熟の卵がまろやかなカレーに絡まり、おいしさを一層引き立てます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

当社の製品は、廃プラスチックと廃木材を使う再生複合材です。製品の精度が
不均質にならないよう、外観、寸法、物性試験等での客観的な評価のもと品質
の安定性を追求しています。品質管理課では、製品がJIS規格に適合しているの
か、破壊検査での強度測定、密度・比重、吸水特性などの試験を繰り返し、確認
します。そして試験結果とともに製造工程での各種検査結果を含めた最終評価
を行い、出荷できる製品となります。時には、お
客様の要望に合わせた試験も行うこともあり、
柔軟な姿勢で取り組まないといけません。入社
3年目、覚えること、学ぶことがたくさんありま
す。昨年は、JIS品質管理責任者の資格を取得し
ました。今後は製造機械に関しての知識なども
深め、より精度の高い試験、分析を行っていき
たいと思っています。

より精度の高い品質管理を目指す

●本社／〒808-0021  北九州市若松区響町1丁目12番地1号
 TEL：093-751-2424　FAX：093-751-2430
 http://www.eco-wood.jp/

【業種・業態】 製造業・リサイクル業
㈱エコウッド

当社は、北九州エコタウンに立地し、全国の事業所から排出される廃材
（プラスチック）や間伐材、老朽化した天然木のデッキ等を原料に木材・
プラスチック再生複合材「エコMウッド」の製造・販売を行っています。

「エコMウッド」は、数百ミクロンに粉砕した木材とプラスチックを特殊技
術で混合、加熱成型したものです。木の質感にこだわった原料配合に、成
型加工技術を加え、デッキ、ルーバー、ベンチなど使用目的に応じた多様
な生産技術も確立しました。また、創業当時、業界では再生複合材の品
質をはかるものさしがなく、利用者に不安を抱
かれることもありました。その中で当社は、JIS
の制定に向けた活動に積極的に参加、JIS規格
実現後の平成20年に業界に先駆けてJISマー
ク表示製品認証を取得し、JISマークに値す
る、より高度な品質管理体制の構築を推進し、
製品の信頼性向上を実現しています。

世界も注目する環境事業。
奥の深い品質管理の仕事を通じて
より良い製品を送り出します。

大学は山口県でしたが、就職するなら地元・北九州市で、仕事は学んだ応用化
学を生かせる化学系の技術職や研究職を探していました。当時は採用が少なく
とても厳しい時代。当社のことは、北九州市の合同会社説明会で知りました。
当時、学んでいた分野であるプラスチックを使ったものづくりをしており、技術
系の仕事であることに惹かれました。製品の素晴らしさ、リサイクル・環境分野
の企業として成長を続けていること、所在地の「北九州エコタウン」も学生時代
の環境学習で知っていたため、そこで仕事ができることにも興味を持ち就職を
決めました。

化学と環境分野の仕事に魅力を感じて

品質管理の仕事は、受注から製造、納品、使用後の評価まで、すべての工程に関
わります。この横断的な立場だからこそ見えること、分かることを追求して、品質
向上につなげたいです。そして、当社の製品が資源の再生という形で社会貢献
している、その一員であることを誇りに思っています。これからも世界中で愛さ
れる製品を送り出すために、品質管理を通して私自身スキルアップしたいと考
えています。休みの日は、のんびり過ごすことが多いですが、時には趣味のドラ
イブで遠出することもあります。「エコタウン」までの通勤も楽しいものですよ。

社会貢献する会社、仕事に誇りを持って

【企業概要】
設立／平成14年7月
代表者／代表取締役社長　石本 康治
従業員数／44名
資本金／3億円
事業所／北九州本社・東京事務所・関西営業所

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
木材・プラスチック再生複合材の製造および販売

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

公的認定JISの認証を取得し
安全で信頼性の高い製品を製造。

再生複合材「エコMウッド」は、腐食や虫害
を受けず、気候に左右されない強度、滑り
にくい摩耗性などに優れた素材。90%を
超えるリサイクル材含有率で、用途に合わ
せた形状や原料配合開発を行っています。
日本人の生活と密着した “木の温もり”を
生かした風合いは、北九州市内を始点に、
全国の公共施設や駅舎、公園、病院、大型商業施設などで利用されてい
ます。品質の良さと意匠が好評を得て、スペインのワイナリーの壁面やフ
ランスの桟橋のデッキなどに採用され、海外輸出が始まりました。今で
は生産量の2割は海外へ輸出しています。木材・プラスチック再生複合
材は国内外問わず、今後も成長が見込める市場と期待されています。

“木”の温もりを生かした風合いは
日本のみならず世界からも愛されています。

施工例：北九州市庁舎前、
　　　  紫川のボードウォーク

木材・プラスチック再生複合材
「エコMウッド」

㈱エコウッド
製造部品質管理課 所属
■職業／技術職
■勤続年数／3年（H24年入社）
■出身学部／工学部卒

▲㈱エコウッドHP

住吉　真さん
Makoto Sumiyoshi

製造現場で品質について相談することも
あります。

POINT

01

POINT

02

リサイクルビジネスの最先端、北九州エコタウンで
 “限りある資源の再生”をテーマに
廃木材と廃プラスチックの高品質な再生複合材を製造。
世界も注目するエクステリア素材として成長しています。

09 1024時間利用可能な空港
北九州空港は、陸側への騒音の少ない24時間利用可能な海上空港。九州唯一のこの特長を生かし、
早朝から深夜までの運航で東京や名古屋への日帰り出張も可能です。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

門司港発祥 焼きカレー
ご飯やバターライスにカレーをかけ、その上に卵やチーズをトッピングしてオーブンで焼きます。
とろけるチーズや半熟の卵がまろやかなカレーに絡まり、おいしさを一層引き立てます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

働こう！北九州市で



COMPANY PROFILE

システムエンジニアといっても入社したころは、ドキュメントの作成やシステム
の出荷、現場での立会いなど、仕事に慣れることに一生懸命。学校で得た知識を
生かすというより、すべてのプロジェクト、業務に対して１から学ばせてもらって
います。2年目からは、比較的規模の小
さなプロジェクトや期間の短い案件な
どを任せてもらえるようになりました。
自分の作ったシステムがプラントや工
場に納品され、制御画面が動作したと
きはうれしかったです。まだまだ一人
前ではありませんが、仕事を任される
とやる気がでます。今年は、新入社員
の指導係になりますので、よりいっそ
う責任を持って仕事に励みます。

自分のプロジェクトにやりがいを感じて

●本社／〒802-0077  北九州市小倉北区馬借2丁目6番6号  第一中央ビル2階
 TEL：093-512-6360　FAX：093-512-6325
 http://www.ohnest.co.jp/

【業種・業態】 情報通信業
㈱オーネスト

大手鉄鋼メーカーのプラ
ント 建 設 の 計 装 技 術 者
だった大村社長が、従来の
ハードウェアメーカーによ
る自社 製 品のみのシステ
ム構築に疑問を持ったこ
とが 起 業 のきっかけでし
た。当社は、主に産業系監
視制御システム開発に携
わり 、ハ ードウェアメ ー
カーに制約されない個別のサブシステムを集約し、一つのシステムに
まとめる“システムインテグレーション”を行っています。ニーズに合
わせた最適なメーカーの製品を選ぶことで、より高品質で低価格な
システム開発を実現させています。そんな当社のほかにはない理念
と実績が評価され、2015年の「北九州オンリーワン企業」に認定さ
れました。また、システムインテグレータの需要が伸びる中、全国の
産業系システムインテグレータの企業が集まり協業ネットワーク

「JASMIN」を組織しました。

SEはやりがいのある仕事。
伸び伸びと働ける環境（会社）で、
学び、成長させてもらっています。

出身は福岡市で、飯塚の大学に通っていました。大学時代の飲食店でのアルバ
イト経験で得た接客を生かせて、エンジニアとしてプログラム言語や制御システ
ムに関してスキルアップできる会社に就職を考えていました。お客様と打ち合せ
が多く、要望をもとにシステム設計をするシステムエンジニア（SE）の仕事が自
分に合っていると思い、大手を意識せず、いろいろな経験ができる企業を探しま
した。当社と出会い、取り扱うプロジェクトや新しいことに取り組む姿勢、マルチ
システムエンジニアの教育にかける情熱を感じて入社を決めました。

情報工学の知識と接客スキルを生かした仕事を

これからは大きなプロジェクトにも参加することになります。当社は、教育環境
も整っていますので、仕事も勉強もしっかりやって、言語系のエンジニアとして
社内で一目置かれる存在になりたいです。コンピューターシステムを扱う仕事
とはいっても、社内、社外、人とのつながり、関わりが大切な職業だと思います。
感謝の心を忘れずに、これからもコミュニケーションを大切にして、よりベスト
なシステムを作っていきたいです。
プライベートでは、多趣味なので、やりたいことを少しずつ楽しんでいます。将来
の夢、人生設計としては、30歳くらいまでに結婚して、子どもが欲しいですね。

言語系エンジニアとして成長を

【企業概要】
設立／平成11年1月
代表者／代表取締役社長　大村 博
従業員数／37名
資本金／3,850万円
売上高／3億4,000万円

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
産業系（プラント等）コンピューターシステム構築

固定概念にとわられないオープンシステムで
理想的な産業系監視制御システムを実現。

ニーズに合わせたシステムを構築するためには、複数メーカーの製品
を扱うことができる“マルチシステムエンジニア（SE）”の育成が必要
不可欠です。希望する社員には研修への参加、社員同士の勉強会にも
意欲的に取り組み、誰がどのシステムに対応できるのか一目で分かる
スキルチェックシートの導入など、“やる気”を実現できる教育システ
ムを構築しています。また、オーバーワークと言われるような受注はせ
ず、勤怠管理や健康管理を推進し、心身ともにベストな状態で仕事が
できる環境づくりにも力を入れています。

システムインテグレーションを実現する
マルチSE育成に力を注いでいます。

納入する制御システムの動作確認中。

㈱オーネスト
技術部 所属
■職業／技術職
■勤続年数／2年（H26年入社）
■出身学部／情報工学部卒

▲㈱オーネストHP

栗林　裕介ジェイクさん
Yusuke Jake Kuribayashi

POINT

01

POINT

02

最適な産業系コンピューターシステムを構築し
システムインテグレータの先駆者として業界を牽引。
マルチシステムエンジニアが“非常識”を“常識”に変え
飛躍的な事業拡大を続けています。

各自スケジュール管理をしっかりと行い、健康管理に
も役立てています。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

COMPANY PROFILE

現在、特定社会保険労務士の資格を持って仕事をしていますが、入社当時は営
業でした。当社の営業というのは、セリに関わる仕事。言葉一つ分からない状態
でセリに慣れることに必死でした。その後、ホームページのリニューアルを担当
するため総務部に異動し、採用、給与
計算、労務管理なども任せられるよう
になりました。特に給与計算や労務は
専門的な法律を理解しなければなら
ず、夜間の専門学校に通い、社会保険
労務士の資格を取得しました。
免許の取得を機に、社内の労務環境
の改善を進めました。メンター制度も
新たに設け、入社2年目までの社員と
2カ月に一度面談し、若いスタッフの
サポートをしています。

社会保険労務士の免許取得で労務のプロに

●本社／〒803-0801  北九州市小倉北区西港町94番9号
 TEL：093-583-2161　FAX：093-583-0398
 http://www.marukita-seika.co.jp/

【業種・業態】 青果卸売業
北九州青果㈱

当社の発祥は門司港。名物“バナナの叩き売り”の起源といえる外国か
らのバナナの卸売が事業の始まりです。卸売業の統合を進め、昭和33
年に小倉北区浅野に移転、昭和50年に八幡・戸畑・若松・門司の営業
所を西港に統合し、現在に到ります。
北九州都市圏では、唯一の農林水産大臣の許可を受けた青果卸売業
者として、日本全国、海外からの輸入品を含め、1日の取り扱い金額は
1億円以上、取扱量は600tを超えます。平成24年、北九州市中央卸売
市場青果部が周辺の中小中央卸売市場と連携した流通拠点として位
置付けられました。販路の多角化により、グループ会社で袋詰めなど
の加工を施して付加価値、差別化を図っています。それに伴い売り上
げも３カ年連続で増加しています。

若くても仕事を任せてくれます。
その分、責任を持って
北九州の食を守っていきます。

大学は福岡市でしたが、仕事をするなら地元、できることなら人の役に立つよう
な仕事をしたいと思っていました。そんな中、大学で見つけたのが当社の営業
職。工学部ではありましたが、氷河期といわれる時代で、北九州で一番大きな青
果の卸業に安心感がありました。私自身も理系の仕事にとらわれず就職を考え
ていたこと、生活に欠かせない“食”を扱う仕事、そして何より、事前に参加した
会社見学で目の当たりにした活気のあるセリの様子、一人でたくさんのセリ参
加者を仕切る姿に憧れを抱き、入社試験を受けてみようと決意しました。

活気あるセリの様子に惹かれて

資格を持った労務のプロとして、社員の健康管理を図り、子どもの扶養手当、出
産一時金などの改正の他、育児休暇やこれから増える介護休暇の取得などもス
ムーズにできるよう、社員が働きやすい環境作りに取り組んでいます。
家庭では6歳と4歳の父親として、休日はしっかり一緒に遊んでいます。最近は、
運動不足になりがちなので、健康作りの一環としてランニングも始めました。
来年は北九州マラソンに出場できるよう、鍛えておこうと思います。

働きやすい環境づくりの推進を

【企業概要】
設立／昭和22年9月
代表者／代表取締役社長　古市 純則
従業員数／140名
資本金／1億円
売上高／381億8,000万円
事業所／西部支店（中間市）・南部支店（行橋市）

【事業内容】
国内外から販売委託、または買付けた青果物の集荷・販売

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

青果の取引で半世紀を超え
中央拠点市場として飛躍を目指します。

北九州市民の台所を支え、“食”
文化を伝える仕事に携わる企
業として“食育”にも力を入れて
います。子どもたちには、当社の
ベテラン社員が北九州市内の
小学校に出向き、出前授業で野
菜や果物のおいしさを伝えてい
ます。
また、社会科見学を受け入れて
模擬セリ体験をしてもらったり、毎年秋に開催される「北九州市子ども
料理王選手権」に協力するなど、食への関心を高める活動をしていま
す。市民の皆様には、市内のショッピングモールで産地フェアを開催
するなど、旬の青果を特価で販売し、食の魅力を発信しています。

青果を扱う私たちだからできる
“食育”に取り組んでいます。

「北九州市子ども料理王選手権」の様子。

北九州青果㈱
総務部 所属
■職業／事務職（特定社会保険労務士）
■勤続年数／12年（H16年入社）
■出身学部／工学部卒

▲北九州青果㈱HP

土井田　龍吾さん
Ryugo Doita

若手社員と面談する土井田さん。

POINT

01

POINT

02

農林水産大臣の許可を受けた
北九州都市圏唯一の青果卸売業者です。
社員一人一人が、使命感を持って
北九州市の台所を支え続けます。

11 12働こう！北九州市で 陸・海・空のアクセスが充実
鉄道、バス、モノレールなど公共交通機関が整備されているので、毎日の通勤・買い物など、どこへ行くにも便利です。
本州と九州の接点に位置する北九州市は交通の要衝でもあります。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

日本屈指のカルスト台地
平尾台では四季折々の草花を楽しむことができるだけなく、日本屈指のカルスト台地を走る平尾台トレイルランニングレースや
トレッキングなど、大自然の中でのスポーツも人気です。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu
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現在、特定社会保険労務士の資格を持って仕事をしていますが、入社当時は営
業でした。当社の営業というのは、セリに関わる仕事。言葉一つ分からない状態
でセリに慣れることに必死でした。その後、ホームページのリニューアルを担当
するため総務部に異動し、採用、給与
計算、労務管理なども任せられるよう
になりました。特に給与計算や労務は
専門的な法律を理解しなければなら
ず、夜間の専門学校に通い、社会保険
労務士の資格を取得しました。
免許の取得を機に、社内の労務環境
の改善を進めました。メンター制度も
新たに設け、入社2年目までの社員と
2カ月に一度面談し、若いスタッフの
サポートをしています。

社会保険労務士の免許取得で労務のプロに

●本社／〒803-0801  北九州市小倉北区西港町94番9号
 TEL：093-583-2161　FAX：093-583-0398
 http://www.marukita-seika.co.jp/

【業種・業態】 青果卸売業
北九州青果㈱
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置付けられました。販路の多角化により、グループ会社で袋詰めなど
の加工を施して付加価値、差別化を図っています。それに伴い売り上
げも３カ年連続で増加しています。

若くても仕事を任せてくれます。
その分、責任を持って
北九州の食を守っていきます。

大学は福岡市でしたが、仕事をするなら地元、できることなら人の役に立つよう
な仕事をしたいと思っていました。そんな中、大学で見つけたのが当社の営業
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産一時金などの改正の他、育児休暇やこれから増える介護休暇の取得などもス
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八幡支店には、現在約1100人の従業員がいます。毎年採用する社員は40人ほ
ど。採用から教育まで関わり、導入研修ではプログラム作りや講義を担当してい
ます。採用した社員が、それぞれの職場で活躍している姿を見るときが、一番う
れしいですね。配属後も悩みや相談があれば、いつでも携帯電話で受けていま
す。相談にすぐに答えられないこともあるので、もっと知識や経験を積んで、解
決する力を付けていきたいです。
将来は、頼れる兄貴のような存在
になれたらいいですね。役職者に
なっても、部下の立場や気持ちを
理解できる上司でありたいです。会
社の課題を一つずつ解決し、改善
していって、全員がここで働いてよ
かったと思える会社にしていくこ
とが目標です。

出会って、育てて、支える仕事

●八幡支店／〒804-8538  北九州市戸畑区中原先の浜46番51号
 　　TEL：093-884-9611　FAX：093-884-9222
 　　http://www.sankyu.co.jp

【業種・業態】 陸運業
山九㈱

当社の主力事業は、ロジスティクス（国内・国際物流及び3PL事業）、オ
ペレーション・サポート（原材料の輸送から製造工程、出荷までのトー
タルサービス）、プラント・エンジニアリング（各種プラント建設及びメン
テナンス）」の3つ。これらのビジネスモ
デルを有機的に結びつけ、世界でも他
に類を見ない独自の事業を展開してい
ます。3PL事業とは、荷主の物流業務の
委託先として、物流の仕組みづくりから
運送までをトータルで行うサービスで
す。国内のネットワークはもとより、海外
にも41社の現地法人を有し、グローバ
ルな事業展開をしています。

人も会社も好きだから
ここで働いていてよかったと
みんなが思えるように頑張ります。

大学時代は東京で過ごしましたが、就職は地元でしようと思っていました。生ま
れ育った北九州は、どこに行っても人の温かさを感じて、心が落ち着きます。当
社を志望した動機は、「人を大切にする」という企業理念です。そして、人事の方
の温かい人柄に惹かれたことが大きかったですね。入社後はその方が上司にな
り、指導をしてもらっています。ミスばかりで迷惑をかけていますが、期待に応え
たくてがむしゃらに頑張っています。山九は、創業当初から八幡製鐵所との関わ
りが深く、本社は東京に置いていますが、僕にとっては昔から知っている地元企
業というイメージでした。

人の温かさに惹かれて

人事労務の仕事は、いろいろな人との出会いがあり、人間関係が広がっていく
ことが魅力です。他部署の人からもよく声をかけられ、励まされています。仕事
以外でも、先輩たちと一緒に飲んだり、ゴルフをしたりしています。年が離れてい
てもざっくばらんに付き合えて、いろんな人生の話を聞かせてくれます。僕はあ
まりお酒が飲めませんが、飲み会はすごくおもしろいです。オフタイムは、フット
サルや旅行などをしています。北九州は食べ物がおいしくて、物価も安い。友達
と一緒に、外食や買い物をするのも楽しいです。

地元暮らしはオフタイムも楽しい

【企業概要】
設立／大正7年10月
代表者／代表取締役社長　中村 公大
従業員数／10,981名
資本金／286億1,900万円
売上高／4,812億9,100万円
事業所／国内支店40カ所（北九州・福岡・大分・広島・大阪・
 名古屋・東京他）・海外駐在員事務所（台北）
関連会社／国内会社51社・海外現地法人41社

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
物流（国内物流・国際物流のプランニングからオペレーションま
で）、プラントエンジニアリング（各種プラントの設計・製作・据付を
含む建設工事からメンテナンスに至るトータルエンジニアリング）

一貫したトータルサポート体制で
産業界のあらゆるニーズに応えます。

当社の社名の由来は「ありがとう」、基本理念は「人を大切にする心」
です。大正7（1918）年の創業以来、「人」と「感謝」という一貫したポリ
シーを持ち続けています。社員を最大の財産と考え、充実した研修制
度、個人別育成計画、職場内教育を通して人財育成に力を入れていま
す。理系の新入社員は、現場で役立つ技術力を磨くために、1年間の集
合技術研修があります。
また、社員同士や地域とのつながりを大切にしているのも当社の特徴
です。日頃の感謝の気持ちを込めて、八幡支店では毎年夏祭りを開催
しています。社員の家族や地域の方が2000人以上参加し、出店や花
火などを楽しんでいます。

ありがとうの気持ちが会社の名前。
人間力を大切にしています。

3つのビジネスモデルを柱に、ユニーク
な事業を展開。

資格試験の勉強方法やコツを、後輩に伝える矢﨑さん。

山九㈱
人事・労務グループ 所属
■職業／事務職
■勤続年数／3年（H25年入社）
■出身学部／経済学部卒

▲山九㈱HP

矢﨑　大規さん
Daiki Yasaki

POINT

01

POINT

02

物流、エンジニアリング、メンテナンスを融合させた
独自のユニークな事業をグローバルに展開。
人と感謝の心を大切に、社員の人間力を育て
質の高いサービスでお客様の信頼に応えています。

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

COMPANY PROFILE

現在は営業部レベニュー課で、北九州線と宇部線の運賃と配席を決める仕事をし
ています。営業といっても外回りではなく、パソコンに向かって予約状況をチェッ
クしながら、お客様が買い求めやすい価格設定を考える毎日です。レベニューとい
うのは収入という意味で、会社の収益を決める営業の核です。収入を最大化でき
るように計算をして、時期ごとに料金を
調整していきます。
予約の動きが悪いときは、企画部門に
プロモーションを頼んだり、販売担当に
働きかけたり、メールマガジンで案内を
したり、工夫して動いています。カウン
ターの現場経験も活かして、お客様の
動きを予測するのですが、反応が出な
いときは苦しいですね。満席の飛行機
を飛ばせたときが、一番うれしいです。

飛行機を満席にするために

●本社／〒800-0306  北九州市小倉南区空港北町6番
 北九州空港スターフライヤー本社ビル
 TEL：093-555-4500　FAX：093-555-4505
 http://www.starflyer.jp

【業種・業態】 空運業
㈱スターフライヤー

当社は2015年度「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」において、国
内航空業界で7年連続「第1位」の評価をいただきました。これは安全
運航を第一に守りつつ、ホスピタリティを追求した結果が、お客様の
満足に結びついたものです。全機個人用液晶モニタ装備の本革シート、
広々とした座席間隔、薫り高いオリジナルコーヒーなど、付加価値の
高いサービスを実現。「人」と「心」を大切に、お客様ご自身や荷物に
託された心も大切にお運びしています。当社が目指すのは「感動のある
エアライン」。既成概念を超えた独自のコンセプトで最大限のポテン
シャルを発揮し、新たな感動や満足を提供します。

完璧じゃなくても
とにかくやってみる。
行動を大切にしています。

大学生のときに留学したことがあり、航空会社の人にとても親切にしてもらいま
した。スタッフの対応が良いと、その国のイメージまで良くなる。影響力の大きさ
を感じ、航空会社の仕事に興味を持ったことが志望の動機です。他部署の人と
もコミュニケーションが取れるような、あまり規模の大きくない企業、できれば
北九州で働きたいと思っていたので、スターフライヤーはぴったりの会社でし
た。入社してすぐ現場に配属され、北九州空港のカウンターでチェックインの受
付業務をしていました。2年目からはインストラクターとして新人指導にも携わ
り、3年目から営業部に異動しました。

空港のカウンター業務から営業へ

スターフライヤーのチケットは、すごい人気でなかなか買えない。そんな状態に
なるのが今の夢です。もともと当社のビジュアルにも惹かれて入社したので、い
つかは会社のブランドや広告に関わる仕事をしてみたいですね。
休日は映画を見たり、音楽を聴いたりしています。大学時代の友人と一緒に、小
倉のまちをぶらぶらすることも多いです。個性的なお店が多くて、ご飯がおいし
くて、まちに活気がある。出身は佐賀ですが、大学から北九州に来て、小倉が大
好きになりました。便利で暮らしやすくて、とても気に入っています。

小倉は大好きなまち

【企業概要】
設立／平成14年12月
代表者／代表取締役社長　松石 禎己
従業員数／572名
資本金／12億5,002万円
売上高／347億3,400万円
事業所／北九州空港支店・羽田空港支店・東京販売課・
 関西空港所・福岡空港所・中部空港所・
 山口宇部空港所

【事業内容】
定期旅客運送事業、不定期旅客運送事業、
空港貨物運送事業、その他付帯事業

国内航空業界で7年連続
「顧客満足度1位」を獲得。

2016年は就航10周年
を記念し、飛行機デザ
インコンテストやパー
ティなど、感謝の気持
ちを込めてさまざまな
イベントが行われてい
ます。元旦に実施した
初日の出フライトでは、
客室乗務員、整備士、
本社スタッフ等、部署の垣根を越えた有志メンバーで一つのプロジェ
クトを達成しました。
当社の業務は大手航空会社のように細分化・分業化されておらず、
ジョブローテーションも活発です。幅広い経験を通して、人材の持てる
力を最大限に発揮しながら成長を図る。与えられた仕事をこなすだけ
でなく、仕事は自らの手で創造していく風土があります。

おかげさまで就航10周年。
社員有志がイベントを企画しました。

2016年元旦に、初日の出フライト「Sunrise Flight」を無料
で実施しました。

㈱スターフライヤー
営業部 所属
■職業／営業職
■勤続年数／4年（H24年入社）
■出身学部／文学部卒

▲㈱スターフライヤー
HP

水本　香代子さん
Kayoko Mizumoto

社員同士の距離が近く、他部署とも協力して仕事を
進めています。

POINT

01

POINT

02

北九州空港を本拠地に、全国各地を結ぶエアライン。
安全運航のもと、人とその心を大切に
個性、創造性、ホスピタリティをお客様に提供し
“感動のあるエアライン”であり続けます。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

13 14働こう！北九州市で 国指定重要文化財、旧松本家住宅
九州工業大学創立者のひとり、松本健次郎が暮らした洋館で、設計は東京駅や日本銀行本店などを手がけた
辰野金吾によるもの。毎年、春と秋に特別公開されます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

偉大な業績を伝える記念館
「点と線」、「砂の器」などの代表作を持つ北九州市出身の作家、松本清張の業績を伝える日本唯一の記念館です。
忠実に再現された清張の仕事部屋や資料、遺品などを展示しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu



COMPANY PROFILE

現在は営業部レベニュー課で、北九州線と宇部線の運賃と配席を決める仕事をし
ています。営業といっても外回りではなく、パソコンに向かって予約状況をチェッ
クしながら、お客様が買い求めやすい価格設定を考える毎日です。レベニューとい
うのは収入という意味で、会社の収益を決める営業の核です。収入を最大化でき
るように計算をして、時期ごとに料金を
調整していきます。
予約の動きが悪いときは、企画部門に
プロモーションを頼んだり、販売担当に
働きかけたり、メールマガジンで案内を
したり、工夫して動いています。カウン
ターの現場経験も活かして、お客様の
動きを予測するのですが、反応が出な
いときは苦しいですね。満席の飛行機
を飛ばせたときが、一番うれしいです。

飛行機を満席にするために

●本社／〒800-0306  北九州市小倉南区空港北町6番
 北九州空港スターフライヤー本社ビル
 TEL：093-555-4500　FAX：093-555-4505
 http://www.starflyer.jp

【業種・業態】 空運業
㈱スターフライヤー

当社は2015年度「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」において、国
内航空業界で7年連続「第1位」の評価をいただきました。これは安全
運航を第一に守りつつ、ホスピタリティを追求した結果が、お客様の
満足に結びついたものです。全機個人用液晶モニタ装備の本革シート、
広々とした座席間隔、薫り高いオリジナルコーヒーなど、付加価値の
高いサービスを実現。「人」と「心」を大切に、お客様ご自身や荷物に
託された心も大切にお運びしています。当社が目指すのは「感動のある
エアライン」。既成概念を超えた独自のコンセプトで最大限のポテン
シャルを発揮し、新たな感動や満足を提供します。

完璧じゃなくても
とにかくやってみる。
行動を大切にしています。

大学生のときに留学したことがあり、航空会社の人にとても親切にしてもらいま
した。スタッフの対応が良いと、その国のイメージまで良くなる。影響力の大きさ
を感じ、航空会社の仕事に興味を持ったことが志望の動機です。他部署の人と
もコミュニケーションが取れるような、あまり規模の大きくない企業、できれば
北九州で働きたいと思っていたので、スターフライヤーはぴったりの会社でし
た。入社してすぐ現場に配属され、北九州空港のカウンターでチェックインの受
付業務をしていました。2年目からはインストラクターとして新人指導にも携わ
り、3年目から営業部に異動しました。

空港のカウンター業務から営業へ

スターフライヤーのチケットは、すごい人気でなかなか買えない。そんな状態に
なるのが今の夢です。もともと当社のビジュアルにも惹かれて入社したので、い
つかは会社のブランドや広告に関わる仕事をしてみたいですね。
休日は映画を見たり、音楽を聴いたりしています。大学時代の友人と一緒に、小
倉のまちをぶらぶらすることも多いです。個性的なお店が多くて、ご飯がおいし
くて、まちに活気がある。出身は佐賀ですが、大学から北九州に来て、小倉が大
好きになりました。便利で暮らしやすくて、とても気に入っています。

小倉は大好きなまち

【企業概要】
設立／平成14年12月
代表者／代表取締役社長　松石 禎己
従業員数／572名
資本金／12億5,002万円
売上高／347億3,400万円
事業所／北九州空港支店・羽田空港支店・東京販売課・
 関西空港所・福岡空港所・中部空港所・
 山口宇部空港所

【事業内容】
定期旅客運送事業、不定期旅客運送事業、
空港貨物運送事業、その他付帯事業

国内航空業界で7年連続
「顧客満足度1位」を獲得。

2016年は就航10周年
を記念し、飛行機デザ
インコンテストやパー
ティなど、感謝の気持
ちを込めてさまざまな
イベントが行われてい
ます。元旦に実施した
初日の出フライトでは、
客室乗務員、整備士、
本社スタッフ等、部署の垣根を越えた有志メンバーで一つのプロジェ
クトを達成しました。
当社の業務は大手航空会社のように細分化・分業化されておらず、
ジョブローテーションも活発です。幅広い経験を通して、人材の持てる
力を最大限に発揮しながら成長を図る。与えられた仕事をこなすだけ
でなく、仕事は自らの手で創造していく風土があります。

おかげさまで就航10周年。
社員有志がイベントを企画しました。

2016年元旦に、初日の出フライト「Sunrise Flight」を無料
で実施しました。

㈱スターフライヤー
営業部 所属
■職業／営業職
■勤続年数／4年（H24年入社）
■出身学部／文学部卒

▲㈱スターフライヤー
HP

水本　香代子さん
Kayoko Mizumoto

社員同士の距離が近く、他部署とも協力して仕事を
進めています。
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北九州空港を本拠地に、全国各地を結ぶエアライン。
安全運航のもと、人とその心を大切に
個性、創造性、ホスピタリティをお客様に提供し
“感動のあるエアライン”であり続けます。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

13 14働こう！北九州市で 国指定重要文化財、旧松本家住宅
九州工業大学創立者のひとり、松本健次郎が暮らした洋館で、設計は東京駅や日本銀行本店などを手がけた
辰野金吾によるもの。毎年、春と秋に特別公開されます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

偉大な業績を伝える記念館
「点と線」、「砂の器」などの代表作を持つ北九州市出身の作家、松本清張の業績を伝える日本唯一の記念館です。
忠実に再現された清張の仕事部屋や資料、遺品などを展示しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu



COMPANY PROFILE

入社当時は、営業に配属され、その後は製造や資材などを担当し、お客様と接す
ることや、他部署と関わる仕事を経験しました。現在は、学生時代からの希望
だった機械に携わる仕事、いくつもの部品を使った機械の組み立てを担当して
います。納品先により仕様が異なるので一つ一つ細心の注意を払って組み上げ
ますが、なかなかスムーズにいかないこともあります。しかし、それを何とかクリ
アできたときの達成感がたまりません。私
が困難に立ち向かえるのは、営業の仕事を
経験したことで、“お客様の顔”を意識する
ことができるからだと思います。納品後、お
客様がどんな反応されるのか、どうやって
使われるのか考えることで、より精度の高
い機械を組み上げなければと熱が入りま
す。当社の製品を安心して使っていただけ
るよう頑張っていきたいです。

技術職でも“お客様の顔”を意識した仕事を

●本社／〒806-0012  北九州市八幡西区陣山2丁目7番36号
 TEL：093-661-1777　FAX：093-661-1796
 http://www.tacgiken.co.jp/

【業種・業態】 製造業
㈱タック技研工業

37年前、“穴あけ・ネジ立て”に特化したモータ内蔵の自動機械用製品
を武器に設立。以来、切断、溝加工、研磨などに応用され、今では、椎茸
の原木穴あけ機から航空機部品の穴あけ、液晶ガラスの研磨など、一
次産業から最先端分野まで、多種多様な用途に対応し、幅広く認知さ
れています。
このように、モータから始まった独自発想の高い開発力などが評価さ
れ「第1回北九州オンリーワン企業」に認定されました。中小機械メー
カーではありますが、スペース制約のある工程やロボットなど、小型軽
量化が要求されるような分野においては独壇場となっています。今で
は国内はもとより、海外の製品出荷も増え、それに伴う海外での商談
など仕事の幅も広がっています。

どんなことにも前向きに
挑戦させてくれる会社です。
その経験が私の財産になっています。

学生時代から、機械関連の仕事に就きたくて、熊本の専門学校から北九州の学
校に編入して、機械システムについてより専門的な知識や技術を学びました。就
職活動では、機械系の仕事を探していましたが、当時は氷河期といわれる厳し
い状況で、地元・熊本と北九州の会社を探し、面接を受けた会社の一つが当社
でした。もともと、学校の研究室の教授とつながりがあったこと、自社製品の開
発や製造にとどまらず、販売までを行うメーカーであったことに魅力を感じ、入
社を決めました。

機械を扱う仕事がしたかった

将来のことを考えるより、まずは今やること、できることに一生懸命取り組んで
います。その中でも、係9人をまとめること、後輩たちに指導できるだけの技術と
経験をもっと積みたいです。プライベートでは、昨年、子どもが生まれました。と
にかくかわいいです。毎日、お風呂に入れることが家庭での仕事です。妻の家事
が少しでも楽になるように、掃除にゴミ出し、食器洗いなどもできる限り手伝っ
ています。以前は、仕事にのめり込むタイプでしたが、今は仕事と家庭のメリハ
リがつけられるようになりました。

子どもの誕生で、メリハリのついた生活に

【企業概要】
設立／昭和54年5月
代表者／代表取締役会長 重松 義廣　
 代表取締役社長 森田 弘
従業員数／40名
資本金／2,000万円
売上高／4億円

◎インターンシップご希望の方はご相談ください

【事業内容】
自動車、液晶パネル、太陽電池パネル、家電製品、
精密機械部品、住宅建材等の切削用モータ・ユニットの
開発・製造・販売

「穴あけ・ネジ立て」から始まった技術を
多くの製品に応用し、今や世界が相手です。

当社は“イベント好き”な会社
です。春は花見、夏はビアパー
ティ、秋は社員旅行、年末は忘
年会に餅つき大会、業績に応
じた2月の社員旅行（またはボ
ウリング大会）などは会社の
恒例行事。社員旅行は、これま
でに台湾、北海道、沖縄、韓国
などに行き、みんなで盛り上がりました。イベントの幹事は入社年次順
で担当して、毎年違った企画を楽しんでいます。このようなイベントを通
して社員同士の交流を図り、中小企業ならではのアットホームな雰囲気
で仕事に取り組んでいます。

楽しい行事を通じて社員の交流も盛んな
アットホームな会社です。

みんな笑顔！韓国旅行の集合写真です。

㈱タック技研工業
製造課 所属
■職業／技術職
■勤続年数／11年（H17年入社）
■出身学部／生産機械システム技術科卒

▲㈱タック技研工業
HP

河原　孝亮さん
Kousuke Kawahara

後輩の指導をする河原さん。

POINT

01

POINT

02

「独創の技術で新しい価値を創造し、世界に貢献する」を
企業理念に製品開発の推進、ニーズへの柔軟な対応で
世界規模の機械メーカーを目指します。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

COMPANY PROFILE

最初は、タクシーの営業所に配属されタクシー運営の基本を学びました。営業
所の乗務員さんとのコミュニケーションを通じて、人と人との触れ合いが仕事
をスムーズにし、楽しくできることも経験しました。現在は、全国の営業所の管
理業務を担当しています。乗務員の給与や勤務の管理、申請書類の作成、事業
拡大のM&Aにも携わらせてもらっています。お互いにより良い会社経営ができ
るよう、コミュニケーションを図りながら丁寧な仕事を心掛けています。若いう
ちからこのような業務を任せてもらえ感謝しています。この経験が自分自身の
成長につながり、非常にやりがいを感じています。

コミュニケーションを大切に

●本社／〒802-8515  北九州市小倉北区馬借2丁目6番8号
 TEL：093-511-8811　FAX：093-511-8812
 http://www.daiichi-koutsu.co.jp/

【業種・業態】 運輸業、不動産業ほか
第一交通産業㈱

昭和35年、わずか5台で始めたタクシー事業が、今では8,345台と、
日本一のタクシー保有台数を誇るようになりました。全国33都道府県
に営業所を設け、今後もM&Aで事業を拡大し保有台数1万台を目指
します。中国（上海・大連）にも拠点を持ち、ミャンマーではコンサル
ティング業務にも着手。今後はベトナムへの進出も予定しています。
タクシー事業と並ぶ不動産事業では、マンション、戸建分譲住宅、ビル
賃 貸などを手 掛けて
います。マンション分
譲では、毎年県内有数
の 実 績を残していま
す。世界に広がるタク
シー事業とともに、不
動産事業の拡大を目
指します。

タクシー業界のリーディングカンパニー
地元・北九州の企業として
会社と、仲間と一緒に成長しています。

生まれも育ちも北九州市です。就職するなら北九州市に関わりのある仕事、この
町に貢献できることがしたいと考えていました。就職活動を進めるなか、会社説
明会で当社と出会いました。学生のころから見慣れていた「第一」のタクシーで
したが、就職先として当社を研究すると、北九州市の地元企業であり、誰もが利
用するタクシーやバスは地域に密着した会社で、地域社会への貢献ができると
感じました。それはまさに私が探している会社だと気付き、入社したいと強く思
いました。

北九州市に関わりのある仕事を探して

当社は「ママサポートタクシー」や「10ヵ国語通訳サービス」、「認知症サポー
ター登録」、廃止になったバス路線の代替として「乗合タクシー」や「デマンドタク
シー」の運行など多種多様なサービスを行っています。妊娠中や子育て中のお母
さんを対象に「ママサポートタクシー」が始まったころ、姉が出産間近で利用登
録をするのを見て、私も人の役に立つような新しいサービスを提案して実現させ
てみたいと思いました。また、これからは後輩も増えるので、人材育成にも力を入
れたいと思います。そして、全国展開している当社の特徴を生かし、各営業所や
いろいろな地域の企業とのつなが
りを増やして、そこから得た情報を
業務に反映させていきたいです。
休日は、ドライブを楽しんだり、中
学時代の野球部の友だちや地元の
人たちとの草野球などでリフレッ
シュしています。

地域の人に喜ばれる新しいサービスを発案

【企業概要】
設立／昭和35年6月
代表者／代表取締役社長　田中 亮一郎
従業員数／295名（単体）
　　　　　1万5,000人（グループ）
資本金／20億2,755万円（単体）
売上高／909億円（グループ）
事業所／福岡支社・東京支社・大阪支社ほか33都道府県・
　　　　中国・ミャンマー

【事業内容】
タクシー事業、バス事業、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、
金融事業、介護・医療事業ほか

世界へ進出する交通事業（タクシー・バス等）と
販売拡大が続く不動産事業を二本柱に。

交通事業や不動産事業は、その地域と深いつながりを持つ事業です。
北九州市に本社を置く企業として、北九州マラソンやギラヴァンツ北
九州のスポンサーになり、社員はボランティアスタッフとして参加させ
ていただいています。こうした活動を続けることによって、地域との交
流を深め、地域の活性化の一助になればと思います。
また、グループとして1万人以上の社員が働いています。その分、働く
環境もさまざまです。育児休暇、介護休暇、時短勤務の対応、託児所な
どを開設しています。多くの社員が働きやすい職場作りにも積極的に
取り組んでいます。

地域に密着した企業活動の推進と
働きやすい環境作りに取り組んでいます。

青い「第一」の社名表示灯が目印。（写真はFCVタクシー（トヨタミライ））

「ママサポートタクシー」
助産師の研修を受けたドライバーが「おもいやりの心」で
対応します。

第一交通産業㈱
交通事業部 業務課 所属
■職業／総合職
■勤続年数／6年（H22年入社）
■出身学部／経営学部卒

▲第一交通産業㈱
HP

大口　祥平さん
Shohei Ooguchi

POINT

01

POINT

02

日本一の保有台数、33都道府県で営業中のタクシー事業や
バス事業、不動産事業など多岐に渡る事業展開。
まちの暮らしを支える「総合生活産業」として
これからも皆様の笑顔が見える仕事に取り組みます。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

15 16働こう！北九州市で 広大な曽根干潟
小倉南区の海岸に広がる干潟で、面積は517haと北九州市最大。野鳥をはじめ、カブトガニなども生息しており、
世界的にも数が少なくなっている「スグロカモメ」の国内有数の越冬地にもなっています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

わっしょい百万夏まつり
毎年8月の第1土曜・日曜にかけて開催。約1万人が踊り歩く「百万踊り」や、勇壮な山笠・山車が協演する「夏まつり大集合」など
見どころいっぱいです。約6000発の花火がフィナーレを飾ります。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu



COMPANY PROFILE

入社当時は、営業に配属され、その後は製造や資材などを担当し、お客様と接す
ることや、他部署と関わる仕事を経験しました。現在は、学生時代からの希望
だった機械に携わる仕事、いくつもの部品を使った機械の組み立てを担当して
います。納品先により仕様が異なるので一つ一つ細心の注意を払って組み上げ
ますが、なかなかスムーズにいかないこともあります。しかし、それを何とかクリ
アできたときの達成感がたまりません。私
が困難に立ち向かえるのは、営業の仕事を
経験したことで、“お客様の顔”を意識する
ことができるからだと思います。納品後、お
客様がどんな反応されるのか、どうやって
使われるのか考えることで、より精度の高
い機械を組み上げなければと熱が入りま
す。当社の製品を安心して使っていただけ
るよう頑張っていきたいです。

技術職でも“お客様の顔”を意識した仕事を

●本社／〒806-0012  北九州市八幡西区陣山2丁目7番36号
 TEL：093-661-1777　FAX：093-661-1796
 http://www.tacgiken.co.jp/

【業種・業態】 製造業
㈱タック技研工業

37年前、“穴あけ・ネジ立て”に特化したモータ内蔵の自動機械用製品
を武器に設立。以来、切断、溝加工、研磨などに応用され、今では、椎茸
の原木穴あけ機から航空機部品の穴あけ、液晶ガラスの研磨など、一
次産業から最先端分野まで、多種多様な用途に対応し、幅広く認知さ
れています。
このように、モータから始まった独自発想の高い開発力などが評価さ
れ「第1回北九州オンリーワン企業」に認定されました。中小機械メー
カーではありますが、スペース制約のある工程やロボットなど、小型軽
量化が要求されるような分野においては独壇場となっています。今で
は国内はもとより、海外の製品出荷も増え、それに伴う海外での商談
など仕事の幅も広がっています。

どんなことにも前向きに
挑戦させてくれる会社です。
その経験が私の財産になっています。

学生時代から、機械関連の仕事に就きたくて、熊本の専門学校から北九州の学
校に編入して、機械システムについてより専門的な知識や技術を学びました。就
職活動では、機械系の仕事を探していましたが、当時は氷河期といわれる厳し
い状況で、地元・熊本と北九州の会社を探し、面接を受けた会社の一つが当社
でした。もともと、学校の研究室の教授とつながりがあったこと、自社製品の開
発や製造にとどまらず、販売までを行うメーカーであったことに魅力を感じ、入
社を決めました。

機械を扱う仕事がしたかった

将来のことを考えるより、まずは今やること、できることに一生懸命取り組んで
います。その中でも、係9人をまとめること、後輩たちに指導できるだけの技術と
経験をもっと積みたいです。プライベートでは、昨年、子どもが生まれました。と
にかくかわいいです。毎日、お風呂に入れることが家庭での仕事です。妻の家事
が少しでも楽になるように、掃除にゴミ出し、食器洗いなどもできる限り手伝っ
ています。以前は、仕事にのめり込むタイプでしたが、今は仕事と家庭のメリハ
リがつけられるようになりました。

子どもの誕生で、メリハリのついた生活に

【企業概要】
設立／昭和54年5月
代表者／代表取締役会長 重松 義廣　
 代表取締役社長 森田 弘
従業員数／40名
資本金／2,000万円
売上高／4億円

◎インターンシップご希望の方はご相談ください

【事業内容】
自動車、液晶パネル、太陽電池パネル、家電製品、
精密機械部品、住宅建材等の切削用モータ・ユニットの
開発・製造・販売

「穴あけ・ネジ立て」から始まった技術を
多くの製品に応用し、今や世界が相手です。

当社は“イベント好き”な会社
です。春は花見、夏はビアパー
ティ、秋は社員旅行、年末は忘
年会に餅つき大会、業績に応
じた2月の社員旅行（またはボ
ウリング大会）などは会社の
恒例行事。社員旅行は、これま
でに台湾、北海道、沖縄、韓国
などに行き、みんなで盛り上がりました。イベントの幹事は入社年次順
で担当して、毎年違った企画を楽しんでいます。このようなイベントを通
して社員同士の交流を図り、中小企業ならではのアットホームな雰囲気
で仕事に取り組んでいます。

楽しい行事を通じて社員の交流も盛んな
アットホームな会社です。

みんな笑顔！韓国旅行の集合写真です。

㈱タック技研工業
製造課 所属
■職業／技術職
■勤続年数／11年（H17年入社）
■出身学部／生産機械システム技術科卒

▲㈱タック技研工業
HP

河原　孝亮さん
Kousuke Kawahara

後輩の指導をする河原さん。

POINT

01

POINT

02

「独創の技術で新しい価値を創造し、世界に貢献する」を
企業理念に製品開発の推進、ニーズへの柔軟な対応で
世界規模の機械メーカーを目指します。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

15 16働こう！北九州市で 広大な曽根干潟
小倉南区の海岸に広がる干潟で、面積は517haと北九州市最大。野鳥をはじめ、カブトガニなども生息しており、
世界的にも数が少なくなっている「スグロカモメ」の国内有数の越冬地にもなっています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

わっしょい百万夏まつり
毎年8月の第1土曜・日曜にかけて開催。約1万人が踊り歩く「百万踊り」や、勇壮な山笠・山車が協演する「夏まつり大集合」など
見どころいっぱいです。約6000発の花火がフィナーレを飾ります。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu



COMPANY PROFILE

千草ホテルでは、会食や宿泊のご予約、サービスに関する問合せなど、すべてフ
ロントの代表電話で受けています。お客様からは最初の電話で評価を受けるた
め、印象の良い応対を心掛けています。ホテル内だけではなく、グループ施設に
ついて尋ねられることもあり、情報をしっかり
頭に入れてどんなことでも応えられるようにし
ています。
小さなホテルなので任される仕事範囲は広く、
会食の打ち合わせ、館内のご案内、婚礼の受付
なども担当しています。フロント業務はお客様と
の接点が多く、いろいろなことに関わることが
できて楽しいです。いつも気を付けているのは、
第一印象と笑顔です。焦ると顔が引きつってし
まうため、忙しいときこそ事務所で鏡を見て笑
顔チェックをしています。

お客様との接点が多いフロント業務

●本社／〒805-0061  北九州市八幡東区西本町1丁目1番1号
 TEL：093-671-1131　FAX：093-661-3155
 http://www.chigusa.co.jp

【業種・業態】 ホテル・婚礼業
㈱千草

前身である「 料 亭 千 草 」の創 業から
100年以上にわたって受け継がれ、培
われてきた「おもてなしの心」を、今も
大切に守り続けています。すべてのお
客様に「アニバーサリー」を提供し、何
気ない一日がお客様にとって忘れられ
ない特別な日として、大切な思い出と
なるよう、心温まるひとときのために
総合的なプロデュースやサポートを
行っています。
また、豊かな自然に恵まれた北九州の魅力や地元食材のおいしさを、
より多くの方にお伝えできるよう、地産地消活動に積極的に取り組ん
でいます。いつも支えていただいているお客様への感謝の証として、地
域貢献活動にも参加しています。

笑顔と感謝にあふれる職場。
お客様の“ありがとう”が
大きなやりがいです。

千葉県の大学を卒業した後、すぐに地元の北九州に戻って就職しました。北九
州は都会過ぎず田舎過ぎず、暮らしやすくて買い物も便利。働くならやはり地元
で、と学生時代から考えていました。初めはビジネスホテルに勤めていました
が、婚礼のあるホテルに憧れがあり、千草ホテルの求人を見つけてすぐに応募
しました。面接でホテルを訪れたとき、とてもきれいで素敵な雰囲気に惹かれ、
ぜひここで働きたいと思いました。採用が決まったときは、願いが叶ってとても
うれしかったです。

憧れのホテルで働く

日々接客をする中で、お客様の笑顔が見られて、お礼の言葉をいただけるのは、
サービス業の醍醐味です。ご期待に応え、喜んでいただけるように精一杯頑張っ
ていきたいです。今後はもっと積極的に意見を出して、宿泊プランやサイトの管
理、食事プランなど未経験の分野にも関わっていきたいです。
学生時代は駅伝部で長距離の選手をしていました。そこで鍛えた体力と根気は
仕事にも役立っています。今も休みの日にはランニングを続け、北九州マラソン
や門司港レトロマラソンなど地元の大会に参加しています。年間を通してイベン
トが多く、地域の人と盛り上がれることも北九州の魅力だと思います。

駅伝経験を活かして、マラソン大会に参加

【企業概要】
設立／昭和48年1月
代表者／代表取締役社長　小嶋 亮
従業員数／100名
資本金／5,000万円
売上高／16億円
事業所／千草ホテル・マリコレ ウエディングリゾート＆レストラン・
　　　　鞘ヶ谷ガーデン アグラス

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
ホテル事業（婚礼・パーティー＆宴会・レストラン・宿泊）、婚礼事
業（マリコレ ウエディングリゾート＆レストラン、鞘ヶ谷ガーデン 
アグラス）、クリエイティブ事業（貸衣裳・美容・装花・写真＆映像）

地域に支えられ、ともに歩み続ける
感謝の気持ちが原点です。

歴史と伝統を大切にしながらも、まちにとって必要とされる存在であ
り続けるために常にチャレンジしてきた千草。料亭、旅館、ホテルと業
態を変え、時代のニーズに合わせて北九州初のサービスも積極的に導
入してきました。例えば、尾頭付きの鯛が婚礼料理の定番だった時代
にフルコースを提供、本格的なハウスウェディングのオープン、ホテル
内で現代アートを楽しめる空間づくりなど。柔軟な発想と変革への挑
戦は社風であり、若い社員にも責任ある仕事が任され、新しいことに
チャレンジできる土壌があります。

積極的に新しいことに
チャレンジできる会社です。

料亭時代から続くおもてなしの原点、
女将がいるホテルです。

㈱千草
千草ホテル フロント 所属
■職業／ホテルフロント職
■勤続年数／5年（H23年入社）
■出身学部／人文学部卒

▲㈱千草HP

片山　麻衣さん
Mai Katayama

電話応対はフロントの大事な仕事。心を
込めて丁寧に応対します。

POINT

01

POINT

02

北九州で愛され続けて102年。
お客様の記念日や大切な時間をプロデュースする
“アニバーサリー・デザイン・カンパニー”として
心に残る最高のおもてなしを提供します。

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

COMPANY PROFILE

入社して2年、光触媒の研究に携わり、悪臭（ガス）の分析を担当しています。さま
ざまな材料の光触媒で、どのくらいの悪臭（ガス）が処理されるのかを検証して
います。その結果が製品の品質保証にもなり、今後の新しい材料の研究、新しい
製品の開発にも役立てることができます。大学院時代と同じ“研究”ではあります
が、仕事となるとスピード感が違うことを
社会人になって痛感しました。決められ
た期間内に、正確な結果を出すことが要
求されます。時には壁にぶつかってしまう
こともありますが、先輩たちからアドバイ
スをいただきながら、なんとか乗り越え
ています。当社の研究開発は、それぞれ
少人数で担当しています。その分、責任も
感じますが、やりがいがあります。

研究開発はスピーディな対応が重要

●本社／〒804-0011  北九州市戸畑区中原西2丁目18番12号
 TEL：093-871-3724　FAX：093-884-0048
 http://www.kfjc.co.jp/

【業種・業態】 製造業
㈱フジコー

大手製鉄所構内で当時修理不可能といわれていた鋳型の修理法を確
立し、全国の製鉄所でその技術が利用されるようになり、事業所が拡
大しました。以来、一貫して技術開発に力を注ぎ、金属表面処理技術

（ハードフェーシング）の溶接、溶射、鋳造などを中心に発展してきまし
た。高温の鉄を薄く延ばすためのローラーや、溶接時に使われる溶接
材料の開発、製造などに加え、独自の製品技術で200件以上の特許を
保有しています。近年は、溶射技術
を応用した光触媒製品の開発に
取り組み、高殺菌・消臭分解機能
製品の開発として平成24年「第4
回ものづくり日本大賞」特別賞を
受賞。消臭殺菌タイル、空気消臭
殺菌装置など一般向けの商品を
開発することで認知、注目されて
います。

尊敬できる先輩に囲まれて
アドバイスをいただきながら
自由な発想で研究開発を進めています。

生まれも育ちも、大学院を卒業するまでずっと長崎でした。大学院では工業系
の材料に関する研究をしていました。就職も最初は長崎でと思っていましたが、
自分の研究を生かした仕事ができる会社が見つからず、研究室の教授から当社
を紹介されました。企業研究をして、会社での説明会に参加したときに、現在の
職場である「技術開発センター」を見学しました。研究開発に対する姿勢や材料
の研究の経験が光触媒に生かせそうだと感じ、勤務地も長崎にこだわらず、
入社することにしました。

大学院の研究を生かした仕事がしたい

今年の2月に、臭気環境分野の国家資格「臭気判定士」を取得しました。資格取
得によって、悪臭（ガス）の分析時に必要な匂いを数値化して分析する臭気官能
判定が自分でできるようになり、光触媒の開発に役立てています。これからも資
格の取得とともに、たくさんの実績を残していきたいと思います。スキルアップ
していることを認められ、将来的には管理職にもなってみたいです。
プライベートでは、社会人、女性としてのスキルもあげたいです。仕事帰りや休
日には、料理やエステ、ヨガなどに通っています。ほかにもやりたいことはいっぱ
いあって、何をしようか考えるのも楽しいものです。

女性としてのスキルアップも忘れずに

【企業概要】
設立／昭和27年4月
代表者／代表取締役社長　山本 厚生
従業員数／770名
資本金／1億円
売上高／100億円
事業所／東京本社事務所・技術開発センター（戸畑区牧山）・
　　　　仙台工場・山陽工場・若松響工場・仙台事業所・
　　　　君津事業所・京浜事業所・加古川事業所・
　　　　倉敷事業所・福山事業所・小倉事業所・九州支店・
　　　　西日本支店・関東支店

【事業内容】
製鉄作業のメンテナンス、複合金属製品、環境プラント向製品
の製造・販売・補修、操業関連作業、光触媒製品の製造・販売

製鉄所でのメンテナンス技術が
金属表面処理のさまざまな分野へ。

「既存事業に頼らず、常に新規事業を創造し続ける」をテーマに、平成
13年に当社の技術発展を支えた北九州工場があった場所に、「技術
開発センター」を開設しました。専門分野を持つエンジニアが製品の
品質向上、新製品の開発に取り組んでいます。北九州市と九州工業大
学との産学官連携で光触媒の評価や、北九州市立大学、産業医科大
学、九州大学、宮崎大学ほか多くの大学と共同開発を盛んに行ってい
ます。その分野は医療、畜産、宇宙産業、家電など多岐にわたります。

「技術開発センター」開設で
大学との共同研究も盛んです。

技術開発センターの展示室には、開発製品
が並んでいます。

㈱フジコー
事業化開発室 所属
■職業／技術職
■勤続年数／2年（H26年入社）
■出身学部／工学部卒

▲㈱フジコーHP

藤井　恵理子さん
Eriko Fujii

悪臭検査用の菌培養培地を作っている藤井さん。

POINT

01

POINT

02

創業60余年、大手製鉄会社で認められた
鋳型の修理法開発から始まりました。
お客様の多様なニーズに対応できる
「期待と信頼度の高い企業」を目指しています。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

17 18働こう！北九州市で 国指定重要文化財の門司港駅
1914年(大正3年)に建設されたネオ・ルネッサンス様式の駅舎は、鉄道駅舎として初めて国の重要文化財に指定されました。
現在は保存修理工事中のため、駅舎を見ることはできませんが、見学デッキを設置し工事の様子を見ることができます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

門司港レトロ
明治の後半から横浜、神戸と並ぶ国際貿易港として栄えた門司港は、今も当時の面影を残すレトロな建物が数多く
立ち並んでいます。歴史とロマンあふれる市内屈指の観光スポットです。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu
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入社して2年、光触媒の研究に携わり、悪臭（ガス）の分析を担当しています。さま
ざまな材料の光触媒で、どのくらいの悪臭（ガス）が処理されるのかを検証して
います。その結果が製品の品質保証にもなり、今後の新しい材料の研究、新しい
製品の開発にも役立てることができます。大学院時代と同じ“研究”ではあります
が、仕事となるとスピード感が違うことを
社会人になって痛感しました。決められ
た期間内に、正確な結果を出すことが要
求されます。時には壁にぶつかってしまう
こともありますが、先輩たちからアドバイ
スをいただきながら、なんとか乗り越え
ています。当社の研究開発は、それぞれ
少人数で担当しています。その分、責任も
感じますが、やりがいがあります。

研究開発はスピーディな対応が重要

●本社／〒804-0011  北九州市戸畑区中原西2丁目18番12号
 TEL：093-871-3724　FAX：093-884-0048
 http://www.kfjc.co.jp/

【業種・業態】 製造業
㈱フジコー

大手製鉄所構内で当時修理不可能といわれていた鋳型の修理法を確
立し、全国の製鉄所でその技術が利用されるようになり、事業所が拡
大しました。以来、一貫して技術開発に力を注ぎ、金属表面処理技術

（ハードフェーシング）の溶接、溶射、鋳造などを中心に発展してきまし
た。高温の鉄を薄く延ばすためのローラーや、溶接時に使われる溶接
材料の開発、製造などに加え、独自の製品技術で200件以上の特許を
保有しています。近年は、溶射技術
を応用した光触媒製品の開発に
取り組み、高殺菌・消臭分解機能
製品の開発として平成24年「第4
回ものづくり日本大賞」特別賞を
受賞。消臭殺菌タイル、空気消臭
殺菌装置など一般向けの商品を
開発することで認知、注目されて
います。

尊敬できる先輩に囲まれて
アドバイスをいただきながら
自由な発想で研究開発を進めています。

生まれも育ちも、大学院を卒業するまでずっと長崎でした。大学院では工業系
の材料に関する研究をしていました。就職も最初は長崎でと思っていましたが、
自分の研究を生かした仕事ができる会社が見つからず、研究室の教授から当社
を紹介されました。企業研究をして、会社での説明会に参加したときに、現在の
職場である「技術開発センター」を見学しました。研究開発に対する姿勢や材料
の研究の経験が光触媒に生かせそうだと感じ、勤務地も長崎にこだわらず、
入社することにしました。

大学院の研究を生かした仕事がしたい

今年の2月に、臭気環境分野の国家資格「臭気判定士」を取得しました。資格取
得によって、悪臭（ガス）の分析時に必要な匂いを数値化して分析する臭気官能
判定が自分でできるようになり、光触媒の開発に役立てています。これからも資
格の取得とともに、たくさんの実績を残していきたいと思います。スキルアップ
していることを認められ、将来的には管理職にもなってみたいです。
プライベートでは、社会人、女性としてのスキルもあげたいです。仕事帰りや休
日には、料理やエステ、ヨガなどに通っています。ほかにもやりたいことはいっぱ
いあって、何をしようか考えるのも楽しいものです。

女性としてのスキルアップも忘れずに

【企業概要】
設立／昭和27年4月
代表者／代表取締役社長　山本 厚生
従業員数／770名
資本金／1億円
売上高／100億円
事業所／東京本社事務所・技術開発センター（戸畑区牧山）・
　　　　仙台工場・山陽工場・若松響工場・仙台事業所・
　　　　君津事業所・京浜事業所・加古川事業所・
　　　　倉敷事業所・福山事業所・小倉事業所・九州支店・
　　　　西日本支店・関東支店

【事業内容】
製鉄作業のメンテナンス、複合金属製品、環境プラント向製品
の製造・販売・補修、操業関連作業、光触媒製品の製造・販売

製鉄所でのメンテナンス技術が
金属表面処理のさまざまな分野へ。

「既存事業に頼らず、常に新規事業を創造し続ける」をテーマに、平成
13年に当社の技術発展を支えた北九州工場があった場所に、「技術
開発センター」を開設しました。専門分野を持つエンジニアが製品の
品質向上、新製品の開発に取り組んでいます。北九州市と九州工業大
学との産学官連携で光触媒の評価や、北九州市立大学、産業医科大
学、九州大学、宮崎大学ほか多くの大学と共同開発を盛んに行ってい
ます。その分野は医療、畜産、宇宙産業、家電など多岐にわたります。

「技術開発センター」開設で
大学との共同研究も盛んです。

技術開発センターの展示室には、開発製品
が並んでいます。

㈱フジコー
事業化開発室 所属
■職業／技術職
■勤続年数／2年（H26年入社）
■出身学部／工学部卒

▲㈱フジコーHP

藤井　恵理子さん
Eriko Fujii

悪臭検査用の菌培養培地を作っている藤井さん。
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創業60余年、大手製鉄会社で認められた
鋳型の修理法開発から始まりました。
お客様の多様なニーズに対応できる
「期待と信頼度の高い企業」を目指しています。

北九州市
で

就職した先
輩

から一言

17 18働こう！北九州市で 国指定重要文化財の門司港駅
1914年(大正3年)に建設されたネオ・ルネッサンス様式の駅舎は、鉄道駅舎として初めて国の重要文化財に指定されました。
現在は保存修理工事中のため、駅舎を見ることはできませんが、見学デッキを設置し工事の様子を見ることができます。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

門司港レトロ
明治の後半から横浜、神戸と並ぶ国際貿易港として栄えた門司港は、今も当時の面影を残すレトロな建物が数多く
立ち並んでいます。歴史とロマンあふれる市内屈指の観光スポットです。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu
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当社は事務所と工場が隣接していて、開発から製造まで連動して行っています。
自分が設計した製品が工場で組み立てられ、出荷されるまでのプロセスを見る
ことができるのは、大きなやりがいがあります。図面だけでは分かりにくい部分
があるため、資料を作成して説明するな
ど、製造側に伝える工夫をしています。何
かあればすぐに工場で確認できるので、
仕事が進めやすいですね。
さまざまな業務の中でも、一番長く担当し
ているのは「レーダー式マイクロ波レベル
計」の開発です。欧州のメーカーが業界を
リードしている製品でしたが、日本のお客
様が求める使いやすさにこだわり、自社
開発に挑みました。

製造現場と連携して設計をカタチに

●本社／〒807-0837  北九州市八幡西区則松東1丁目8番18号
 TEL：093-691-3731　FAX：093-691-3735
 http://www.matsushima-m-tech.com

【業種・業態】 電気機械機器製造業
㈱マツシマメジャテック

創業以来、鉄鋼をはじめとする各種プラントの製造現場にユ
ニークな製品を送り出してきました。研究開発から製造販売
まで一貫して行い、顧客の要望に迅速かつ丁寧に応えられる
ことが当社の強みです。平成19年には、「レーダー式マイクロ
波レベル計」の開発に、国内で初めて成功しました。この機器
は製造現場のタンクやサイロ、ゴミ焼却炉などに取り付け、マ
イクロ波を照射して距離を測定し、在庫量を把握するために
使われています。日本語表示のため使いやすく、従来の海外
製品よりも操作が簡単で、正確な計測ができる品質が支持さ
れ、お客様から高い評価を得ています。この実績が認められ、
第1回「北九州オンリーワン企業」（平成21年）に選定されま
した。

広い視野でものづくりに関わり
社会に貢献できる製品を生み出す
技術者の醍醐味があります。

出身は長崎県で、福岡県内の大学を卒業しました。部分的な業務に集中するよ
りも、全体が見渡せるものづくりがしたいと考え、就職は中小企業を希望してい
ました。福岡県内でも技術力のあるメーカーが一番多いのは、北九州市でした。
当社のことを知ったのは、大学の企業説明会です。開発から製造まで自社で行
い、特徴のある製品を生産していることに興味を持ちました。
入社後は技術者として、ソフトウエアからハードウエアまで幅広くものづくりに
関わっています。新しく覚えることは多いですが、好きな仕事なので苦にはなり
ません。大学で主に学んだプログラミングは、今も役立っています。

全体が見渡せる中小企業で働く

自分が仕事をする先には、お客様がいることを常に考えてものづくりをしていま
す。プログラミングはひたすらパソコンに向かう作業になりますが、お客様に
使っていただくことが目的であり、最終的には社会に貢献するためにしている。
そんな想いを大切にして、日々の業務に当たっています。
当社のポリシーは「できませんとは言わない」です。お客様が求める機能を満た
すために、仕様を変更して製品づくりをしています。どんな要望にも応えられる
よう、さらに技術を磨くことが今後の目標です。ものづくりのまち・北九州から、

「痒いところに手が届く」使いやすい製品を世界に届けていきたいですね。

徹底したカスタマイズで付加価値を創造

【企業概要】
設立／昭和21年1月
代表者／代表取締役社長　松島 徹
従業員数／122名
資本金／3,500万円
売上高／14億5,000万円
事業所／東京営業所・名古屋営業所・
　　　　大阪営業所・韓国浦項駐在員事務所
関連会社／上海達宏松島機械有限公司

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
産業用レベル計測機器、電動操作機器、コンベア周辺保護機
器、制御機器、環境関連機器などの設計・製作・販売

「レーダー式マイクロ波レベル計」の
開発に成功した国内唯一の企業。

「マツシマメジャテック」は、計測
（メジャー）と技術（テクノロジー）
を組み合わせた造語。平成26年に
松島機械研究所から社名変更し
ました。電気・電子製品の比率が
高い現状に則し、計測機器の会社
であることを表しています。また、
グローバルな事業展開のために、
海外でも分かりやすい社名を意識しました。
現在は台湾や韓国などアジア市場を中心に、アメリカにも事業を広げ
ています。

世界に誇る測定技術で
グローバルに事業展開をしています。

「米国シカゴ粉体工業展」。アメリカや
アジア各国の展示会に出展しています。

高周波（26GHz）を利用した主力製品「レーダー式マイクロ波レベル計」。

㈱マツシマメジャテック
技術部 開発課
■職業／技術職
■勤続年数／7年（H21年入社）
■出身学部／情報工学部卒

▲㈱マツシマ
メジャテックHP

山本　諭さん
Satoshi Yamamoto

お客様のニーズを念頭に置きながら、プログラミ
ングをします。
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設計開発から製造、販売まで一貫した事業を展開する
産業用レベル計測機器の国内トップメーカー。
付加価値の高い独自の計測技術をベースに
柔軟な発想で無限の可能性に挑戦を続けます。

北九州市
に

Iターン

就職した先
輩

から一言

COMPANY PROFILE

製造業でありながら、研究開発からメンテナンスまで手掛け、お客様とのパイプ
が太いことが当社の強みです。お客様が困ったときには素早く動き、問題を解決
する。常に期待以上の対応をすることで、信頼関係を築いてきました。取引先と
の関係は長年続くことが多く、転勤した先からも声をかけていただきます。「丸
栄さんなら安心」という声が、事業発展の礎となっています。
全国各地から、工場見学に訪れるお客様も多いですね。FRPの製造工程に興味
を持って来られるのですが、人数やリピーターが増えているのは、どうやら他に
も理由が。皆さん、北九州のおいしい魚料理が楽しみのようです。

信頼関係が事業発展の礎

●本社／〒803-0186  北九州市小倉南区大字新道寺910番地
 （小倉鉄工団地内）
 TEL：093-451-0538　FAX：093-451-0583
 http://www.maruei-gr.co.jp/

【業種・業態】 製造業
丸栄化工㈱

強化プラスチックと呼ばれながらも、プラスチックの常識をはるかに
超えた特性と応用性をもつFRP。鉄よりも軽くて強く、150℃以上の
熱に耐え、電気も通さない特性のため大型構造物に最適です。さらに
屋外で使用しても劣化しにくく、対薬品性にも優れているなど、まさ
に現代のスーパーマテリアルといえます。
当社は50年近くにわたる経験と独自の研究・分析から生まれたノウ
ハウを駆使し、FRPの可能性に果敢にチャレンジしてきました。各種
製品の開発をはじめ、工法や設計の開発にも積極的に取り組み、製
鉄や鉄鋼、電力、化学プラント、ゴミ焼却など、わが国の基幹産業界
の多彩なニーズに対応。配管、煙突、タンク等さまざまな構造物に利
用されています。

「一生勉強、一生青春」の社訓のもと
蓄積した技術と信頼、若い力を活用し
さらなる発展を目指します。

大学では化学工学を学んでいたので、樹脂素材に興味があり、教授のすすめで
丸栄化工に入社しました。当時はまだFRP（強化プラスチック）の走りで、製造
方法もよく分からない状態。試行錯誤の連続でしたね。設計を一から勉強して、
製品づくりに関わりました。技術者として素材の研究、設計、見積もり、現場監
督、据付まで幅広い業務を担当しました。
25年前、製鉄所の配管設備を大量に納め、メンテナンスで岡山県の製鉄所に出
張し、3日間ほどで仕事を終えましたが、お客様の要望で出張所に私だけが残る
ことになり、20年以上単身赴任で勤めました。そこで培った人脈が他の仕事に
も広がり、大きな財産になりました。

新素材の可能性を拓く

FRP製品の用途はさらに広がる可能性があり、さまざまな業界で需要は増え続
けています。多様化するニーズに応えていくために、当社では理系文系に関わら
ず、やる気のある人を積極的に採用し
ています。出張所の責任ある仕事を一
人で任され、伸び伸びと活躍している
20代の社員もいます。事業所ごとに独
立採算をしているため、頑張った結果
はすぐ数字に表れます。成果はきちん
と評価して、賞与にも反映しています。
今後も製品と人の可能性は無限大。
FRPのトータルプランナーとして若い
力を活用し、社会の発展を支えます。

若手が活躍できるフィールド

【企業概要】
設立／昭和43年8月
代表者／代表取締役社長　松岡 春喜
従業員数／60名
資本金／3,000万円
売上高／13億4,000万円
事業所／水島出張所・京浜出張所・千葉出張所・小郡工場・
　　　　ベトナムホーチミン駐在員事務所

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
FRP（強化プラスチック）製品の設計・製作・据付、環境関連・排
煙脱硫設備・FRP製煙突システム等、機械器具の設置（製鉄設
備・メッキ・酸洗処理タンク・塩酸回収設備・メッキ酸洗配管）

軽量で耐久性に優れたFRPは
基幹産業の構造物に欠かせない素材。

FRP製品をベースに、環境機
器のエンジニアリングを含め、
総合的に事業展開をしていま
す。国内では平成27年に関東
の拠点を新設、今後は関西に
も事業を広げていく計画です。
海外では韓国、中国、インドネ
シア、ベトナムに生産拠点を置
いています。現在は、ベトナムホーチミンで法人設立に向けて準備中。
生産だけではなくアジア市場に向けた営業拠点として、重要な役割を
担います。当社では事業拡大にともない、新しい人材を積極的に採用
しています。若手が活躍でき、やりがいのある会社です。

新たな拠点を国内外につくり
躍進を続ける成長企業です。

35歳の日本人社長、ベトナム人スタッフ3名で現
地法人を立ち上げます。

丸栄化工㈱
代表取締役社長
■職業／会社役員
■勤続年数／43年（S48年入社）
■出身学部／工業化学部卒

▲㈱丸栄化工HP

松岡　春喜さん
Haruki Matsuoka
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FRP（強化プラスチック）の可能性を追求し
独自の研究開発と生産技術で高品質の製品を創造。
パイオニア企業として先駆的な役割を果たし
産業界の多彩なニーズに応えています。

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

ベトナム人研修生が帰国するときに撮影。風通しがよ
い職場です！

19 20働こう！北九州市で 北九州エコタウン事業
資源循環型社会の構築のため、あらゆる廃棄物を他の産業分野の原料として活用し、廃棄物ゼロを目指す
「北九州エコタウン事業」を推進。自動車やペットボトル、家電、蛍光管など様々なリサイクル施設が集積しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

ホタルの住むまち
初夏の風物詩といえば、ホタル。北九州市では毎年、5月下旬から6月初旬にかけて、市内の60を超える河川でホタルを見る
ことができます。また、市役所内に全国初の「ほたる係」を誕生させ、「ほたるのふるさとづくり」を続けています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu
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製造業でありながら、研究開発からメンテナンスまで手掛け、お客様とのパイプ
が太いことが当社の強みです。お客様が困ったときには素早く動き、問題を解決
する。常に期待以上の対応をすることで、信頼関係を築いてきました。取引先と
の関係は長年続くことが多く、転勤した先からも声をかけていただきます。「丸
栄さんなら安心」という声が、事業発展の礎となっています。
全国各地から、工場見学に訪れるお客様も多いですね。FRPの製造工程に興味
を持って来られるのですが、人数やリピーターが増えているのは、どうやら他に
も理由が。皆さん、北九州のおいしい魚料理が楽しみのようです。

信頼関係が事業発展の礎

●本社／〒803-0186  北九州市小倉南区大字新道寺910番地
 （小倉鉄工団地内）
 TEL：093-451-0538　FAX：093-451-0583
 http://www.maruei-gr.co.jp/

【業種・業態】 製造業
丸栄化工㈱

強化プラスチックと呼ばれながらも、プラスチックの常識をはるかに
超えた特性と応用性をもつFRP。鉄よりも軽くて強く、150℃以上の
熱に耐え、電気も通さない特性のため大型構造物に最適です。さらに
屋外で使用しても劣化しにくく、対薬品性にも優れているなど、まさ
に現代のスーパーマテリアルといえます。
当社は50年近くにわたる経験と独自の研究・分析から生まれたノウ
ハウを駆使し、FRPの可能性に果敢にチャレンジしてきました。各種
製品の開発をはじめ、工法や設計の開発にも積極的に取り組み、製
鉄や鉄鋼、電力、化学プラント、ゴミ焼却など、わが国の基幹産業界
の多彩なニーズに対応。配管、煙突、タンク等さまざまな構造物に利
用されています。

「一生勉強、一生青春」の社訓のもと
蓄積した技術と信頼、若い力を活用し
さらなる発展を目指します。

大学では化学工学を学んでいたので、樹脂素材に興味があり、教授のすすめで
丸栄化工に入社しました。当時はまだFRP（強化プラスチック）の走りで、製造
方法もよく分からない状態。試行錯誤の連続でしたね。設計を一から勉強して、
製品づくりに関わりました。技術者として素材の研究、設計、見積もり、現場監
督、据付まで幅広い業務を担当しました。
25年前、製鉄所の配管設備を大量に納め、メンテナンスで岡山県の製鉄所に出
張し、3日間ほどで仕事を終えましたが、お客様の要望で出張所に私だけが残る
ことになり、20年以上単身赴任で勤めました。そこで培った人脈が他の仕事に
も広がり、大きな財産になりました。

新素材の可能性を拓く

FRP製品の用途はさらに広がる可能性があり、さまざまな業界で需要は増え続
けています。多様化するニーズに応えていくために、当社では理系文系に関わら
ず、やる気のある人を積極的に採用し
ています。出張所の責任ある仕事を一
人で任され、伸び伸びと活躍している
20代の社員もいます。事業所ごとに独
立採算をしているため、頑張った結果
はすぐ数字に表れます。成果はきちん
と評価して、賞与にも反映しています。
今後も製品と人の可能性は無限大。
FRPのトータルプランナーとして若い
力を活用し、社会の発展を支えます。

若手が活躍できるフィールド

【企業概要】
設立／昭和43年8月
代表者／代表取締役社長　松岡 春喜
従業員数／60名
資本金／3,000万円
売上高／13億4,000万円
事業所／水島出張所・京浜出張所・千葉出張所・小郡工場・
　　　　ベトナムホーチミン駐在員事務所

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
FRP（強化プラスチック）製品の設計・製作・据付、環境関連・排
煙脱硫設備・FRP製煙突システム等、機械器具の設置（製鉄設
備・メッキ・酸洗処理タンク・塩酸回収設備・メッキ酸洗配管）

軽量で耐久性に優れたFRPは
基幹産業の構造物に欠かせない素材。

FRP製品をベースに、環境機
器のエンジニアリングを含め、
総合的に事業展開をしていま
す。国内では平成27年に関東
の拠点を新設、今後は関西に
も事業を広げていく計画です。
海外では韓国、中国、インドネ
シア、ベトナムに生産拠点を置
いています。現在は、ベトナムホーチミンで法人設立に向けて準備中。
生産だけではなくアジア市場に向けた営業拠点として、重要な役割を
担います。当社では事業拡大にともない、新しい人材を積極的に採用
しています。若手が活躍でき、やりがいのある会社です。

新たな拠点を国内外につくり
躍進を続ける成長企業です。

35歳の日本人社長、ベトナム人スタッフ3名で現
地法人を立ち上げます。

丸栄化工㈱
代表取締役社長
■職業／会社役員
■勤続年数／43年（S48年入社）
■出身学部／工業化学部卒

▲㈱丸栄化工HP

松岡　春喜さん
Haruki Matsuoka
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FRP（強化プラスチック）の可能性を追求し
独自の研究開発と生産技術で高品質の製品を創造。
パイオニア企業として先駆的な役割を果たし
産業界の多彩なニーズに応えています。

これから

就職活動
を

がんばる学
生へ

一言

ベトナム人研修生が帰国するときに撮影。風通しがよ
い職場です！

19 20働こう！北九州市で 北九州エコタウン事業
資源循環型社会の構築のため、あらゆる廃棄物を他の産業分野の原料として活用し、廃棄物ゼロを目指す
「北九州エコタウン事業」を推進。自動車やペットボトル、家電、蛍光管など様々なリサイクル施設が集積しています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu

ホタルの住むまち
初夏の風物詩といえば、ホタル。北九州市では毎年、5月下旬から6月初旬にかけて、市内の60を超える河川でホタルを見る
ことができます。また、市役所内に全国初の「ほたる係」を誕生させ、「ほたるのふるさとづくり」を続けています。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu
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入社当初のコールセンターの仕事は、ネット広告を導入したお客様へのフォロー
がメイン。社会人経験がない新卒の私にとって、コールセンターの電話応対の基
本から、各種サービスの新しい情報などを常に勉強する日々でした。3年目にな
る前に希望を出して、コールセンター内の新サービスなどをまとめる社内フロー
の担当になり、そのタイミングで正社員に
登用されました。翌年にはコールセン
ターの品質管理を担当し、オペレーター
の音声（話し方、対応など）のチェックや、
お客様のアンケートを分析してコールセ
ンターへフィードバックして、品質向上に
つなげています。それと同時に、お客様サ
ポートセンターでSNSによる情報発信も
任されています。正社員になってできるこ
とが増え、やりがいも大きくなりました。

毎日の努力でスキルアップ

●北九州オフィス／〒802-0001  北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル5階
 http://www.yahoo.co.jp

【業種・業態】 情報・通信業、インターネット関連事業
ヤフー㈱

月間605億ページビューのアクセスを誇るインターネットのポータル
サイト「Yahoo! JAPAN」を運営しています。インターネットを使った
広報・宣伝媒体としての広告事業や、世の中のニーズを捉えたサー
ビスとともに進化する電子商取引事業、金融・決済事業などを展開。
北九州市に進出したのは5年前、大学など学校が多く若い人材が集ま
りやすいなどの理由からコールセンターを設立しました。その１年後、
東日本大震災が起こりBCP（事業継続計画）の重要性を再認識し、地
震などの災害リスクが比較的少なく、首都圏から距離のある北九州に
業務を分散するようになりました。今では、コールセンターに加え、
技術サポートグループやYahoo！ニュースの編集、営業、エンジニアな
どの業務も行うようになっています。

常に新しい情報をキャッチする仕事。
日々の勉強は欠かせませんが
その分、うれしい反応がある会社です。

出身は下関市で、大学は北九州市内でした。なるべく地元を離れたくなくて、通
える範囲の北九州市での仕事を探していましたが、当時は新卒採用も少なく就
活も厳しい状況でした。たまたま新聞で当社が北九州市に進出することを知り、
すぐにインターネットで採用状況をチェックしたところ、コールセンター（契約
社員）の募集を見つけました。“ヤフー”といえば誰もが知っている会社。私もヤ
フオクやヤフー知恵袋などを利用して親しみがあり、コールセンターの業務にも
興味があったので採用試験に応募しました。

新聞記事「北九州市進出」をきっかけに

仕事では、今の業務をもっと充実させていきたいです。現在当社で行っている、
地域の学生へのネット利用に関する訪問授業に加えて、今後、北九州の人と関
わる仕事を始められたらと思っています。プライベートでは、昨年結婚しました。
結婚休暇や有給も取得しやすい環境で、チームの協力もあり、結婚式の準備も
スムーズでした。生活は変化しましたが、休みの日は夫婦で買い物をしたり、地
元の下関に帰ったり、職場の仲間とバーベキューをするなど、楽しく過ごしてい
ます。

北九州の人と関わることをやってみたい

【企業概要】
設立／平成8年1月
代表者／代表取締役社長　宮坂 学
従業員数／5,480名（2015年12月31日現在）

資本金／82億円
売上高／4,284億円（2014年）

事業所／東京本社・大阪・名古屋・札幌・福岡・八戸・大分・高知

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
インターネット上の広告事業、イーコマース事業、
会員サービス事業、その他 北九州市

で

就職した先
輩

から一言

災害の少ない北九州は、事業継続の要。
業務の幅はこれからさらに広がります。

今後もめまぐるしく変化を続け
ていくであろうITの世界で、事
業の拡大や多角化を進めてい
きな がらも、社 内 のコミュニ
ケーション作りにも積極的に取
り組んでいます。「あいさつ文
化」の定着、お花見やハロウィ
ンなど社内全体で参加できるイ
ベントを企画し、毎回楽しく盛
り上がっています。これらの取り組みを通して、部署を越えた横のつな
がりが持てるようになっています。また、上司との面談もコンスタント
に行い、悩みを解消するサポートや、スキルアップの相談など、社員の
声にも柔軟に対応しています。

社内コミュニケーションを図り
働きやすい環境作りを目指しています。

みなさんご存知「Yahoo!」

ヤフー㈱  マーケティングソリューションカンパニー
オペレーション本部サポート部 所属
■職業／事務職
■勤続年数／5年（H23年入社）
■出身学部／人文学部卒

▲ヤフー㈱HP

中村　真理菜さん
Marina Nakamura

音声チェックした結果をオペレーターに説明する
中村さん。
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日本最大級のインターネット総合情報サイト
「Yahoo! JAPAN！」
世の中の課題を、ITを使って解決していく

「課題解決エンジン」であり続けます。

COMPANY PROFILE

通関には複雑な手続きが必要なため、関税法や商品に関する幅広い知識が欠か
せません。入社当初は何も分からず、新しく覚えることばかりで大変でした。輸出
業者や荷主であるお客様の依頼に応じて通関書類を作成し、税関に説明を行っ
たり、輸入の際には目的、品物、安全性など荷物の詳細を把握し、税率を調べ、法
律は守られているか一つ一つ判断していきます。書類に不備があると通関で荷物
が止まり、たくさんの人に迷惑をかけてしま
うので、確実な仕事を心掛けています。難し
い書類を作成し、通関の許可が出たときは
達成感がありますね。
今後はさらに貿易知識を身に付け、通関士の
国家資格取得を目指しています。お客様の
ニーズに合った物流の提案を行い、信頼を積
み重ねて、より大きな仕事を任せてもらえる
ようになりたいです。

幅広い知識を駆使して通関書類を作成

●本社／〒801-0841  北九州市門司区西海岸1丁目1番11号
 TEL:093-321-3261　FAX：093-321-0669
 http://www.mojikoun.co.jp

【業種・業態】 港湾運送業
門司港運㈱

門司港で70年以上にわたり港湾運送事業を行っています。海上貨物
輸送は創業以来の経験と実績を誇り、海陸一貫の直営作業を実施。コ
ンテナ業務システムには最新のウェブサーバー方式を導入し、長年の
経験と緻密なコンピュータシステムを融合して、安全で確実なコンテ
ナ受け渡し業務を行っています。また、輸出入の通関業務は「AEO認
定通関業者」の認定を取得し、門司税関管内では常にトップクラスの
実績を上げ、多くの信頼をいただいています。貨物保管業務において
も「AEO特定保税承認制度」の承認を取得、国内物流から国際物流ま
で一貫した総合物流サービスを行っています。

法律や貿易に関する知識を磨き
お客様との信頼を積み重ね
輸出入の一翼を担っていきます。

大学時代は福岡市で過ごしましたが、就職活動は地元の北九州市内で行い、で
きれば貿易業務に関わりたいと考えていました。日本は島国なので、品物の調
達や貨物を送る際には、輸出入が必要になります。その一翼を担い、生まれ育っ
た地域にも貢献することができればと思っていました。小倉で行われた企業説
明会で門司港運を知り、通関課の募集があることに興味を持ちました。門司港
は日本の6大港の一つで、経済の重要な役割を果たしています。法学部出身なの
で、法律関係の知識も不可欠な通関の仕事に魅力を感じました。

貿易の仕事に魅力を感じて

出身地の門司でやりがいのある仕事ができ、当社に就職して本当に良かったと
思っています。TPPや通関官署の自由化など、変化する社会情勢にもアンテナ
を立て、いろいろな場面に対応していけるようになりたいです。
プライベートも楽しく過ごせる環境に恵まれています。気心の知れた友達がい
て、海や山が近くにあり、長崎や山口などドライブに最適な観光地が多く、小倉
からは交通のアクセスも抜群です。休みの日は、ジョギングや山登りをすること
が多いですね。北九州マラソンにも選手として参加しました。月1回は、会社の
人たちと一緒に門司港レトロ地区で清掃ボランティアを続けています。

地元で働き、遊べる喜び

【企業概要】
設立／昭和17年12月
代表者／代表取締役社長　野畑 昭彦
従業員数／184名
資本金／1億円
売上高／47億8,000万円
事業所／太刀浦出張所・コンテナセンター・下関出張所・
　　　　福岡営業所・東京事務所・作業施設12カ所
　　　　（門司港・下関・苅田）
関連会社／昭和マリン㈱・門司港サイロ㈱

【事業内容】
一般港湾運送事業、海上運送取扱業、海運仲立業、通関業、
船舶代理店業、倉庫業、貨物利用運送業、その他付帯する
一切の業務

港湾運送を迅速かつ的確に遂行し
一貫した総合物流サービスを展開。

地域とともに発展してきた当社は、
まちの活性化に貢献していきたいと
いう思いを強く持っています。社長
は北九州商工会議所の副会頭、門司
みなと祭協賛会の会長などを務め、
社員も積極的に地域行事に関わっ
てきました。門司みなと祭りのパ
レードは全員で参加し、スポーツイ
ベントの門司港スイムラン、門司港ミニミニトライアスロンには、選手と
して出場したり、ボランティアスタッフとして運営に関わったりしていま
す。イベント参加を通して地域を盛り上げるとともに、部門が違う社員
同士も交流を深めることができ、温かい絆が育まれています。

門司港地区のイベントに参加し
積極的に地域貢献をしています。

毎年5月に開催される「門司みなと祭り」に
は全社で参加しています。

門司港運㈱
輸出入貨物部 通関課 所属
■職業／事務系専門職
■勤続年数／6年（H22年入社）
■出身学部／法学部卒

▲門司港運㈱HP

菊森　慎司さん
Shinji Kikumori

細部まで確認を怠らず、集中して書類を仕上
げます。
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門司港で半世紀以上培った実績が基盤。
伝統の港湾業務に、最新の物流システムを導入し
国際交易を担う経験豊かなプロ集団として
信頼のサービスを提供し、社会経済の発展に貢献します。

北九州市
に

Uターン

就職した先
輩

から一言

21 22働こう！北九州市で 小倉発祥！焼うどん
焼き目がしっかりと付き、もっちりとした食感は乾麺ならでは。野菜と豚バラを一緒に炒め、ソースや醤油で味付けします。
麺に絡まる香ばしいソースが魅力です。
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小倉牛
市内で生産される黒毛和牛から年間わずか100頭程度しか認定されない厳選された牛肉です。
旨みたっぷりの肉汁と、とろけるような柔らかさが特徴です。

北九州のプライド     Pride in city of Kitakyushu



COMPANY PROFILE

入社当初のコールセンターの仕事は、ネット広告を導入したお客様へのフォロー
がメイン。社会人経験がない新卒の私にとって、コールセンターの電話応対の基
本から、各種サービスの新しい情報などを常に勉強する日々でした。3年目にな
る前に希望を出して、コールセンター内の新サービスなどをまとめる社内フロー
の担当になり、そのタイミングで正社員に
登用されました。翌年にはコールセン
ターの品質管理を担当し、オペレーター
の音声（話し方、対応など）のチェックや、
お客様のアンケートを分析してコールセ
ンターへフィードバックして、品質向上に
つなげています。それと同時に、お客様サ
ポートセンターでSNSによる情報発信も
任されています。正社員になってできるこ
とが増え、やりがいも大きくなりました。

毎日の努力でスキルアップ

●北九州オフィス／〒802-0001  北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル5階
 http://www.yahoo.co.jp

【業種・業態】 情報・通信業、インターネット関連事業
ヤフー㈱

月間605億ページビューのアクセスを誇るインターネットのポータル
サイト「Yahoo! JAPAN」を運営しています。インターネットを使った
広報・宣伝媒体としての広告事業や、世の中のニーズを捉えたサー
ビスとともに進化する電子商取引事業、金融・決済事業などを展開。
北九州市に進出したのは5年前、大学など学校が多く若い人材が集ま
りやすいなどの理由からコールセンターを設立しました。その１年後、
東日本大震災が起こりBCP（事業継続計画）の重要性を再認識し、地
震などの災害リスクが比較的少なく、首都圏から距離のある北九州に
業務を分散するようになりました。今では、コールセンターに加え、
技術サポートグループやYahoo！ニュースの編集、営業、エンジニアな
どの業務も行うようになっています。

常に新しい情報をキャッチする仕事。
日々の勉強は欠かせませんが
その分、うれしい反応がある会社です。

出身は下関市で、大学は北九州市内でした。なるべく地元を離れたくなくて、通
える範囲の北九州市での仕事を探していましたが、当時は新卒採用も少なく就
活も厳しい状況でした。たまたま新聞で当社が北九州市に進出することを知り、
すぐにインターネットで採用状況をチェックしたところ、コールセンター（契約
社員）の募集を見つけました。“ヤフー”といえば誰もが知っている会社。私もヤ
フオクやヤフー知恵袋などを利用して親しみがあり、コールセンターの業務にも
興味があったので採用試験に応募しました。

新聞記事「北九州市進出」をきっかけに

仕事では、今の業務をもっと充実させていきたいです。現在当社で行っている、
地域の学生へのネット利用に関する訪問授業に加えて、今後、北九州の人と関
わる仕事を始められたらと思っています。プライベートでは、昨年結婚しました。
結婚休暇や有給も取得しやすい環境で、チームの協力もあり、結婚式の準備も
スムーズでした。生活は変化しましたが、休みの日は夫婦で買い物をしたり、地
元の下関に帰ったり、職場の仲間とバーベキューをするなど、楽しく過ごしてい
ます。

北九州の人と関わることをやってみたい

【企業概要】
設立／平成8年1月
代表者／代表取締役社長　宮坂 学
従業員数／5,480名（2015年12月31日現在）

資本金／82億円
売上高／4,284億円（2014年）

事業所／東京本社・大阪・名古屋・札幌・福岡・八戸・大分・高知

◎インターンシップご希望の方はご相談ください。

【事業内容】
インターネット上の広告事業、イーコマース事業、
会員サービス事業、その他 北九州市

で

就職した先
輩

から一言

災害の少ない北九州は、事業継続の要。
業務の幅はこれからさらに広がります。

今後もめまぐるしく変化を続け
ていくであろうITの世界で、事
業の拡大や多角化を進めてい
きな がらも、社 内 のコミュニ
ケーション作りにも積極的に取
り組んでいます。「あいさつ文
化」の定着、お花見やハロウィ
ンなど社内全体で参加できるイ
ベントを企画し、毎回楽しく盛
り上がっています。これらの取り組みを通して、部署を越えた横のつな
がりが持てるようになっています。また、上司との面談もコンスタント
に行い、悩みを解消するサポートや、スキルアップの相談など、社員の
声にも柔軟に対応しています。

社内コミュニケーションを図り
働きやすい環境作りを目指しています。

みなさんご存知「Yahoo!」

ヤフー㈱  マーケティングソリューションカンパニー
オペレーション本部サポート部 所属
■職業／事務職
■勤続年数／5年（H23年入社）
■出身学部／人文学部卒

▲ヤフー㈱HP

中村　真理菜さん
Marina Nakamura

音声チェックした結果をオペレーターに説明する
中村さん。

POINT

01

POINT

02

日本最大級のインターネット総合情報サイト
「Yahoo! JAPAN！」
世の中の課題を、ITを使って解決していく

「課題解決エンジン」であり続けます。
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