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　一般社団法人子供みらい基金は、日頃から児童養護施設の

子供たちを支援し、卒園生にも奨学金支給や就職支援などを

行っているボランティア団体です。

　この MIRAI BOOK は、多くの困難に直面しがちな児童

養護施設の子供たちの就職活動をサポートする情報誌です。

　児童養護施設の子供たちを取り巻く様々な環境を理解し、

その未来を熱意をもって応援してくれる企業が、子供みらい

賛助企業です。

　この MIRAI BOOK は、子供みらい賛助企業の就職情報を

掲載しております。

　就職活動にあたっては、採用条件や支援内容等について、

直接掲載企業と連絡を取り、各自の責任においてご確認くだ

さい。

　施設や学校の就職担当職員様と十分にご相談の上、是非、

この MIRAI BOOK をご活用ください。

子供みらい基金子供みらい基金
就職支援金制度就職支援金制度

子供みらい賛助企業子供みらい賛助企業
二つのお約束二つのお約束

応募の流れ応募の流れ

　子供みらい賛助企業に就職した児童には、就職支援金と
して５万円を支給いたします。

　子供みらい基金では、就職後の子供たちの住まいに関し
て賛助企業に以下の二点をお願いし、お約束いただいて
おります。
※詳細は各賛助企業にお問い合わせください。

　各企業の〈連絡先〉に掲載されている担当者／部署に直接
電話・ＭＡＩＬにてコンタクトし、応募要項、条件について
お問い合わせください。
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株式会社 M・A-Logi

大阪水産運輸 株式会社

新灯印刷 株式会社

大建ビルテクノ 株式会社

株式会社 TBI JAPAN

中伝毛織 株式会社

株式会社 葉山国際カンツリー倶楽部

BPS 税理士法人

株式会社 マイテック

株式会社 山之内製作所

株式会社 ワイシーティー

物流／物流管理職

出版・印刷／印刷・製本

原状回復工事／工事スタッフ

飲食業・不動産業等

運輸・サービス／現場職

ゴルフ場／キャディ

税理士業／税理士補助業務

小売業／販売、接客

運送業／ドライバー

p.3

p.4

p.5

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11

p.12

p.13

p.14

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

ハートインターナショナルグループ
株式会社 ハート引越センター

婦人・紳士向毛織物、化合繊織物／
生産、工場作業

一般港湾運送事業／荷下ろし作業、入出
庫・保管作業、仕分け・ピッキング作業

精密機器／
入力作業、書類整理、工程管理等
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あなたの頑張りがあなたの頑張りが
皆の力になる！皆の力になる！
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仲間たちが魅力的!!  資格取得もできる!!仲間たちが魅力的!!  資格取得もできる!!
シンプシンプルだけど私たちの食社会を支える大切なお仕事です!!ルだけど私たちの食社会を支える大切なお仕事です!!

会 社 名：大阪水産運輸 株式会社

業　　種：一般港湾運送事業

設　　立：1951 年 8 月

代 表 者：代表取締役社長　山下雅朗

資 本 金：2,000 万円

従業員数：190 人

本　　社：大阪府大阪市港区港晴 2－13－28　

支店・営業所：

　 3 箇所（南港センター・北港センター・伊丹事務所）

ホームページ：http://www.nli.jp/suisan

職　　種：荷下ろし作業、入出庫・保管作業

 　仕分け・ピッキング作業

募集人数：10 名

選考方法：面接

初 任 給：170,000 円

昇　　給：年 1 回（ 4 月）

賞　　与：年 2 回（ 7 月・12 月）

 　※業績により決算賞与（ 3 月）

勤 務 地：大阪市内現業所（港区、住之江区、此花区）

休日休暇：年間 122 日（土日祝日、夏季休暇、年末年始）

待遇・福利厚生・社内制度：

 　各種社会保険完備、退職金制度あり（入社 3 年以上）

 　確定拠出年金制度（DC）

 　社宅契約の家賃（半額）補助あり

 　（上限 35,000 円、期間は 5 年以内とする）

児童養護施設の学生採用実績：

 　平成 29 年 1 名採用

大阪水産運輸 株式会社

　弊社は国内外から船に載せられて運ばれてくる様々な食

品を港で荷下ろし仕分けする役割を担っている昭和26年創

業の老舗物流企業です。

　皆さんには、コンテナに箱詰めされた商品を冷蔵・冷凍

倉庫に保管するため、パレットに積み替えたり、フォークリフ

トを使って決められた保管場所に移す仕事をして頂きます。

　弊社は皆さんと同年代の社員がたくさんいます。一緒の

現場ですぐに仲間ができますよ!!

　倉庫内で扱う荷物も街中で見かける食品ばかりです。

　「この前自分が運んだ商品だ」と普段の生活でやりがい

を感じられますよ!!

大阪水産運輸 株式会社

〒552-0023
大阪府大阪市港区港晴2-13-28
担当：中村幸治

TEL : 06-6576-1116
MAIL  :  koji.nakamura@suisan.co.jp
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成長なくして存続なし成長なくして存続なし
100100 年以上続く企業を目指す年以上続く企業を目指す
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あなたの独立を応援しますあなたの独立を応援します
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「「飲食が好飲食が好き」「チャレャレンジしたジしたい」「リーダーになりたリーダーになりたい」
そんな方そんな方々をお待ちしております！をお待ちしております！

会 社 名：株式会社 TBI JAPAN

業　　種：飲食業、不動産業　等

設　　立：2003 年 10 月 3 日

代 表 者：山田竜馬

資 本 金：15 億 5 千万円

従業員数：3,600 人　※アルバイト含む

本　　社：東京都新宿区新宿 2－16－6　

　　　　　新宿イーストスクエアビル 6F

グループ会社：

　2018 年 3 月現在　全国 144 店舗展開

  （ホリイフードサービスの店舗を除く）

ホームページ：http://tbi-group.co.jp

　弊社は飲食店をメインに居酒屋やしゃぶしゃぶ・チーズ

専門店などの運営をしており、飲食事業以外にも不動産や

内装・美容など幅広くビジネスを展開しています。

　皆さんには入社後まず、飲食店で店舗運営に携わってい

ただき、ゆくゆくは店長や経営者・新規事業の立ち上げ

等、一人一人のキャリアを歩んでいただきたいと考えており

ます。

初めまして、TBI JAPAN の採用担当です。弊社はま

だ設立から15期目と若い会社ではありますが、現在数

年後の上場に向けて、再成長期を迎えております!

会社も社員も挑戦を恐れない環境の中で、ぜひ皆さん

と一緒に会社を盛り上げていきたいと考えております!

まずはお気軽にお問い合せください。
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株式会社 TBI JAPAN

株式会社 TBI JAPAN
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-16-6　
新宿イーストスクエアビル 4F
担当：人事部
TEL：03-5919-6701
MAIL： career@tbigroup.jp



多様な販売チャネルに対応する企画力を持ち、多様な販売チャネルに対応する企画力を持ち、
生産力は業界トップクラスを誇っている企業です生産力は業界トップクラスを誇っている企業です
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全国に拠点をもち、グループ会社も含め全国に拠点をもち、グループ会社も含め
お客様の新生活をサポートしている会社ですお客様の新生活をサポートしている会社です
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すべての方に愛され、信頼される会社を目指しますすべての方に愛され、信頼される会社を目指します

・キャディ業務（コース内で、お客様に同伴し、プレーの

アシスタントを務める。その他コース内の補修作業）

・コース管理業務（ゴルフコースメンテナンスまたは施設

管理、芝生苅込、樹木伐採、車両・機械整備等）

〈キャディ業務〉ゴルフ場コース内を歩くことが多い仕事で

す。体力に自信のある方、接客が好きな方におすすめの仕

事です。

〈コース管理業務〉大自然を相手に、美しいゴルフコースを

創り上げていく、クリエイティブな仕事です。

〈但し、コース管理は月給制 17 万円～〉
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WEWEBを活用したを活用したマーケティングマーケティングで低価格、で低価格、
高品質を実現した会計事務所です高品質を実現した会計事務所です
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モバイル文化の創造を目指してモバイル文化の創造を目指して
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実際に飛んでいる飛行機や衛星部品を実際に飛んでいる飛行機や衛星部品を
一緒につくりませんか一緒につくりませんか

株式会社 山之内製作所

メイン ： 〒959-1511
 新潟県南蒲原郡田上町大字吉田新田乙284
 担当：吉田    TEL : 0256-57-3453
サ 　 ブ ： 〒231-0063
 神奈川県横浜市中区花咲町2-66  桜木町駅前ビル8階

 担当：松永・野口    TEL : 045-251-5500
MAIL  :  saiyou@ysec.jp

生産管理、機械オペレーター、

フィニッシング工程、品質保証（検査）

若干名

書類選考、筆記試験（適正・能力検査）、面接

165,000 円、残業代、諸手当

住宅手当、家族手当、皆勤手当、通勤手当、

ステータス給、資格手当

年 2 回

年 2 回（会社規定による）

新潟工場

年間112日（土曜・祝日はカレンダーによる）

有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇

雇用、労災、健康、厚生、退職金制度あり（勤続 3 年以上）

年 1 回健康診断あり、作業着あり、宿泊施設割引制度
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個性溢れる個個性溢れる個々の力を集結し、唯一無二の会社をつくの力を集結し、唯一無二の会社をつくる!!!!
アットホームで働きやすい職場つくりをモットーにしていまアットホームで働きやすい職場つくりをモットーにしています!!!!
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　家庭にいる子供たちのように「パパ、ママ、ディズニーランドに明日連れてって！」という思いにすぐに応えてあげる

ことのできない児童養護施設の子供たち。子供みらい基金では、毎年、児童養護施設にいる小学6年生を「小学生

最後の夏休みプレゼントプロジェクト」としてディズニーランドへ招待しています。

　昨年は6施設の児童養護施設の児童を招待しました。子供たちの輝く瞳が本当に印象的でした。

⼩学⽣最後の夏休み プレゼントプロジェクト活動
報告

子供たちからの感謝状

　昨年は、都内の児童養護施設の子供たちが参加

する球技大会「江戸っ子杯」（東京都社会福祉協議

会児童部会主催）の後援を致しました。

　目を輝かして、真剣にスポーツを楽しむ子供たち

のために、今後とも支援を継続して参ります。

⼦供たちのスポーツ⽀援活動
報告

活動
報告

提携：一般社団法人 風のみどり塾

大会で子供たちを

激励する池田理事長

ドッジボール・バレーボール大会（東京体育館）

サッカー大会（調布基地跡地運動広場）

児童養護施設に花を贈呈し
⼦供たちの情操を育む

「植育」を推進



　子供みらい基金は、一般の高校生に比べ進学率が極端に少ない児童養護

施設の子供たちの卒園後の夢を支援しています。特に、子供時代、家庭に恵

まれず不遇だった児童が「将来子供の面倒を見る保育士になりたい！」とい

う夢に寄り添う『子供みらい基金保育士資格取得みらい奨学金制度』を実施

しています。（年額60万円（月5万円）2年間）

保育⼠を⽬指す児童養護施設の⼦供たちへの
⽀援、奨学⽣決定

　私は、保育士の資格をとって、将来

児童養護施設で働きたいと思っていま

す。私は児童養護施設で小さい時から

過ごしてきました。過ごしてきて学ん

だことは、何においても、愛情を注ぐこ

との大切さでした。私は児童養護施設

で過ごしてきて、その他にも学んだこ

とを保育士として、児童養護施設で働

いたら活かしていきたいです。

　小学校１年生の時に私は児童養護施

設に入所しました。私は優秀なんて言

えるような子どもではありませんでし

た。同学年の子と比べられるのがとて

も嫌で、職員に数え切れないほど反抗

ばかりしていました。ですが、職員は私

に何度も反抗されても、何度も私のこ

とを見捨てずに真正面から、ぶつかっ

てきてくれました。

　中学３年生の時に私はしてはいけな

いことを何度かしてしまいました。私

は「もう呆れられたであろうし、もう見

捨てられて当たり前だな」と思ってし

まいました。ですが職員は悪いことを

してしまった私の今後について親身に

なって話合ってくれました。

　あの時、職員が自分の時間を私に費

やしたり、何度も見捨てずに支えてく

れたのは、ただ単に「仕事」と言う理由

でできたことじゃないと思います。今

だからわかることですが、職員は仕事

に、子供に、愛情を注いでいたからで

きたことなのだと気づきました。

　今度は私が職員の立場になって、お

世話になった児童養護施設で、子ども

に精一杯愛情を注いでいきたいと思い

ました。

　児童養護施設で暮らしている子ども

は充分に親に愛情を注いでもらえな

かった子も少なくないと思います。私

自身も施設出身と言うことで親近感も

わくだろうし、何よりも子どもの辛い

気持ちが少しでもわかることができる

のではないかと思います。

　児童養護施設で働いたら、私が施設

で学んできたことを、感謝の気持ち、

信頼関係を作ることなど活かして働き

たいです。

　子どもを大事に思って、家族、自分の

子どもと思って、精一杯愛情を注いで

いきたいです。私のように「児童養護

施設で育って本当によかった」と思って

もらえるように、立派に子どもを育て

ていきます。

　本題に行くまで長くなりましたが、

それが私の保育士である自分のみらい

です。

『保育⼠である⾃分のみらい』
この度の奨学生、Nさんの

作文です

（本人の承諾を得て掲載
しています）




