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トップアスリート就職支援事業の取組に興味をお持ちの方は、お気軽にお問合わせください。

〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669  三重交通Ｇスポーツの杜 鈴鹿

アスジョブみえ事務局
（公益財団法人 三重県体育協会内）

お問合わせ

詳細情報は上記 HP をご覧ください。

TEL 059-372-3880　 FAX 059-372-3881
E-mail　athjobmie@mie-sports.or.jp

URL　http://www.mie-sports.or.jp/home/athjob/athjobmie
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2021年「三重とこわか国体」における成年選手の競技力向上を計画的に進めるため、
全国・国際スポーツ大会で活躍するトップアスリートに対し、
県内の企業や事業所に就職支援する取組を実施しています。
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よくいただく質問にお答えいたします。

アスジョブみえとは？

全国・国際スポーツ大会で活躍するトップアスリートまたはその指導者に対し、
県内企業等への就職支援を行い、双方にとって有益なマッチングを実現させる
ことを目的として取り組んでいる就職支援制度です。

A

Q 

勤務形態は？

原則、一般社員と同等となります。ただし、練習時間の確保については、相談
となります。

A

Q 

雇用形態は？ 給与水準は？

原則、正社員としての採用と
なります。

原則、同年代の社員と同等と
なります。

A A

Q Q 

アスジョブみえの取組、ここが
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A

Q 

引退後は？

正社員としての採用のため、
雇用継続が原則となります。

A

Q 

連絡先は？

裏面記載のアスジョブみえ事務局に
お問い合わせください。

A

Q 

知りたい !!
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トップアスリート・指導者の採用をお考えの企業等一覧
2018年4月1日現在 （掲載順序：五十音順）

1 株式会社アイ・エス・エス 51 株式会社サンショク 101 株式会社百五銀行
2 ＩＣＤＡグループ 52 株式会社シー・ティー・ワイ 102 廣瀬精工株式会社
3 株式会社赤福 53 ＪＡいがふるさと 103 富士ゼロックス三重株式会社
4 朝日ガスエナジー株式会社 54 ＪＡ伊勢 104 フジタ電業株式会社
5 アサヒグローバル株式会社 55 ＪＡ鈴鹿 105 扶桑工機株式会社
6 旭工機株式会社 56 ＪＡ多気郡 106 株式会社フローラ
7 旭電気株式会社 57 ＪＡ津安芸 107 平和コンクリート工業株式会社
8 あづまフーズ株式会社 58 ＪＡ松阪 108 株式会社マスヤ
9 イオンリテール株式会社東海・長野カンパニー 59 ＪＡみえきた 109 マツオカ建機株式会社
10 株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム 60 ＪＡ三重厚生連 110 マックスバリュ中部株式会社
11 石川商工株式会社 61 ＪＡ三重中央 111 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
12 伊勢くすり本舗株式会社 62 株式会社ジャパンスポーツ運営 112 松阪興産株式会社
13 井村屋グループ 63 ジャパンマテリアル株式会社 113 株式会社松阪鉄工所
14 上野ガス株式会社 64 医療法人社団主体会　主体会病院 114 株式会社松阪電子計算センター
15 宇野重工株式会社 65 株式会社松和産業 115 三重化学工業株式会社
16 ＡＧＦ鈴鹿株式会社 66 新日本工業株式会社（桑名市） 116 株式会社三重銀行
17 株式会社エクセディ 67 スーパーサンシ株式会社 117 社会福祉法人三重県厚生事業団
18 学校法人エスコラピオス学園 68 鈴鹿医療科学大学 118 三重交通株式会社
19 株式会社荏原風力機械 69 株式会社スズカ未来 119 三重信用金庫
20 株式会社ＭＩＥテクノ 70 株式会社ストーリア 120 国立大学法人三重大学
21 株式会社エルテックス 71 生活協同組合コープみえ 121 三重中央開発株式会社
22 株式会社オオコーチ 72 医療法人誠仁会 122 株式会社三重電子計算センター
23 学校法人大橋学園 73 株式会社 ZTV 123 三重トヨタ自動車株式会社
24 オキツモ株式会社 74 セントラル硝子プラントサービス株式会社 124 三重トヨペット株式会社
25 オリンピアスポーツクラブ 75 大王運輸株式会社 125 株式会社三重平安閣
26 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 76 株式会社第三銀行 126 株式会社ミエライス
27 社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院 77 株式会社ダイハツ三重 127 三重リコピー株式会社
28 釜屋株式会社 78 学校法人高田学苑 128 株式会社宮﨑本店
29 北伊勢上野信用金庫 79 中央産商株式会社 129 株式会社ミルボン
30 株式会社北村組 80 チョーヤ梅酒株式会社　伊賀上野工場 130 メロディアン株式会社三重工場
31 株式会社ぎゅーとら 81 チヨダウーテ株式会社 131 森岡産業株式会社
32 学校法人享栄学園　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 82 辻製油株式会社 132 株式会社安永
33 クラギ株式会社 83 学校法人津田学園 133 ヤマダイ食品株式会社
34 株式会社グリーンズ 84 株式会社津松菱 134 山忠ホールディングス株式会社
35 桑名信用金庫 85 株式会社東海近畿クボタ 135 ヤマモリ株式会社
36 株式会社ケーブルネット鈴鹿 86 東海コンクリート工業株式会社 136 株式会社ＵＬ Japan
37 株式会社コイサンズ 87 株式会社東海日動パートナーズ東海北陸 137 社会福祉法人有徳会
38 学校法人皇學館 88 東邦地水株式会社 138 株式会社ヨシザワ
39 社会福祉法人恒心福祉会 89 東洋工業株式会社 139 四日市看護医療大学
40 株式会社交洋 90 株式会社中尾製作所 140 株式会社ロンビック
41 光洋メタルテック株式会社 91 株式会社ナベル
42 株式会社コスモス・コーポレーション 92 生川倉庫株式会社
43 コスモ石油株式会社 93 ニチニチ製薬株式会社
44 株式会社サイネックス 94 株式会社日商
45 桜丘中学校・高等学校 95 株式会社日本陸送
46 株式会社札幌かに本家 96 株式会社日本グリーン
47 サラヤ株式会社 97 万協製薬株式会社
48 三惠工業株式会社 98 株式会社ビーイング
49 三幸株式会社 99 株式会社光機械製作所
50 三昌物産株式会社 100 光精工株式会社
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採用されたアスリート

平成29年度の取組により、平成30年度に採用された選手（平成29年度途中の採用を含む）
と協力していただいた企業を紹介します。

設立年月日　昭和 43年 8月 30日
所　在　地　三重県四日市市西坂部町 4789-2
資　本　金　1億 4,500 万円
従　業　員　数　220名
事　業　内　容　LPガス小売業

企業概要

取締役社長
田中 佳彦

初めは仕事と競技の両立に不安がありましたが、練習もしっ

かりと出来ています。先輩社員からは試合日程を聞いてく

ださったり、練習に行く前には「頑張れ」と声をかけて頂

きます。昨年度はエペで準優勝・フルーレで 6位と良い成

績を残せたので、最低限の目標として入賞、また前回の成

績を超える優勝を目指して頑張ります。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　オアシス坂部給油所

◦生　　年　1996 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　明治大学
◦主な競技成績
2016年
　�第 69回全日本フェンシング選手権大会
　（団体戦）フルーレ　ベスト8
2017年
　第 70回関東学生リーグ戦大会2部優勝
　関東学生リーグ戦大会（入替戦）1部昇格
　第72回国民体育大会
　成年男子　団体
　エペ　2位・フルーレ　6位

「がんばれ池畑 ! めざせ天皇杯 !」
朝日ガスエナジーは、全力でアスリートを応援し
ます。46 年ぶりに地元三重県で開催される国民
体育大会での大活躍を期待しています。

フェンシング

池畑 亮太朗

平成 27年 12 月、三重県体育協会様の訪問を受け、アスリート就職支援の
お話を伺ったのが始まりです。三重県で開催される大会に貢献できるなら、
という事で趣旨に賛同し、人選は体育協会様に一任しました。29年6月に「池
畑君」を紹介され、住所も当社の地元である四日市という事、体育協会様の
ご推薦、面接でのハキハキとした受け答え等を総合的に勘案し、当社で一緒
に働いてもらうこととなりました。

平日の 16時以降は練習があるという事で、配属は比較的時間に融通のきく
「オアシス坂部」となりました。当社のオートライフ部に所属し、車関係の
相談、タイヤ交換やオイル交換などが主な仕事になります。将来はガスの営
業もできるように、多くの資格を取得してもらいたいのですが、練習とか遠
征で勉強する時間が取れるのかが心配です。環境の変化に負けず、競技と仕
事の両方で頑張ってほしいと思っています。

Q 仕事と競技活動の両立に向けた課題は？
A

Q アスリートを採用したきっかけは？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　1983 年 6月 1日
所　在　地　三重県三重郡菰野町永井 3095-45
資　本　金　9,000 万円
従　業　員　数　110名
事　業　内　容　食品製造

企業概要

代表取締役
宅間 昭雅

繁忙期などでも練習に間に合うように社内で気を使ってい
ただき誠に感謝しております。一つ一つの試合で成績を上
げていき三重国体でも活躍できるように日々練習をしてい
ます。日頃から応援していただいている社内の皆様の為に
も仕事面でも競技面でも会社の発展に貢献できるように頑
張っていきます。

◦入社　2017 年 10月
◦所属　ロジスティック部

◦生　　年　1987 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　青山学院大学
◦階　　級　130kg 級
◦主な競技成績
2013年
　全日本社会人選手権　フリースタイル　2位
　全日本選手権　グレコローマン　優勝
　全国社会人オープン　グレコローマン　優勝
2014年
　全国社会人オープン　グレコローマン　優勝
2015年
　全国社会人オープン　グレコローマン　優勝
　天皇杯　グレコローマン　3位
2016年
　全日本選抜　グレコローマン　3位
　天皇杯　グレコローマン　3位
2017年
　全日本選抜　グレコローマン　3位
　国民体育大会　グレコローマン　3位

「応援する｢力｣が会社の活力に。」
我社のアスリートが競技する姿を間近で応援する
ことで、社内に一体感が生まれ、明るく活気のあ
る職場作りに繋がればと期待しています。

レスリング

河野 隆太

130kg を超える体格は社内でも一際目立つ存在です。同じ職場には小柄な
女性もいるのですがそのアンバランスなところが職場の雰囲気も和ませてい
ます。決して広くない場所での梱包作業も機敏に体を動かし、てきぱきと仕
事をこなしています。持ち前の明るさとスポーツで培った礼儀正しさで、同
じ職場の社員にも評判が良く今後の活躍も期待しています。

練習する場所が職場から近く無理なく通う事ができ、17時 30 分からの練
習時間に間に合うよう就業時間の調整ができる部署に配属しました。練習は
毎日であり、通い易さや時間的な問題を少しでも軽減し練習に打ち込めるよ
うにと考えています。平日に行なわれる大会もあり出勤できないこともあり
ますが早い段階で日程も決まっており、職場で協力し業務に支障が出ないよ
う調整しています。こうした職場での協力を得るには日頃のコミュニケー
ションとアスリートの人柄が非常に大切だと思います。練習等忙しい中、会
社のイベントにも積極的に参加したり本人の努力も見受けられます。

Q 仕事と競技活動の両立に向けた課題は？
A

Q アスリートの職場での様子は？
A

プロフィール

あづまフーズ株式会社
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採用されたアスリート

設立年月日　平成 22年（2010 年）10月
所　在　地　三重県津市高茶屋七丁目 1番 1号
資　本　金　3億 1,000 万円
従　業　員　数　568名 ( 平成 30年 3月 31日現在）
事　業　内　容　�菓子、食品、デイリーチルド、点心・デリ、冷菓、�冷凍菓子の

製造・販売及びそれに付帯する事業、レストラン事業

企業概要

代表取締役会長
浅田 剛夫

入社から２ヶ月が経過し生産管理部に配属されました。現在
の仕事は各工場の生産状況や仕事内容を理解するため工場
での業務に従事しています。工場で製造しているのは、あ
ずきバーや肉まん・あんまんなどお馴染みの商品です。安
全で安心な商品をお客様に届けるため、衛生管理には常に
気をつけながら毎日仕事をしています。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　生産管理部

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　滋賀県
◦出身大学　日本大学
◦ポジション　漕手
◦主な競技成績
2014年
　第 41回全日本大学選手権大会
　　舵手なしクオドルプル　準優勝
2015年
　第 42回全日本大学選手権大会
　　舵手なしペア　優勝
　第93回全日本選手権大会　エイト　優勝
2016年
　第 43回全全日本大学選手権大会
　　エイト　優勝
　第94回全日本選手権大会　エイト　準優勝
2017年
　第 44回全日本大学選手権大会
　　舵手付きペア　優勝
　第95回全日本選手権大会
　　舵手付きペア　優勝

「アスリート経営で成長を目指す」
アスリートは目標が明確であり、常に体幹を鍛え、
技術を磨き絶えまない訓練で成果につなげ、夢と
感動を創出します。それは企業経営と同様です。
アスリートに学び共働します。

ボート

港 裕哉

４月に入社し、６月に配属が決定しました。現在は、ものづくりの基本を学
ぶために、本社敷地内の工場で実習に取り組んでもらっています。時には力
が必要な作業や高温下での業務もありますが、アスリートならではの強い精
神力と誠実な対応で早くも周囲に溶け込んでいます。業務上での疑問や気づ
きは、積極的に周囲に伝え、コミュニケーションを深めています。日焼けし
た人懐っこい笑顔は、グループ理念の“おいしい！の笑顔の輪”を広げてい
ます。

井村屋グループは今期アスリート経営を目指しています。アスリートは、高
い目標意識をもち、そこに向かっての努力がぶれません。目標に向かって過
酷な訓練を重ね、揺るぎない強い芯を作り上げる事は、企業経営においても
高い企業力を作り上げる事になります。
限られた時間をやりくりしながら絶えまない努力を重ねるその姿は、学ぶべ
き指標であり、鏡となります。また、多くの方々に笑顔と感動を届けてくれ
ることに期待しています。

Q 職員としてアスリートに期待することは？
A

Q アスリートの職場での様子は？
A

プロフィール

井村屋株式会社
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採用されたアスリート

設立年月日　昭和 2年 6月 8日
所　在　地　伊賀市上野茅町 2706 番地
資　本　金　1億 3,200 万円
従　業　員　数　67名
事　業　内　容　LPガス販売、ガス機器・住宅設備機器販売施工

企業概要

常務取締役　総務部長
杉本 安司

現在は、会社全体の各部署を回らせていただき、それぞれ

の部署での業務内容全般について研修中です。1日でも早く

仕事を覚えて、仕事と競技活動を両立できるよう頑張って

いきます。

◦入社　2018 年 5月
◦所属　総務部資材グループ

◦生　　年　1990 年
◦出　身　県　広島県
◦出身高校　広島県立呉工業高等学校
◦種　　目　クレー射撃・スキート
◦主な競技成績
2017年
　全日本選手権大会　　優勝
　第10回タイオープン射撃選手権大会　3位
　第72回国民体育大会　個人準優勝

「地域に夢を、そして社内に活力を」
当社は、地域貢献活動の一環として仕事と競技活
動を両立するトップアスリートをサポートし、三
重とこわか国体での活躍に向けて全社で応援いた
します。

クレー射撃

脇屋 昴

平成 33年「三重とこわか国体」開催に向けて、トップアスリート就職支援
のお話をいただきました。当社所在地の伊賀市には、競技開催場所である「三
重県上野射撃場」があり、競技活動の拠点として最適であること、そして地
域の皆様とともにアスリートの躍動する姿を夢をもって応援できること、さ
らに、全力で仕事と競技活動に取り組む姿が社内の雰囲気を明るくし、活性
化につながると考えます。

これまでお世話になった多くの方々に感謝し、さらに競技活動を充実してい
ただきたいです。そして、「東京オリンピック」、「三重とこわか国体」、さら
にその先へと益々の活躍を期待しています。また、地域の一員として新たな
人脈を積極的に広げていき、地域貢献への意識も高く持っていただきたいと
思います。当社も全力でサポートします！

Q 三重とこわか国体に向けて
　　　　　　　　　　　　　　　アスリートに期待することは？
A

Q アスリートを採用したきっかけは？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　1986 年 3月 25日� � �
所　在　地　三重県四日市市日永東 3-11-8
資　本　金　2,000 万円� � � �
従　業　員　数　145名（2018 年 3月 31日現在）
事　業　内　容　�計装設備メンテナンス業務・制御システムの設計・施工及び保守・

計装・電気工事の設計・施工・機械装置の設計・施工・メンテ
ナンス業務

企業概要

代表取締役社長
山本 泰

私は四日市事業所　保全 1部に配属され、分析計のメンテ
ナンス業務を行っています。
そこで日々勉強しながら、水の性質や濁度等を測る計器類
をメンテナンスしています。
仕事とスポーツの両立は、今現在は無理なくできています。
わからない事も多いですが、先輩方に教えて頂きながら仕
事の能力アップに励んでいます。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　西日本事業本部　四日市事業所
　　　　保全 1部

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　天理大学
◦ポジション　WS（ウィングスパイカー）
◦主な競技成績
2017年
　�天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会
　ベスト24

「地域社会に貢献し、スポーツ全般を応援します。」
スポーツを通じ、地域と社会の活性化を目指し、
トップアスリートと共に誇りをもって勧められる
企業を目指します。

バレーボール

前川 将太

アスリートの採用というものが今回が初めてのことで不安になる部分もあり
ましたが、明るく、人当たりの良い性格で周りの環境にもすぐに馴染むこと
ができ、職場の雰囲気がより一層明るくなりました。
仕事と競技活動を両立している中で業務をいち早く覚えようと真摯に取り組
む姿勢は同期の新入社員の良い見本となり、他の従業員へはより良い刺激と
なって社内のモチベーション向上に繋がっています。

仕事と競技活動の両立を行っていく中では、本人の自由な時間の確保が難し
く、精神的な負担が大きくなることと思います。
社宅を職場の近くに用意するなど少しでも本人の自由な時間が作れるように
準備を行いました。
これからは、業務へ取り組んでいく中で発生する不安や不明な点を簡単に相
談できる職場の雰囲気づくり、体調管理やストレスなどの精神面のサポート
など目に見えない部分への対応が課題となると思います。

Q 仕事と競技活動の両立に向けた課題は？
A

Q 採用して良かったことは？
A

プロフィール

株式会社 エルテックス
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採用されたアスリート

設立年月日　1945 年 3月� � � �
所　在　地　三重県名張市蔵持町芝出 1109-7
資　本　金　9,981 万円
従　業　員　数　151名
事　業　内　容　耐熱塗料、フッ素樹脂塗料ならびに機能性コーティング剤の製造販売

企業概要

代表取締役
山中 重治

製造部溶剤工場分散チームに所属し働いています。業務は

小詰めのほか、最近では樹脂の計量を任されています。安

全第一を心がけ、日々取り組んでいます。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　製造部

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　岐阜県
◦出身大学　東海学院大学
◦ポジション　MF
◦主な競技成績
2017年
　男子全日本学生ホッケー選手権大会
　ベスト８

「国体代表選手をバックアップします！」
三重県で開催される国民体育大会と代表選手に大
いに期待しています。
三重県に本社を置く会社として、代表選手を精一
杯バックアップします。

ホッケー

島崎 敦匡

仕事と競技が両立できるよう、住宅手当制度の整備と、勤務時間の調整をし
ました。
同時に４月入社の新卒社員として迎え入れ、他の新卒社員と同じ新入社員研
修を受けることで、ビジネスマンとしての成長も支援しています。

仕事と競技に打ち込む姿が社内活性
に繋がることを期待します。また社
内だけでなく、国民体育大会を通じ
て地域社会に元気を与えてくれると
思います。

Q 職員としてアスリートに期待することは？
A

Q アスリート採用に向けて取り組んだことは？
A

プロフィール

オキツモ株式会社
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採用されたアスリート

所　在　地　三重県四日市市安島２丁目２番３号
資　本　金　34億円
従　業　員　数　370名 ( 平成 30年 3月 31日現在）
事　業　内　容　金融業

企業概要

理事長
市川 克美

鈴鹿支店に配属され、今は預金業務をしています。７月か

らは渉外係としてお客さまのお宅や会社を訪問する営業の

仕事をします。仕事と競技を両立し、お客さまに信頼され

る職員をめざしてがんばります。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　鈴鹿支店

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　三重県
◦ポジション　RW、RB
◦主な競技成績
2015年
　第 70回国民体育大会5位
　全日本学生ハンドボール選手権大会3位
2016年
　全日本学生ハンドボール選手権大会ベスト16
2017年
　全日本学生ハンドボール選手権大会3位

「地域社会の皆さまとともに」
仕事と競技を両立するアスリートを応援し、地域
社会の発展や豊かな暮らしづくり、地域のスポー
ツ振興に努めていきます。

ハンドボール

吉田 英太郎

仕事と競技を両立しやすくすることを優先し、練習場に近い支店に配属しま
した。
今後、社内報に、選手の紹介、試合日程や、試合結果などを掲載し、役職員
みんなで応援する体制をつくっていきたいと思います。

営業店で渉外係として、営業の仕事をします。地域のお客様を訪問し、融資
や預金など、お客様に合った商品をご提案します。
直接お客様と対応する渉外係は「信用金庫の顔」です。たくさんのお客様に
吉田選手を知ってもらい、応援してもらえることと思います。

Q 職員としての業務は？
A

Q アスリート採用に向けて取り組んだことは？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

所　在　地　三重県伊勢市楠部町 138番地
教　職　員　数　98名
事　業　内　容　�建学の精神を基盤に、皇學館ならではの特色あるカリキュラムで応

用力を伸ばし、一人ひとりの夢の実現を目指します。

企業概要

皇學館中学校・高等学校長
上村 桂一

皇學館中学校・高等学校の事務室で働いています。主に高校・

中学校の部活動に係る生徒会活動の支援や学校施設の予約

管理を担当しています。窓口対応等、先生や生徒が気持ち

よく生活できるよう気を配っています。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　学校事務部

◦生　　年　1996 年
◦出　身　県　富山県
◦出身大学　同志社大学
◦専門種目　50m�3 × 40M
◦主な競技成績
2016年
　秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会�優勝
　西日本学生ライフル射撃選手権大会�優勝
　全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会�5位
　全日本学生ライフル射撃選手権大会�4位
2017年
　春季全関西学生選手権大会�優勝
　西日本学生ライフル射撃選手権大会�優勝
　全日本学生選抜ライフル射撃選手権大会�6位
　全日本選抜ライフル射撃選手権大会�5位

「アスリートの活躍が心を繋ぐ」
私たちの学園のアスリートが仕事と競技を両立さ
せて頂点を目指しています。その姿が、学生・生
徒そして教職員の心を繋ぎ、明日への希望と夢を
与えてくれます。

ライフル射撃

盛田 泰成

高校事務室において校友会（生徒会）活動の事務全般や校内の設備・施設の
安全管理を担当。競技中の真剣な眼差しとは違い、事務室窓口で生徒たちに
明るく誠実に対応する姿は、優しいお兄さんそのもの。フィギュアスケート
の宇野昌麿さんに少し似ているということもあり、生徒たちからも大人気。
学校内においてはアスリートを応援することによって一体感が醸成され、そ
れがひいては学校の元気にもつながっていると感じています。

「三重とこわか国体」で、私たち皇學館の代表として、そして地元三重県の
代表として活躍を期待しています。そして 2020 年の東京オリンピック、
2024 年のパリオリンピックにも出場し、世界に羽ばたいてほしいと思いま
す。盛田さんの目標に向かって努力する姿が、身近に接する学生や生徒にや
る気と勇気を与え、これからの励みになることは間違いなし。私たち皇學館
は一丸となって応援をします。がんばれ盛田さん！

Q 三重とこわか国会に向けて
アスリートに期待することは？

A

Q 職員としての業務は？
A

プロフィール

学校法人皇學館
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採用されたアスリート

設立年月日　1988 年 6月 20日
所　在　地　三重県四日市市本町 8番 2号
資　本　金　11億円
従　業　員　数　146名
事　業　内　容　一般放送業、情報通信事業

企業概要

代表取締役社長
渡部 一貴

競技を続けながら地元での就職を強く希望していたところ、

社会人として成長しながら夢の実現を応援してくれる企業

として、「シー・ティー・ワイ」と出会えたことは非常にう

れしく思います。仕事と競技を両立させ、地域社会に貢献

していきたいと思います。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　営業本部�営業部�コールセンター

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　専修大学
◦主な競技成績
2015年
　第５回関東大学女子バスケットボール新人戦
　ベスト８賞
2016年
　第 68回全日本大学バスケットボール
　選手権大会　６位
2017年
　第 69回全日本大学バスケットボール
　選手権大会　７位

「アスリートをみんなで応援していきたい」
国体での活躍が期待されるアスリートが、当社を
希望してくれたことは非常にうれしいことです。
企業イメージの向上にもつながり、応援のし甲斐
もあります。末永くがんばっていただきたい。

バスケットボール

近藤 久恵

目標として、2021 年「三重とこわか国体」で活躍し、前向きで一生懸命な
プレイを通じて、今までお世話になった方々や、地域の皆様に夢と感動を与
えてほしいと期待しています。

コールセンターの一員として働くことで、勤務時間に柔軟に対応できます。
就業後は、全力で練習に取り組むことができる環境で、様々な仕事で必要と
されるスキルを身につけることが出来ます。また、現役引退後の人生のため
にも、競技生活と並行して多様なキャリア形成ができる仕組みを作ることが
できればと考えています。

Q 仕事と競技活動の両立に向けた課題は？
A

Q 職員としてアスリートに期待することは？
A

プロフィール

株式会社シー・ティー・ワイ
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採用されたアスリート

設立年月日　1971 年 7月 20日
所　在　地　三重県四日市市城北町８番１号
従　業　員　数　419名（平成 30年４月１日現在）
事　業　内　容　医療業

企業概要

副院長
川村 豪伸

看護部に所属し、主に医療器具の滅菌作業、衛生材料の管

理を担当しています。職場は、優しい先輩ばかりで仕事と

競技の両方しやすい環境です。早く仕事になれることはも

ちろん、アスリートとして、仕事、競技とともに職場に良

い影響を与えられるよう行動することもここでの仕事だと

思っています。

◦入社　2018 年 3月
◦所属　看護部�外来

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　京都府
◦出身大学　流通科学大学
◦ポジション　FW
◦主な競技成績
2017年
　第 72回国民体育大会�三重県代表
　第３回全国女子ラグビーフットボール選手権
　大会　６位
2018年
　第４回全国女子ラグビーフットボール選手権
　大会　準優勝

「スポーツと健康のパートナー !」
仕事も競技も頑張っている選手から元気をもら
い、主体会病院は子供からシニアまで全ての患者
様に元気を与えられるよう、怪我や病気の治療や
予防に全力を注いでまいります。

ラグビーフットボール

舩橋 那緒

2009 年より国体三重県スポーツドクターとして帯同させていただいており
ました。そこで県の担当者の方からアスリート就職支援の話があり、感銘し
採用することをきめました。そこに舩橋那緒選手が当院に声をかけていただ
きました。また女子ラグビーチーム PEARLSさんとはチーム立ち上げの時
に色々お世話になっていましたので決定しました。怪我が多いスポーツです
が病院としてもサポートしていきたいと思い採用しました。

病院内での彼女の仕事は、外来患者さんの診察の介助、手術室の器械洗浄、
滅菌業務、各病棟に配布する衛生材料の管理を担当してもらっています。い
つも笑顔でハキハキと受け答えて、テキパキと仕事をこなしています。彼女
は、就業前の早朝から、そして仕事を終えて夜遅くまでラグビー練習に励ん
でいます。そんな舩橋さんの活躍を職員みんなで応援しています。

Q アスリートの職場での様子は？
A

Q アスリートを採用したきっかけは？
A

プロフィール

医療法人社団主体会 主体会病院
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採用されたアスリート

設立年月日　昭和 23年 3月　（1948 年 3月）
所　在　地　三重県鈴鹿市国府町 7678 番地 7
資　本　金　6780 万円
従　業　員　数　111名
事　業　内　容　�食品包装用品・機器販売／食品検査・食品安全コンサルティング／

食品販売／食品資材販売

企業概要

常務取締役　総務部長
中子 弘之

仕事とスポーツの両立は大変です。しかし、とても充実し

ています。この環境を作ってくださった会社や県庁、チー

ム＆多くの方の支えがあって自分が頑張れている事を胸に

とめ頑張ります。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　総務部総務課

◦生　　年　平成 7年
◦出　身　県　京都府
◦出身大学　関西学院大学
◦ポジション　LB
◦主な競技成績
2015年
　全日本学生ハンドボール選手権大会
　ベスト８
2017年
　第 72回国民体育大会　5位

「未来へ躍動と感動を」
希望と感動を与えるアスリートを支援できること
に喜びを感じます。2021 年三重とこわか国体を
目標に、三重の地が活性し地域社会に貢献できる
ことに感謝申し上げます。

ハンドボール

古川 大輔

人と人との係わりが大切な職場です。スポーツを通し人として成長し、感動
を与え、質の高い仕事を目指し、新たな旋風が社内の躍動となることに期待
します。
また、「三重とこわか国体」後も地域社会において「常に若く」の想いを伝
えて行けるアスリートを希望します。

スポーツにおいて養われた、何事にも前向きに取り組む姿勢が職場にとって
良い刺激になっています。実際、試合を間近で観戦する機会が増え、選手の
躍動する姿に感動しています。

Q 採用して良かったことは？
A

Q アスリートに期待すること？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

採用されたアスリート

設立年月日　1917( 大正 6) 年 12月 22日�
所　在　地　三重県四日市市浜田町 5番 28号
資　本　金　200億 42百万円 (2018 年 3月 31日現在 )
従　業　員　数　6,566 名�(2018 年 3月 31日現在 )
事　業　内　容　自動車用・機器用ワイヤーハーネスの製造販売
　　　　　　ワイヤーハーネス用・電気機器用部品の製造販売
　　　　　　自動車用電線の製造販売

企業概要

常務執行役員
管理本部　本部長
井筒 隆広

総務部に所属し、社員向けのボルダリング体験会に参加し
て普及に努めています。競技の特性上、日々の練習や海外
遠征が多く、出勤日などで配慮していただいており、競技
に集中できる環境ができつつあります。ワールドカップや
世界選手権などの国際大会での入賞や優勝を目標に競技活
動をしていきます。沢山の応援よろしくお願いいたします。

総務部に所属し、PEARLS の二人の先輩選手と共に広報業

務を担当しています。現在は午前中に勤務し早朝や午後に

トレーニングを行っています。仕事と競技の切り替えを大

切にし、ラグビーで良い結果を残すことで会社に貢献でき

るよう頑張ります。この恵まれた環境の中で精一杯自分を

高めていきたいです。

◦入社　2017 年 9月
◦所属　総務部広報・CSRグループ

◦入社　2018 年 4月
◦所属　総務部広報・CSRグループ

◦生　　年　1993 年
◦出　身　県　三重県
◦専門種目　ボルダリング
◦主な競技成績
2017年
　ボルダリングワールドカップ第4戦中国南京大会
　優勝

◦生　　年　1993 年
◦出　身　県　長崎県
◦出身大学　東京学芸大学
◦ポジション　FW（HO,FL)
◦主な競技成績
2016年
　HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ
　ブラジル大会日本代表
　�女子ラグビーワールドカップ
　アジア・オセアニア予選　優勝
2017年
　女子ラグビーアジアチャンピオンシップ2017　優勝
　女子ラグビーワールドカップ2017
　アイルランド大会11位

「夢・希望・活力を与える」
選手の活躍を通じて、社内の活性化を期待するとともに三
重とこわか国体を見据え、スポーツ選手の育成・強化、ス
ポーツ振興を通じた地域活性化に取り組んでまいります。

山岳（スポーツクライミング）

渡部 桂太

ラグビーフットボール
末 結希

プロフィール

プロフィール
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採用されたアスリート

採用されたアスリート

人事部に所属し、主に福利厚生に関わる業務を担当していま

す。会社からの多くのご配慮で、練習に集中して取り組む

ことのできる環境を用意していただき、感謝しております。

社会人 1年目で慣れないことばかりですが、仕事もラグビー

も全力で頑張り、会社とチームに貢献したいです。

四日市製作所に所属し、主に書類管理に関わる業務を担当

しています。会社には、練習に集中して取り組める環境を

提供していただいており、多くのご配慮をいただき感謝し

ています。仕事とラグビーを両立して自分にできる事を精

一杯努力し、ラグビー選手として社員の皆様に良い結果を

ご報告できる選手になりたいです。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　四日市製作所人事労務グループ

◦入社　2018 年 4月
◦所属　人事部労政グループ

新入社員研修の様子

◦生　　年　2000 年
◦出　身　県　三重県
◦出身高校　三重県立朝明高等学校
◦ポジション　BK（SH・WTB）
◦主な競技成績
2018年
　第４回全国女子ラグビーフットボール選手権大会
　準優勝

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　愛知県
◦出身大学　日本体育大学
◦ポジション　FW（HO・LO）
◦主な競技成績
2014年
　第1回全国女子ラグビーフットボール選手権大会
　優勝
2015年
　第2回全国女子ラグビーフットボール選手権大会
　優勝
2017年
　第3回全国女子ラグビーフットボール選手権大会
　3 位
2018年
　第４回全国女子ラグビーフットボール選手権大会
　優勝

ラグビーフットボール
和田 萌里

ラグビーフットボール

谷口 琴美

世界や全国で活躍するアスリート社員の姿を見ることで、周りで働く社員の
モチベーション向上に貢献しています。また、アスリート社員を皆で応援す
ることで、職場のコミュニケーション活性化やチームの一体感の醸成に寄与
しています。

2021 年に開催される三重とこわか国体では、全国や三重県の多くの方にた
くさんの感動を届けてください。もちろんですが、社内においても夢と希望
と活力を与えていただきたいと思います。

Q 三重とこわか国体に向けて
アスリートに期待することは？

A

Q アスリートの採用が職場に与えた影響は？
A

プロフィール

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　平成２年 10月 1日
所　在　地　三重県津市あのつ台四丁目 7番地 1
資　本　金　10億 7,040 万円
従　業　員　数　347名 ( 平成 30年 5月 1日現在 )
事　業　内　容　一般放送業・電気通信事業

企業概要

代表取締役副社長
田村 欣也

平成 33年の三重とこわか国体に向けて、練習時間の確保や

大会出場のために会社には多くのご配慮をいただき、私は仕

事と競技の両立を行うことができています。社員の方もボー

ト競技を理解してくださり、社員皆様の応援で頑張ること

ができています。三重国体で、結果を残し、会社に貢献し、

さらには三重県での競技発展に努めていきたいです。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　制作部　広告営業課

「地域に貢献、地域に密着」
当社は、地域に貢献できる企業であることを経営
理念としており、トップアスリートをサポートし、
三重とこわか国体での活躍を全社で応援します。

ボート

鎌田 千徳

まだ入社してもらったばかりですが、早速社内で刺激になっています。「物
事に真剣に取り組む姿」「誠実さ」「チームワーク」などは仕事の面でも重要
な要素ですので、仕事と競技を両立させながら頑張るトップアスリートの姿
を通じて、他の従業員のモチベーション向上や社内の一体感醸成にもつなが
るものと考えています。

競技での活躍はもちろんですが、スポーツで培った協調性やリーダーシップ
を社内でも発揮してもらいたいと考えています。
また将来的には、県内のトップアスリートの頑張りを紹介するような番組制
作にも携わってもらい、地域に貢献してもらいたいと考えています。

Q 三重とこわか国体に向けて
アスリートに期待することは？

A

Q 採用して良かったことは？
A

プロフィール

株式会社 ZTV

◦生　　年　1996 年
◦出　身　県　滋賀県
◦出身大学　龍谷大学
◦ポジション　舵手
◦主な競技成績
2014年
　第 92回全日本選手権大会　舵手付きペア
　第７位
2015年
　第 56回全日本新人選手権大会　舵手付きフォア
　準優勝
2016年
　平成27年度関西選手権大会　舵手付きフォア
　優勝
2017年
　平成29年度関西選手権大会　舵手付きフォア
　第3位
　第95回全日本選手権大会　舵手付きペア
　第4位
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採用されたアスリート

設立年月日　1912 年 10月 20日
所　在　地　三重県松阪市
資　本　金　37,461 百万円
従　業　員　数　1,400 名
事　業　内　容　普通銀行業

企業概要

取締役頭取
岩間 弘

バレーボールを通じ、日々努力を重ねることで、高い目標

も達成できることを学びました。

常に高い目標を掲げ毎日練習に打ち込んだ結果、大学最後の

全国大会では優勝し、日本一を獲ることができました。今

後はこの経験を活かし、三重県のために精進していきたい

です。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　一身田支店

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　青山学院大学
◦ポジション　ＭＢ（ミドルブロッカー）
◦主な競技成績
2015年
　第 62回　全日本バレーボール大学選手権大会
　3位
2017年
　第 64回　全日本バレーボール大学選手権大会
　優勝
　第36回　東日本バレーボール大学選手権大会
　準優勝

「キラリと光るあなたの銀行」
当行は、「地域に寄り添う“かかりつけ医”」として、
地域のお客様に金融サービスを提供しています。
頑張る選手の姿が、周囲の活力になることを期待
します。

バレーボール

奥山 奈映

入行後 1ヶ月間の研修を経て、一身田支店で勤務しています。
現在は後方事務担当として、電話対応や様々な事務処理を中心に業務を行っ
ています。学生時代に培った多くの経験を活かし、活躍してくれることを期
待しています。

全国という舞台で活躍するアスリートの姿に触れることで、周囲の行員のモ
チベーションアップにつながることを期待しています。
平日開催の大会については休暇の配慮を行う等、サポート体制を整えていき
たいと思います。

Q 他の職員からの反応は？
A

Q 職員としての業務は？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　1948 年 1月 17日
所　在　地　三重県四日市市住吉町 15番 2号
資　本　金　46億 7,475 万円
従　業　員　数　456名
事　業　内　容　石膏ボード製造・販売

企業概要

私は、当社で勤務すると同時にヴィアティン三重のバレー

ボールチームにも所属しております。現在は、研修中で社

会人としての基礎を磨いています。バレーボールに関して

は平成 33年に行われる三重とこわか国体に向け日々の練習

に取り組んでいます。バレーボールと仕事を両立させるの

は大変な部分もありますが、三重県代表としての誇りと責

任を胸に頑張ります！

◦入社　2018 年 4月
◦所属　四日市工場　生産課

◦生　　年　1996 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　近畿大学
◦ポジション　MB（ミドルブロッカー）
◦主な競技成績
2016 年
　第 69回
　全日本バレーボール大学選手権大会　５位

「百年企業を目指す」
弊社は社会に必要とされる企業であり続ける為に
ガバナンスの充実、コンプライアンス、地域への
貢献、そして何よりお客様第一の徹底を一層図る
ことで百年企業を目指します。

バレーボール

上出 哲也
弊社は、三重県で起業をし、今年、おかげさまで創業 70周年を迎えました。
三重県では、2021 年に三重とこわか国体が開催されますが、弊社も地元企
業の一員としてアスリートを支援したく、上出さんにご入社いただいており
ます。これを機に社内でも三重国体に向け上出さんを応援することを通して、
社内の活性化を図っていきたいと思っています。

現在、上出さんは、約２か月間にわたり実施される新入社員研修期間中です
が、配属された部署では、競技生活を通して、鍛え上げられた人間力を発揮
していただき、物おじせず、明るく、元気に業務で活躍されることを期待し
ております。

Q 職員としてアスリートに期待することは？
A

Q 採用して良かったことは？
A

プロフィール

チヨダウーテ株式会社
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採用されたアスリート

設立年月日　1988 年 2月 1日
所　在　地　三重県津市一色町 211
資　本　金　21億 8,900 万円（2018年 3月 31日現在）
従　業　員　数　311名
事　業　内　容　農協法に定められた事業を行う総合ＪＡ

企業概要

経営管理委員会会長 代表理事理事長
川辺 千秋 落合 浩美

総務課に配属され、業務は主に組合員出資や事務用品の管

理、電話・窓口対応などを行っています。慣れないことば

かりですが、周りの職員の方に恵まれ、仕事とスポーツの

両立ができています。

◦入組　2018 年 4月
◦所属　総務部総務課

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　三重県
◦出身大学　松本大学
◦ポジション　捕手
◦主な競技成績
2015年
　全日本大学ソフトボール選手権大会出場
2016年
　全日本大学ソフトボール選手権大会ベスト16
2017年
　全日本大学ソフトボール選手権大会出場
2018年
　全日本大学ソフトボール選手権大会ベスト8
2015～ 2018年
　東日本大学ソフトボール選手権大会ベスト16

「地域社会の未来を築くＪＡ」
アスリートの新たな活力により、「多
彩な農業」と「元気な地域」づくり
をめざし、地域に根ざした協同組合
の使命と役割を進めてまいります。

ソフトボール

駒田 実優

本店総務部総務課でデータ入力やメールチェックを中心に、電話・窓口対応
や組合員出資、事務用品、公用車等の管理業務につき、勤務しています。

チーム競技で活躍される駒田さんは、明るく社交的で何事にも前向きなため、
すぐに職場に馴染み職員の良い刺激となっています。　　　　　　　　　　

Q 採用して良かったことは？
A

Q 職員としての業務は？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　平成３年 3月 5日
所　在　地　三重県亀山市布気町 550番地 4
資　本　金　１億円
従　業　員　数　1,038 名（2018 年 2月末現在）
事　業　内　容　一般貨物自動車運送事業他

企業概要

代表取締役社長
笠井 紀彦

ロジスティクス事業部倉庫課にて就業しています。業務は、
いろいろな顧客からの製品を入出庫し、数量管理などを担っ
ています。会社には、ハンドボールの練習、遠征に配慮し
てもらっており感謝しています。仕事とハンドボールの両
立を行い、大会で良い結果を残し会社に貢献できるように
頑張ります。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　ロジスティクス事業部�倉庫課

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　三重県四日市市
◦出身大学　大阪体育大学
◦ポジション　�オフェンス・ディフェンスの中心

選手
◦主な競技成績
2016年　
　関西学生ハンドボール春季リーグ戦　優勝
　西日本学生ハンドボール選手権大会　優勝
　関西学生ハンドボール秋季リーグ戦　優勝
　全日本学生ハンドボール選手権大会　ベスト８
2017年
　関西学生ハンドボール春季リーグ戦　優勝
　関西学生ハンドボール秋季リーグ戦　優勝
　全日本学生ハンドボール選手権大会　ベスト８

「企業理念を実現するために」
”夢を抱いて輝こう”を現実する為に、アスリー
ト支援が重要な役割を担っています。選手と社員、
そして企業が手を取り合い様々な感動を共有し、
共に成長していきたい。

ハンドボール

山田 雄太

日商では、バイオレットアイリス（女子ハンドボール選手 2名）、パールズ
（女子ラグビー選手 2名）の選手受入れを行っております。企業内でも選手
たちを快く受入れ、試合がある際には、応援に駆け付けるなど、選手の受入
れ応援体制も年々向上しております。日商では、スポーツ活動を通じて地域
貢献できるとも考えておりますので、頑張るアスリートは常に受入れること
が出来るように準備をしています。

さすがアスリート！と感心するくらい元気で気持ちの良い挨拶をしてくれま
す。4月から新卒社員も入社していますが、新卒社員だけでなく、既存の社
員にも良い刺激を与えてくれており、職場全体の雰囲気も非常に良くなって
います。職場でも精一杯頑張ってくれており、周囲の信頼も非常に高いです。
ハンドボールの応援を通じて、ますます連携が強くなるように感じています。
山田君　頑張れ！！

Q アスリートの採用が職場に与えた影響は？
A

Q アスリート採用に向けて取り組んだことは？
A

プロフィール

株式会社日商
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採用されたアスリート

設立年月日　創立　1878 年 11月 19日
所　在　地　三重県津市岩田 21番 27号
資　本　金　200億円
従　業　員　数　2,470 名（平成 30年 3月 31日現在）
事　業　内　容　銀行業

企業概要

理事　人事部長
海住 禎人

事務統括部事務統括課に所属し、主にコンピューターでの
入力業務等をしております。
明るい雰囲気の職場で皆さんと楽しく仕事に従事しており、
競技のリフレッシュにもなっております。
早く仕事を覚えて皆さんにご迷惑をお掛けしないようにな
りたいです。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　事務統括部事務統括課

◦生　　年　1992 年
◦出　身　県　佐賀県
◦出　身　校　唐津西高校
◦種　　目　レーザー級
◦主な競技成績
2015
　和歌山国体・成年男子レーザー級・3位
　Laser�All�Japan�Championships　優勝
2016
　岩手国体・成年男子レーザー級　優勝
　Laser�All�Japan�Championships　4位
2017
　愛媛国体・成年男子レーザー級　2位
　Laser�All�Japan�Championships　3位
2015-2016
　�レーザー級年間ランキング・スタンダードク
ラス　チャンピオン
2016-2017
　�レーザー級年間ランキング・スタンダードク
ラス　チャンピオン

「スポーツ振興を通じたＣＳＲ」
地域のスポーツ振興は企業の CSR において重要
な役割の一つです。トップアスリートの活躍を通
じ、銀行内だけでなく地域の皆さまと喜びを分か
ち合いたいと考えています。

セーリング

南里 研二

競技に集中できる環境をいかに整備できるか、仕事・競技・生活のバラン
スをいかにとっていくかを課題と捉え、配属先を決めました。銀行内では、
百五銀行の名を背負い、国内だけでなく海外でも活躍する南里行員の戦績を
全員が閲覧できるパソコン上に掲示しています。これからは東京オリンピッ
ク、「三重とこわか国体」開催に向け、南里行員の活躍を精一杯応援できる
体制を組織全体で創り上げていきたいと考えています。

銀行の仕事とトップクラスの競技を見事に両立させ、銀行内にモチベーショ
ンの高さを示していただきたいと思っています。南里行員自身の競技につい
ては、2020 年に開催される東京オリンピックの切符を当面の大きな目標と
し、オリンピック翌年に開催される「三重とこわか国体」では、ぜひ頂点に
立っていただきたいと思っています。最後まで勝負を諦めず、持てる力を存
分に発揮し、三重県に南里旋風を巻き起こしてください。

Q 三重とこわか国体に向けてアスリートに期待することは？

A

Q アスリート採用に向けて取り組んだことは？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　1953 年 6月 1日
所　在　地　三重県桑名市大字増田 500
資　本　金　3,000 万円
従　業　員　数　370名
事　業　内　容　�各種自動化対応設備の設計製作（自動車部品及び電気・電子部品

関連）、計測解析機器の設計製作、モールド及びプレス成形精密
金型、超精密部品加工

企業概要

代表取締役社長
服部 岳

総務部総務グループに所属し、主に来客応対、電話応対業

務のほか、各書類の作成や整理、会議室等の準備を行って

います。

総務部は業務が幅広いため、今はひとつひとつ手順を覚える

ことで精一杯ですが、一日でも早く会社のために働ける '' 人

財 '' になれるよう、精進していきます。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　総務部　総務グループ

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　富山県
◦出身大学　同志社大学
◦種　　目　WK-1（女子カヤックシングル）
◦主な競技成績
2015年
　�第 51回�全日本学生選手権大会
　　女子カヤックペア200m�優勝
2016年
　�第 7回�世界大学選手権大会
　　女子カヤックペア500m�7 位�200m�7 位
　�第 52回�全日本学生選手権大会
　　女子カヤックペア200m�優勝
　�国民体育大会
　　女子カヤックシングル200m�8 位
2017年
　�日本選手権大会�平成 29年度 SUBARU日本
カヌースプリント選手権大会
　�　女子カヤックペア200m優勝
　　女子カヤックシングル200m�7 位
　第 53回�全日本学生選手権大会
　　女子カヤックペア200m�優勝
　　女子カヤックペア500m�準優勝
　　女子カヤックシングル500m�7 位

「“always forward”で活躍に期待」
アスリート社員は当社の企業スローガン「always 
forward（常に前進）」の象徴です。常に新しい
挑戦を続け、更なる活躍を期待しています。

カヌー

山本 結花

仕事と競技生活を両立させるため、練習時間の確保が比較的容易な総務グ
ループの配属としました。
練習場所である伊坂ダムは会社から近いので、15時に業務を終え、毎日ト
レーニングに取組んでもらうなど、職場環境を整えています。

東京オリンピックや三重とこわか国体の開催を間近にひかえ、スポーツ界に
注目が集まっています。大舞台での活躍を目標に頑張っている姿を間近で見
られることは、他の社員へ良い刺激となります。アスリート社員の活躍を全
社員で応援することで、社内の一体感が醸成されています。

Q 他の職員からの反応は？
A

Q アスリート採用に向けて取り組んだことは？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　昭和 33年 7月 15日
所　在　地　三重県三重郡川越町当新田 17番地
資　本　金　5,000 万円
従　業　員　数　201名
事　業　内　容　建機レンタル

企業概要

代表取締役社長
松岡 美江子

三重とこわか国体に向けてあと 3年となりました。三重国

体でのポイント獲得に向けて日々の練習を頑張っています。

協力いただいていますボウリング場の皆さん、応援してい

ただいている家族や会社の社員の皆さん、三重県の皆さん

の期待に応えるよう、これからも日々努力し精進していき

たいと思っております。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　本社整備部

◦生　　年　1994 年
◦出　身　県　岐阜県
◦出身大学　朝日大学
◦主な競技成績
2015年
　第 52回全日本ボウリング選手権大会
　6人チーム戦　2位
2016年
　第 71回国民体育大会　個人戦　２位

「頑張れ！アスリート！」
トップアスリート就職支援事業へは初めて取組み
ました。スポーツへの夢に挑戦する若者を応援し、
仕事をしながら目的に向かって頑張る素晴らしさ
を皆で共有したいと考えます。

ボウリング

竹林 俊介

本社整備部に配属になりましたので、各営業所でのレンタル品の商品登録や
新レンタル商品の提案、廃棄商品等の商品管理といった事が中心の業務に
なってくると思います。働く中では、各営業所の営業マン、整備マン、フロ
ントの方々とのコミュニケーションが大事になり、しっかりと話をしながら
円滑に業務を進めることが大事なところではないかなと思います。

今回の採用方法は、マツオカ建機としても初の試みですので、まだどういっ
た影響があったとは一概には言えませんが、社員の方々もボウリングについ
て少しでも興味が沸き、会社全体でアスリートを応援していく雰囲気が沸い
てこればよいのではないかと思います。まだ新人研修が終わり、配属された
ばかりですので、これからどうなっていくのかといった現状ではあります。

Q アスリートの採用が職場に与えた影響は？
A

Q 職員としての業務は？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　2013 年 4月 1日
所　在　地　三重県四日市市浜田町 4-20
出　資　金　62億 841 万円 (平成 30年 3月 31日現在）
従　業　員　数　1,008 名（平成 30年 4月 1日現在）
事　業　内　容　総合農協

企業概要

代表理事組合長
萩  隆

総務部総務課に所属しています。業務は主に支店や各部署で

取り扱う公用車やフォークリフトの管理、業務用携帯など、

職員が扱うモノを管理する仕事をしています。また、事務

所での電話対応なども行っており、常に思いやりを持って、

明るく元気に仕事をしています。

◦入組　2018 年 4月
◦所属　総務部総務課

◦生　　年　1996 年
◦出　身　県　愛知県
◦出身大学　大同大学
◦ポジション　バックプレーヤー
◦主な競技成績
2016年
　�U-21日本代表選出　東アジアハンドボール選
手権大会出場
　�東海学生ハンドボールリーグ春季リーグ戦　優勝
　西日本学生ハンドボール選手権大会　準優勝
　特別賞
　�東海学生ハンドボールリーグ秋季リーグ戦　優勝
　全日本学生ハンドボール選手権大会３位
2017年
　�東海学生ハンドボールリーグ春季リーグ戦準
優勝　得点王
　�西日本学生ハンドボール選手権大会　準優勝
優秀選手賞
　�東海学生ハンドボールリーグ秋季リーグ戦準優勝
　�全日本学生ハンドボール選手権大会３位　優
秀選手賞

「アスリートと共に明日に飛躍するＪＡ」
アスリートが競技で活躍することを期待し、職員
一丸となり「職員のちからの結集」にて応援します。

ハンドボール

原田 竜汰

仕事とハンドボール競技を両立させ、常に前向きに物事を捉え同期職員の見
本となっています。また、職場の身近な所にアスリートがいることで職員に
良い刺激を与えています。

学生時代に培った「知識・技能・統率力」は優れています。今後の仕事及び
競技でのフィールドを活躍する場とし、同僚・後輩の良き見本となることを
期待します。

Q 職員としてアスリートに期待することは？
A

Q 他の職員からの反応は？
A

プロフィール
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採用されたアスリート

設立年月日　1895 年 11月
所　在　地　三重県四日市市西新地 7番 8号
資　本　金　152億 9500 万円（2017 年 9月末）
従　業　員　数　1,272 名（2017 年 9月末）
事　業　内　容　普通銀行業

企業概要

常務執行役員　人事部長
加藤 芳毅

業務と競技の両立を目指し、銀行員としてもソフトボール

選手としても一人前になれるよう日々努力します。2021 年

三重県とこわか国体において、輝かしい成績を残せるよう

頑張ります。また、仕事においても、地域のお客さまのた

めに全力で業務に励みたいと思います。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　伊勢支店

◦生　　年　1996 年
◦出　身　県　兵庫県
◦出身大学　日本体育大学
◦ポジション　二塁手
◦主な競技成績
2017年
　全日本大学選手権優勝

「職場や地域活性化の源に」
アスリートの持つ「行動力」「協調性」「誠実さ」
で職場はもちろん、お客さまや地域活性化の源に
なっていくことを期待しています。

ソフトボール

鈴木 健人

スポーツを通して得られるチームワークや使命感・達成感などは仕事をする
上で欠かせない要素です。そのような特性をもつアスリートが当行に入行す
ることで、お客さまや行員にも良い影響を与え、地域社会を活性化させるた
めの一助になると考えています。
地域とともに成長し、活力あふれる未来の創造に貢献するためにも将来を担
うアスリートの採用を積極的に行い、当行の発展はもちろん、地域を盛り上
げていただきたいです。

現在は、来店されたお客さまの応対を行い、必要に応じて先輩職員とお客さ
まのご自宅や企業へ訪問しています。ゆくゆくは個人や法人のお客さまを訪
問する渉外活動を行い、お客さまの将来の夢や要望を実現させるため、きめ
細やかな金融サービスを提供し、オーダーメイドの提案をしていただきます。

Q 職員としての業務は？
A

Q アスリートを採用したきっかけは？
A

プロフィール



―   28   ―

採用されたアスリート

設立年月日　1967 年 3月
所　在　地　三重県津市桜橋二丁目 177番地 3
資　本　金　5,000 万円
従　業　員　数　288人（2018 年 4月 1日現在）
事　業　内　容　�官公庁・地方自治体などの公共分野を中心に、情報化のコンサル

ティング及びクラウドサービスなど新しい時代を支えるトータル
ソリューションサービスを広範囲に展開

企業概要

代表取締役社長
小柴 眞治

管理本部総務部総務課に配属され、電話応対や事務用品管

理、文書管理などの業務を担当しています。総務課の一員

として会社に貢献できるよう、常に正確な仕事を心掛けて

います。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　管理本部総務部総務課

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　佐賀県
◦出身大学　同志社大学
◦種　　目　レザーラジアル級
◦主な競技成績
2015年
　第 70回　国民体育大会
　　成年女子�レーザーラジアル級　5位
　Laser�All�Japan�Championships
　　Radial�Ladies　4位
2016年
　第 71回　国民体育大会
　　成年女子�レーザーラジアル級　9位
　Laser�All�Japan�Championships�
　　Radial�Ladies　5位
　レーザー�ミッドウィンター�レガッタ
　　Radial�Ladies　優勝
2018年
　レーザー�中部選手権　レーザーラジアル級　優勝
　THE�I�CUP�2018　レーザーラジアル級　2位

「アスリート雇用が活力と地域貢献に」
アスリート社員が「三重とこわか国体」で活躍で
きるよう、全社をあげて支援し、社内の活性化と
地域社会の創造に貢献していきたい。

セーリング

多田 緑

仕事と競技の両立ができるよう、仕事面では他の新入社員と同様に入社式に
始まり新人研修を受講し、配属先にてOJTを行っています。また、競技面
では遠方への大会参加や平日練習ができるよう、住居のサポートや、勤務時
間の調整など就業環境にも配慮を行っています。

競技活動に取り組むアスリート社員を全社一丸となって支援することで、社
員の一体感が醸成され、個人のモチベーションアップや、組織の活性化につ
ながることを期待いたします。

Q アスリートを採用したことで期待することは？
A

Q アスリート採用に向けて取り組んだことは？
A

プロフィール

株式会社三重電子計算センター
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採用されたアスリート

設立年月日　1984 年
所　在　地　三重県四日市市塩浜町 1番地 69
資　本　金　3億円
従　業　員　数　579名（2018 年 4月 1日現在）
事　業　内　容　樹脂事業、樹脂販売事業、業務サービス事業、分析事業

企業概要

代表取締役社長

藤田 勝
ま さ ひ と

民

4 月に入社し、初めての社会人生活を送っています。親元を

離れたことが初めてなので、仕事・生活で不安なことばか

りでしたが、先輩方のアドバイス等で不安が解消出来、安全・

品質に注意しながら元気に仕事へ取り組むことが出来てい

ます。社会人・バレーボール選手としても一流になれる様

に頑張りたいと思います。

◦入社　2018 年 4月
◦所属　四日市業務サービス部業務Gr

◦生　　年　1995 年
◦出　身　県　大阪府
◦出身大学　大阪産業大学
◦ポジション
　OP/WS( オポジット /ウイングスパイカー）
◦主な競技成績
2017年
　�第 70回全日本バレーボール大学選手権大会
　第32位
2016年度
　関西バレーボール春季リーグ戦　優勝　　　
　関西バレーボール秋季リーグ戦　第2位
　�第 42回西日本バレーボール大学男子選手権大
会　第2位
　�第 69回全日本バレーボール大学選手権大会　
第5位　

「アスリートは未来に橋をかける！」
アスリート支援は地域社会への貢献、アスリート
の活躍は従業員のモラールアップ、一体感の醸成
に繋がるものと大いに期待しています。

バレーボール

北田 陽
は る

季
き

20 歳代が居ない職場で溶け込めるか心配しましたが、アスリートらしい礼
儀正しく、大学時代キャプテンを経験したコミュニケーション能力で、すぐ
に人気者になっています。同僚の中には北田さんが所属するバレーボール
チーム「ヴィアティン三重」のファンクラブに入って応援しようとする人も
出る程の人気ものです。

北田さんは、非常に活発でエネルギッシュなので部署が非常に活性化してき
た様な気がします。年に数回会社でスポーツ行事があるのですが、北田さん
の力を借りて好成績を収めるんだと言う雰囲気になり仕事を離れた部分でも
一体感のある部署になり北田効果が出て来ています。

Q 採用して良かったことは？
A

Q アスリートの職場での様子は？
A

プロフィール
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平成 29 年度までに採用された選手の活躍

株式会社 日本陸送

2017 年
　・第 72 回国民体育大会　５位
　・女子ラグビーワールドカップ　日本代表
　　キャプテン（齊藤選手）
　・太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2017
　　富士山裾野御殿場大会　優勝
　・太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2017
　　入替戦　１位

→　コアチームに昇格
2018 年
　・第４回全国女子ラグビーフットボール選手権大会
　　準優勝
　・太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2018
　　秋田大会　優勝

齊藤　聖奈 選手・伊藤　絵美 選手
・林　明里 選手

2017 年８月
　 ・第 22 回ジャパンオープントーナメント　３位

2018 年２月
　 ・第９回チャレンジ・ディヴィジョン　順位決定戦
　　優勝（２年ぶり３回目）

青木　優 選手・井上　翔稀 選手
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三重トヨタ自動車株式会社

MATSUSAKA
KOSAN

2017 年
　・第 72 回国民体育大会　出場
　・第 72 回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会
　　５位

2018 年
　・第 25 回全日本シングルス選手権大会　５位
　　（山田選手）

土井　さくら　選手　・　山田　優菜　選手

2017 年
　・ミッドウィンター女子　1 位（国内）広島県
　・全日本選手権大会 女子　3 位（国内）山口県
　・世界選手権大会　61 位（海外）オランダ
　・ワールドカップ　愛知・蒲郡大会　26 位
　　（日本人トップ）
2018 年
　・ ワールドカップ　フランス・イエール大会　60 位
　　（海外）
　・ジアイカップ　1 位（国内）兵庫県

多田　桃子 選手
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トップアスリート就職支援事業の取組に興味をお持ちの方は、お気軽にお問合わせください。

〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669  三重交通Ｇスポーツの杜 鈴鹿

アスジョブみえ事務局
（公益財団法人 三重県体育協会内）

お問合わせ

詳細情報は上記 HP をご覧ください。

TEL 059-372-3880　 FAX 059-372-3881
E-mail　athjobmie@mie-sports.or.jp

URL　http://www.mie-sports.or.jp/home/athjob/athjobmie


