
    

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                            国土交通省九州運輸局 

 
令和４年５月２６日 

 

「めざせ！海技者セミナー in FUKUOKA」を開催します！ 

～海運事業者 3２社の参加が決定～ 

 

令和４年６月２０日（月）に、海運事業者３２社（３０ブース）による企業説明会・

就職面接会を開催します。 

船員になりたい方、船員の職業に興味をお持ちの方にとって、企業の魅力、船員の仕

事を知る絶好の機会となりますので、是非ご参加下さい。 

 

 

九州運輸局では、海上技術学校生、水産系高校生、商船系高専生、大学生のほか、海

の仕事に興味のある若者や求職中の船員など、船員を目指す方の雇用促進を図ることを

目的に、海運事業者による企業説明会・就職面接会等を行う「めざせ！海技者セミナー 

in FUKUOKA」を下記により開催します。 

 

記 

◇取材を希望される報道機関は、別紙の取材申込書により６月１７日（金）１７時ま

でにお申し込みください。 

 

（令和３年度の実施概要） 

参加企業３１社（２９ブース）、求職者・学生等１９０名が参加。 

２６名の内定・採用が決定。 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和４年６月２０日（月）10:00～16:00（受付は15:30まで） 

場 所：ＡＩＭ ３Ｆ展示場  北九州市小倉北区浅野3-8-1 

  内 容：海運事業者企業説明会・就職面接会及び当局による資格・就職相談等  

  主 催：九州運輸局 

協 力：九州地区船員対策連絡協議会、九州旅客船協会連合会、 

公益財団法人海技教育財団、 公益財団法人日本船員雇用促進センター 

※新型コロナウイルス感染防止対策を徹底します。ご協力をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止の可能性があります。 

＜お問い合わせ先＞ 

九州運輸局海事振興部船員労政課 

担当：辛島、山田   

ＴＥＬ：０９２－４７２－３１５９ 

ＦＡＸ：０９２－４７２－３３０１ 

 



主 催 国土交通省九州運輸局
協 力 九州地区船員対策連絡協議会

九州旅客船協会連合会
公益財団法人海技教育財団
公益財団法人日本船員雇用促進センター

【貨物船・RORO船】 アジアパシフィックマリン(株) 宇部興産海運(株) 広洋海運(有)

神鋼物流(株) 鶴丸海運(株) 和光海運(株) 太平洋沿海汽船(株)

七洋船舶管理(株) 南和海事(株) 宮崎産業海運(株) 若宮汽船(株)

山機運輸(株)

【タンカー】 イイノガストランスポート(株) (株)エムエスケイ コスモ海運(株)

(株)霧島海運商会／霧島物流(株) 木村海運(株) 大四マリン(株)

東幸海運(株) 鶴見サンマリン(株)／鶴見サンマリンタンカー(株)

浜崎海運(株)

【フェリー】 (株)名門大洋フェリー マルエーフェリー(株)

【曳船・作業船・ ニッスイマリン工業(株) グリーンシッピング(株) (株)近藤海事

調査船】 洞海マリンシステムズ(株) 内海曳船(株) 西日本海運(株)

共栄マリン(株)

求む！日本の海運を支える力

時間：１０：００～１６：００

開催日：令和４年６月２０日（月）

会 場：ＡＩＭ ３Ｆ展示場
北九州市小倉北区浅野3-8-1

参加企業３２社

お気軽にお問い合わせください

in FUKUOKA
めざせ！海技者セミナー

＜お問合わせ先＞
九州運輸局海事振興部船員労政課

℡ 092-472-3159   

船員を目指す方への企業説明会・就職面接会

石油
ケミカル
LPG

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止の可能性があります。



◎海運事業者の企業説明会

・水産系高校生、海上技術学校生、船員未経験者等対象
１０：００～１６：００ （受付終了時間 １５：３０）

◎海運事業者の就職面接会
・商船系高専生、大学生、船員経験者等対象
１０：００～１６：００ （受付終了時間 １５：３０）

● 事前の申込みが必要です。人数を制限する場合がありますので、詳細は
「お問合わせ先」にお尋ねください。

● 就職面接会参加者は、履歴書、船員手帳（お持ちの方のみ）をお持ちください。
● 受付にて「コミュニケーションカード」に必要事項を記入のうえ、入場してください。
● 企業との就職相談・面接方法、履歴書の書き方などわからないことがありました

ら、お気軽に「お問合わせ先」へお尋ねください。
● 来場にあたっては、公共交通機関をご利用願います。

※新型コロナウイルス感染防止対策を徹底します。ご協力をお願いします。

「めざせ！海技者セミナー」は、船員をめざす方のために、採用を予定している
海運事業者等による「企業説明会・就職面接会」などを実施するものです。
船員という職業に興味をお持ちの方は、是非ご参加下さい。

海技資格等の

相談コーナーも

あります！

アクセスマップ→

会 場 ＡＩＭ ３F展示場
北九州市小倉北区浅野3-8-1

アクセス JR小倉駅から徒歩５分
福岡空港から２６分※

(※) 新幹線(博多駅→小倉駅)を利用
して最速の場合の時間です。

＜お問合わせ先＞
九州運輸局海事振興部船員労政課

℡ 092-472-3159   

セミナー会場



No. 事業者名 主な船種 事業者所在地

1 共栄マリン株式会社
曳船兼海難救助船兼

作業船
東京

2 グリーンシッピング株式会社 曳船 福岡

3 宮崎産業海運株式会社 RORO船 大分

4 東幸海運株式会社 油タンカー 兵庫

5 鶴丸海運株式会社 セメントタンカー 福岡

6 西日本海運株式会社 曳船 福岡

7 宇部興産海運株式会社 セメント船、石灰石運搬船 山口

8 イイノガストランスポート株式会社 液化ガスばら積船 兵庫

9 浜崎海運株式会社 油タンカー 長崎

10 鶴見サンマリン株式会社 油タンカー 東京

11 鶴見ｻﾝﾏﾘﾝﾀﾝｶｰ株式会社 油タンカー 東京

12 内海曳船株式会社 ハーバータグ 兵庫

13 大四マリン株式会社 油タンカー 東京

14 株式会社霧島海運商会 油タンカー 福岡

15 霧島物流株式会社 セメントﾀﾝｶｰ 福岡

16 洞海マリンシステムズ株式会社 ハーバータグ 福岡

17 株式会社名門大洋フェリー フェリー 大阪

18 アジアパシフィックマリン株式会社 セメント船 福岡

19 株式会社エムエスケイ 油タンカー 長崎

20 南和海事株式会社 貨物船、RORO船 鹿児島

21 広洋海運有限会社 自動車運搬船 広島

22 神鋼物流株式会社 石灰石専用船 兵庫

23 太平洋沿海汽船株式会社 セメント船 東京

24 コスモ海運株式会社 油タンカー 東京

25 マルエーフェリー株式会社 フェリー、RORO船 鹿児島

26 和光海運株式会社 貨物船、セメント運搬船 大阪

27 山機運輸株式会社 セメントタンカー 山口

28 株式会社近藤海事 海難救助船兼曳船 福岡

29 木村海運株式会社 ケミカルタンカー 長崎

30 ニッスイマリン工業株式会社 海洋調査船　 福岡

31 七洋船舶管理株式会社 貨物船 兵庫

32 若宮汽船株式会社 貨物船 高知

　　32社30ブース

「めざせ！海技者セミナー in FUKUOKA」参加企業一覧



    

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                            国土交通省九州運輸局 

 

                    別紙 
 

FAX 連絡票 
【６月１7 日（金）１７時までにお申し込みください】 

 

 

国土交通省 九州運輸局 船員労政課 行 
（FAX：０９２－４７２－３３０１） 
 
 

取 材 申 込 書 
 

「めざせ！海技者セミナー in FUKUOKA」の取材について、以下のとおり申し 

込みます。 

 
 

報道機関（会社名）                    
 

 
連絡先（TEL）                      
 

 
テレビカメラ       台     カメラ     台 
 

 
取材連絡担当者氏名                    
 

 
取材人数             人（カメラマン等含む） 

 
 
 
※取材の際は、自社の腕章を着用願います。 
 
※マスク着用のほか、新型コロナウイルス感染症対策にご協力願います。 
 
※当日、発熱等の症状がある場合は、取材をご遠慮願います。 


