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この国に、この街に、貢献すること。

この国に、この街に、貢献すること。

　未来をみすえ、
日本を支える成長を目指して。

Grow. Make. Be.

※漫画は、講談社 モーニング「インベスターZ 12巻」より抜粋。 ©三田紀房／コルク



より広く、より多くのニーズに応える。
強い集団として社会への挑戦を続けていく。
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　これから社会人になる方達が生きていくであろう日本は、

多くの部分において「右肩上がり」と表現された高度成長期に

おいて想像されていた未来とは異なる環境におかれようと

しています。年金や社会保障を含めた少子高齢化問題

だけでなく、極端に言えば日米間だけが重要であった外交・

安全保障問題の多極化や、エネルギー問題、世代間での

義務と分配の非対称性、都市圏への人口流入と地方の

生活圏の弱体化など、数々のテーマに向き合う事を避ける

事ができないことを多くの人が感じています。

　就職は社会と向き合う大きな１つの入り口です。この会社に

入る人材に社長として望むことは、自分で自分を成長させる

責任を意識し、努力をし、成長した自分の力を世の中で生かし

たいと思える人間かにあります。また、その為には職業人と

してのプロ意識と優しさ、人との関わり合いも必要です。企業は

日々 の職場の中で、そこに働く人達へ金銭的な対価を提供

するだけでなく、同時に其々の個人が社会に自分の能力を

提供し、世の中を良くしていく為の成長機会を提供して

います。これからこの国を、そして世の中を良くしていきたいと

思っている皆さんの就職活動において、素晴らしい出会いと

新たなる発見、そして非凡でなくとも価値のある社会人と

してのスタートがある事を心から祈念し、この会社（職場）に

その価値があると思って下さる人が少しでも増えるよう企業と

しての努力を重ねたいと思います。

グループ経営委員長

麻生 巌

※漫画は、講談社 モーニング「インベスターZ 12巻」より抜粋。 ©三田紀房／コルク

Me s s a g e

　現代、そして未来の日本―世界を背負う精鋭の士が多彩に
登場する、話題のコミック。この壮大な物語に麻生巌 グループ
経営委員長が登場。麻生イズムを熱く、強く、語り尽くす。

コミック「インベスターZ」で紹介された
未来を開く不変の真理を有する麻生イズム。
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誠実に向き合うことで成長している チャレンジ精神旺盛な人に逢いたい 海外で新規事業立上げに挑む

3 4

　新卒紹介、大学支援、RPO事業の責任者として従事して

います。また、他関連会社ではBPO事業に力を入れ、たくさんの

方 の々ニーズにお応えしています。麻生グループは新しい事業

を展開するチャンスをくれます。ぜひチャレンジしてください。

　インドネシアの大学と提携して学部を設立し、現在

は現地責任者を担当しています。海外で新事業に

挑む日々は、新鮮な出会いと感動の連続。「自分が

パイオニア」だという大きなやりがいを感じています。

株式会社ユニバースクリエイト　代表取締役社長　
有田 和裕

学校法人 麻生塾 法人本部 海外事業部 インドネシア事業推進グループ 担当部長
伊藤 宏一

海外事業開発人材紹介・派遣会社社長

　主な仕事は診療報酬改定への対応、入院患者数増加

の施策など。看護師さんとの面談もあり現場のリアルな

意見から学ぶことも多いです。悩みや不安に誠実に向き

合うことで、自分自身も成長しているような気がします。

株式会社 麻生  病院コンサルティング事業部
髙武 亜衣

医療経営コンサルタント

人が動く。人が麻生グループを新しい景色へ導いていく。

地域から世界へ、未来へ。世紀を超えて飛躍し、広く社会に貢献する。

社会の要望に応え、
時代を先駆けてきた飛躍の軌跡。

医療・健康

生活サービス

グループ関連会社経営支援

環境・建設資材教育・人材

医療・健康

教育・人材

生活サービス

環境・建設資材
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医療・健康 新規事業開発 グローバル

キミの「志」は
ここにある。
1万人を超える人力がある。世界を視野に、地域を基盤に発展していく未来がある。

無限の可能性がある。充実した日々 の中で自分の新しい資質を、次 と々発見できる。

ステージは麻生グループ。キミの 【 ambition 】 はここにある。

ASIA
EUROPE
AMERICA

4カ所
1カ所
3カ所

※2021年9月現在
※上記に国内拠点は含まれておりません。

年目
 2005年入社18 年目

 2014年入社9年目
 2018年入社5

多様な国籍・文化の人たちと出会える
　さまざまな国籍・文化的背景を持つ人たちと仕事

をする機会に恵まれています。最先端のテクノロジー、

システムやプロセスも学べるし、フィリピンで培った

技術や知識を活かせるのが魅力ですね。

麻生セメント株式会社  田川工場 工務課 担当マネージャー
デニス・バニャ

プラントエンジニア

環境・建設資材

年目
 2016年入社7年目 2016年入社7

家庭も子育ても、もちろん仕事も
　ビジネスマナーの授業などを担当しています。7年

ほど前に長男を出産し4カ月後に希望して職場復帰。

充実した子育て支援制度や残業への配慮など、女性

が働きやすい職場であることを実感しました。

学校法人 麻生塾 麻生情報ビジネス専門学校
南 玲子

教員 キャリアコンサルタント（国家資格）

教育・人材

年目
 2012年入社11年目
 2012年入社11

地域のために夢をかたちに
　今、魅力を感じているのは土地活用の提案。この土地

にどんな店舗を誘致するべきかを考え、夢やイメージを

明確にしていく仕事です。自分もチームの一員として、

先輩方に教わりながら地域に貢献したいです。

株式会社 麻生  不動産事業部
村上 七海

地域開発

生活サービス

年目
 2020年入社3年目
 2020年入社3 年目

 2005年入社18 年目
 2014年入社9年目

 2018年入社5

軸足は地域に、視線は海を国境を超えて。

1872

7,006

14,548人

堅実に守りながら、果敢に攻めて。
グループ売上は10年間で364％アップ。

5,139

2011　2021

億円

地域を、国を変えるのは人の情熱力。
麻生の基軸は1万人余のポテンシャル。

14,548人

2011　2021

2011 2014 2017 2021 ※2021年4月1日現在
※協力提携法人・機関含む

※2021年3月期

5,139億円

2,571

1,411

2,085

2011 2021

※年次以外の掲載内容は2021年9月現在のものです。
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地域に寄り添い、豊かな日々 を支える。 人を育み、人を磨き、人を活かす。

医療・健康 教育・人材

●若手社員の声「どういうときに成長したなと思う？」● 職種カテゴリー ● 若手社員の声「どういうときに成長したなと思う？」● 職種カテゴリー● 関連グループ会社 ● 関連グループ会社

・ 学校法人麻生塾
・ 麻生教育サービス（株）
・ 麻生レコードマネジメント（株）
・ （株）アソウ・ヒューマニーセンター
・ （株）アソウ・アルファ
・ （株）アソウ・アカウンティングサービス
・ （株）ユニバースクリエイト
・ （株）ヒューマンエナジー研究所
・ （株）アソウ・システムソリューション
・ （株）エヌワンスタッフ
・ （株）アソウ・マリッジエージェント

・ （株）麻生
・ （株）麻生 医療事業開発部
・ （株）麻生 病院コンサルティング事業部
・ （株）麻生情報システム
・ （株）麻生マイニング
・ 麻生メディカルサービス（株）
・ 麻生介護サービス（株）
・ （株）ケアワーク九州
・ 日本ハートサポートネットワーク（株）
・ （株）日本メディカルプロパティマネジメント
・ アスメディックス（株）
・ （有）北九州義肢製作所
・ アップルハートレジデンス（株）

・ （株）チャレンジド・アソウ
・ （株）福利厚生倶楽部九州
・ （株）エヌ　ほか

※協力提携法人・機関を含む

・ 飯塚病院
・ 博愛会 京都病院
・ 博愛会 頴田病院
・ 博愛会 博愛苑
・ 日章会 南鹿児島さくら病院
・ 柏芳会 田川新生病院
・ 柏芳会 記念福祉事業会　ほか

※協力提携法人・機関を含む

・ 人材育成、教育、研修、採用に関わる仕事
・ 専門学校の経営及び運営に関わる仕事
・ 人材紹介、派遣に関わる仕事
・ 障がい者就業支援に関わる仕事
・ 女性就業支援に関わる仕事
・ 広告媒体のデザイン及び制作に関わる仕事
・ 海外事業に関わる仕事
・ 海外留学生の受け入れ、支援に関わる仕事
・ グローバル人材育成に関わる仕事
・ 経営企画に関わる仕事
・ 広報、営業、マーケティングに関わる仕事
・ 人事総務、経理財務に関わる仕事
・ 内部監査、法務に関わる仕事　ほか

・ 医療、看護に関わる仕事
・ 健康支援に関わる仕事
・ 介護福祉に関わる仕事
・ 介護用品の製造、販売、レンタルに関わる仕事
・ 医療システム開発に関わる仕事
・ 医療機関の経営・運営に関わる仕事
・ 医療経営コンサルティングに関わる仕事
・ 医療の質とサービスの向上を目的とした改善活動に関わる仕事
・ 海外医療機関との提携に関わる仕事
・ グローバル人材育成に関わる仕事
・ 広報、営業、マーケティングに関わる仕事
・ 人事総務、経理財務に関わる仕事
・ 内部監査、法務に関わる仕事　ほか

［2018入社 　 ］

［2021入社 　 ］

［2018入社 　 ］

［2020入社 　 ］

［2019入社 　 ］

［2018入社 　 ］

お客様からの要望に応えることができ、
「ありがとう」の言葉をいただいたとき

仕事の中で英語力を活かすことができたとき

準備をしっかり行い、学生からの質問に
分かりやすく答えられたとき

壁にぶつかった時に先輩や上司のアドバイスを
参考にしながら、自分で壁を乗り越えられたとき

目標に向け乗り越えなければならない課題を
克服することができたとき

　飯塚市柏の森にある麻生塾跡地に立つ記念碑に

刻まれた吉田茂元首相が揮毫した「無私」の二文字。

麻生塾の校訓であった「無私」とは、私利私欲を捨てて

社会に貢献すること。そこには、地域経済の興隆に

努めた麻生の人材育成、人間教育への強い思いが

込められています。学校法人麻生塾は産業界が求める

人材を育成し供給すること、新たな雇用を生み出し

社会に貢献することをミッションに、社会人に

対するリカレント教育や海外での学校事業、

留学生の受け入れなど、「グローバルシティズン」

づくりに邁進しています。

　炭鉱の町として栄えた筑豊地域。しかし昭和

初期は、多くの優秀な人材が金銭的な理由で進学

を諦めざるをえないという状況に置かれていました。

2代目・麻生太賀吉は、炭鉱中堅技術者養成を目的

として、1939年に少数定員、全寮制、学費寮費

一切無料の「麻生塾」を設立します。「麻生塾」は、

戦後の学制改革により1948年に麻生塾工業高校

となり、筑豊の炭鉱がすべて閉山したあとにその

使命を終えました。麻生塾が世に送り出した計555名

の卒業生たちはさまざまな分野で活躍しています。

　また、1947年には炭鉱に暮らす子どもたちのための

小学校も併設され、1972年に廃校となるまでに325名の

卒業生を送り出してきました。そして、コンピュータ時代の

到来を見据えた1986年の麻生電子ビジネス専門学校の

開校を皮切りに、現在では、国際化、新しいスキル習得、

次代の職業教育を目的とした13校を運営。九州最大

の総合専門学校を擁する麻生専門学校グループと

して、創設約80年の伝統の中で培われた専門性の

高い教育と人間教育により、高い就職実績を毎年達成

しています。専門学校グループは産業界からも高い

信頼を得ており、卒業生は既に6万人を超えます。

校訓「無私」を掲げた歴史ある麻生塾から受け継いだ

伝統と信頼を大切にしながら、麻生グループは今の

日本の閉塞感を打ち破る活動力、生命力を国内外に

アピールしています。

　また、「雇用の拡大」「新しい雇用形態の創造」

「労働力シフトへの転換」を使命として、変化する時代の

ニーズを察知・創造し、企業と人とに関する問題・

課題のソリューションを提供しています。さらに地域の

活性化に役立つような、教育・雇用創出を推進しています。

　麻生の人材育成、人間教育のシンボルである

麻生塾は、麻生グループからの強力なバックアップを

もとに13校を擁する九州最大の専門学校グループ。

それぞれの専門分野に特化した知識・技術を習得

できる最先端教育で、各業界で生き生きと活躍できる

即戦力を輩出しています。さらに、インドネシアなど

東南アジアにも進出。アジアの学生への門戸開放や

交流を実現し、「グローバルシティズン」の育成にも

力を注いでいます。

　麻生塾はまた、専門性の高い教育と高い就職

実績を毎年あげ続けています。また、「完全担任制」

により信頼性の高い学習指導、就職指導を行って

います。各業界で活躍する約6万人の卒業生が、

「業界への就職に強い」麻生専門学校グループの

証です。 

　企業と人とに関する問題・課題のソリュー

ションを提供する事業も展開。九州における

人材ビジネスのオピニオンリーダーとして常に

躍進し、関東、関西、九州・西日本一円に12拠点を

置き、より多くのお客様のご要望にお応えすると

ともに地域に貢献しています。各専門分野に

特化した多様なアウトソーシングによる「総合経営

支援」を推進。人材派遣・人材紹介を中心に展開する

株式会社アソウ・ヒューマニーセンターをはじめとして、

医療、製造、販売サービス、経理、福利厚生、シニア、

学生、技術者、障がいのある方 な々ど幅広い対象への

支援事業を展開しています。全てのビジネスにおいて

人材はかかせないものです。人材派遣、人材紹介、

採用代行、教育研修など、企業の経営戦略の手段

として提案をし、その中で「人=ヒューマンスキル」を

重視した人材を育成し、多様な職種、年齢、キャリア

などニーズにお応えします。

ひとりひとりの夢実現をサポート
業界への就職に強い専門学校グループ

相互の信頼を大切に
感動のある出会いを創造

　麻生の創業間もなく、炭都として隆盛を誇った飯塚嘉穂

地区には公的医療機関がなかったことから、1910年郡立

病院に替わるものとして麻生炭鉱病院を開設。企業内

病院として開設された病院は、1918年に開設者麻生

太吉翁の「郡民のために良医を招き、治療投薬の万全

を図らんとする」という確固たる理念のもと診療を開始

しました。1920年には飯塚病院と名前を変えて広く一般

市民に開放され、地域の総合医療センターとして

発展、現在では筑豊最大の病院となりました。特に

1982年に開設された救命救急センターは、全国

最大クラスの規模で、筑豊地域唯一の救命救急

センターとして「生命の最後の砦」となっています。

医療、看護、介護、リハビリなどを一貫して展開する

麻生グループは、医療の質と健全経営を両立した

病院運営と、魅力をもった人材の育成、周辺ビジネス

まで含めた総合的な医経融合を組織。地域から

求められる医療を提供できる病院運営に、この地

ならではの思いやりの心を加えて、少子高齢化

社会対応のモデル地域となることを目指しています。

　麻生グループにおける医療・健康分野の中核である飯塚

病院は、全国屈指の総合病院として、「まごころ医療、

まごころサービス」をモットーに地域のメディカルセンターと

して診療活動を行っています。地域医療支援病院、厚生

労働省 臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院、

救命救急センター、災害拠点病院、福岡県エイズ拠点病院、

福岡県神経難病医療基幹協力病院、福岡県総合

周産期母子医療センターなどに認定されています。

　病院経営や介護福祉事業で培った経営管理手法、

医療福祉分野での情報システム、業務改善手法、組織

活性化手法などを駆使して、病院の経営改善を支援する

システムとコンサルティングサービスを提供しています。

「医療サービスの質の向上」と「健全経営」を両立させる

ことで、病院の維持存続に貢献しています。プロの目で病院

を取り巻く環境を見極め、経営資源を客観的に評価し、

最適な健全化策、実現性の高い目標設定、プランの立案

から実行のアジャストまで包括的にサポートしています。

　情報システムを駆使し、医療・健康・福祉分野に

おいて、より高度で質の高いサービスを追求し続ける

ことにより、安心して暮らせる社会づくりに貢献する

事業にも取り組んでいます。さらに、ソフトウェアの持つ

あらゆる可能性に挑戦。インターネットプロバイダー

事業を手掛けるなど、外部に向けたネットワーク化にも

積極的に取り組んでいます。また、戦略的な情報の

共有と発信を可能にする先進的情報インテグレータ

を目指しています。

　介護事業の分野では、訪問介護、訪問看護、

居宅介護支援、福祉用具レンタル及び住宅

改修、通所介護等の在宅サービスや介護付き

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、

認知症対応型共同生活介護の施設サービスを、

福岡県内を中心に展開しています。

　全てのお客様に「その人らしく」暮らしていただくため、

24時間365日、在宅生活をトータルに支援する介護

サービスも積極的に。お客様のあらゆる場面で生活の

質を高め、行動の幅を広げるお手伝いをしています。

ポリシーは、お客様の「問題解決のお手伝い」をする

こと。問題がそこに存在する限り、また提供するサービス

を必要とされる方々がいる限り、誇りと喜び、そして

責任感を持って介護に取り組んでいます。

麻生のDNAを受け継ぎ、家族や
地域で繋がりが育まれる社会へ

まごころ医療 まごころサービス
をモットーに地域医療を支えていく

病院の経営改善を支援する
コンサルティングサービス

お客様の「問題解決のお手伝い」
に取り組む介護サービス

地域の高齢者、障がい者の方々の
安全で安心な在宅生活をサポート

［2020入社 　 ］ 私を指名して問い合わせをいただけることが
増えたとき

［2021入社 　 ］ 先輩方との議論に積極的に参加できるように
なったとき

［2020入社 　 ］ 最初は報告するだけで精一杯だった会議で
質問にもスムーズに答えることができたとき

［2019入社 　 ］ ひとりで医師のもとに分析結果の報告ができる
ようになったとき

［2019入社 　 ］ 求められている仕事の意図を組み取れるように
なったとき

［2018入社 　 ］ あいさつが良いと人伝に褒められ、職場の人
たちとのコミュニケーションも良好になったとき

小さなことでもお願いされたり、任されたりする
ことが増えたとき

※掲載の内容は2021年9月現在のものです。

日本のヘルスケアを変革していく
情報サービスプロバイダー

「無私」の精神を引き継いだ
「よき人間を育てる」という理念
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生活サービス 環境・建設資材

●若手社員の声「どういうときに成長したなと思う？」● 職種カテゴリー ● 職種カテゴリー● 関連グループ会社 ● 関連グループ会社

・ （株）麻生
・ （株）麻生 開発事業部
・ （株）麻生 不動産事業部
・ 麻生芳雄商事（株）
・ （株）麻生地所（麻生飯塚ゴルフ倶楽部）
・ 麻生開発マネジメント（株）　ほか

※協力提携法人・機関を含む

・ （株）麻生
・ （株）麻生 建設コンサルティング事業部
・ 麻生商事（株）
・ （株）アラム
・ コクラトレーディング（株）
・ 麻生フオームクリート（株）
・ セレクト工業（株）
・ 麻生セメント（株）
・ 麻生コンクリート工業（株）
・ 西南コンクリート工業（株）
・ 泉北コンクリート工業（株）
・ ソーワセメント販売（株）

・ （株） 麻生マイニング
・ FASエコエナジー（株）
・ 北九州アッシュリサイクルシステムズ（株）　ほか

※協力提携法人・機関を含む

● 若手社員の声「どういうときに成長したなと思う？」

［2017入社 　 ］ 海外事業のサポートをする中で、自分の意見を
言えるようになったとき

［2020入社 　 ］ 新人でも大きな仕事を任せてもらえたとき

［2021入社 　 ］ 複数のプロジェクトを任され、同時進行で
業務をこなすとき

［2019入社 　 ］ 自分なりに提案したことがお客様に喜ばれ
感謝されたとき

［2019入社 　 ］ はじめて担当として、仕事を任されたとき

取引先との一連のやり取りが自分だけで
できるようになったとき

［2018入社 　 ］ 焦らず、先回りして準備できるようになったとき

［2021入社 　 ］ 自分一人でお客様の問題を解決できたとき

［2019入社 　 ］ 私だからこそできることはないかを考え、周りに
気を配ることで役立てたとき

［2019入社 　 ］ 分析作業をひとりで任せてもらえたとき

暮らしの中に愉しみ、安らぎ、喜びを。 環境世紀のインフラ整備事業を積極的に展開。

　麻生グループは、麻生飯塚ゴルフ倶楽部をはじめとする

レジャー施設からレストラン、ホテル、スーパーマーケット

などの経営、宅地販売に至るまで幅広い生活サービス

分野で地域の活性化に貢献しています。また、最近

では地域の枠を超えた不動産サービス業を展開。さらに

英国を皮切りに、海外不動産事業にも進出しています。

　「麻生飯塚ゴルフ倶楽部」は、創立者初代理事長

の麻生太賀吉の、ボタ山を緑に変え、より良い地域

環境をつくるとともに、ゴルフを地域に浸透させたい

という強い信念と、ゴルフに対する深い愛着から、

1973年にコース設計藤井義将氏、クラブハウス設計

朝吹四郎氏により開場しました。1995年には9ホール

のニューコースがオープンし、全27ホール、パー108の

難コースのゴルフ場としてプロ、アマの選手権や、男子

ツアートーナメントを開催。クラブハウスも一新され、

多目的ホールとしての広いハウスに生まれ変わり、落ち着きの

ある大人の社交場としても多くのメンバーに利用されています。

戦略性に富んだコースを有する倶楽部は、著名なトーナ

メントプロを生み出すとともに、近年ではジュニアの育成の

ためのコース提供などにも積極的に取り組んでいます。

　飯塚市で麻生グループが開発を手掛ける柏の森地区

には、レストランやボウリング場、アイススケート場、物販店など

が建ち並んでいます。この地区は、1985年にオープン

した、筑豊地域初のアイススケート場「飯塚アイスパレス」

を皮切りとして開発が進みました。現在も、地区の活性化

を目的に、地域貢献と環境整備に努めており、近年では

当アイスパレスを本拠地とする女子選手が世界ジュニア

大会へ出場するなど、地元貢献も含めたサービス業として

着 と々成果を挙げています。柏の森地区をはじめ芳雄

地区や北九州市・小倉地区などにおいても、地域開発の

核としてさまざまな集客施設運営にチャレンジ。また、飯塚市

の中心に立地する都市型ホテル「のがみプレジデント

ホテル」を運営。福岡、北九州からのアクセスに便利な立地

を活かし、宿泊、宴会、婚礼を始め、筑豊地区を代表する

コンベンションセンターとしてニーズに応えています。

　飯塚市を中心として近隣にスーパーASO（11店舗）も

運営しています。また、スーパーマーケット空白地区と

なった自治体とのコラボレーションによる全国でも珍しい

「公設民営方式スーパーマーケット」を展開。地域の

高齢者の買い物に役立ち、町中心部に賑わいを取り

戻すという公的機関と民間企業との新しいモデルケース

として高い注目を集めています。さらに、2013年に竣工した

飯塚病院の北棟で生鮮品も買えるコンビニエンスストア

の運営、ゴルフ場のレストランや病院の食堂・給食への

食材供給、麻生介護サービスと連携したヘルパーに

よる買い物サービス、宅配サービスなど、地域密着型

スーパーとして、消費者のニーズに合わせた店舗づくりと

個別サービスを展開。グループのノウハウを活かし、

高齢者をはじめ消費者の利便性を高める「飯塚

モデル」づくりに取り組んでいます。

　広範囲、かつ多岐にわたる麻生グループの社有

不動産管理・事業への活用を通じて得たノウハウを

不動産業として事業化。既存事業の収支安定化、

積極的な事業投資活動を展開するとともに、福岡・

筑豊という地域の枠を飛び越えた、不動産サービス業

の展開や街づくりを進めています。また、2012年には英国に

現地法人を設立して海外不動産事業に進出。将来的な

売却を目的とせず、賃料からのインカムゲインを目的とした

収益不動産を米国西海岸でオフィス・映像撮影スタジオ等

複合施設1棟（CA州Los AngelesのPlaya Vista地区）、

教育施設１棟（NV州Las VegasのSouthern Highlands

地区）、英国London市内でホテル1棟(Earl’s Court地区）、

教育施設2棟(Battersea地区及びTwickenham地区）

などを保有。また2020年より中古住宅の再開発投資

案件に有限責任出資を行っています。

石炭からセメントへ
セメントから社会基盤づくりへ

高い技術力で世界に挑み社会に貢献
製品の開発にも積極的にチャレンジ

　東京と横浜の間に、日本で初めて鉄道が開通した

1872年、初代社長麻生太吉による目尾御用炭山の

開発が始まりました。開抗した炭鉱は10抗を数え、最盛期

には年間出炭130万トン、従業員1万1000名を記録、

「筑豊御三家」と称される地方大手の石炭会社として

隆盛をきわめます。石炭は、戦後のエネルギー革命で

重油にとって替わられるまで重要な役割を担って

いましたが、1969年、吉隈炭鉱の閉山をもって

麻生100年の石炭史の章は閉じました。

　セメント事業は1917年に九州産業株式会社が

石灰石の採掘を開始したことに始まり、1933年に

セメント製造を田川で開始、1966年に石炭部門

からセメント部門が独立し、麻生セメント株式会社

が発足。石炭とセメントを大きな柱として、時代の

変遷とともに事業を多角化してきた麻生グループは

現在、環境に配慮したインフラ整備事業を全国

で展開しています。

　麻生グループの環境・建設資材分野の中核を担う

麻生セメント（株）は、2001年に世界最大手のフランス・

ラファージュ社（現ホルシム社）と資本提携。互いの

持つ利点を最大限に生かし、グローバルな視点で大胆な

選択と集中を進め、海外サプライヤーの積極的な活用

をはじめ、競争力強化に努めています。また、苅田工場内

にセメント・コンクリート技術センターを設立。ホルシム社

の技術部門と連携しながら、生コンクリートやお客様の

サポートに取り組んでいます。田川・苅田の両工場では

廃棄物の原燃料再資源化も推進、限りある天然資源を

保護し廃棄物を減量化することで、環境保全に大きく

貢献しています。さらに、生産プロセスで発生する

排熱の再利用によりエネルギー効率の向上を追及し、

温室効果ガスの排出削減につなげています。地球環境

に配慮しお客様のニーズに応える革新的な製品の

開発にも積極的に取り組んでいます。

　国境に関わりなくグローバルに展開する現代企業活動に

おいて、英語は必須のコミュニケーションツール。社員は、

各種社内会議や海外講師による技術研修など、さまざまな

実務に直結した形で実践的に英語を磨いています。

　これまでセメント・コンクリート分野で蓄積してきた

技術や知識、人材などを最大限に活用し、社会資本

の長寿命化に貢献するコンサルティング事業にも

積極的に。麻生セメント中央研究所で長年培った

技術と経験をもとに、経験豊富なスタッフがセメント・

コンクリートに関するさまざまな相談に応じています。

例えば、コンクリート構造物調査・診断事業、生コンク

リートコンサル事業、建設材料試験事業などです。

さらに環境事業として、自治体の清掃工場から排出

される焼却灰、埋立て地、工場跡地などから発生した

土壌をセメント原料や燃料として活用するほか、建設

残土などを埋め戻し材として活用するコンサルティング

を行っています。

　長年の経験と技術を活かして廃棄物・副産物

の再利用を促進。化石燃料の使用削減および

ＣＯ₂の排出削減にも取り組んでいます。また、

環境に配慮した自然エネルギー分野では、2013年

より数々の太陽光発電所を建設し、発電を開始

しました。今後も、さまざまな再生可能エネルギー

事業を視野に入れながら、積極的な事業活動を

展開していきます。

　コンクリート製品、耐久性に優れるポリマー

セメントモルタルやレジンコンクリート製品などの

高機能製品、麻生フオームクリートの持つ気泡コンク

リートや地盤改良などの技術も含め、製造から施工、

エンジニアリング、商社機能までを統合した麻生

グループのソリューション力も高い評価を得て

います。麻生グループは、長年にわたって蓄積して

きた専門的ノウハウを礎にリサイクルなどの次世代

環境事業や、生産拠点のネットワーク化、生産地域

の原材料の供給事情を活かした配合の最適化

などに積極的に取り組んでいます。

「繰り返し」から「継続」へ
社会ニーズに応える建設コンサル

レジャー施設からレストラン・ホテル
宅地販売や不動産事業まで幅広く

名門コースとしての道を
着々と歩む会員制ゴルフ倶楽部

豊かな環境の中で遊ぶ、働く
地域のエンターテイメントを創る

自治体×民間企業の
次世代モデルケースに

不動産のプロとして海外へも進出
まだここにはない未来を開発する

未来を築く環境配慮の製品開発や
麻生グループのソリューション力

・ 資源リサイクル事業の開発及び運営に関わる仕事
・ 再生可能エネルギーなどの環境事業に関わる仕事
・ 建設コンサルティングに関わる仕事
・ 建設資材の生産・分析調査に関わる仕事
・ 機械・電気整備及び品質管理に関わる仕事
・ 海外事業、輸出入に関わる仕事
・ 物販及び購買・調達に関わる仕事
・ グローバル人材育成に関わる仕事
・ 経営企画に関わる仕事
・ 広報、営業、マーケティングに関わる仕事
・ 人事総務、経理財務に関わる仕事
・ 内部監査、法務に関わる仕事　ほか

・ 街づくり・地域開発に関わる仕事
・ 不動産の賃貸、販売、管理に関わる仕事
・ 国内・海外不動産投資に関わる仕事
・ ホテル経営・運営に関わる仕事
・ スーパー店舗経営・運営に関わる仕事
・ レジャー施設経営・運営に関わる仕事
・ レストラン経営・運営に関わる仕事
・ 物販及び購買・調達に関わる仕事
・ 経営企画に関わる仕事
・ グローバル人材育成に関わる仕事
・ 広報、営業、マーケティングに関わる仕事
・ 人事総務、経理財務に関わる仕事
・ 内部監査、法務に関わる仕事　ほか

※掲載の内容は2021年9月現在のものです。

［2020入社 　 ］ 新しい技術について知識が増えたとき

［2021入社 　 ］ 自分が主体となって課題発見から解決まで
できたとき

［2021入社 　 ］



　小学生のころからの念願だった「海外で働く」こと。今、海外

事業のサポートというかたちで目標への道が開き、ついに

ロンドン赴任が実現しました。明確な目標を持ち、それを周囲

に熱く伝えれば、ルーキーにもチャンスをくれる会社です。

　セメント製造の過程でリサイクル資源を利用し、循環型社会

づくりに貢献している点に共感しました。現在は原料分析に

取り組んでいます。自分を温かく見守り指導してくださる先輩方

に追い付けるよう懸命な毎日です。

環境・建設資材

　入社前にインターンシップに参加し、華やかさ

に惹かれました。実際は華やかだけではなく

地道な仕事もいっぱい。でもお客様に喜んで

いただけると、すごく充実感を感じます。

生活・サービス

　自分が「こうありたい」という未来像を実現するために

入社しました。仕事を通して、向上心や主体性があれば多く

の機会・きっかけを与えてくれる会社であることを知り、成長

への意欲がますます高まっています。

　顧客の要件定義から設計・開発・導入と、プロセスの全てを

担当。経験が浅くても次 と々チャンスを与えてくれる恵まれた

職場環境を活かし、健康管理支援システムの構築などを

通して地域や社会に貢献していきます。

教育・人材

　義肢装具は多くがオリジナル。患者さんの身体の型を取り、

お話をじっくりと聴いてご要望にお応えするものを作ります。

「これ、気持ちいいね」と言われた時は、その方のQOL向上に

貢献したという喜びとやりがいを感じますね。

医療・健康

株式会社麻生情報システム
技術本部 第一技術部

伴 晋之介

麻生メディカルサービス株式会社
義肢装具センター

石飛 光

麻生教育サービス株式会社
管理部

朝長 良輔

麻生開発マネジメント株式会社
のがみプレジデントホテル

宮本 桃愛

株式会社 麻生
経理財務本部 経理財務部

井上 泰宏

麻生セメント株式会社
田川工場 品質管理課

藤本 周平

医療・健康

グループ関連会社経営支援

システムエンジニア

義肢装具士

経理・財務

広報・営業企画

品質管理

経理財務

9 10

自分なりに、世界が、時代が見えてきた。 今、少し生意気でありたい。
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V o i c e

グループ関連会社支援環境・建設資材生活・サービス教育・人材医療・健康

1日のタスクを緊急レベルによって色分け。
その他メール対応、事務処理など。

朝食をしっかり食べたい派。だから早起き。
好物は納豆です。

お弁当持参。美味しいものを食べてほっと
ひといき。

社内ミーティング、見積
対応、資料作成など。
マーケティングリサーチ
のため、お客さまから情報
やご意見を聴くことも。

明日の朝は何を食べようか…。

住まいは公園の近く。夕食前後に公園でエクサ
サイズ。その他、仕事に関する勉強など。

13:00 業務

18：00 退社

06：45 起床

24：00  就寝

09：00 出社

セメントの強度を上げる減水剤が台湾から
博多港に到着。搬入時の検査に立ち会い。

10：30 業務

07：30 起床

株式会社 麻生
外事・統計部

飯塚病院
企画管理課

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター
福岡支店

株式会社 麻生
不動産事業部　

麻生商事株式会社
営業推進部 海外事業課

大坪 和睦宮口 理衣　 竹田 華 永野 浩平 竺 琳（じく りん）

病院経営企画 営業(派遣事業) 地域開発 海外事業推進 企業内経営コンサルタント

　役員面談の時に、建築しか学んでいないので
すが…と尋ねたら「構わないよ」。普通だったら
「それだとうちじゃ難しいかも」って言われるとこ
ですよね。「やりたいことがあれば、実現できるように
頑張ってもらえばいい」。では思いきりやらせて
もらいます！ 心の中で叫んでいました。
　配属になった部署はフランクで和やか。感性が
しなやか。それって麻生全体の社風らしい。入社
2年目、無我夢中の日々が過ぎて、会社の魅力に
改めて気付き仕事の面白さが分かりかけてきた頃。
どうしたら自分が会社にとって価値のある人間に
なれるかを真剣に考えました。考え抜いた末に
出した結論は「とにかく、今そこにある目標をクリア
していこう」。あるマラソンランナーは、42.195km
を走り切るために次の電信柱までを目標にして
いたとか。そこまで行けたら次の電信柱…。その
努力を積み重ねていけば、きっといつか真に価値
ある麻生人になれる。
　今年のインターンシップ。参加した学生から
受けた質問。「もし学生に戻ったら、もう一度この
会社を選びますか」。「もちろん」と即答して、
自分は麻生が心底好きなんだなと実感しました。

　中国に生まれ、大学卒業後に来日。京都の
日本語学校、九州大学大学院で学びました。
就職は日本で、大好きな福岡で。自分の語学力
（北京語・英語・日本語）を活かせる企業なら最高。
その希望に応えてくれたのが麻生商事です。
　現在の主な業務はマーケティングリサーチ。
国内外のトレンド情報収集や物流の手配など
に携わっています。海外事業をより推進するため
海外事業課が立ち上がったのが2020年の4月。
それにともない、私もサポート的立場から専従に。
初めての仕事も多くて、辛い？ 苦しい？ いいえむしろ
悔しい。そして楽しい。知識や経験の少なさを
感じるからこそ、成長するチャンスがあるでしょう？ 
今の私は乾いたスポンジ状態。新しいこと、役に
立つこと、周りからのアドバイス、どんどん吸い込んで
います。日 「々新たな挑戦」なんです。
　目標は、部署にとって基盤となる商品をつくる
こと。今までの人生で得た国際的視野とこの会社
で磨いた積極性を武器にもっと成長すること。
会社の成長×自分の成長。イコール（＝）ではなく
バイ（×）。シナジー効果を持つ会社に、自分の成長
を掛け合わせたいと思っています。

朝食は必ず。しっかり食べて、今日も1日頑張ろう！

手づくりの夕食を食べ、明日のエネルギーを
チャージ！

少し早めにきて、アイドリング。

シーサイドももちを臨むオフィス、海の見える
席が自分のスペシャルシート。優雅に？ランチを
楽しむ。リフレッシュして、さあ午後の仕事へ。

13:00 業務

12:00 昼食

１７：４５ 退社

23：00 就寝

0８：４５ 出社

ミーティング。今日は多くの指摘を受ける。
ミーティングは上司や先輩方の知識や考えを
吸収するチャンス。

09:00 業務

　業種が多岐にわたるスケール感と、歴史があり
ながら時代に合わせて変化している柔軟性、
社員の楽しそうな雰囲気に惹かれて入社しました。
　現在はスーパーマーケットやホテルの経営
改善に関するコンサルティングを担当。顧客データ
の分析や経営課題の解決に向けた分析資料の
作成などを行っています。チームミーティングなど
では、上司や先輩から足りない点をバシバシ指摘
されます。指摘だけにとどまらず、どうすれば改善
できるのかを具体的に教えてくれるんです。自分たち
のことを良く見てくれて機会を与え、成長のための
後押しをしてくれる。そのことに気付いてから、
さらに熱意を持って仕事に向かうようになり、最近
ではチェックを受けながらではありますが、メイン担当
として案件を任せてもらえるようになりました。
　帰路の途中で、よくスーパーに行きます。アイデア
を見つけるためです。以前、このやり方で上司に
認められ提案につながりました。現場で働く方 と々
お客様の双方がプラスとなるような提案が自分の
理想。データや理論先行ではなく現場百遍、人や
社会に役立つコンサルティングのために、今日も
スーパーに寄って帰ります。

紅茶を飲みながらスケジュールを確認。

8：50から朝礼。

今日は訪問前のアポイント取り。
大変だけど、これが仕事の基本です。

お弁当が中心。先輩たちとおしゃべりしながら
リラックス。

既存のお客さまとお話しながら情報を収集。スタッフ
さんとの面談もこの時間に。

外出が少ない日はお弁当とか外食でささっと。

午前中のミーティングで
指摘された部分を修正。
皆の期待を少しでも
越えることを目標に。

スーパーマーケットを見学し、ついでに買い物。
新たな提案が出来ないか真剣に探る。水曜日は
無料で受講できる英語のオンライン講座を
18：00から受講。

12:00 昼食

10:00 企業訪問

13:30 企業訪問～事務処理

06：30 起床

18：00 退社

08:40 出社

アポイント取りは大半
が新規。コミュニ
ケーション能力が鍛え
られます。

15:00 アポイント取り～事務作業

　この会社に決めた大きな動機は、就活の際に
定めていた「自己成長と誰かのお役に立つこと」
という軸にマッチしたことです。
　入社して一番印象的な出来事は、１年目の12月
から5月にかけて担当した大型単発の派遣、学生服
の採寸スタッフの派遣業務です。約350名のスタッフ
管理、シフト作成、事務処理などを同時に行う
慌ただしい日々 でしたが、スタッフの皆さんや先輩方
のお力を借りながら「レスポンスを速く」を信条に
全力であたりました。その結果、期間中スタッフさん
からのクレームはゼロ、終了後には企業様から
『今までの担当で一番信頼できた』というお言葉を
いただきました。
　このような仕事を通して営業職として「当たり前の
こと」を当たり前に継続できるようになり、成長を
実感しています。例えば挨拶・笑顔を絶やさない。
納期遵守など社会人としてのマナーを守る。そんな
ことを自然に行えてこそ相手の心を動かし、寄り添う
ことが出来ると気付きました。
　今のモットーは「より高いレベルへ！」。会社の
チャレンジポスト制度などを利用し、自分をさらに
成長させる仕事に挑戦していきたいと思います。

7時半に家を出て電車で通勤。

スケジュール確認、メール
チェック。新規収益獲得
のための営業に出る
日は、社用車で元気に
「いってきます！」

12:00 昼食

07：00 起床

09：00 出社

会議など。この頃は会議の場でしっかりと発言
できるように。綿密に調査し細かく資料を揃えて
準備し、自分の意見が上司に通った（OKが
もらえた）時に仕事のやりがいをと自分の成長を
感じます。

13：00 業務
12:00 昼食

定時で帰宅。

18：00 退社

M y  S c h e d u l e

～博多港に搬入のあった日～
M y  S c h e d u l e

～時差出勤の日～
M y  S c h e d u l e

～ルーティンの1日～
M y  S c h e d u l e

～ミーティングのある日～

※年次以外の掲載内容は2021年9月現在のものです。

明日は今日より充実した 1日に。
24：00  就寝

夕食、お風呂。後はゲーム、それから筋トレ。
身体が資本ですから。

19：30  帰宅

動画はコチラ

メールチェック、回覧物確認などを済ませ、今日は
毎月のレセプト（診療報酬明細書）を元に実績を
分析するデータの作成。

明日も早いなあ。休みはゆっくり寝よう。

栄養バランスも考えたお弁当を開いて。食後は
みんなと楽しいトークタイム。

12:３0 昼食

08:30 出社・業務

13:３0 業務

06：15 起床

17:00 退社

23：00 就寝

一人暮らしですが、朝食はしっかり。お弁当も
自分で作ります。

月次データ入力の
ない日は、会議資
料の作成や日程
の調整、プロジェ
クトの対応など。

帰宅後は夕食作り。お味噌汁は必須メニュー。
食事後は入浴してストレッチ。デスクワークなど
で体がなまらないよう筋トレも。また、仕事に役立つ
資格の勉強をしています。

M y  S c h e d u l e

～月次データ制作の1日～

　大学は経済学部ですが、母が看護師だった
こともあり、小さな頃から医療は身近な存在でした。
就活の際にそのことを思い出し、企業分析という
かたちで医療現場に関わりたいと強く願いました。
希望が叶い飯塚病院に配属。研修を終えて担当
の業務を持たせていただいたときの喜びは忘れ
られません。
　仕事は、病院方針の検討会議はじめ各種会議
の資料作りや取りまとめなど多岐にわたります。
中でも難しいのは毎月の実績データに基づいて
行う、3つの担当科の部長へのヒアリングです。
内容はとても高度で、当初は医療の専門用語も
分からず、部長のお話を傾聴するばかりでした。
経験を重ねるうちに「聴く」だけでなく、自分の考え
を自分の言葉で「話せる」ようになりました。一歩
前進。いつも優しく丁寧にフォローしてくれる先輩方
に少し御恩返しができたような気がします。
　でも、まだ足りないことばかり。今、医療現場は
コロナ禍により日々変化する状況に臨機応変な
対応を求められています。困難な状況下でも常に
気持ちは前向きに。貴重な機会と捉え、多様な
スキルや知識を養っていきたいと思います。
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夕食は自炊。中華料理が多いです。入浴後は動画
サイトを見たりして24：00頃に就寝。明日も頑張ろう！

19：00 帰宅



　中国から留学生として福岡へ。大学の教育

学部を卒業し、縁あって麻生塾に入社しました。

麻生塾は九州最大規模の専門学校グループ。

海外からの留学生も多く、少しでもサポートできたら

という思いでした。空港での出迎えから、学びや

進路のアドバイス、ホームシックや人間関係などに

関する聞き役、病院への同行など、常に留学生の

気持ちに寄り添ってきました。

　楽な仕事ではありませんが、今まで続けてこられた

のは、留学生へのサポートを通して、国際交流に

貢献しているという使命感と充実感があったから。

そして麻生グループの手厚い支えがあったからです。

　結婚後、入社7年目に子どもを授かり、産休・育休

をとりました。復職後も時短勤務や時間年休制度を

利用でき、さらに学内にある「はぐみらい保育園」

に子どもを預けることで安心して仕事に取り組め

ました。その後２人の子に恵まれ、合計3回産休・

育休を取得しましたが育児と仕事をスムーズに

両立することができ、本当に感謝しています。

　留学生が卒業するとき「先生のおかげで安心

して留学生活を送れた」と言われることがあります。

麻生塾に就職できて、この仕事に就いて良かった

と改めて感じる瞬間です。

　現在取り組んでいるのは、提携している病院の

運営サポート。具体的には医師の採用活動と

入職後のフォローなどです。病院は労働力に対する

依存度が高い労働集約型産業。「人材」がいないと

成立しません。特に医療スタッフのリーダーとなる

医師の確保は常に向かい合うべき課題です。病院と

医師の良きマッチングとは、その病院の特性に適う

医師を選ぶこと。そして、その医師へワーク

スタイルを提案すること。必要なのは医療と医療

経営に関する広範囲な知識、そして病院スタッフ、

個々の医師との良好なコミュニケーションです。

その上で「人と人との縁」を結びます。

　私自身も「麻生人」と不思議な縁で結ばれて

きました。提携病院の現地スタッフから、社長秘書と

なり、その後さまざまな方からチャンスとチャレンジ

の場を提供され、後押しされながら、支えていただき

ました。その過程で多くの気付きや出会いを積み

重ねることができたのです。

　この貴重な経験を生かし、次代の「麻生人」を

育てることも大きな仕事。やる気のある若い人が

いればチャレンジの機会を与え、後押ししたいと

思います。育った人材が麻生の人々やお客様と

良き縁を結ぶ。そのサポートをするのが楽しみです。

　現在の仕事は原燃料として活用できるリサイクル

資源の開発。印象に残っている仕事は、やはり

九州での大きな災害の廃棄物リサイクルを担った

ことです。2016年の「熊本地震」では、主に家屋

倒壊によるガレキや柱を受け入れ、セメントの材料

としました。2017年の「九州北部豪雨」は流木

がメイン。これは燃料として受け入れました。この

廃棄物処理活動に対し、福岡県知事から感謝状

をいただいています。自分たちの仕事が地域や

社会に貢献しているという充足感が、モチベー

ションをさらに強くしますね。SDGs（持続可能な

開発目標）が広まるずっと以前から当社はその

推進に努めてきました。セメント製造のための

リサイクル資源活用を一過性としないためには、

生産物の品質を維持し価格を安定させなければ

なりません。そこに当社が培ってきた技術や知識

が生かされています。また社風である「なんでも

やってみろ」の精神も大きな強みになるのです。

資源循環型社会では、資源を活用する動脈産業

と廃棄物の収集・処理・再利用を行う静脈産業

が両輪となります。これからも困難な課題にチーム

で取り組み、静脈産業をリードしていきたいと

思います。

　大学卒業後、資材関係の企業に就職しましたが、

より自分の価値観に合う会社を求め、入社しま

した。その後「無印良品」などの店舗責任者を

務めるうちに、接客と店舗のマネジメントが好きな

自分に気付きました。フェイス・トゥ・フェィスの交流

でお客様の笑顔に励まされ、経営の良し悪しが

ストレートに売り上げに反映される。天職はこれだ！

と思いました。

　転機になったのは入社7年目、社内選抜の

海外研修です。アメリカ・コロラド州の語学学校へ。

英語のスキルアップもさることながら、現地のマクド

ナルドで実見した「エンタテインメントな接客」に

強い刺激を受けました。各店舗でキャリアを積んだ

後、インドネシアやシンガポールへの出店も担当し

現地へ赴任。ダイバーシティという考え方を現地

の人々との本音の交流で深く理解できたのは

大きな収穫でした。

　現在はホテルの総支配人として全体のマネジ

メントを統括しています。人材の育成も重要な

仕事です。この会社で機会を得て身に付けた

「ホスピタリティ精神」「グローバルな視点」「地域

への貢献」などを次代へ繋いでいきたいですね。

株式会社麻生
医療事業開発部 課長

学校法人 麻生塾 麻生専門学校グループ
学生支援グループ 副グループ長

株式会社 麻生
新飯塚ステーションホテル 総支配人

麻生セメント株式会社 
生産部 資源開発グループ

佐藤 由利子 蔡 倩（さい せい） 水川 和宏 由本 剛士

医療経営コンサルタント 海外留学生サポート ホテル経営・運営 資源開発

　麻生グループは、先輩方が築き上げた長い歴史と

新しいことに挑戦できる未来が融合しています。福岡

の地から全国へ、世界へ発信できるフィールドで、

個 の々力を十分に発揮してみませんか。

　麻生グループにはさまざまな業種があり、自分の

可能性を大きく広げることができます。キャリアアップ

サポートや福利厚生制度も充実し、長く勤めたいと

思える素晴らしい職場です。

　麻生グループにはさまざまな研修制度があり、

各自の専門業務だけでなく「人間」として幅広く

学べる体制が整っています。キャリアを積みながら

「自分」を伸ばしてみませんか。

課長に昇進 2019

医療事業開発部へ配属 2009

2007

㈱麻生へ入社
麻生泰会長（当時社長）の秘書に2005

麻生の提携医療機関で現地職員に

新飯塚ステーションホテル総支配人

インドネシア・シンガポール赴任

新規事業プロジェクト室
へ異動

無印良品かやの森店
責任者

麻生開発（株）入社
（現（株）麻生 開発事業部）

IT活用により現場点検作業モデルを確立

作業効率化によるコスト大幅削減

汚染土壌処理業の許可取得
大型案件による比例費削減で

経営功労賞受賞

3部門において経営功労賞受賞

資源開発グループ配属2002

手掛けた主な仕事手掛けた主な仕事

学 生へのメッセージ学 生へのメッセージ

●　社長秘書業務
●　ドクタープロジェクト（医師採用機能）立上げ
●　提携病院や顧客の経営・運営サポート業務

●　在留認定資格申請など、留学生のサポート
●　日本語科パンフレットなどの制作
●　現地に行き海外留学生を募集

●　2016年「熊本地震」における廃棄物のリサイ
　クル推進
●　2017年「九州北部豪雨」における廃棄物の
　リサイクル推進

●　新規飲食事業プロジェクト
●　海外レストラン経営
●　店舗・ホテル経営
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2019

2013

2011

2001

1999

2016

2013

2012

2011

2007

　自分と会社の価値観が合う。これほどの幸せは

ありません。麻生には多彩な業種があり、多様な

価値観を包括しています。ご自身の価値観と合うと

思ったら迷わず飛び込んでみてください。

手掛けた主な仕事手掛けた主な仕事

学生へのメッセージ学生へのメッセージ

18 14 24 16

環境・建設資材生活・サービス教育・人材医療・健康

年目
2005年入社
年目
2005年入社

年目
2009年入社
年目
2009年入社

年目
1999年入社
年目
1999年入社

年目
 2007年入社
年目
 2007年入社18 14 24 16
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積み重ねるほどに見える景色が変わ っていく。深まるほどに謙虚になる。

1212年目 2011年入社年目
 2011年入社

株式会社 麻生
法務部 課長

長尾 崇史

グループ関連会社経営支援

法務担当

　M&Aのほか、さまざまな業種や規模の企業法務に携わって

います。案件に始めから終わりまで関われること、小さな案件

でも想定外の困難や課題に挑めることなど麻生グループ

ならではの法務業務に大きな魅力を感じています。

環境・建設資材

建設コンサルティング事業部

川内 貴夫

株式会社 麻生

橋梁補修設計・点検

　橋梁は1つとして同じものはなく、最適な補修設計案も

それぞれ異なります。それを見極めるには常にレベルアップが

必要です。麻生グループには自分を磨く機会が多くあり、多様な

業種から材料・工法などの新情報を得ることもできます。

88年目
 2015年入社
年目
 2015年入社

教育・人材

学校法人 麻生塾 
麻生情報ビジネス専門学校

南 玲子

教員 キャリアコンサルタント（国家資格）

　麻生塾に入社してからキャリアコンサルタント（国家資格）

を取得。キャリア関係の学内研修を受けることができ、３日間

の外部の勉強会にも参加。社員の資格取得に関するサポート

体制が整っているのも、ここならではの魅力ですね。

1111 年目
 2012年入社
年目
 2012年入社

株式会社麻生情報システム
技術本部 第二技術部 主任

二渡 陽平

教育

システムエンジニア

1111年目
2012年入社
年目
2012年入社

　ICT機器やシステム導入などを通し、地域教育の質の向上

を図るのが私たちの仕事。主任として各人の個性を把握し、

強固なチームワークで取り組むことを心がけています。皆が

一丸となって成果を挙げた時の達成感はひとしおです。

生活・サービス

山下 里奈

麻生芳雄商事株式会社
スーパーASO 大隈店 店長

スーパー店舗運営・管理

　四季を肌で感じる売り場作りの展開、お客様への商品の

良さの伝え方など、今でも勉強、勉強の日々 。それだけに「いつも

ありがとう」と言っていただくと嬉しい！毎日の暮らしを支える

スーパーは、その「いつも」が大事なんです。

2323年目 2000年入社年目
 2000年入社

※年次以外の掲載内容は2021年9月現在のものです。

関係会社に経理課長として出向
新規介護事業の立上げに携わる

　介護を通し人生、生き方、考え方を学び、さらに

家族愛などを知って、成長している手応えが

あります。私の仕事は、誰かの生活になくては

ならない「支える人材」になれる仕事です。

医療・健康

麻生介護サービス株式会社
管理者

松本 翔大

介護福祉士

77年目2016年入社年目
2016年入社

動画はコチラ

　買い物やレジャー、病院。福岡出身で、思い出

の背景には「麻生」がありました。身近な存在を

就職先として意識したのは会社主催の説明会。

経理畑に進みたいと口にすると、社員の方が

「確約はできないけれど」と前置きして「君が強く

望めば叶えてくれる会社だよ」と笑顔で。その言葉と

温かい雰囲気に魅かれました。

　現在は、㈱麻生だけでなくグループ内の会社数

社の経理を担当。経営改善のため経営者に節税

やコスト削減などを提案することもあります。

経理の業務は100％正しい仕事が出来て当たり前。

0.1％の誤差もNGです。当たり前のことを当たり前

にやる。さらにその上でシステムや業務の改善に

挑む。難易度の高いミッションほど、スマートにやり

おおせたときは「今夜は祝杯！」という気分になります。

　入社2年目にグループ内の会社で「企画・営業」

を経験しました。数年後には日本屈指のメガバンクの

東京本店で融資のリアルな現場に立ちました。

違う分野でのゼロスタート。苦労はありましたが

多様な知識と経験、グループ内・社外の幅広い

人脈を得ることができたと感じています。今後は

この財産を生かし、経理のプロとしてはもちろん

ゼネラリストとしても会社に貢献していきたいです。

株式会社 麻生
経理財務本部 経理財務部 課長代理

松尾 秀輝

経理財務

●　麻生教育サービス㈱で企画・営業担当
●　メガバンクの金融関連部署で渉外担当
●　経理をはじめとする業務全般の改善

　「強く望めば叶えてくれる」という言葉が、いつも

大きな支えでした。この会社はあなたの「やりたい

こと」を実現するための機会やきっかけ、そして人

との出会いを提供してくれます。

手掛けた主な仕事

学生へのメッセージ

経理財務部 課長代理に昇進 2020

経理財務部に帰任 2018
メガバンクの東京本店へ
融資に関する経験を積む 2016～
経理財務部に帰任 2013～

麻生教育サービス㈱へ
後に主任に抜擢される2010～

経理財務部配属2009

14

グループ関連会社経営支援

年目
2009年入社
年目
2009年入社14

学生支援グループ 副グループ長に就任 2021
国際交流センター副主任に昇格

3回目の出産により産休・育休を取得
(約10か月間) 2020

2回目の出産により
産休・育休を取得
(約10か月間) 2018

1回目の出産により
産休・育休を取得
(約7か月間)　　  

2015
海外事業部　
留学生センターへ転属2011

学生課へ配属
留学生関連業務担当2009
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さまざまな分野で誠実に取り組む社会貢献活動。
「社会システム変革への貢献」というミッションのために。

地域社会との共生を目指し
収益をあげたら地域のために
活用するという気概 「飯塚国際車いすテニス大会」開催支援 飯塚病院 地域医療サポーター制度

　麻生グループでは、グローバルシティズン（地球

市民）として求められるコミュニケーション力、責任感

と行動力、明るさ・思いやりと多様性への感応力

を身に付けてもらうため、グループの全社員を

対象に希望者を募り、研修を行っています。

　研修の特長は、学びたい意欲があれば、希望

すれば誰でも受講できること（海外研修等、一部の

研修は会社によっては選抜形式）。また、英語を

学んだが、実践で使ってみると思うようには伝わら

ない経験をする社員が多く、それが次の学びへ

のモチベーションにつながっていることに鑑み、

英語を学ぶだけではなく、使う機会を提供。学習

モチベーションを維持・向上するシステムを構築

することで、よい循環が生まれています。さらに、

英語や異文化を学ぶことを目的とした交流機会

が豊富にあることも特長。グループ会社間のみ

ならず、県内の外国人留学生、オックスフォード

大学などの世界トップ校のインターン生と交流

しながら、学ぶ機会を提供しています。

グローバルシティズン
地球を舞台に活躍できる人材づくり

外国人インターン生が職場を訪問し、社員が英語で
仕事の説明を行う出前型の実践機会。留学生や
外国人との交流イベントや勉強会も実施。

交流イベント

TOEIC®対策、オンラインビジネス英会話、英文ライ
ティング講座、発音矯正講座など、年間を通じて
多数実施。2021年度は、10講座を提供。

英語研修

伸びゆくアジアでグローバルビジネスの基礎を
身につける実践型研修。

海外研修

障がい者スポーツ選手雇用センター
シーズアスリート（C’s Athlete）

　シーズアスリート（C’s Athlete）の誕生は2005年。

CはChallenger、何事にも挑戦する者が集える処であり

たいという思いを込めた名称です。アソウ・ヒュー

マニーセンターによって設立された当時、パラスポーツで

スポンサー支援を受けている選手は少なく、公的支援

でさえ十分に行き届いていませんでした。さらに選手は

フルタイム就業の雇用形態では日々 の練習時間の確保

や、合宿・遠征といった長期休暇を取得することが

困難な状況でした。シーズアスリートはパラアスリートの

環境上の課題を解決するために設立されたのです。

　現在、シーズアスリートにはゴールボール、車いす

テニス、車いす陸上などの選手が所属しており、

仕事と競技活動を両立しながら世界の舞台を目指して

います。シーズアスリートの運営と選手達の活動は、

麻生グループはじめ全国の企業や個人の会員の

皆様に支えられています。選手たちは、自ら「良き

社会人」として後進の目標となり、障がい者の方や

障害を持つ子ども達の「自立」への一助になることを

使命として日々挑戦しています。

　第１回大会は1985年、三笠宮寛仁親王殿下の

ご臨席を仰ぎ開催。当初は、資金や人材面で難航

しましたが、ハンディキャップをもった障がい者の社会

復帰と旧産炭地飯塚の活性化に繋がれば、との思い

から麻生セメント社長麻生泰（現（株）麻生会長）が

大会会長（現：特定非営利活動法人九州車いすテニ

ス協会理事長）として旗振り役を担い、飯塚ロータリー

クラブの協力を得て実現しました。現在では飯塚が

世界に誇るスポーツイベントに成長しています。飯塚

国際車いすテニス大会は、資金調達から開催に至る

まで地元企業、市民を中心としたボランティアによって

運営されていることが大きな特色。特に大会期間中は、

地域住民、地元役場、地元企業、児童・学生ら延べ

2,000人以上がボランティアスタッフとして参加。

このような大会運営は「イイヅカ方式」として世界に

広まり、現在では国外の関係者も視察に訪れるほどの

高い評価を得ています。

　麻生グループは、資金面はもとより、さまざなボラン

ティア活動を通じて、毎年の開催・運営の支援を

続けています。

　麻生太吉は、1896年に筑豊の経済を支える金融

機関として嘉穂銀行を誕生させました（後に十七銀行・

筑邦銀行・福岡貯蓄銀行と合併して福岡銀行が

発足）。また、セメント事業に必要なインフラとして1919年

に九州産業鉄道株式会社を創立し、筑豊地域に

路線を拡大しました。現在、その一部の路線は九州

旅客鉄道に引き継がれています。さらに重要なライフ

ラインである電気事業の分野においては、1908年に

嘉穂電灯株式会社を創設、1928年には、後の九州

電力の前身となる九州水力電気株式会社の社長に

就任しています。

　事業活動以外の分野では「炭鉱で働く労働者や

家族を慰労するための娯楽施設をつくろう」と、麻生

太吉の弟、太七の先導で1922年に中座（現在の嘉

穂劇場）を開場。他にも1938年飯塚市への図書館

の寄贈、1939年九州帝国大学理学部創設へ100万

円（当時の金額）寄贈、1940年飯塚市の忠霊塔建設

のための公園用地提供（現在の旌忠公園）など、地

域に貢献するという麻生の思想は、現在に至るまで

数々の支援・協力に脈 と々受け継がれています。

麻生オックスフォード大学院ニューカレッジ奨学金

　オックスフォード大学で学ぶ大学院生を対象に、

麻生グループが原則毎年1人1年間、渡航費・学費・

生活費の支援を行っています。福岡から世界へ

羽ばたこうとする人を応援するため、給付の対象者を

福岡県出身としているのが大きな特徴です。

麻生グローバルイングリッシュ・プログラム

　グローバルシティズン育成の一環として、地域の

子どもたちのために無料の英語学習機会を提供する

「麻生グローバルイングリッシュ・プログラム」では、

子どもたちがネイティブ講師から毎週生きた英語を学習。

海外短期派遣の支援も実施しています。

「NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡」支援

　市民レベルの国際交流事業を、設立当初から

支援。日本と海外の子どもたちの異文化交流を通じ、

国際対応力を高め世界に橋を架けられるグローバル

人材の育成を目指す活動に賛同し、麻生グループの

企業・法人11社が積極的にサポートしています。

　「地域医療サポーター」は筑豊地域が安心して

医療を受けられる地域であり続けるために、①自分の

健康は自分で守る（病気の予防） ②医療機関と上手

に付き合う、という2つの視点で自ら行動し、周囲の

方々にもその知識を伝えてくださる方を「地域医療

サポーター」として飯塚病院が独自に認定する

ユニークな制度。2010年から実施しています。

　地域医療サポーター養成のために、飯塚病院に

おいて2ヶ月に1度（奇数月）１回2時間の「地域医療

サポーター養成講座」を開催。講師は医師をはじめ、

保健師、ソーシャルワーカーなどの飯塚病院スタッフの

ほかに、地域の開業医の先生や消防本部の救急

救命士の方にもご協力いただき、予防医学や病気に

関する知識、あるいは救急時の初期対応などについて

講義を行っています。（講座は2020年3月より休止中）

　これまでに、地域医療のことを真剣に考えてくださる

幅広い年齢層の方 に々ご参加いただいており、2021年

9月現在で1,000名を超える「地域医療サポーター」が

生まれました。サポーターの皆さんは筑豊地域の医療を

市民レベルで支えています。

障がい者支援 地域貢献 グローバルシティズン次世代育成

研修概要
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グ ル ー プ 研 修

NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡地域医療サポーター制度シーズアスリート所属選手飯塚国際車いすテニス大会嘉穂銀行

麻生グローバルイングリッシュ・プログラムシーズアスリート所属選手

※2021年9月現在、海外研修および対面での研修・イベントは休止しています。




