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～三重県の企業はここから探そう！！～

三重県応援キャラクター兎の助（うさのすけ）
Ⓒ PSP / T-e



※中京計は、愛知県、岐阜県の合計
関西計は、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の合計
関東計は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県の合計

（出展：文部科学省 学校基本調査）

三重県の高校卒業後の大学への進学状況について
県内高校卒業生の進学先地域（平成29年度から令和2年度）の割合

（最初に）現状 ～若者の県外流出の状況～
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5７.8％の学生が地元就職したい！
（2022年卒 マイナビ大学生Ｕターン・地元就職に関する調査より）

三重県へのＵターン就職率

３０．９％
（就職支援協定締結大学20校における
令和3年3月卒生）県雇用対策課調べ

地元を離れたものの、約６割が地元で就職したいと思っているが、
実際は、県外進学した大学生の3割程度しか県内企業等に就職

していない！

三重県内2割8割の学生が
県外へ進学



・働くことへの意識の希薄さ
・就職活動への対応がうまくいっていない
・就職先の適切な就業情報を把握できていないこと など
・企業の人材育成方法に課題があるともいわれている。

大卒生の3割が
3年以内で離職！

（最初に）現状 ～離職が多い 定着が進んでいない～

【離職の原因】

・特に３０歳代前半（30～34歳）の就業者の６割強が転職経験あ
り。
・就業形態別では、正社員の３４．５％、非正社員の７６．５％が
転職経験あり。

（「平成30年厚生労働省若年者雇用実態調査」より） ※若年層（15～34歳）を対象（５年ごとに実施）

早期離職は企業にとっても

大きな痛手！
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高校新卒者、大学新卒者の離職率の推移（三重県）

資料出典：三重労働局資料より作成
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「地方には良い働き先が少ない」
「仕事がない」 と、聞いたことがありませんか？？

三重県では・・・

実は、
世界シェアトップレベル、オンリーワン企業、

人を大切にする会社など
地方にもすごい企業がたくさんあります！！

この機会にぜひ三重県の企業を
調べてみてください！！

さて、突然ですが、



Ｗｅｂでは、なんと４２0社が掲載！
【ググッと項目検索】では、

『ワーク・ライフ・バランスに理解がある』 『海外での勤務』
『業界では有名』『残業が少ない』
など興味や関心にあわせて企業探しができます！！ 5

三重県の企業を探そう！ ～みえの企業まるわかりNAVI～

現役学生が県内企業を
直接取材！
企業の魅力や社内の雰囲気
を学生目線でリポート！
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三重県の企業を探そう！ ～「みえ」の仕事マッチングサイト～

主に転職求人を載せているサイトですが、新卒採用情報も随時更新し、掲載しています。
三重県への就職をお考えの際には、ぜひ参考にしてください！

三重県内に事業所を持つ企業2２０社以上の企業概要を掲載しているので、
企業情報の収集にもご活用いただけます。

「みえ」の仕事マッチングサイト
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三重県内のインターンシップ実施情報や
約１８0社の企業概要などを知ることが出来ます！
こちらも企業研究におススメです！！

三重県の企業を探そう！ ～「みえ」のインターンシップ情報サイト～

「みえ」のインターンシップ情報サイト
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三重県の企業を探そう！ ～県が表彰する企業～

みえの働き方改革推進企業

誰もが働きやすい職場環境づくりを目的に、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進や働き方の見直し、次世代育成支援、女性の能力活用など
などに取り組んでいる企業等を募集し、優れた取組を県内に広めるこ
とにより、地域社会全体での「働き方改革」の取組推進を図るため、
「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制度を実施しています。

現在162社が登録、18社を表彰（平成29年度～令和２年度）

みえの働き方改革推進企業 で検索

三重のおもてなし経営企業選

（１）社員の意欲と能力を最大限に引き出し、（２）地域・社会との
関わりを大切にしながら、（３）顧客にとって高付加価値で差別化さ
れた製品やサービスを提供している経営を実践し、過度の価格競争に
陥ることなく、継続的に健全な経営に取り組んでいる企業を表彰して
います。 現在27社を表彰。（平成26年度～令和２年度）

三重のおもてなし経営企業選 で検索
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三重県の企業を探そう！ ～県が表彰する企業～

女性の大活躍推進三重県会議
女性の活躍推進に取り組み、広く女性の活躍推進の機運を醸成し、女性

が活躍できる環境整備を進めることに賛同いただける企業・団体等を募集し
登録しています。また、県内における様々な女性活躍推進の取組を「みえの
輝く女子プロジェクト」として支援しています。

会員企業・団体として現在530社が登録
（令和3年5月31日現在）

女性の大活躍推進三重県会議 で検索

「三重とこわか健康経営カンパニー
（ホワイトみえ）」認定企業

三重県では、従業員の健康づくりに積極的に取
り組み、「誰もが健康的に暮らせる“とこわかの三
重”」の実現に向け、「健康経営」を推進している
企業を「三重とこわか健康経営カンパニー（ホワイ

トみえ）」に認定しています。
※2021年度認定企業191企業

ホワイトみえ で検索



三重県での就職活動について ～おしごと広場みえがお手伝いします～

Job Cafe おしごと広場みえ
「おしごと広場みえ」では、若者への就職支援をワンストップサービスで提供しています。

利用時間 平日9：00～18：00
場所 三重県津市羽所町７００ アスト津３階（JR・近鉄津駅隣接）
お問い合わせ TEL：059-222-3309 メール：u-oshihiro@mie-kinfukukyo.or.jp

サポート内容

１ キャリアカウンセリング
就職活動についての悩み・相談について、
マンツーマンで対応
２ 各種セミナーの開催（対面式、オンライン）
・じぶん発見セミナー（毎月開催）
・ミニ企業説明会（毎月開催）
・模擬面接会
・模擬集団面接
・応募書類の添削＆面接対策
・公務員試験対策 など
３ 企業とのマッチング
最新の求人情報や相談員による職業紹介
（みえ新卒応援ハローワーク）
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7月から、土曜日相談を開始！！
（毎月第3土曜日 11時～17時）
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三重県の企業数（2016年） ※三重県に本社がある企業 【中小企業白書202１ より】

区分 三重県 （参考）全国

企業数
※公務を除く全産業

割合 企業数
※公務を除く全産業

割合

中小企業 51,486 99.8％ 3,578,176 99.7％

うち、
小規模企業

44,188 85.7％ 3,048,390 84.9％

大企業 84 0.2％ 11,157 0.3％

（参考）三重県の企業数

業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

（参考）中小企業の定義 【中小企業庁ホームページより】 ちなみに・・・
お●ぎりせん●いを作っている
企業や、ベ●ースター●ーメン
を作っている企業も、三重県の
企業で中小企業ですよ！


