
新潟Ｕターン情報 CONTENTS

だ
か
ら
私
は
新
潟
を
選
ん
だ

発行：新潟県産業労働観光部労政雇用課
〒950-8570　新潟県新潟市中央区新光町4番地1　TEL.025-280-5270（直通）

大嶋航平さん―グローカルマーケティング株式会社 ／ 西　毬衣さん―株式会社 ナカノアイシステム ／ 山本健志さん―株式会社 銀座

Ｕターンした

02-05 就活の傾向と対策 先輩に聞く編TOPICS

06
Ｕターン就活への
ワンポイントアドバイス
就活学生の実態

07
親子で出来る
Ｕターン就職活動

08
“きらりと光る

”にいがたの企業紹介

10
イベント
情報

09
私が
Uターンを
した理由

YOU
TURN

親と子のための

Ｕ タ ー ン 就 職

サポートマガジン 2017 Dec
vol.03



Ｕターンした

大嶋：グローカルマーケティング㈱の大嶋航平と申し
ます。今年の春に関東の大学を卒業し、入社し
ました。会社では経営支援チームに所属し、経
営プランナーとして働いています。現在は会社
のマーケティングの仕組みを体系化した本の編
集に関わっています。時にはコラムの執筆や発
信も任されています。

西　：㈱ナカノアイシステムの西毬衣と申します。見
附出身で地元の高校を卒業したあと東京の大学
へ進学しました。この春入社し、現在は地理情
報システム（ＧＩＳ）の開発部門に所属してい
ます。ＧＩＳに必要不可欠な情報の整理などが
主な業務です。

山本：㈱銀座の山本健志と申します。私は先のお二人
とは少し違い高校まで地元佐渡にいた後、関東
の大学へ進学し、そのまま関東の企業へ就職し
ました。その後Ｕターンしてふるさと新潟へ帰
り、現在は㈱銀座で店舗運営に携わっていて、
三条・長岡・小千谷・上越など４店舗を統括し
ています。

̶まず自己紹介をお願いします大嶋航平さん

2017年入社

グローカルマーケティング
株式会社

経営支援チーム　プランナー

Kohei  Oshima

大嶋：大学３年の１月くらいから本格的に始めました。
当初は東京での就職活動も考えていました。

西　：私はちょっとゆっくりめにスタートしました。本
来は大学３年の12月にはスタートすべきだったの
に、周りの友人たちも遅くて、大学３年の３月か
らスタートしました。大学の合同企業説明会にも
参加しましたが関東の企業の参加がほとんどでし
た。県内で就職するなら新潟県内での説明会に出
た方が良いというアドバイスをもらい県内で開か
れた合同企業説明会にも出たりしました。

̶就職活動はいつから始めましたか？

西　：大学では地理学を学んだので、それを活かせる
業種を探しました。エントリーシートの書き方
を大学の就職指導課で教えてもらったり、合同
企業説明会に出たりして情報収集と就職活動を
同時にしました。

大嶋：主にＷＥＢサイトです。最初は民間就職情報サー
ビスのＷＥＢサイトでざっと閲覧した後、興味を
持った個別企業のＷＥＢサイトで詳しくその企業
のことを調べました。ネスパスにある新潟県のＵ
ターン情報センター（P.7参照）にも行って、利
用者登録もしました。Ｕターン情報センターでは
希望の職種を登録すると、それに関係する求人情
報が送られてくるサービスがあり、そこで気に
なった企業のＷＥＢサイトを見るなどして新潟県
の企業を研究しました。また、都内で開かれた新
潟県内企業の合同説明会にも参加しました。新潟
県では就職活動に対して交通費や宿泊費を補助し
ていますが、私も利用させてもらいました。面接
や試験のために４回ほど新潟へ帰りましたが、交
通費補助などは助かりました。

̶就職活動や企業に関する情報など
　 　はどう集めましたか？

西　毬衣さん

2017年入社

株式会社 ナカノアイシステム

ＩＣＴセンター

Marie Nishi

山本健志さん

2016年入社

株式会社 銀座

店舗営業部

Takeshi Yamamoto

TOPICS 親子で就職活動について考える

就活 の傾向と対策 先輩に聞く編

今回はＵターン就職をした先輩に様々な角度からお話をお伺いします。

就職活動のこと、Uターンしたきっかけ、仕事のこと、そして新潟での暮らしなど…。

新潟で働くヒントを親子で考えてみましょう。

イマドキ就活の
　　　実態を分析

親子で学ぶ

　新潟県では、県外に在住する学生が新潟県内で就職活動
やインターンシップを行う際に、県外から移動する場合
の交通費及び宿泊費を補助します。

新潟県内での就職活動等にかかる
交通費及び宿泊費を補助！

条
件

●かかった交通費及び宿泊費のうち、1/2に
　相当する金額（上限１万円）
●学生１人につき、年度内に３回まで
●往復でも片道でも申請ＯＫ！

申請にはかかった交通費等の証明（領収書（原本）など）が
必要です。補助対象や申請方法など、詳しくは新潟県の
ホームページへ！

県庁ホームページ内 U・Iターン 交通費補助 検索

̶Ｕターン就職を決めた理由は何ですか?

　初めての方でも安心してインターンシップに参加できる
ように、「新潟インターンシップ2017サポートデスク」が
学生の皆さんをサポートします！

インターンシップでの体験を
通し、新潟県の魅力あふれる
企業を知ってもらう

大嶋：東京での就職は大きいスケールで仕事ができるイ
メージがありますが、新潟では身近な人たちと仕
事ができることにメリットがあります。最後まで
東京か新潟か迷っていましたが、新潟で開かれた
合同企業説明会で今の会社から人と人とのコミュ
ニケーションを扱う職場という説明を受け、コン
サルタントという職業もいいかなと思い、新潟で
のＵターン就職を決めました。就職というと一大
決心と思われがちですが、もうすこし軽い感じで
決めてもいいかなと思います。

西　：最初は私も東京での就職も考えていましたが、
就職活動をするうちに東京で就職するイメージ
は満員電車や家賃の高さなどマイナスイメージ
しかなく新潟での就職の決意を固めました。

山本：私は長男でいずれは実家の両親の面倒を見なけ
ればと思い、Ｕターンしました。佐渡ではあり
ませんが、新潟に住んでいるので、両親に何か
あったときは安心です。新潟はご飯もおいしい
ですし。また、今の会社は社員の勤務時間に配
慮しているところが気に入りました。社風も明
るく、楽しそうだったので決めました。

山本：私はいろいろな職種を見て回りましたし、イン
ターンシップにも積極的に参加しました。大学
の先輩からの紹介もいただき合同企業説明会に
も参加しました。

大嶋：私もいろいろな会社を見たかったので長期でなく、
　　　１～２日の短期のインターンシップを利用しました。

ヒント

ヒント

新潟県内に
事業所がある
企業

約390社

複数社でインターンOK

受入企業

新潟インターンシップ2017

新潟インターンシップ2017 検索

お問い合わせ

専用Webサイトよりお申込みください

TEL 025-211-4457

02 03
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TOPICS Ｕターンした先輩に聞く編

先輩たちが活躍する
新潟の企業はココ！

PICK UP!

大嶋：金銭面でのサポートは有難かったです。それと、
先程Ｕターンは学生にとって一大決心だという
話をしましたが、親にとっても関東に残るか、
自分達の近くで生活するのかは大きな事だと思
います。けれど本人のためにどちらが良いのか、
という姿勢でいてもらえると精神的に安心する
気がします。

西　：母にはよく相談に乗ってもらいました。なかな
か内定が出ないときなど不安になりましたが、
いつも優しく見守ってもらいました。どんな時
も普段通りに接してもらったことが、一番あり
がたかったです。実家で食事をともにするだけ
で落ち着くんですね。

̶就職活動中にはご家族の方から
　 　どのようなサポートがありましたか？

大嶋：新潟県には隠れた良い企業がたくさんあると思
うのに、ＷＥＢサイトだけではなかなかわかり
ません。また、企業の採用情報は継続して流し
てもらいたいですね。一般的には大学４年の６
月から選考・内定というスケジュールで採用活
動が行われますが、採用人数が充足していなく
てもその時期が来ると採用情報を打ち切る企業
が多いように思います。就職活動のスタートを
遅く始めたり、大企業の就職に失敗したりする
学生はそれらのスケジュールの後も就職活動を
しているので企業の採用情報は継続して流して
もらいたいです。また学生にもその辺の事情を
理解してもらい、自分から積極的に新潟の企業
へアプローチしてもらいたいと思います。応募
期間外でも採用する企業もあるかもしれません
から。

̶新潟の企業に要望がありますか？

山本：おすすめした商品をお買い上げ
いただき、リピーターとしてご
来店していただく時です。

大嶋：現在中小企業のコンサルタン
トをしていますが、高校まで
過ごした長岡の町で「こんな場所にこんな優れ
た企業があるのか」と新たな発見をする日々に
嬉しさを感じます。

西　：仕事が分かるようになったところと、仕事の幅
が広がったところです。

̶仕事のやりがいはどんなところに
　 　ありますか？

山本：地元の友人と遊びに行ったりしています。
大嶋：趣味である絵を描いたりしています。時には友

人と東京のイベントに参加したりもします。新
潟にいても東京は近いですからね。

西　：地元の友人と会ったり、家でゆっくり過ごした
りしています。

̶休日はどう過ごしていますか？

山本：当社の目標は100店舗で100億円の会社となる
ことです。私もその一翼を担える働きをしたい
と思います。

大嶋：自分が生まれ住んだこの地域の良さ、企業の良
さを発見し、その魅力を発信していきたいと思
います。

西　：結婚しても、子供が生まれても長くこの仕事を
続けたいと思います。

̶将来の夢をお聞かせください

山本：“自分にとって何が大切か”を考えて、仕事や会
社選びをすると良いと思います。私にとっては
大切なものは家族だったので、新潟へＵターン
する道を選びました。

大嶋：私と同じように、東京で働くか、地方で働くか
迷う人も多いと思います。全国的なサービスや
職種の幅広さなど、都会の仕事が持つ「スケー
ルの大きさ」は確かに魅力です。しかし、何気
ない街角に隠れたいくつもの素敵な企業やお店、
そしてそこで働く人々との出会いがあるという、
地方の仕事の「緻密さ」にも魅力を感じてもら
えたら良いなと思います。

西　：最後は周りに流されずに自分で決めてもらいた
いですね。Ｕターンの良さは地元民、友達の温
かさですね。

̶最後にＵターン就職を目指す
　　 後輩にメッセージを

８月以降も採用活動をしている
新潟県内企業がわかるサイト！

　「シューカツアシストにいがた」は、2018年3月卒業予
定の大学生・大学院生・短大生・専門学校生等を対象とした、
新潟県内での就職活動をサポートするサービスです。希望
する職種や勤務地域にマッチした県内企業の求人情報を週
１回メールでお知らせしたり、求人情報掲載企業へのエン
トリー、説明会の予約ができます。キャリア・カウンセラー
への相談も随時ＯＫ！事前予約で書類添削や面接練習も受
け付けます。

今、採用活動をしている企業だけが掲載され
ている「使える」サイトです。

登録・詳細はこちらから！

http://www.niigata-shukatsu.jp/
0800-800-6711

事業委託先／株式会社 広報しえん

※掲載企業は登録なしでも閲覧できます！

グローカルマーケティング株式会社
〒940-0871　新潟県長岡市北陽1丁目53番地53

 TEL 0258-25-6610　https://glocal-marketing.jp/

経営コンサルタント業

会社概要
　「地域創造カンパニーとして在り続ける」
を理念とし、中小企業様の売上アップへ導く
ため、マーケティングを通じたご支援（コン
サルティング、セミナー研修講師、セミナー
運営、マーケティングリサーチ、Ｗebサイト
作成・活用、チラシ作成等）を主に行ってい
ます。また、「新潟の子育てをもっと楽しく
もっと笑顔に」をモットーに、子育て家庭の
ための「トキっ子くらぶ」を運営しています。

採用担当者よりメッセージ（代表取締役　今井進太郎さん）
　カンパニーとはラテン語で「共にパンを食べる仲間」という意味が
あるそうです。グローカルマーケティングの社員は、地域創造の志を
共にする同志であり家族です。 「グローカルマーケティング」という
フィールドで、あなた自身の幸福を実現するとともに、あなたの愛す
る地域をあなたの手で創造し、あなたの手で豊かにしてください。

グローバルな視野を持ちつつ、地域に密着した商品やサービスを提供します

株式会社 ナカノアイシステム
〒950-0951　新潟県新潟市中央区鳥屋野432番地
TEL 025-284-2100　http://www.nais21.co.jp/

会社概要
　新潟市に本社のある地理空間情
報（測量、地理情報システム等）
を扱う会社です。顧客の大半は官
公庁で、業界の中では県内トップ
クラス。東京の大手上場企業にま
けない最新の技術を扱っており、
「イノベーション」、「チャレンジ」、
「コミュニケーション」を大事に
する企業です。

採用担当者よりメッセージ（総務部 部長　長崎　清さん）
　当社は時代に先駆けて地上測量から、航空測量、そして地理情報シス
テムへと事業を変化させてきました。そんなチャレンジする社風にふさ
わしい飽くなき探求心と向上心を持ち業務に取り組むことができる人、
誠実な人柄でお客様の信頼を得ることができる人を募集いたします。

地理空間情報業
地理空間情報の分野のトップランナー

株式会社 銀座
〒950-0871　新潟県新潟市東区山木戸4丁目13-12
TEL025-274-0540　http://www.ginza-net.jp/

衣料品販売業

会社概要
　当社は新潟県新潟市東区に本社
を置く作業用品の専門店です。現
在新潟、長野県で13店舗を展開し
ております。小売業で働く人に光
を 当 て た い、こ の 志 の も と、
2035年には売上100億円企業とな
ることを目指しています。 

採用担当者よりメッセージ（常務取締役　渡邉隆男さん）
　社名の“銀座”の由来は、先代社長が“将来は東京の銀座に出店する”
との意気込みを込め名づけました。小売業というととかく長時間労働
というイメージがありますが、当社は早朝営業をやめワンシフト制を
導入するなど、社員の働きやすさを大切にしています。小売業はおも
しろい、と感じてくれる人と働きたいです。

がんばる人を応援する会社

ヒント

04 05



TOPICS Ｕターンした先輩に聞く編

先輩たちが活躍する
新潟の企業はココ！

PICK UP!

大嶋：金銭面でのサポートは有難かったです。それと、
先程Ｕターンは学生にとって一大決心だという
話をしましたが、親にとっても関東に残るか、
自分達の近くで生活するのかは大きな事だと思
います。けれど本人のためにどちらが良いのか、
という姿勢でいてもらえると精神的に安心する
気がします。

西　：母にはよく相談に乗ってもらいました。なかな
か内定が出ないときなど不安になりましたが、
いつも優しく見守ってもらいました。どんな時
も普段通りに接してもらったことが、一番あり
がたかったです。実家で食事をともにするだけ
で落ち着くんですね。

̶就職活動中にはご家族の方から
　 　どのようなサポートがありましたか？

大嶋：新潟県には隠れた良い企業がたくさんあると思
うのに、ＷＥＢサイトだけではなかなかわかり
ません。また、企業の採用情報は継続して流し
てもらいたいですね。一般的には大学４年の６
月から選考・内定というスケジュールで採用活
動が行われますが、採用人数が充足していなく
てもその時期が来ると採用情報を打ち切る企業
が多いように思います。就職活動のスタートを
遅く始めたり、大企業の就職に失敗したりする
学生はそれらのスケジュールの後も就職活動を
しているので企業の採用情報は継続して流して
もらいたいです。また学生にもその辺の事情を
理解してもらい、自分から積極的に新潟の企業
へアプローチしてもらいたいと思います。応募
期間外でも採用する企業もあるかもしれません
から。

̶新潟の企業に要望がありますか？

山本：おすすめした商品をお買い上げ
いただき、リピーターとしてご
来店していただく時です。

大嶋：現在中小企業のコンサルタン
トをしていますが、高校まで
過ごした長岡の町で「こんな場所にこんな優れ
た企業があるのか」と新たな発見をする日々に
嬉しさを感じます。

西　：仕事が分かるようになったところと、仕事の幅
が広がったところです。

̶仕事のやりがいはどんなところに
　 　ありますか？

山本：地元の友人と遊びに行ったりしています。
大嶋：趣味である絵を描いたりしています。時には友

人と東京のイベントに参加したりもします。新
潟にいても東京は近いですからね。

西　：地元の友人と会ったり、家でゆっくり過ごした
りしています。

̶休日はどう過ごしていますか？

山本：当社の目標は100店舗で100億円の会社となる
ことです。私もその一翼を担える働きをしたい
と思います。

大嶋：自分が生まれ住んだこの地域の良さ、企業の良
さを発見し、その魅力を発信していきたいと思
います。

西　：結婚しても、子供が生まれても長くこの仕事を
続けたいと思います。

̶将来の夢をお聞かせください

山本：“自分にとって何が大切か”を考えて、仕事や会
社選びをすると良いと思います。私にとっては
大切なものは家族だったので、新潟へＵターン
する道を選びました。

大嶋：私と同じように、東京で働くか、地方で働くか
迷う人も多いと思います。全国的なサービスや
職種の幅広さなど、都会の仕事が持つ「スケー
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ない街角に隠れたいくつもの素敵な企業やお店、
そしてそこで働く人々との出会いがあるという、
地方の仕事の「緻密さ」にも魅力を感じてもら
えたら良いなと思います。

西　：最後は周りに流されずに自分で決めてもらいた
いですね。Ｕターンの良さは地元民、友達の温
かさですね。

̶最後にＵターン就職を目指す
　　 後輩にメッセージを

８月以降も採用活動をしている
新潟県内企業がわかるサイト！
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ている「使える」サイトです。

登録・詳細はこちらから！

http://www.niigata-shukatsu.jp/
0800-800-6711

事業委託先／株式会社 広報しえん

※掲載企業は登録なしでも閲覧できます！
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TEL.03-5771-7713
東京都渋谷区神宮前4-11-7
OPEN／10：30～18：30

（火曜日・祝休日・年末年始を除く）

にいがたUターン情報センター
（表参道・新潟館ネスパス2階）

にいがたUターン情報センターの
ホームページが役立つ！

Ｕターン就職活動親子で出来る
01Lesson

1 2 3

4

調べる

にいがたUターン情報センターを利用しよう

新潟できっと見つかる、
自分らしさ

http://www.niigata-uturn.jp/

02Lesson イベントに参加してみよう

2

1

1

2

にいがたUターン情報センター 検索

How to study

Check

Check

　新潟の就職事情を熟知した専門スタッフが、就職活動の進め方から履歴書・エント
リーシートの書き方、面接対策などＵターン就職をサポートします。
　県内ハローワークの最新求人の中からご希望の条件に沿った求人情報も提供しま
す。お気軽に何でもご相談ください。

新潟県へのUターンをお考えの学生の方へ
にいがたUターン情報センターが皆さんの
Uターン就職を全力でサポートします！

就職活動はそれを行う学生はもちろんのこと、それを応援する保護者にとっても一大事業。
特に現在の就職活動は、保護者世代のものとはその手順、内容、スケジュールなどがかなり異なり、

やるべきことは多岐にわたり、保護者世代の頃より大変です。そこで効果的な接し方を、
就活学生へのアンケートから読み解いてみましょう。保護者が就活学生の最大の応援者となるように…。

　就活費用のうち最も多くを占める「交通費」で、全国平均
は66,170円。特に会社が遠方にある場合や２次面接以降
や最終選考に進む場合など更に膨らむ場合もあります。
　一方、就職活動費用の出どころを尋ねると、「全額自分
で工面した」は39.6％と4割弱で、「保護者に出しても
らった（返済しない）」が半数近くに上ります（48.6％）。
保護者の負担額は平均89,699円。平均14万円を超える
金額は学生が数カ月間に使う額としては高額であり、す
べて自分で工面するのは難しく、Ｕターンを目指す学生
にとって経済的支援は大切です。

　離れた場所にいるお子様に対してはついつい感情的になりやすいものです。電話やメールのやり取りだからこそ、「励ま
し・いやし・心の支え」となるような大人の態度が大切です。また、Uターンを目指す就職活動は交通費などの出費がかさ
むもの。金銭的なバックアップも惜しみなく。そしてたまに、帰省した時には「普段通りの態度」で、お子様の好物の「食事」な
どで迎え、家族みんなでUターン就活をバックアップしましょう。

　新潟県や地元のハローワーク、民間の就職情報会社などが主催する、合同企業説明会や相談会、セミナーは、新潟の企業を知ったり、就活の情報
を得るのに絶好の機会。ぜひ気軽に参加してみよう。

　「にいがたUターン情報センター」のホームペー
ジや、民間の就職情報会社などの就職サイト、
大学のキャリアセンター、新聞などで、情報を
調べましょう！

　参加企業が
分かれば下調
べをしていく
とより深い質問もでき
ます。「新潟企業情報
ナビ」（P.10）や「企業の
ホームページ」で下調
べしましょう。

　服装はスーツなどリクルート
の格好で！企業の採用担当者に
会うこともあるのできっちりし
た格好が好印象です！

申込みをする
早めに予約
しましょう！

参加する

イベントに参加する際に気をつけたいこと
下調べは

　あらかじめ質問を
考えておくと、すぐ
質問できます。積極
的な印象も与えられ
ます。会社説明会で
は、面接や採用試験、
受験申込みの日程ま
で確認しましょう！

質問は
　まず、どのような仕事
に就きたいのか、自分の軸を早
めに持っておくことが大切です。
　企業の担当者に会うので若者
らしいハツラツとした態度で明
るく、積極的な印象を与えるよ
うにしましょう！当然担当者の
話はメモを取りましょう。

当日は

　企業訪問したい、
もっと詳しく話を聞
きたいときは、担当
者に電話するのも良
いでしょう。資料請
求も可能です。

本当に気になったら
電話もOK

　忘れないうちにノートにま
とめ、他社の情報と比較でき
るようにしましょう。自分な
りのフォーマットをあらかじ
め作っておく
と便利です。

会社説明会で得た情報は
その日のうちに要約しよう！

保護者に伝えたい 就活学生の実態
Ｕターン就活へのワンポイントアドバイス

保 護 者 にこうしてもらいたい

お金がかかる

励まし・いやし・
心の支え・聞き役に
なってくれた

１位

＊株式会社リクルートキャリア　就職みらい研究所「保護者のための就活講座」より引用

＊日経キャリタス就活2018　学生モニター調査結果
　（2017年10月発行）より引用

大人・保護者・
社会人としての
アドバイスをくれた

　一番は、「励ましやいやしを与えてくれた」
「心の支えになってくれた」「聞き役となって
くれた」などです。ただ、行き過ぎた干渉は
かえってお子さんの反発を招いてしまうも
の。「適度な距離を保つ」ことが大切です。

　保護者という立場からの協力もそうです
が、「社会や企業を知る先輩」としてのア
ドバイスが役に立つようです。中でも、「業
界研究」「企業研究」など社会人としての
コメントを歓迎しています。

個性を尊重・
自分に一任・
自分の活動を
肯定してくれた
　「個性を尊重してくれた」「自分に一任し
てくれた」「活動を肯定してくれた」などで
す。つまり、「やりたいようにやらせてくれ
た」ことがありがたいようです。

普段と同じ態度・
見守り役に
徹してくれた

金銭的・物質的な
支援を
してくれた

　「気遣いを見せずに、そっと
見守ってくれた」といった保
護者の態度が大切です。就活
が大変なことは、その最中に
いる就活学生が一番感じてい
ることです。保護者の協力は
ありがたいものの、あまりに
干渉が過ぎるとプレッシャー
を感じる人も多いようです。

　金銭面での内容を挙げると
「交通費」が最も多く、他には「宿
泊費」や「遠方への旅費」など
が目立ちました。一方、物質的
な援助では「スーツ」が最も多
く、コメントの中には、「就活
中はアルバイトができないの
で、とても助かった」という感
謝の言葉もありました。

就職活動の協力・
企業紹介を
してくれた

食事面・
生活面などでの
支援をしてくれた

　「就職活動の協力」は「自己
分析」「エントリーシート作成」
「面接の準備」などへの社会人
としてのアドバイスのほかに
も「志望企業の情報」や「地
元企業の評判」を集め、「ビジ
ネスマナー」「メールマナー」
「就職活動の進め方」を教える
などさまざまです。

　「食事面」や「生活面」など
の支援は、保護者ならではの
きめ細かなサ
ポートです。

リクルートスーツ代
（シャツ、靴などを含む）
38,548円

交通費
66,170円

その他諸経費（通信費など）　4,200円

有料講座受講費　　　　　　6,370円

備品代（カバン、パソコン、手帳など）
　　　　　　　　　　　　 11,830円

2018年卒者　合計：143,943円

資料費（新聞、書籍など）　　 8,060円

宿泊費　　　　　　　　　　8,765円

４位 ５位 ６位 ７位

２位 ３位

大丈夫よ
がんばって

ごはんよ〜

は〜い

いって
らっしゃい

その
会社には…

〇〇会社の
業種は…

〇〇会社に
行きたい

就職活動の費用（平均）

特徴１ 専門スタッフがUターン就職をトータルサポート！！

　Uターン関連のイベント情報や県内企業のパンフレット等、就職活動に役立つ資料
を取りそろえています。ハローワークの求人検索端末を設置していますので、ご自身
でも県内の最新の求人情報をチェックできます！

特徴２ 新潟の就職情報を提供！！

　併設の「にいがた移住支援デスク・ココスムにいがた」では新潟県内の各市町村が
行っているイベント情報、不動産団体からの住宅情報など、新潟の暮らしに関する
様々な情報を提供しています。

特徴３ 暮らしに関する相談窓口を併設！！

特徴４ 土日も開館、場所は交通至便なネスパス２階です！！

「お知らせ」…県内外で行われる最新の就職関係の
イベント情報が随時更新されています。

「バナー」…新潟の企業情報やUターンの情報など、
特に注目してほしいHPを紹介しています。

情報源には毎日
目を通しましょう！

県内企業の採用担当者と会えるイベント 詳しくはイベント情報（P.10）をチェック!!にいがた交流会 IN TOKYO

ネスパスの１階では、新潟産の食品・物品も販売しています。

保護者の方もチェックCheck
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TEL.03-5771-7713
東京都渋谷区神宮前4-11-7
OPEN／10：30～18：30

（火曜日・祝休日・年末年始を除く）

にいがたUターン情報センター
（表参道・新潟館ネスパス2階）

にいがたUターン情報センターの
ホームページが役立つ！

Ｕターン就職活動親子で出来る
01Lesson

1 2 3

4

調べる

にいがたUターン情報センターを利用しよう

新潟できっと見つかる、
自分らしさ

http://www.niigata-uturn.jp/

02Lesson イベントに参加してみよう

2

1

1

2

にいがたUターン情報センター 検索

How to study

Check

Check

　新潟の就職事情を熟知した専門スタッフが、就職活動の進め方から履歴書・エント
リーシートの書き方、面接対策などＵターン就職をサポートします。
　県内ハローワークの最新求人の中からご希望の条件に沿った求人情報も提供しま
す。お気軽に何でもご相談ください。

新潟県へのUターンをお考えの学生の方へ
にいがたUターン情報センターが皆さんの
Uターン就職を全力でサポートします！

就職活動はそれを行う学生はもちろんのこと、それを応援する保護者にとっても一大事業。
特に現在の就職活動は、保護者世代のものとはその手順、内容、スケジュールなどがかなり異なり、

やるべきことは多岐にわたり、保護者世代の頃より大変です。そこで効果的な接し方を、
就活学生へのアンケートから読み解いてみましょう。保護者が就活学生の最大の応援者となるように…。

　就活費用のうち最も多くを占める「交通費」で、全国平均
は66,170円。特に会社が遠方にある場合や２次面接以降
や最終選考に進む場合など更に膨らむ場合もあります。
　一方、就職活動費用の出どころを尋ねると、「全額自分
で工面した」は39.6％と4割弱で、「保護者に出しても
らった（返済しない）」が半数近くに上ります（48.6％）。
保護者の負担額は平均89,699円。平均14万円を超える
金額は学生が数カ月間に使う額としては高額であり、す
べて自分で工面するのは難しく、Ｕターンを目指す学生
にとって経済的支援は大切です。

　離れた場所にいるお子様に対してはついつい感情的になりやすいものです。電話やメールのやり取りだからこそ、「励ま
し・いやし・心の支え」となるような大人の態度が大切です。また、Uターンを目指す就職活動は交通費などの出費がかさ
むもの。金銭的なバックアップも惜しみなく。そしてたまに、帰省した時には「普段通りの態度」で、お子様の好物の「食事」な
どで迎え、家族みんなでUターン就活をバックアップしましょう。

　新潟県や地元のハローワーク、民間の就職情報会社などが主催する、合同企業説明会や相談会、セミナーは、新潟の企業を知ったり、就活の情報
を得るのに絶好の機会。ぜひ気軽に参加してみよう。

　「にいがたUターン情報センター」のホームペー
ジや、民間の就職情報会社などの就職サイト、
大学のキャリアセンター、新聞などで、情報を
調べましょう！

　参加企業が
分かれば下調
べをしていく
とより深い質問もでき
ます。「新潟企業情報
ナビ」（P.10）や「企業の
ホームページ」で下調
べしましょう。

　服装はスーツなどリクルート
の格好で！企業の採用担当者に
会うこともあるのできっちりし
た格好が好印象です！

申込みをする
早めに予約
しましょう！

参加する

イベントに参加する際に気をつけたいこと
下調べは

　あらかじめ質問を
考えておくと、すぐ
質問できます。積極
的な印象も与えられ
ます。会社説明会で
は、面接や採用試験、
受験申込みの日程ま
で確認しましょう！

質問は
　まず、どのような仕事
に就きたいのか、自分の軸を早
めに持っておくことが大切です。
　企業の担当者に会うので若者
らしいハツラツとした態度で明
るく、積極的な印象を与えるよ
うにしましょう！当然担当者の
話はメモを取りましょう。

当日は

　企業訪問したい、
もっと詳しく話を聞
きたいときは、担当
者に電話するのも良
いでしょう。資料請
求も可能です。

本当に気になったら
電話もOK

　忘れないうちにノートにま
とめ、他社の情報と比較でき
るようにしましょう。自分な
りのフォーマットをあらかじ
め作っておく
と便利です。

会社説明会で得た情報は
その日のうちに要約しよう！

保護者に伝えたい 就活学生の実態
Ｕターン就活へのワンポイントアドバイス

保 護 者 にこうしてもらいたい

お金がかかる

励まし・いやし・
心の支え・聞き役に
なってくれた

１位

＊株式会社リクルートキャリア　就職みらい研究所「保護者のための就活講座」より引用

＊日経キャリタス就活2018　学生モニター調査結果
　（2017年10月発行）より引用

大人・保護者・
社会人としての
アドバイスをくれた

　一番は、「励ましやいやしを与えてくれた」
「心の支えになってくれた」「聞き役となって
くれた」などです。ただ、行き過ぎた干渉は
かえってお子さんの反発を招いてしまうも
の。「適度な距離を保つ」ことが大切です。

　保護者という立場からの協力もそうです
が、「社会や企業を知る先輩」としてのア
ドバイスが役に立つようです。中でも、「業
界研究」「企業研究」など社会人としての
コメントを歓迎しています。

個性を尊重・
自分に一任・
自分の活動を
肯定してくれた
　「個性を尊重してくれた」「自分に一任し
てくれた」「活動を肯定してくれた」などで
す。つまり、「やりたいようにやらせてくれ
た」ことがありがたいようです。

普段と同じ態度・
見守り役に
徹してくれた

金銭的・物質的な
支援を
してくれた

　「気遣いを見せずに、そっと
見守ってくれた」といった保
護者の態度が大切です。就活
が大変なことは、その最中に
いる就活学生が一番感じてい
ることです。保護者の協力は
ありがたいものの、あまりに
干渉が過ぎるとプレッシャー
を感じる人も多いようです。

　金銭面での内容を挙げると
「交通費」が最も多く、他には「宿
泊費」や「遠方への旅費」など
が目立ちました。一方、物質的
な援助では「スーツ」が最も多
く、コメントの中には、「就活
中はアルバイトができないの
で、とても助かった」という感
謝の言葉もありました。

就職活動の協力・
企業紹介を
してくれた

食事面・
生活面などでの
支援をしてくれた

　「就職活動の協力」は「自己
分析」「エントリーシート作成」
「面接の準備」などへの社会人
としてのアドバイスのほかに
も「志望企業の情報」や「地
元企業の評判」を集め、「ビジ
ネスマナー」「メールマナー」
「就職活動の進め方」を教える
などさまざまです。

　「食事面」や「生活面」など
の支援は、保護者ならではの
きめ細かなサ
ポートです。

リクルートスーツ代
（シャツ、靴などを含む）
38,548円

交通費
66,170円

その他諸経費（通信費など）　4,200円

有料講座受講費　　　　　　6,370円

備品代（カバン、パソコン、手帳など）
　　　　　　　　　　　　 11,830円

2018年卒者　合計：143,943円

資料費（新聞、書籍など）　　 8,060円

宿泊費　　　　　　　　　　8,765円

４位 ５位 ６位 ７位

２位 ３位

大丈夫よ
がんばって

ごはんよ〜

は〜い

いって
らっしゃい

その
会社には…

〇〇会社の
業種は…

〇〇会社に
行きたい

就職活動の費用（平均）

特徴１ 専門スタッフがUターン就職をトータルサポート！！

　Uターン関連のイベント情報や県内企業のパンフレット等、就職活動に役立つ資料
を取りそろえています。ハローワークの求人検索端末を設置していますので、ご自身
でも県内の最新の求人情報をチェックできます！

特徴２ 新潟の就職情報を提供！！

　併設の「にいがた移住支援デスク・ココスムにいがた」では新潟県内の各市町村が
行っているイベント情報、不動産団体からの住宅情報など、新潟の暮らしに関する
様々な情報を提供しています。

特徴３ 暮らしに関する相談窓口を併設！！

特徴４ 土日も開館、場所は交通至便なネスパス２階です！！

「お知らせ」…県内外で行われる最新の就職関係の
イベント情報が随時更新されています。

「バナー」…新潟の企業情報やUターンの情報など、
特に注目してほしいHPを紹介しています。

情報源には毎日
目を通しましょう！

県内企業の採用担当者と会えるイベント 詳しくはイベント情報（P.10）をチェック!!にいがた交流会 IN TOKYO

ネスパスの１階では、新潟産の食品・物品も販売しています。

保護者の方もチェックCheck
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きらりと光る  にいがたの企業紹介
印刷業

〒959-2415
新潟県新発田市住田97 
TEL 0254-39-6000
http://www.shoei-p.jp/

会社概要

昭栄印刷株式会社

　昭栄印刷は販促企画・出版・拠
点設立支援を網羅した、アジア全
域をカバーするグローバルな印刷
会社です。ベトナムと中国に拠点
を構え、国内大手一流企業との取
引が中心で、出版会社もグループ
内にあり多彩な仕事に関わること
ができます。

アジア全域をカバーするグローバルな印刷会社

〒957-0106
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟5322-26
TEL 025-278-1551
http://www.proteng.co.jp/

製造業

会社概要

株式会社 プロテックエンジニアリング
　地震や豪雨が多い日本では、土砂崩れや落石、雪崩の
被害が絶えません。 
　当社は、崩壊土砂・落石・雪崩などの斜面災害の防災
製品を開発し、それら製品を提案して、設置している製
品開発メーカーです。

斜面災害など自然災害対策製品の開発メーカー

採用担当者よりメッセージ（営業管理部 営業管理課　秋元利之さん）
　昨今、日本は自然災害が後を絶ちません。当社は自然災害対策製品の開発メーカー
です。自然災害から人の命・人の暮らしを守る社会貢献度が非常に高い仕事となり
ます。自分の仕事に誇りを持ちたい方、やりがいを感じたい方は是非、ご応募下さい。

〒940-8521
新潟県長岡市南町２丁目４番４号
TEL 0258-35-5511
http://www.ohishigumi.co.jp/

総合建設業

会社概要

株式会社 大石組
　昭和13年創業以来中越地域を中心に、土木・建築な
ど建設業全般に亘り、施工しています。発注者様、官庁
等からの信頼も厚く着実に実績を伸ばし近年では埋蔵文
化財発掘調査支援業務も行い、地域に貢献しています。

インターンシップを積極的に取り入れている会社です

採用担当者よりメッセージ（常務取締役　大石慶太郎さん）
　当社が求める人材は、明るく、元気で、コミュニケーション能力がある方です。
学部学科、経験などは不問です。入社した若手の社員からは“地元密着の企業姿
勢に共感した”“地域に貢献したい”などの嬉しい声が聞かれます。インターンシッ
プも積極的に取り組んでいるので、ぜひ一度参加してみてください。

〒952-0302
新潟県佐渡市竹田365番地2
TEL 0259-55-2034 
http://www.seidentechno.co.jp/

製造業

会社概要

セイデンテクノ株式会社
　1973年に巻線抵抗器の専門工場として創業しました。
今では佐渡に3工場、東京と新潟に営業所を設置し、全
国の仕事をしています。電気製品に不可欠な抵抗器を作
り、JAXA（宇宙航空研究開発機構）のロケットや人工
衛星等にも使用されています。

新しい市場や製品を作る醍醐味が味わえる職場

採用担当者よりメッセージ（常務取締役　末武一也さん）
　当社の強みは、製品設計から製造ライン制作・製造・性能評価まで社内で一貫
できることです。主要顧客はJAXAをはじめ大手一流企業ですのでレベルの高い
仕事ができ新しい市場や製品を作る醍醐味が味わえる職場です。

〒949-8556
新潟県十日町市珠川
TEL 025-758-4888
http://www.belnatio.com/

宿泊業

株式会社 当間高原リゾート
美しい自然の中で、幅広い業務が体験できる

会社概要
　510ヘクタールという東京ドーム109個分もの敷地内で
リゾートホテル・ゴルフ場・結婚式場や会議施設などを運営
しています。その愛称“ベルナティオ”はイタリア語のBel 
Paese Natio＝「美しきふるさと」から名付けられ、お客さま
のふるさととなるような快適なサービスを提供しています。

社長よりメッセージ（代表取締役社長　真保敏一さん）
　当社の経営理念は“人を活かし、お客さまに感動をお届けし、地域とともに発
展する”です。お客さまにサービスすることが自分の成長につながる、やりがい
のある職場です。自覚を持って行動し、お客さまの問題を自分のものとして受
け止め、チームプレーで取り組むことができる人材を求めています。

社長よりメッセージ
　当社は女性が働きやすい職場だと思います。それは
女性社員の割合は45%で、営業部長も女性であること
からもわかると思います。そのため育休はもちろん、
特別有給休暇取得など家庭と仕事を両立する仕組みが
たくさんあります。行動力のある人材を求めます。

県内企業を知ろう
Let's know

―Uターンしたきっかけを教えてください
　地元の高校を卒業した後、山梨の大学に進学しま
したがもともと地元に戻ってこようと思っていたん
です。人混みが苦手で、時間に追われるような暮らし
はしたくないと思っていたからです。

―なぜ当間高原リゾートさんに入社しようと
　　思ったのですか？
　学生時代４年間結婚式場のアルバイトをしていました。そのうちに接客業に興味
を持ち、小さいころ利用したこともあるこの会社を受けようと思いました。面接の時
のスタッフの方の笑顔や対応、会社全体の雰囲気の良さで入社を決めました。

時間に追われるような暮らしはしたくない山梨からUターン プライベートな時間も楽しみたい新潟市→新発田市

総支配人室長　庭野竜也さん

だから私は
新潟を選んだ

Company Data

私がUターン をした理由 仕事編
work

インタビューの詳細はWEBで掲載しています。　http://www.niigata-uturn.net/

代表取締役社長
坂井雅之さん

染色及び加工業
〒959-1834 
新潟県五泉市木越1600番地 
TEL 0250-42-5101
http://www.niigatasenko.co.jp/

会社概要

新潟染工株式会社

　一般企業のユニフォームやスポーツ衣
料などの織物・ニット生地の染色整理及
びプリント加工を行っています。特に特
殊撥水加工技術はロンドンやリオオリン
ピックの水泳競技に使用された水着や吸
水速乾技術を生かした卓球選手のユニ
フォームなど当社のオンリーワンの技術
は世界で活躍しています。

オリンピックを支えるオンリーワンの染色・加工技術

社長よりメッセージ
　豊富な伏流水を利用して染色とプリント加工を
行っています。当社の染色と加工の技術はオリン
ピックの舞台で使用されるなど世界の衣料を支え
ています。文系・理系に関係なくものづくりに興
味がある学生に来てもらいたいと思います。

代表取締役
金塚紀之さん

〒940-8622
新潟県長岡市呉服町１丁目４番地５
TEL 0258-32-2358
https://www.echigoseika.co.jp/

食品製造業

会社概要

越後製菓株式会社
　お餅・米菓・無菌包装米飯・生めん・惣菜類の製造と販売を行っ
ています。昔からある郷土の食品をお客様から更に喜んでいただけ
るものにするための新しい技術の開発と実用化には定評がありま
す。食品製造を通じて地域・社会のお役に立ちたいと考えています。

高い技術力と進取の精神で食品の未来をひらく

採用担当者よりメッセージ（総務人部取締役部長　本間恵次さん）
　当社は、他社との競合を避けられる独自商品の開発に力を注いでいます。そのために必要な製造機械・設備も自社
で開発しています。また、社訓「安心して食べられる食品を作ること」を具現化するため不要な添加物（防腐剤・保存料）
に替わる、高圧を利用した保存技術を開発し、この技術を使用して開発した商品を製造販売しています。進取の精神
に溢れた当社で、仕事をとおして共に学び時代の変化に対応して、会社と一緒に進化・成長を目指していきませんか。

〒944-0101
新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地６
TEL 0255-78-4700
http://www.polatechno.co.jp/

製造業

会社概要

株式会社 ポラテクノ
　液晶表示やプロジェクターなど、ポラテクノグループは
光をコントロールする偏光フィルム他の部材を提供し、皆
様の生活の様々なシーンで活用いただいております。光制
御ビジネスで世界に貢献するとともにオンリーワン企業
を目指しています。

光制御ビジネスで世界に貢献

人事担当者よりメッセージ（総務部課長　天野寛司さん）
　当社は国内外で注目される独自の高度な技術をベースに、グローバルな事業展
開を行っております。また、柔軟で風通しの良い社風から幅広い視野と自由な感
性でどんどんチャレンジできる環境が整っています。

〒959-1114
新潟県三条市高安寺1332
TEL 0256-45-6111
http://www.suwada.co.jp/

家庭用・盆栽用刃物製造業

会社概要

株式会社 諏訪田製作所
　金物の町「三条」で大正15年日本古来の針金切「喰切」
を製造したのが始まりです。 以来、品質と切れ味に対して
妥協を許さない姿勢は変わらず、「SUWADA」は今や世界
ブランドです。原材料の鍛えから仕上がった製品まで一
貫して自社でまかない、そのすべてがハンドメイドです。

“SUWADA”ブランドをともに作りましょう！

採用担当者よりメッセージ（製造部　刈谷憲彦さん）
　“職人たちの想い、気概をみなさんにも見て、感じていただきたい”と当社では、
「OPEN FACTORY」として、工場を常に公開しています。ですので、当社に興味を持た
れた方はいつでも職人の働く様子を見学できます。私の働く様子もご覧いただけますよ。

〒943-0316　新潟県上越市三和区井ノ口1718番地４ 
TEL 025-532-2713
http://www.joetsu-atago.or.jp/

総合福祉サービス

社会福祉法人 上越あたご福祉会
ご利用者と職員が一緒に笑える総合福祉施設

施設概要
　上越市・妙高市にて、特別養護老人ホーム、グ
ループホーム 通所介護、訪問介護、小規模多機能
型居宅介護などの介護福祉サービスを展開。平成
28年４月より、新たに障がい者就労支援事業を
開始し総合福祉施設として地域に貢献している。

採用担当者よりメッセージ
（常務理事　草間裕一郎さん）
　上越市と妙高市で、高齢者支援事業24と障がい
者支援事業１の計25事業を行って、あらゆる福祉
のニーズに対応しています。人と接するのが好き、
人に役に立ちたい、前向きにチャレンジする…とい
う方に来てもらいたいと思います。心の優しい方で
あれば介護の資格がなくても大丈夫です。

―どうしてＵターンしようと思ったのですか？
　県外で暮らしてみて、改めて地元上越の良さが分
かったからです。自然、人の温かさ、そしておじいちゃ
んやおばあちゃんの優しさなどです。

―こちらに決めた理由はなんですか？
　いろいろ見学しましたが、職員のみなさんが明るく、
生き生きとして、雰囲気が良かったので決めました。

地元の良さがわかりました
山梨からUターン

特別養護老人ホーム　三和愛宕の園
内山美月さん

Company Data

〒957-0021
新潟県新発田市五十公野3439
TEL 0254-24-4133

住宅リフォーム業

株式会社 大堀商会
ライフワークバランスに取り組む当社で、人生も仕事も楽しもう！

会社概要
　昭和53年に水まわりや空調工事をおこなう
会社として創業しました。今では新発田市のリ
フォーム店のトップ企業として新築・改築・リ
フォームとお客様の快適な暮らし全般幅広くサ
ポートしています。

社長よりメッセージ（代表取締役社長　大堀正幸さん）
　平成23年からライフ・ワーク・バランスに社内で取り組んでいます。それに
より業務とシステムの効率化を図り、顧客満足はもちろんのこと従業員の満足
が向上しました。自分の人生を真剣に考える社員を募集しています。

―仕事のやりがいは何ですか?
　お客様に「ありがとう」と言われるとその一言が嬉
しいです。時間がかかり、上手くいかなくても「あり
がとう」と言われると次は上手く、もっと喜んでもら
えるようにしたいと思います。

―新発田市で勤務した動機は何ですか？
　会社説明ではWLB（ワークライフバランス）導入の話をしてもらいました。残業を
最小限に抑え、社員全員が有休消化率を上げるため時間効率の改善に取り組んでい
て、ライフの充実を目指している内容でした。その話で自分の中で気持ちの変化が生
まれ、やったことのない仕事でしたが決心しました。

水彩・職人工房所属　星野一樹さん

Company Data

インタビューの詳細はWEBで掲載しています。　http://www.niigata-uturn.net/

〒945-0833　新潟県柏崎市若葉町2番22号
TEL 0257-22-7337　http://www.kasix.co.jp/

情報サービス業

株式会社 カシックス

「ＩＴのまちづくり」を進め
地域社会と共存した企業を目指します！

会社概要
　ITを活用した各種システムで自治体の住民サービス向上
と情報化推進、地域の情報産業の活性化に取り組んでいま
す。本社は柏崎市にありますが、長年培った情報管理に関わ
る運用力で、近年は中越エリアのほか県内外の自治体へ事
業展開を進めています。お客様との信頼関係を第一とし、お
客様の立場で最適なソリューションを提案しています。

人事担当者よりメッセージ
（総務部 部長　渡邊　寛さん）
　地域のＩＴ化を進めるために、柏崎市や一般企業な
どの出資で第3セクターとして設立されました。柏崎
市のＩＴ業務を30年に渡って行ってきたことによる、
地方自治体のＩＴ業務のノウハウが強みで、多くの自
治体・企業様との取引をさせていただいております。

―Ｕターンした理由をお聞かせください
　都内での生活を大学進学時に経験しました。就職活動時
に通勤のことや暮らしやすさを考えた結果、私には地元で
の生活が合っていると思い、Uターンを決意しました。

―柏崎のいいところを教えてください
　都会でもなく、田舎すぎてもいない。居心地が良いと
ころです。豊かな四季を感じられるところも魅力です。

働きやすい職場環境を見据えて
東京からUターン

総務部
小池達郎さん

Company Data

〒952-0108　新潟県佐渡市上新穂1256番地
TEL 0259-22-3880　http://sadofukushikai.jp/

総合福祉サービス

社会福祉法人 佐渡福祉会

利用者の主体性を尊重し、その人がその人らしく
安心して生活できるように支援する

施設概要
　昭和57年に佐渡島で初めての社会福祉法人と
して設立。島内における障がい者福祉の主たる担
い手として、障がい者支援施設、障がい福祉サー
ビス事業所等を７施設運営しています。職員は
161名です。

採用担当者よりメッセージ
（常務理事・岩の平園 園長　渋谷正和さん）
　佐渡で最初の障がい者施設ということで、当法人
の基本理念の中に“佐渡島内における障がい者福祉
の主たる担い手としての矜持をもち、利用者の主体
性を尊重し、その人がその人らしく安心して生活が
送れるよう支援します”とあります。チームワークを
守れて、健康で元気な方に来ていただきたいです。

―Ｕターンの良いところはなんですか？
　周りの人も“よく帰ってきたね”と温かく迎えてくれ
るし、家族も喜んでくれました。職場も家から近く毎日
が充実しています。

―佐渡の良いところはどんなところですか？
　人が温かいところです。

佐渡が恋しくなったんです
奈良からUターン

法人 本部
権代絢音さん

Company Data
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きらりと光る  にいがたの企業紹介
印刷業

〒959-2415
新潟県新発田市住田97 
TEL 0254-39-6000
http://www.shoei-p.jp/

会社概要

昭栄印刷株式会社

　昭栄印刷は販促企画・出版・拠
点設立支援を網羅した、アジア全
域をカバーするグローバルな印刷
会社です。ベトナムと中国に拠点
を構え、国内大手一流企業との取
引が中心で、出版会社もグループ
内にあり多彩な仕事に関わること
ができます。

アジア全域をカバーするグローバルな印刷会社

〒957-0106
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟5322-26
TEL 025-278-1551
http://www.proteng.co.jp/

製造業

会社概要

株式会社 プロテックエンジニアリング
　地震や豪雨が多い日本では、土砂崩れや落石、雪崩の
被害が絶えません。 
　当社は、崩壊土砂・落石・雪崩などの斜面災害の防災
製品を開発し、それら製品を提案して、設置している製
品開発メーカーです。

斜面災害など自然災害対策製品の開発メーカー

採用担当者よりメッセージ（営業管理部 営業管理課　秋元利之さん）
　昨今、日本は自然災害が後を絶ちません。当社は自然災害対策製品の開発メーカー
です。自然災害から人の命・人の暮らしを守る社会貢献度が非常に高い仕事となり
ます。自分の仕事に誇りを持ちたい方、やりがいを感じたい方は是非、ご応募下さい。

〒940-8521
新潟県長岡市南町２丁目４番４号
TEL 0258-35-5511
http://www.ohishigumi.co.jp/

総合建設業

会社概要

株式会社 大石組
　昭和13年創業以来中越地域を中心に、土木・建築な
ど建設業全般に亘り、施工しています。発注者様、官庁
等からの信頼も厚く着実に実績を伸ばし近年では埋蔵文
化財発掘調査支援業務も行い、地域に貢献しています。

インターンシップを積極的に取り入れている会社です

採用担当者よりメッセージ（常務取締役　大石慶太郎さん）
　当社が求める人材は、明るく、元気で、コミュニケーション能力がある方です。
学部学科、経験などは不問です。入社した若手の社員からは“地元密着の企業姿
勢に共感した”“地域に貢献したい”などの嬉しい声が聞かれます。インターンシッ
プも積極的に取り組んでいるので、ぜひ一度参加してみてください。

〒952-0302
新潟県佐渡市竹田365番地2
TEL 0259-55-2034 
http://www.seidentechno.co.jp/

製造業

会社概要

セイデンテクノ株式会社
　1973年に巻線抵抗器の専門工場として創業しました。
今では佐渡に3工場、東京と新潟に営業所を設置し、全
国の仕事をしています。電気製品に不可欠な抵抗器を作
り、JAXA（宇宙航空研究開発機構）のロケットや人工
衛星等にも使用されています。

新しい市場や製品を作る醍醐味が味わえる職場

採用担当者よりメッセージ（常務取締役　末武一也さん）
　当社の強みは、製品設計から製造ライン制作・製造・性能評価まで社内で一貫
できることです。主要顧客はJAXAをはじめ大手一流企業ですのでレベルの高い
仕事ができ新しい市場や製品を作る醍醐味が味わえる職場です。

〒949-8556
新潟県十日町市珠川
TEL 025-758-4888
http://www.belnatio.com/

宿泊業

株式会社 当間高原リゾート
美しい自然の中で、幅広い業務が体験できる

会社概要
　510ヘクタールという東京ドーム109個分もの敷地内で
リゾートホテル・ゴルフ場・結婚式場や会議施設などを運営
しています。その愛称“ベルナティオ”はイタリア語のBel 
Paese Natio＝「美しきふるさと」から名付けられ、お客さま
のふるさととなるような快適なサービスを提供しています。

社長よりメッセージ（代表取締役社長　真保敏一さん）
　当社の経営理念は“人を活かし、お客さまに感動をお届けし、地域とともに発
展する”です。お客さまにサービスすることが自分の成長につながる、やりがい
のある職場です。自覚を持って行動し、お客さまの問題を自分のものとして受
け止め、チームプレーで取り組むことができる人材を求めています。

社長よりメッセージ
　当社は女性が働きやすい職場だと思います。それは
女性社員の割合は45%で、営業部長も女性であること
からもわかると思います。そのため育休はもちろん、
特別有給休暇取得など家庭と仕事を両立する仕組みが
たくさんあります。行動力のある人材を求めます。

県内企業を知ろう
Let's know

―Uターンしたきっかけを教えてください
　地元の高校を卒業した後、山梨の大学に進学しま
したがもともと地元に戻ってこようと思っていたん
です。人混みが苦手で、時間に追われるような暮らし
はしたくないと思っていたからです。

―なぜ当間高原リゾートさんに入社しようと
　　思ったのですか？
　学生時代４年間結婚式場のアルバイトをしていました。そのうちに接客業に興味
を持ち、小さいころ利用したこともあるこの会社を受けようと思いました。面接の時
のスタッフの方の笑顔や対応、会社全体の雰囲気の良さで入社を決めました。

時間に追われるような暮らしはしたくない山梨からUターン プライベートな時間も楽しみたい新潟市→新発田市

総支配人室長　庭野竜也さん

だから私は
新潟を選んだ

Company Data

私がUターン をした理由 仕事編
work

インタビューの詳細はWEBで掲載しています。　http://www.niigata-uturn.net/

代表取締役社長
坂井雅之さん

染色及び加工業
〒959-1834 
新潟県五泉市木越1600番地 
TEL 0250-42-5101
http://www.niigatasenko.co.jp/

会社概要

新潟染工株式会社

　一般企業のユニフォームやスポーツ衣
料などの織物・ニット生地の染色整理及
びプリント加工を行っています。特に特
殊撥水加工技術はロンドンやリオオリン
ピックの水泳競技に使用された水着や吸
水速乾技術を生かした卓球選手のユニ
フォームなど当社のオンリーワンの技術
は世界で活躍しています。

オリンピックを支えるオンリーワンの染色・加工技術

社長よりメッセージ
　豊富な伏流水を利用して染色とプリント加工を
行っています。当社の染色と加工の技術はオリン
ピックの舞台で使用されるなど世界の衣料を支え
ています。文系・理系に関係なくものづくりに興
味がある学生に来てもらいたいと思います。

代表取締役
金塚紀之さん

〒940-8622
新潟県長岡市呉服町１丁目４番地５
TEL 0258-32-2358
https://www.echigoseika.co.jp/

食品製造業

会社概要

越後製菓株式会社
　お餅・米菓・無菌包装米飯・生めん・惣菜類の製造と販売を行っ
ています。昔からある郷土の食品をお客様から更に喜んでいただけ
るものにするための新しい技術の開発と実用化には定評がありま
す。食品製造を通じて地域・社会のお役に立ちたいと考えています。

高い技術力と進取の精神で食品の未来をひらく

採用担当者よりメッセージ（総務人部取締役部長　本間恵次さん）
　当社は、他社との競合を避けられる独自商品の開発に力を注いでいます。そのために必要な製造機械・設備も自社
で開発しています。また、社訓「安心して食べられる食品を作ること」を具現化するため不要な添加物（防腐剤・保存料）
に替わる、高圧を利用した保存技術を開発し、この技術を使用して開発した商品を製造販売しています。進取の精神
に溢れた当社で、仕事をとおして共に学び時代の変化に対応して、会社と一緒に進化・成長を目指していきませんか。

〒944-0101
新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地６
TEL 0255-78-4700
http://www.polatechno.co.jp/

製造業

会社概要

株式会社 ポラテクノ
　液晶表示やプロジェクターなど、ポラテクノグループは
光をコントロールする偏光フィルム他の部材を提供し、皆
様の生活の様々なシーンで活用いただいております。光制
御ビジネスで世界に貢献するとともにオンリーワン企業
を目指しています。

光制御ビジネスで世界に貢献

人事担当者よりメッセージ（総務部課長　天野寛司さん）
　当社は国内外で注目される独自の高度な技術をベースに、グローバルな事業展
開を行っております。また、柔軟で風通しの良い社風から幅広い視野と自由な感
性でどんどんチャレンジできる環境が整っています。

〒959-1114
新潟県三条市高安寺1332
TEL 0256-45-6111
http://www.suwada.co.jp/

家庭用・盆栽用刃物製造業

会社概要

株式会社 諏訪田製作所
　金物の町「三条」で大正15年日本古来の針金切「喰切」
を製造したのが始まりです。 以来、品質と切れ味に対して
妥協を許さない姿勢は変わらず、「SUWADA」は今や世界
ブランドです。原材料の鍛えから仕上がった製品まで一
貫して自社でまかない、そのすべてがハンドメイドです。

“SUWADA”ブランドをともに作りましょう！

採用担当者よりメッセージ（製造部　刈谷憲彦さん）
　“職人たちの想い、気概をみなさんにも見て、感じていただきたい”と当社では、
「OPEN FACTORY」として、工場を常に公開しています。ですので、当社に興味を持た
れた方はいつでも職人の働く様子を見学できます。私の働く様子もご覧いただけますよ。

〒943-0316　新潟県上越市三和区井ノ口1718番地４ 
TEL 025-532-2713
http://www.joetsu-atago.or.jp/

総合福祉サービス

社会福祉法人 上越あたご福祉会
ご利用者と職員が一緒に笑える総合福祉施設

施設概要
　上越市・妙高市にて、特別養護老人ホーム、グ
ループホーム 通所介護、訪問介護、小規模多機能
型居宅介護などの介護福祉サービスを展開。平成
28年４月より、新たに障がい者就労支援事業を
開始し総合福祉施設として地域に貢献している。

採用担当者よりメッセージ
（常務理事　草間裕一郎さん）
　上越市と妙高市で、高齢者支援事業24と障がい
者支援事業１の計25事業を行って、あらゆる福祉
のニーズに対応しています。人と接するのが好き、
人に役に立ちたい、前向きにチャレンジする…とい
う方に来てもらいたいと思います。心の優しい方で
あれば介護の資格がなくても大丈夫です。

―どうしてＵターンしようと思ったのですか？
　県外で暮らしてみて、改めて地元上越の良さが分
かったからです。自然、人の温かさ、そしておじいちゃ
んやおばあちゃんの優しさなどです。

―こちらに決めた理由はなんですか？
　いろいろ見学しましたが、職員のみなさんが明るく、
生き生きとして、雰囲気が良かったので決めました。

地元の良さがわかりました
山梨からUターン

特別養護老人ホーム　三和愛宕の園
内山美月さん

Company Data

〒957-0021
新潟県新発田市五十公野3439
TEL 0254-24-4133

住宅リフォーム業

株式会社 大堀商会
ライフワークバランスに取り組む当社で、人生も仕事も楽しもう！

会社概要
　昭和53年に水まわりや空調工事をおこなう
会社として創業しました。今では新発田市のリ
フォーム店のトップ企業として新築・改築・リ
フォームとお客様の快適な暮らし全般幅広くサ
ポートしています。

社長よりメッセージ（代表取締役社長　大堀正幸さん）
　平成23年からライフ・ワーク・バランスに社内で取り組んでいます。それに
より業務とシステムの効率化を図り、顧客満足はもちろんのこと従業員の満足
が向上しました。自分の人生を真剣に考える社員を募集しています。

―仕事のやりがいは何ですか?
　お客様に「ありがとう」と言われるとその一言が嬉
しいです。時間がかかり、上手くいかなくても「あり
がとう」と言われると次は上手く、もっと喜んでもら
えるようにしたいと思います。

―新発田市で勤務した動機は何ですか？
　会社説明ではWLB（ワークライフバランス）導入の話をしてもらいました。残業を
最小限に抑え、社員全員が有休消化率を上げるため時間効率の改善に取り組んでい
て、ライフの充実を目指している内容でした。その話で自分の中で気持ちの変化が生
まれ、やったことのない仕事でしたが決心しました。

水彩・職人工房所属　星野一樹さん

Company Data

インタビューの詳細はWEBで掲載しています。　http://www.niigata-uturn.net/

〒945-0833　新潟県柏崎市若葉町2番22号
TEL 0257-22-7337　http://www.kasix.co.jp/

情報サービス業

株式会社 カシックス

「ＩＴのまちづくり」を進め
地域社会と共存した企業を目指します！

会社概要
　ITを活用した各種システムで自治体の住民サービス向上
と情報化推進、地域の情報産業の活性化に取り組んでいま
す。本社は柏崎市にありますが、長年培った情報管理に関わ
る運用力で、近年は中越エリアのほか県内外の自治体へ事
業展開を進めています。お客様との信頼関係を第一とし、お
客様の立場で最適なソリューションを提案しています。

人事担当者よりメッセージ
（総務部 部長　渡邊　寛さん）
　地域のＩＴ化を進めるために、柏崎市や一般企業な
どの出資で第3セクターとして設立されました。柏崎
市のＩＴ業務を30年に渡って行ってきたことによる、
地方自治体のＩＴ業務のノウハウが強みで、多くの自
治体・企業様との取引をさせていただいております。

―Ｕターンした理由をお聞かせください
　都内での生活を大学進学時に経験しました。就職活動時
に通勤のことや暮らしやすさを考えた結果、私には地元で
の生活が合っていると思い、Uターンを決意しました。

―柏崎のいいところを教えてください
　都会でもなく、田舎すぎてもいない。居心地が良いと
ころです。豊かな四季を感じられるところも魅力です。

働きやすい職場環境を見据えて
東京からUターン

総務部
小池達郎さん

Company Data

〒952-0108　新潟県佐渡市上新穂1256番地
TEL 0259-22-3880　http://sadofukushikai.jp/

総合福祉サービス

社会福祉法人 佐渡福祉会

利用者の主体性を尊重し、その人がその人らしく
安心して生活できるように支援する

施設概要
　昭和57年に佐渡島で初めての社会福祉法人と
して設立。島内における障がい者福祉の主たる担
い手として、障がい者支援施設、障がい福祉サー
ビス事業所等を７施設運営しています。職員は
161名です。

採用担当者よりメッセージ
（常務理事・岩の平園 園長　渋谷正和さん）
　佐渡で最初の障がい者施設ということで、当法人
の基本理念の中に“佐渡島内における障がい者福祉
の主たる担い手としての矜持をもち、利用者の主体
性を尊重し、その人がその人らしく安心して生活が
送れるよう支援します”とあります。チームワークを
守れて、健康で元気な方に来ていただきたいです。

―Ｕターンの良いところはなんですか？
　周りの人も“よく帰ってきたね”と温かく迎えてくれ
るし、家族も喜んでくれました。職場も家から近く毎日
が充実しています。

―佐渡の良いところはどんなところですか？
　人が温かいところです。

佐渡が恋しくなったんです
奈良からUターン

法人 本部
権代絢音さん

Company Data
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親子で就活についてチェックしよう！
今回のチェックリスト

本誌に関するご意見・ご感想をお寄せください！ 新潟県産業労働観光部労政雇用課雇用対策班あて ngt050050@pref.niigata.lg.jp

会場 秋葉原UDX　6階カンファレンスtype350

13：00～16：30

Checklist

□Ｕターンした先輩の対談を参考に親子で考えてみた
□新潟県の就職活動補助制度について理解した
□「新潟インターンシップ2017」専用WEBサイトで
　インターンシップ受入企業を調べた
□就職活動中の子どもへの接し方を学んだ
□「にいがたＵターン情報センター」の利用の仕方がわかった
□イベントの参加の仕方がわかった
□きらりと光る新潟県内の企業を知った
□Uターンに役立つイベント情報について知った
□「新潟企業情報ナビ」というサイトを知った

若者の採用・育成に
積極的な県内企業

約1,000社の情報を公開中！

●自社の魅力　●経営者からのメッセージ
●勤務環境（有給休暇・育児休業取得状況・若手社員の定着状況等）
●採用情報（募集職種／初任給／勤務地等）　●インターンシップ情報

http://www.niigata-kigyo-navi.jp/

新潟企業情報ナビ 検索

柏崎Uターン 検索

やっぱ　ながおか 検索

平成31年（2019年）３月以降大学等卒業予定者

日時

対象

主に大学３年生対象

２月20日㈫ 13：00～16：30

会場 柏崎市民プラザ２階　海のホール

柏崎業界研究セミナー
柏崎市主催

にいがたで働こうプラス 検索

日程 ２月15日㈭～16日㈮

短期滞在型インターンシップ・プログラム
「新潟体験・春」

新潟市主催

新潟県主催 対象事前申込必要

日時

対象
２月14日㈬ 13：30～16：30
平成31年（2019年）３月大学等卒業予定者

お問い合わせ先 小千谷市商工振興課地域産業係
TEL 0258-83-3556

会場 表参道・新潟館ネスパス

就活スタートアップセミナーin東京
小千谷市主催

就職活動開始前に地元就職を考えよう！

事前申込必要

会場 世界貿易センタービル８階（東京都港区浜松町）

対象 主に大学３年生

にいがたで働こうプラス 検索

日時 ２月９日㈮ 13：00～18：00

参加企業 ５社 参加定員 25名

にいがたで働こう！地方就職セミナー
新潟市主催 首都圏セミナー 事前申込必要

事前申込必要

事前申込必要

事前申込必要

やっぱ　ながおか 検索

日時 ２月16日㈮
対象 平成31年（2019年）３月以降大学等卒業予定者

9：30～17：00

定員 20名

やっぱ！ながおか企業見学バスツアー
長岡市主催

長岡市内企業２社を見学

事前申込必要

事前申込必要

日時

平成31年（2019年）３月以降
大学等卒業予定者（大学１～３年生等）
※定員40名程度

１月13日㈯、20日㈯、
２月３日㈯、４日㈰ 
13：00～17：00

詳細は

会場 表参道・新潟館ネスパス ３階

参加企業 新潟県内の企業　各回６社

にいがた交流会
IN TOKYO

学生 　企業

企業の採用担当者が業界や自社の魅力を紹介し、
若手職員が就職活動の体験談をお話しします。
また、学生と企業の座談会も実施。就活サイト
には載っていない情報を聞くチャンスです！

新潟市内の企業・暮らしの魅力を発見する１泊２日の
イベントです。

にいがたジョブカフェ事業 検索

長岡市主催

対象

日時

平成31年（2019年）3月以降大学等卒業予定者

東京会場

２月９日㈮

会場 アオーレ長岡　市民交流ホールBC

12：30～17：00日程
長岡会場

２月13日㈫

定員 両会場とも60名

参加企業 東京会場４社　長岡会場５社

定員 50名参加企業 ４社

池袋駅・新潟駅からの無料送迎あり。
詳細は胎内市のホームページをご覧下さい。

お問い合わせ先 胎内市商工観光課　商工振興係
TEL 0254-43-6111（代表）

事前申込必要

新潟で働きたい人とその保護者や学校関係者
（年齢問わず）

日程

対象
２月25日㈰、26日㈪

２日間にわたって、胎内市内の４社を見学できるツアー
胎内市企業見学ツアー
胎内市主催

定員 先着20名

やっぱ！ながおか業界研究セミナー

イベント情報

Ｕターン就活に
役立つ

会場

対象

日時

平成30年（2018年）３月大学等卒業予定者、
大学等３年以内既卒者、44歳以下の求職者

新潟県、新潟労働局主催

若者のための就職フェア
２月５日㈪ 13：00～16：00

朱鷺メッセ２階　スノーホール（メインホール）

にいがたジョブカフェ事業 検索

参加企業 各日70社　計140社

会場

対象

日時

平成31年（2019年）３月大学等卒業予定者
平成30年（2018年）３月卒業者、既卒３年以内の方

長岡市主催

やっぱ！ながおか就職ガイダンス2019
３月15日㈭、16日㈮ 13：00～16：30

アオーレ長岡　アリーナ

やっぱ　ながおか 検索

参加企業 50社

会場

お問い合わせ先 小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会
TEL 0258-81-1300 

対象

日時

平成31年（2019年）３月大学等卒業予定者
既卒３年以内の方

小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会主催

おぢや・かわぐち・うおぬま地区
就職ガイダンス

３月16日㈮ 14：00～16：20

小千谷市総合産業会館サンプラザ

合同企業説明会

看護職希望者向けイベント

セミナー

新潟県主催

新潟県看護のお仕事ステーション
予約はこちらの申込みフォームから

検索

定員 各日先着５名

会場

対象

日時

看護職員・学生等対象　就職個別相談会
１月14日㈰、３月４日㈰
11：00～17：00

表参道・新潟館ネスパス３階

新潟県内での就職を検討している看護職員
（保健師・助産師・看護師・准看護師）、看護学生、
およびそのご家族

掲
載
情
報

東京ではなかなか

知ることのできない、

新潟の企業の話を

聞くことができて

参考になった

Uターンしようか
迷っていたが、企業の先輩職員の方から、就活の話やUターンした理由を聞き、
決心がついた

参加者の声
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