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にいがたに帰る理由がある

『新潟県 看護のお仕事ステーション』を
 最大限に活用しよう！！
先輩からのアドバイス！

がんばれ後輩
就職ガイダンス
にいがた2013

きっと見つかる、アナタが輝く場所

新潟県産業労働観光部労政雇用課発行： 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 TEL 025-280-5270（直通）
新潟地域振興局企画振興部 TEL 025-231-8171・長岡地域振興局企画振興部 TEL 0258-38-2546・上越地域振興局企画振興部 TEL 025-526-9431

にいがたＵターン情報センター

帰省時には「Job Café」へ行こう！

新潟への
Ｕターン就職を
サポート
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にいがたに帰る理由がある
きっと見つかる、あなたが輝く場所

すでに就職活動をスタートされている皆さん。これから就職活動をスタートされる皆さん。
生まれ育った新潟について、意外と知らないことが多いと思うことはありませんか？
ここ新潟には、全国に誇れるところが沢山あります。新潟の魅力を再発見して、
｢新潟で働く」ことをイメージしてみてください。

厳しい雇用環境の中でも、若い人材を求める積極採用企業は増加！

働きやすい新潟県

女性にとっても働きやすい職場環境

安心・安全なにいがた暮らし

新潟には、日本国内、世界に誇る産業があります
そしてオンリーワン技術で活躍するモノづくり企業がたくさんあります

71.2％

※出典：平成22年国勢調査

※出典：にいがた県統計BOX

※出典：平成22年国勢調査

※出典：新潟労働局報道発表資料

●食料品製造業

●金属製品製造業

●電気機械製造業

●繊維工業

米菓出荷額　切り餅・包装餅出荷額

金属洋食器出荷額

石油ストーブ出荷額

ニット製男子セーター他、女子セーター他出荷額ともに

このほか、国内、世界トップシェアを誇る企業が多数
詳しくは、人と物をクリエイトする企業ガイドブック「にいがたモノ・クリエイト」

正規雇用率（15～64歳）

新潟県では、保育施設の充実や地域・家族で支え合う仕組み等から、女性の労働力が高いと言われています。
就活時には、結婚や育児など、将来のライフステージのことを考えておくことも重要です。

首都圏に比べ物価が低く、安全な環境でゆったりとした生活を送ることができます。

新潟は関東、関西、東北各圏の結節点
日本主要都市への
アクセスもらくらく

県内企業の新規大卒者求人数

東京都 68.4％　全国平均 67.5％

全国4位

全国5位

73.9％
持ち家率

52.3％

196,000円（男性の場合）

女性の正規雇用率（15～64歳）産業

物価（東京を100とした場合）

住まい

犯罪発生状況（人口１0万人あたりの犯罪認知件数）

東京都 50.2％　全国平均 46.4％

東京都　201,800円

東京都　1,489件

東京都 44.6％　全国平均 61.1％

72.6％
若年者の正規雇用率（15～34歳）

東京都 67.4％　全国平均 68.5％

2001年

全国5位

全国5位

全国１位
全国１位
全国１位

全国１位

全国9位

全国7位

全国1位

2003年 2005年 2007年 2009年 2011年2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年

※出典：平成23年賃金構造基本統計調査

11.3年
女性の勤続年数

東京都 8.7年　全国平均 9.0年

※出典：平成22年国勢調査

※出典：平成23年平均消費者物価地域差指数（持家の帰属家賃を除く。）

※出典  犯罪認知件数：警察庁犯罪統計資料（平成23年１月～12月分） 人口：平成22年国勢調査

※都道府県庁所在地

52.4％
共働き率

東京都 40.7％　全国平均 43.5％

※出典：厚生労働省報道発表資料
　　　（平成23年4月1日現在）

※出典：平成20年住宅・土地統計調査

3人
待機児童数

東京都
全国平均

7,855人
544人

●2輪車用計器

●有機ELディスプレイ量産製造装置

●スキー、スノーボードのエッヂ

●運動適性検査器

●ビスケット

●扇風機、アイロン

世界トップシェア
世界トップシェア
国内トップシェア
国内トップシェア
国内トップシェア
国内トップシェア

企業

わけ

100
東 京

95.0
大 阪

92.9
新 潟 894件

交通ネットワーク

新潟

初任給（平成24年３月大学卒業者）

※出典：各労働局報道発表資料

133.76㎡
住宅延べ面積

東京都 63.94㎡　全国平均 94.13㎡

43,541円
１か月あたり家賃（借家）　

東京都
全国平均

2時間
（上越新幹線）

77,627円
54,527円

札幌

仙台

東京

名古屋

大阪

福岡

4時間
（関越・北陸道／練馬IC）

1時間10分
（成田／日1便）

新幹線で

3時間30分
（東北・上越新幹線）

新幹線で

車で

3時間10分
（東北・磐越道／仙台宮城IC）

車で

飛行機で

75分
（新千歳／日3便）

飛行機で

65分
（中部国際、小牧／日4便）

飛行機で

65分
（伊丹／日9便）

飛行機で

およそ
1時間45分

（日3便）

飛行機で

¥

3,116 2,995 3,077

4,447

5,600

6,570

7,833
8,519 8,909

8,120
8,821

9,816

全国や東京都と比べて、労働者にとって働きやすい環境が整っています。

にいがたモノ・クリエイト 検索

求人伸率
2011卒→2012卒

111％ ※出典：平成23年度版新潟県100の指標



済生会新潟第二病院 新潟県厚生連水原郷病院 猫山宮尾病院 白根健生病院

新潟への
Ｕターン就職を
サポート

仕事と暮らしの相談窓口 土日もオープン。平日だと時間がないという方でも安心してご利用いただけます。

にいがたＵターン
情報センター

県外に住んでいると、
新潟の情報が手に入らない。
情報収集の仕方を教えてほしい。

一般企業への再就職相談にも
対応できます。ご夫婦や、
パートナーとともにどうぞ。

新潟と東京、
どっちで就職するか
迷っている。

　Uターン就職を考える中で生まれる悩
み、不安は大きいと思います。
　新潟県では、首都圏での新潟への就職
情報源として「にいがたUターン情報セン
ター」を設置し、Ｕ・Ｉターン就職をお考え
のみなさんをサポートしています。
　Uターン就職で悩む前に、まずは一度「に
いがたUターン情報センター」にご相談くだ
さい。

❶相談、アドバイス、情報提供など専門スタッフがＵ・Ｉターン就職を
トータルサポート
県内企業や求人状況を熟知した専門スタッフが常駐していますので、一人ひとりの希望
にあった求人を紹介します。
❷新潟県内の最新の求人情報をチェック
ハローワークに設置されているものと同じ「求人検索機」で、県内の求人情報を常時
検索・閲覧いただけます。
❸希望の求人があれば、その場で企業に取り次ぎます
新潟へ帰省するタイミングなど、企業の面接日の調整が必要な場合でも、
その場で企業との取り次ぎを行いますので、日程調整もスムーズに行えます。

▲

OPEN▲

TEL
10：30～18：30（火曜・祝日・年末年始を除く）
03-5771-7713

▲

ジョブカフェながおか
TEL／0258-38-6181

▲

新潟事業推進室
TEL／025-201-5140

▲

アクセス▲

URL
東京都渋谷区神宮前４-１１-７（表参道ヒルズとなり）
http://www.nico.or.jp/nespace/uturn.html

▲

就活中の大学生、短大生、専門学校生、職業訓練生等▲

求職中の方（概ね44歳以下）

　ジョブカフェでは、就職活動の進め方から応募書類の作成方法、添削指導や模擬面接など、
キャリアカウンセラーがあなたの就職活動をサポートします。夏休みなどの長期休暇、新潟
での合同企業説明会や会社説明会などの帰省時はお気軽にご利用ください。

　にいがたジョブカフェ事業では、県内の優良会社を見学する「Job Searchバス」を毎月運行してい
ます。就職への一歩は会社を知ることです。いろんな仕事や働くことの魅力を発見しにいきましょう！

利用
無料

新潟に帰りたいけど、
どんな仕事があるか不安

地元学生の方が
有利って本当？

帰省時には「Job Café」へ行こう！

イベント案内

応募資格 お問い合わせ／お申込先

①新潟県内の情報に特化することで、県内全域の施設をきめ細かくカバー！
②新卒、転職、再就職など、多様な条件の求人情報に対応！
③メールでのお知らせ機能で、ご希望条件の求人情報の見逃しを防止！
　※「メールアラート機能」登録者のみ
④就労相談にも新潟県ナースセンターとの連携により、希望施設との
マッチングにも対応！！

☆新潟県内外の看護系イベント情報（Ｕ・Ｉターン個別
面談会、病院就職ガイダンス、各種研修等）やお役立
ち情報（新卒者やＵ・Ｉターン経験者、復職経験者の
インタビューなど）は必見！！

当ウェブサイト４つの特長

お問い合わせ先

Job Searchバス
仕事を見に行こう！Job Searchバス 【第１回】

【第２回】
【第３回】
【第４回】

平成24年 8月11日（土） 午前10時～午後4時
平成24年10月13日（土） 午前10時～午後4時
平成24年12月 8日（土） 午前10時～午後4時
平成25年 2月 9日（土） 午前10時～午後4時

日　時
表参道・新潟館ネスパス3階
展示会・商談スペース
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
4-11-7（表参道ヒルズとなり）

会　場

各日とも先着５組（相談は１組当たり50分以内）　※完全予約制
定　員

▲

新潟県ナースセンター職員▲

にいがたＵターン情報センター
　職員

相談対応者（相談員）

新潟県　看護のお仕事ステーション
http://www.niigata-job.ne.jp/nurse/

詳細・お申込はこちらから！

看護の『U・Ｉターン個別面談会』に参加してみよう!!

『新潟県 看護のお仕事ステーション』を最大限に活用しよう!!

　◎昨年度実績あります 「niiGET（ニイゲット）」 http://www.niiget.jp/

URL  http://www.niigata-job.ne.jp/nurse/

転職・就職・
再就職希望者

閲覧
新潟県内
各医療・介護
施設※施設及び

　求人情報

新潟県 看護の
お仕事ステーション
ホームページ

　看護の『Ｕ・Ｉターン個別面談会』は、新潟県へのＵ・Ｉターンを検討している看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）や
看護学生、そのご家族の方などを対象とした、新潟県が主催する就職相談会です。首都圏でお勤めされているご家族やお知り合い
の方がいらっしゃったら、ぜひ教えてあげてください。
　●Ｕ・Ｉターンするに当たって気になること、新潟県内の求人情報
など、様々なご相談に無料で対応します。

　●現時点で具体的な検討はしていなくても、将来、新潟県への帰
郷、移住を考えたいという方も歓迎します。

　『新潟県看護のお仕事ステーション』は、新潟県が開設したホームページ
（携帯・スマートフォンサイト含む）です。
　会員登録なしで誰でも無料で閲覧可能なインターネット求人情報紹介
サービスとして、新潟県内の求人情報・施設情報に加え、Ｕ・Ｉターン就職イ
ベントや先輩職員のインタビュー特集など就職に役立つ情報を随時発信し
ています。

情報登録
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にいがたUターン
情報センター

表参道・新潟館ネスパス２F

ジョブカフェとは、若年
者向けの総合就職支援
として新潟県が設置し
ているワンストップサー
ビスセンターです。

８月23日（木）
①株式会社難波製作所
②株式会社太陽工機

長岡地区 ８月24日（金）
社会福祉法人巻老人福祉協会
（白寿荘／七浦の里）

新潟地区 9月14日（金）
社会福祉法人つばめ福祉会
（さわたりの郷／夢工場つばめ）

新潟地区 9月20日（木）
①株式会社ニッカン
②ニイガタ・ローディング・システムズ株式会社

長岡地区

ジョブカフェながおか
長岡市大手通2-2-6 ながおか市民センター3F
OPEN／９：30～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
TEL／0258-38-6181
http://www.niigata-jobcafe.jp/

若者しごと館（ジョブカフェにいがた）
新潟市中央区弁天2-2-18 新潟KSビル２F
OPEN／９：30～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
TEL／025-240-3013
http://www.shigotokan.com/

若者しごと館上越サテライト（ジョブカフェじょうえつ）
上越市本町3-4-1センバンビル２F
OPEN／９：30～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
TEL／025-526-3310
http://www.shigotokan.com/

新 潟でともに働きましょう
ふるさと
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表参道・新潟館ネスパス3F

乞う
ご期待!

イベント案内

終了しました



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

県内企業が参加する合同企業説明会を開催します！
就職ガイダンスにいがた2013

県内に勤務地のある、積極採用中の地元企業が参加。
県内での就職をお考えのみなさん、地元企業と出逢える絶好のチャンスです。ぜひご参加ください！

information

日　　時
会　　場
対　　象
参加企業

詳しくは  検索新潟県 就職ガイダンスにいがた２０１３

平成24年８月22日（水）13:00～16:30
朱鷺メッセ ２Ｆ メインホール
平成25年３月大学等卒業予定者・平成22年３月以降大学等卒業者
70社程度（予定）（参加企業は県ＨＰをご覧ください）

申込
不要

参加
無料

入退場
自由

就職する前はどちらにお住まいでしたか？
Question

富山県富山市です。
新潟にＵターン就職した理由は？
Question

地元に友達が多かったからです。また、
当社が大学での就職説明会に参加し
ていたことも理由の一つです。

今の会社に入社した動機は？
Question

大学で学んだことが活かせるし、地元にい
ながら仕事ができるからです。また、少数
精鋭の職場であるため、1人に任せられる
仕事の規模が大きくやりがいを感じられ
るからです。

新潟にＵターンして良かったことは？
Question

地元の友達と遊べたり、お酒を飲んだ
りできることです。これに尽きます。

休日の過ごし方はどのように
過ごしていますか？

QuestionQuestion

釣りが趣味なので上司とよく釣りに
行き、釣った魚を捌いています。

どのように就職活動を進めましたか？
また、地元との行き来はどうでしたか？

Question

大学での学校内説明会に参加したり、
インターネットの就職活動情報サイト
を利用したりして情報収集していまし
た。その中で、大学で学んでいた分野
と関係する設計部門の募集に応募し
ました。
当時から車を持っていたので、富山と
糸魚川の行き来はそれほど苦ではな
かったです。

仕事の内容、魅力について教えてください。
Question

主に電気炉の設計を行っています。電気
炉とは金属、鉄鋼の溶融や廃材から金属
を取り出す機械でとてもスケールが大き
いです。また、自社に工場を併設している
ことから、自分が設計したものが出来上
がる様子を目で見ることができ、達成感
と喜びを感じられることがこの仕事の魅
力です。

就職活動において最も重要だと
思うことは？

下調べをしっかりした上で会社説
明会に参加し、自分にあった会社
を探すことです。やはり自分が興
味深い、おもしろいと感じられる
ことが仕事をする上で重要です。
また、大企業ばかりではなく、中小
企業でもトップレベルの技術を
持っている会社も多々あるので、
先入観を持たずに自分にあった企
業を広い視野をもって探してほし
いと思います。

会社はどんな雰囲気ですか？

歳の近い先輩も多く話しやすいので、
働きやすい職場です。

現在の目標を教えてください。

当社では、電気炉事業だけでも全国
に数多くのお客様がおります。その多
くのお客様に、自分がいなければ困
るというくらい信頼される技術者に
なることが目標です。

がんばれ後輩
先輩からのアドバイス！

you

TURN

youTURN

ポスターデータ

Question

株式会社 タナベ（糸魚川市） 技術本部 溶融システムグループ

大久保 貴生さん（糸魚川市出身／入社２年目）

Question

Question
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