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三条市からの
お知らせ

　就職支援会社ディスコが就活を終えた学生を対象に行った調査によると、就職先を決めた理由の１位は、「仕事内容が魅力的」で
した。そして、３位には「職場の雰囲気が良い」がランクインしています。これらは、ネットや先輩などからも情報を得ることもできます
が、やはり「百聞は一見に如かず」。企業や仕事の実情を知る機会として、企業見学やインターンシップは絶好の機会です。
　｢外見」だけで企業を判断するのではなく、現場を見たり、
仕事を疑似体験し、じっくり業界や企業を「見る、知る、体験
する」ことで、企業や仕事への具体的なイメージを描くことが
できるでしょう。
　また、新しい体験により、今まで自分が知らなかった分野、
関心を持つ分野を発見する貴重な機会にもなります。
　県や市町村では、県内就職をお考えの皆さんを対象に、企
業見学会の開催やインターンシップのあっせん等を行ってい
ます。こうした機会を利用して、県内企業や新潟で働くことの
魅力を発見してください。

県内の優良企業を若者に紹介する仕事探しバス（Job Searchバス）を運行しています。

仕事内容が魅力的
社会貢献度が高い
職場の雰囲気が良い

31.4％
28.9％
28.7％

出典：㈱ディスコ「日経就職ナビ就職活動モニター調査結果」（2012年6月発行）

企業見学編

県産業労働観光部労政雇用課雇用対策班　TEL／025-280-5270

開催時期・回数

▲

５～12月・19回（月２回程度）
対　　  象

▲

大学（院）生、短大生、専門学校生、職業訓練生等及び求職中の方（概ね44歳以下）
見学先企業

▲

大島農機㈱、㈱諏訪田製作所、㈱ホテル泉慶、㈱原信ナルスホールディングス、北越工業㈱等35社（１回あたり２社）

実際に働いている人や工場を見学して、自分が働いている姿を
イメージしてみた。こういう機会がないと会社を見ることはでき
ないので、自分の見識を広めることができてよかった。

実際に説明を聞くまで知らないことだらけでした。企業が大事
にしていることや、必要な人材について知ることができ、とても
いい勉強になった。

8・9月各1回（1回あたり2日間）
大学（院）生、短大生、専門学校生
㈱アイビーシステム、あおやまメディカル㈱、
グリーン産業㈱、㈱清新ハウス、㈱新潟日報社、
藤田金屬㈱、㈱富士通新潟システムズ、ミサワ
ホームイング新潟㈱、（1回あたり4社）

開催時期・回数

▲

対　　  象

▲

見学先企業

▲ 9月上旬（2日間）
大学（院）生、短大生、専門学校生
日本精機㈱、ワタナベグループ、岩塚製菓㈱、
原信ナルスホールディングス㈱、マコー㈱

開催時期・回数

▲

対　　  象

▲

見学先企業

▲

11月上旬
主に大学1・2年生と短期大学1年生
一正蒲鉾㈱、㈱北村製作所、新潟綜合警
備保障㈱、日軽新潟㈱

開催時期

▲
対　　  象

▲
参加企業

▲

8月下旬・1週間程度
大学（院）生、短大生、高等専門学校生、専修学校生及びこれらの学校を卒業して３年以内の方
アイマーク環境㈱、佐藤精密㈱等14社

開催時期

▲

対　　  象

▲

参加企業

▲

8月下旬（2日間）
大学（院）生、短大生、高等専門学校生
㈱コロナ、アークランドサカモト㈱、
㈱諏訪田製作所 ①

※携帯メールでの受信を希望される場合は、「ドメイン指定受信」等の迷惑メールの受信拒否設
定をしていないか確認してください。上記を設定している場合は、「＠city.sanjo.niigata.jp」
からのメールが受信できるよう設定変更してください。

携帯、パソコンから空メールを送信してください▲

送信先アドレス regist@anzen.city.sanjo.niigata.jp
② 受付メールを送信（自動受信）
③ メール内のURLにアクセス　

▲

必要事項を入力すれば登録完了です

開催時期・回数

▲

対　　  象

▲

受入企業

▲

Ｈ24開催内容

Ｈ24開催内容

新潟市経済・国際部雇用対策課
TEL／025-226-1642
※Ｈ25年度の開催については、
　「市報にいがた」等でお知らせします。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

新潟市経済・国際部雇用対策課　TEL／025-226-1642 ※H25年度の開催については、「市報にいがた」等でお知らせします。
お問い合わせ先

●旅費等の一部は受入企業が負担
●島内からの参加者には社員寮等宿泊場所の提供あり
●インターンシップ終了後に希望者を対象とした佐渡再発見ツアーを実施

Ｈ24開催内容

お問い合わせ先

プラス情報

Job Searchバス

Ｈ24開催内容

長岡市商工部商業振興課
TEL／0258-39-2228
※Ｈ25年度の開催については、
　「ながおか市政だより」等で
　お知らせします。

お問い合わせ先

参加者の声

※Ｈ25年度の運行予定は、４月以降ににいがたジョブカフェ事業のＨＰでお知らせします。詳しくは ジョブカフェにいがた 検索

ニイゲット　新潟生活 検索

長岡を代表する企業を知ることができる企業訪問バスツアー

Ｈ24開催内容

Ｈ24開催内容

仕事体験編

　新潟市内及び近郊の大学生を対象に、グループワークを通じて「社会人基礎力」を身につけてもらうとともに、「地元企業の
素晴らしさ」などを認識してもらうイベント。
　グループワークには地元の企業も参加し、新商品の提案や企業PRの企画などの課題に挑戦！
　新潟市内・近郊の大学等の学生同士で情報交換や友達づくりの場としても利用していただけます。

三条市経済部商工課商工係
TEL／0256-34-5511（代表）
※Ｈ25年度の開催については、
　メール配信サービス（右記）等でお知らせします。

お問い合わせ先

登録方法 QRコード▼

4月から配信スタート

佐渡市観光商工課企業誘致係　TEL／0259-63-5116

市が窓口となって島内企業でのインターンシップ生を受け入れています。

新潟県が発行している「新潟生活」では、佐渡島インターンシップに参加してUターン就職した方へのインタビューを掲載し
ています。（2012年12月発行第17号「教えて先輩！vol32」）

新潟生活のバックナンバーはこちらから

▲

就職応援メール 検索詳しくは三条市ホームページから

▲



　2014（平成26）年３月に大学等を卒業予定の皆さんが、本格的に就職活動を開始してから約４ヵ月。企業の個別説明会や選考が
真っ直中のこの時期になると、「やっぱり首都圏だけでなく、新潟での就職も考えてみようか。でも、今からでも間に合うの？」、「新
潟にはもう希望する企業がない」など、Ｕターン就活への方向転換を考え始めた学生の悩みを耳にします。
　しかし、心配は無用です！様々なツールを活用すれば、今からでもＵターン就職には十分間に合います。

　県が東京・表参道ネスパスに設置している「にいがたＵターン情報センター」では独自ホームページを開設し、より充実した情報提
供を開始しました！
　Ｕ・Ｉターン就職に役立つ情報が満載ですので、ぜひご覧ください。

　厚生労働省が運営する就職情報サイト「大卒等就職情報ＷＥＢ提供サービス」では、全国のハローワークに寄せられた新卒者向け
の求人が掲載されています。
　民間の就職支援サイトには掲載されていない求人も多数掲載。県内だけでなく全国の求人が閲覧できます。
　随時新しい求人が掲載されるので、こまめにチェックしよう！

　今春大学等を卒業予定の県内学生の就職内定率は、
80.9％（１月末時点）で、2008年秋に起きたリーマンショッ
ク前の水準を上回りました。
　来春卒業予定の学生の採用については、県内主要企業20
社のうち、12社では採用人数を増やす計画との報道もあり、
｢企業の採用意欲は昨年以上に強い」との見方もあります。

今からでも遅くない！

Ｕターン就活の進め方

県内企業の採用動向

　４月からハローワークが受理した求人が公開されます。ハローワークには、就活サイトには掲載されていない求人情報が多数寄
せられます。さらに、求人票だけではわからない、学生に向けて求める人物像や社長・社員からのメッセージなどを掲載した「求人
票プラス企業情報」など詳細な企業情報を提供しています。
　首都圏での就活の日程上、新潟への帰省が難しいという場合には、「ハローワークインターネットサービス」で県内企業の求人情
報が確認できます。また、「大卒等就職情報ＷＥＢ提供サービス」（Ｐ.５）には、企業情報のデータベースに登録している企業の採用
予定情報が掲載されています。このような様々なツールを活用して、就職活動に役立ててください。

求人情報を入手するには

●首都圏でのU・Iターン就職サポート窓口 にいがたＵターン情報センター

　県内企業や求人状況を熟知した専門スタッフが常駐し、最新の求人情報の提供や就職に関する相談・アドバイスなど、就職活動
をサポートします。Ｕターン就職相談会や県内の注目企業を紹介するセミナー等毎月イベントを開催しています。
　企業情報や合同企業説明会等のイベント情報の検索には、ぜひセンターのホームページ（Ｐ.５）をご覧ください。

　また、県内のジョブカフェやハローワークでは、求人情報の集め方や求人条件の見方、就職活動の進め方から応募書類の作成方
法、面接対策などを様々な就職支援メニューをご利用いただけます。

●新潟新卒応援ハローワーク
　｢新卒応援ハローワーク」は、大学等卒業年次の学生や卒業後３年
以内の既卒者の就職のサポートを専門とするハローワークです。

一人で悩まず相談しましょう

若者のための労働ハンドブック

　新卒採用を行う企業は、全社一斉に採用活動をスタートさ
せるわけではありません。採用活動の開始時期は各企業に
よって異なり、これから採用活動を開始する企業もあります。
　一般的に、首都圏に比べ県内企業の方が採用スケジュール
が遅いと言われています。これから採用活動をスタートする
企業と出会うためにも、就職支援サイトの新着情報を随時
チェックしたり、今後開催される合同企業説明会等に参加し
ましょう。

これから採用活動を開始する企業もある

若者しごと館長岡サテライト（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.shigotokan.com/

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/

●ジョブカフェ

首都圏でのＵ・Ｉターン
就職サポート窓口

新潟市中央区弁天2－2－18 新潟KSビル２F（ハローワーク新潟 若者しごと館内）
OPEN／9:30～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
TEL／025-240-3013

東京都渋谷区神宮前4-11-7　OPEN／10:30～18:30（火・祝日・年末年始を除く）　TEL／03-5771-7713

お役立ちツール

　県では、これから社会人として活躍される皆さんに、社会に出る上
でぜひ知っておいてほしいことをコンパクトにまとめたハンドブック
を作成しています。
　県内各ジョブカフェ、ハローワークで配付しています。また、県ＨＰ
にも掲載していますので、ご覧ください。

お問い合わせ先：新潟県産業労働観光部労政雇用課労働経済係
TEL／０２５－２８０－５２５９

ＵＲＬ http://www.niigata-uturn.jp/

ＵＲＬ http://job.gakusei.go.jp

QRコード
困った時の
相談窓口 est...

ビジネスマナー就職活動の
ポイント

働くうえでの
ルール

にいがたＵターン情報センターの
ホームページを開設しました！

県・ハローワーク・市町村
が県内外で開催する合同
企業説明会など就職関連
イベントのスケジュールを
チェックできます。

　４月からは2014（平成26）年３月新
卒者向けの求人情報が公開されます。

イベント情報

｢にいがたモノ・クリエ
イト」のほか、地域ご
との企業紹介サイト
や官公庁・団体等が
運営しているサイトを
紹介しています。

県内企業紹介
サイトリンク集

県内の就活に関するトピックス、注目企業の
情報などをお届け！（月１回程度）

メルマガ配信

大卒等就職情報ＷＥＢ提供サービス 厚生労働省

地元の企業情報、求人情報が満載

CHECK3

　｢クラブ会員」に登録すれば、企業への自己ＰＲをサイトに掲載できたり、
最新就職イベント情報が随時メール配信されるなどのサービスが利用で
きます。

CHECK1

　企業情報には、新規学卒者および既卒者等を積極的に採用したいと考
えている企業が、求人票だけでは書くことができない企業の特色、求め
る人材像や企業の採用関係情報（採用予定数、会社説明会等）を掲載し
ています。学卒向け求人を申し込んでいる企業の場合、求人票の閲覧、エ
ントリーの申込ができます。

CHECK2

新潟　若者　ハンドブック 検索

にいがた　Ｕターン 検索

大卒等就職情報ＷＥＢ 検索



日　　時
会　　場
参加企業

日　　時
会　　場
参加企業

4月25日（木） 13:30～16:00
加茂市産業センター
加茂市及び加茂市近郊に勤務場所を有する企業（約20社）

ハローワーク十日町　TEL 025-757-2407お問い合わせ先

4月26日（金） 13:30～16:00
クロス１０
十日町・津南町に勤務場所を有する企業（約20社）

日　　時
対　　象
参加企業
主　　催

5月13日（月） 13:00～16:00
平成26年３月大学等卒業予定者及び平成23年３月以降大学等卒業者
県内（主に下越地区）に勤務場所を予定する企業（約100社）
下越地区公共職業安定所、新潟労働局、新潟市雇用対策協議会、新潟県

会　　場 朱鷺メッセ 展示ホール

ハローワーク三条　TEL 0256-38-5431お問い合わせ先

日　　時
会　　場
参加企業

5月7日（火） 13:30～16:00
柏崎市市民プラザ
柏崎市及び柏崎市近郊に勤務場所を有する企業（約20社）
ハローワーク柏崎　TEL 0257-23-2140お問い合わせ先

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

information

Ｕターン就職する前は、
どちらにお住まいでしたか。

Question

学生として富山市に４年間
住んでいました。

新潟にＵターンした理由は何ですか。

新潟が好きだったので、高校生の時から将来も地元
で暮らしたいと考えていました。
富山市は住みやすかったし、友人から中京や関西で
就職したいという話も聞いたのですが、その考えは
変わらなかったです。
両親も私が長男なので戻ってくるだろうと思ってい
たようです。それでも実際に地元で就職することが
決まった際、祖父母はとても喜んでくれました。

今の会社に入社した動機は？
Question

父親が機械関係の仕事をしていて元々ものづくりに
興味があり、また大学では工学部で機械を専攻して
いたため、それを生かしたいという思いがありました。
そんな中、合同説明会で今の会社と出会い、自社で
工作機械の受注、開発・製造、販売を一貫してやって
いるとの話を聞くことができ、とても魅力を感じまし
た。やはり自社で製品として完成させることができる
という点が一番の動機になったと思います。
会社訪問の際には、他社ではあまり見ることのでき
なかった設計作業の様子も見学させてもらい、自分
がこの会社で働いていくイメージをはっきりと想像す
ることができたので、ぜひ入社したいとの思いが強く
なりました。

新潟にＵターンして
良かったと思うことは何ですか。

Question

地元の友人にいつでも会えることで
す。職場を離れても自分の居場所が
あるので仕事とのバランスがとれて
います。実家から通勤できることも
大きなメリットだと思います。

会社の雰囲気はどうでしょうか？
Question

Question

年齢が近い社員が多く、業務上のこ
とに限らず何でも話しやすい雰囲気
だと思います。入社後の早い段階で
も仕事を任せてもらえるので、失敗
もありますが、やりがいもあります。

就職活動の進め方について教えてください。
また苦労したことはありましたか。

Question
Question

大学では地元企業の求人情報が少なかったた
め、インターネットで情報を収集しながら、新潟
市などで開催される合同説明会に参加していま
した。また両親からも地元企業名などを聞いた
りしました。採用活動が本格化した頃は毎週新
潟に帰る必要があったため、移動が大変でした。
リーマンショック直後の就職活動だったため、
前年に比べ採用人数が極端に少なかったり、内
定時期が遅い企業が多かった気がします。

今の仕事内容とその魅力を教えてください。
Question

設計チームに所属し、お客様の要望を元
にしたカスタマイズのほか、機械の改良
や新機種の開発などを行っています。自
分で設計したものが実際に形になるのを
間近で見られることが大きな魅力です。

学生へのアドバイスをお願いします。

まず自分が何をやりたいのかはっきりさせることが大
切です。その上で、視野を広くもって就職活動をするこ
とをおすすめします。中小企業でも独自の強みを持っ
ている会社や、他業種でも自分の希望する職種を募集
していることもあります。
またインターネットだけではなく、説明会に参加するな
ど実際に行動することで新しい発見をすることができ
ます。思ってもいないところで自分に合った仕事が見つ
かるかもしれません。

趣味や休日の過ごし方は？

ラーメンが好きなので、休日は友
人と県内のお店を巡っています。
勤務後には同僚とバドミントンを
して、汗を流すこともあります。

将来の目標を教えてください。

設計のスキル向上はもちろんですが、いい
製品を作ってもその良いところが相手に伝
わらなければ意味がないので、技術職で
あっても話す能力を高める必要があると
思っています。併せて今後の海外展開に向
け、英語力も身につけていきたいです。

がんばれ後輩
先輩からのアドバイス！

Question

株式会社太陽工機（長岡市）
伊部 正範さん（柏崎市出身／2010年4月入社）

Question

Question

you

TURN

youTURN

詳しくは、新潟県ＨＰをご覧ください。

申込
不要

参加
無料

入退場
自由

新潟新卒応援ハローワーク（ハローワーク新潟 若者しごと館）
TEL 025-240-4510

お問い合わせ先
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