
保 護 者 の た め の 新 潟 U タ ー ン 就 職 サ ポ ートマ ガジン

輝 く 場 所 が 、き っ と 新 潟 に あ る輝 く 場 所 が 、き っ と 新 潟 に あ る

親子で考える
新潟へのUターン就職
保護者のための就活講座
2017年卒の皆さんへ　まだまだ間に合う就職活動
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卒業後は、どこで働く？どこに住む？

データで見る、今時のUターン就職
出典：2017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

早めに準備することが大切といわれる就職活動。2018年3月卒業予定の学生の方も、そろそろ本格的に
就職について考える時期です。この夏は「何がやりたいのか」「将来どこで暮らすのか」etc…親子で話し
合ってみませんか。

7割以上の学生が両親へ相談。
夏休みは親子で話す絶好の機会です。

　大学3年生の夏休みは、多くの学生が就職について考え出す時
期。来年の春休みには大手の就活サイトがオープンし、企業説明会や
エントリーが始まります。それまでに、どんな仕事に就きたいのか、ど
んな企業があるのか、いわゆる「自己分析」「企業研究」を進めておく
必要があります。また、企業が行う就業体験「インターンシップ」は、夏
休みに行われることが多く、早めに動き始める必要があります。昨年

県外へ進学した大学生の約4割がUターンを希望。新潟県は全国平均と比べてUターン志
向が高めといえます。理由はさまざまですが、就職先としての魅力が他県より高いとも言え
るでしょう。

新潟県はUターン志向が高め！

就職活動中に両親や親族に就職の相談をしたのは、男子66.7％、女子
74.6%。そのうち「大きく影響した」・「多少影響した」と答えたのは、男子
70.1%、女子71.7％。今や子供の就職活動において親に相談するのは普
通のことであり、その影響は大きいと言えそうです。

Uターン就職に親の影響は大！
Uターン就職のネックはやはり交通費。親の援助はもちろんですが、県からの
交通費補助制度もあるので（P5参照）上手に利用を。また、学生は消費者に
商品やサービスを直接提供する企業ばかりに目が向きがちです。新潟の隠れ
た優良企業を伝えることも、Uターンに大いに役立つでしょう。

学生の視野を広げるお手伝いを

から（一社）日本経済団体連合会加盟企業の採用選考時期が変更に
なるなど、就職活動（就活）にはさまざまな不確定要素があります。だ
からこそ就活を早めに意識し、考えておくことが大切です。
　就職を考えるうえで重要になってくるのが、「どこで働くのか」
「将来はどこで暮らしたいのか」。その際、親からのアドバイスはと
ても重要です。アンケートでは、地元外に進学した学生の約７割が
就職について「親に相談した」と回答。この夏休みの帰省時には、就
職について親子で話してみませんか。お子様の納得できる就活の
第一歩になるかもしれません。
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■新潟県出身で県外に進学した男女による回答

■全国の地元外に進学した男女による回答

37.8％
■2017年卒・新潟から地元外に進学した男女による回答

41.3％
希望する 希望する

＼理由は？
／

両親や祖父母の近くで
生活したいから

地元の風土が
好きだから

仕事とプライベート
を

両立させたいから

実家から
通えて経済的に
楽だから

地元での生活に
慣れているから

66.7％ 33.3％YES NO

親子で考える、

就職のこと、親に相談しましたか？
Uターン就活で最も困ったことは

？

Uターン就職を希望しています
か？

全国 新潟

男子

女子 74.6％ 25.4％YES NO

地元までの交通費……………………37.2％
地元企業の数が少ない………………17.9％
地元までの距離・時間…………………11.5％
特に障害に感じていることはない……　7.7％
地元企業の情報不足………………… 5.1％
地元企業の雇用条件（福利厚生など）…　5.1％

■2017年卒・全国の地元外に進学した男女による回答



　人生の先輩でもある親。新潟で働く社会人として、新潟で
子育てをしてきた父母として、経験に基づくメッセージを伝
えることができるでしょう。もちろ
ん就活生にとって最も優先すべ
きは「希望する仕事に就ける」こ
と。しかし、その先にある結婚、子
育て、老後など、人生を長い目で
見て考えることも大切です。

　左の図は、新潟県と東京都における生涯収入・支出や、住
宅の面積、子育て環境などを比較したもの。収入は東京より
も低くなりますが、基本的な生活費や住宅購入費も低いた
め、生涯収入と支出の差に東京と大きな違いはありません。
ほかにも、自然が身近にある、混雑しない、親に子育てを手
伝ってもらえるなど、お金では測れないメリットもあります。
最近では生活の質を重視して、首都圏出身でありながら地
方で就職したいという学生も増えているようです。
　また、地方企業もUターン就職歓迎の企業が増えていま
す。「大都市圏で学ぶことで視野を広げた」「親元を離れて
生活した経験」などが評価されていると考えられます。

人生の先輩から伝える、
新潟の暮らしやすさ、多くのメリット

年々厳しくなる首都圏の暮らし
Uターン就職に関心が集まっています

新潟県では「にいがたUターンでかなえる
10のこと」を制作・配布。内容は県のホー
ムページからも見ることができます。
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知っていますか？ イマドキの就活

最新の就活事情をチェック！
昔と違って、期間も長くやるべきことが多いのが、今の
就職活動。お子様と向き合って話をするためにも、流れと
ポイントを押さえておくことが大切です。

次の
ページを
Check!!

県内経済を支えるのは
中小企業の力。
そこで働く皆さんをサポートしたい。

波田野 絵理さん
新潟県火災共済協同組合 勤務
新潟市出身

地域を支えているという喜びと、
家族や友人に囲まれて暮らすという
喜びがあります。

西山 優介さん
ネクスコ・エンジニアリング新潟 勤務
上越市出身

私たち、地元にUターンして就職しました!!
センパイ
VOICE

　大学に行くまでずっと新潟で過ごしてきたので、新潟の企業や住んでいる人の
役に立ちたいと思ってUターン就職を希望しました。弊社を志望したのは、地方経
済を支える中小企業の方々に、ワンストップで安心を提供できるから。仕事では県
内各地の方々とお話しをしますが、ひとくちに新潟といっても地域ごとに特色が
あり、いまだに学ぶことが多いですね。
　就職活動中は「選考に落ちてしまった…」など、両親には相談というより報告を
よくしていました。心配だったとは思いますが気を遣ってくれて、私にはそれがよ
かったのかもしれません。
　これから就職活動を迎える皆さんは、時間のある限り企業を回ってみてくださ
い。新潟にもたくさん企業がありますが、どう貢献しているのか、働いている人は
どうか、自分の目で見て、聞いて、感じることが大切だと思います。

　大きな構造物を作りたいという夢があり、土木科のある大学に進学。大学で多
くの構造物の老朽化が進んでいることを知り、構造物を保全する仕事をしたいと
思うようになったのが、弊社を志望したきっかけです。
　大学で得た知識をベースに専門的な技術を得られるのはもちろんですが、新
潟県内の多くの人が利用する高速道路を支えているという自負も、仕事のやりが
いにつながっています。
　Uターンしてよかったことは、家族や友人がすぐ会える距離にいるということ。
休日や退勤後のプライベートが充実しますし、安心感もありますね。
　就職活動をするにあたり私が重視したのは「何をする会社なのか」と「どこに住
むことになるのか」の2つでした。何を重視するかは人それぞれですが、この先何
十年も働くことになるので、存分に悩んで後悔のない選択をしてほしいですね。

お 金

住まい
子育て

こんなに
違う！？

■持ち家比率

■住宅延べ面積

新潟県

東京都
総務省-住宅・土地統計調査（平

成25年）

133.8㎡新潟県

東京都 67.7㎡
総務省-住宅・土地統計調査（平

成25年）

75.6％
46.2％

■正規雇用者比率

■育児をしている女性（ 25～44歳）の有業率

新潟県

東京都
総務省-国勢調査（平成22年）

12位

5位

新潟県

東京都 47位

25位

総務省-就業構造基本調査（平成
24年）

将来マイホームを
持つならUターン！

働きながら子育
て

するならUターン
！

総務省-住宅・土地統計調査（平
成25年）より新潟市が独自に算出

192,000円■平均初任給（大卒）

■一ヵ月あたり家賃（間取り1K）

新潟県

東京都

新潟市

東京23区

209,600円
賃金構造基本統計調査（平成2

7年）

55,764円
91,782円

使えるお金は

新潟のほうが

多いかも？

検索にいがたＵターン　１０のこと
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親は金銭面そして精神面での
サポートを

就活について話す前に、
まずは将来の話を

　親世代と違って、内定ひとつ取るにしても、膨大な時間と労力
を必要とするのが現在の就活です。何十社もエントリーして、企
業説明会に参加し、エントリーシートなどの応募書類の準備も
大きな負荷となります。面接も1社につき2～3回は当たり前、
そこまで努力しても、不合格になることも多く、体力的にも精神
的にも辛いでしょう。親がしてはいけないのは、そんなお子さん
の努力を否定すること。お子さんの考えを受け止めた上で、身
近な社会人の先輩としてアドバイスするのが良いですね。
　過保護になるのもダメですが、無関心もダメです。最低限、交
通費やスーツ代のサポートはしてあげてください。親に遠慮して
いるお子さんも多いので、「お金、足りてるの？」「交通費出そう
か？」と親から声をかけてあげてほしいですね。

　何がやりたいのか、どんな業界に興味があるのか……就活に
はもちろん大切ですが、まずは10年後・20年後、自分がどう
なっていたいのかを考えてほしいですね。どこで暮らすか、結
婚、子育て……若い学生には想像しにくいかもしれないですが、
親の話は大変参考になるはずです。描いた将来像から逆算して
いけば、希望する業界や就職場所も決まってくるもの。そんな話
ができる親子関係を築くことも大切です。

西 嶋  弘 重 さん
株式会社広報しえん代表取締役社長。新潟県内企業約400社の情報を掲載する「にいがた就職応援
団ナビ」の運営のほか、合同企業説明会などのイベントを開催。企業の人材採用をサポートする一方、長
年にわたって多くの就活生を見てきている。

親もチェックできます！ 県内の新卒採用企業
新潟には多くの企業があることを伝えるのも、親が
できること。子どもが興味を持った企業がどんな企業
なのかも知ることができます。

お話を
伺ったのは…

【就活生を持つ親の4ヶ条】【就活生を持つ親の4ヶ条】

●親の考えを押しつけない ！　●
子どもの話を聞くこと ！

●親も情報を集めること ！　●お金
の援助は惜しまない ！

検索にいがた就職応援団ナビ
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選　考

面　接

内　定

3月のエントリー開始まで、
就活生はやることがいっぱ
い。筆記試験対策やエント
リーシートの書き方は一朝
一夕では身に着きませんの
で、早い段階から取り組ん
でおきたいものです。

※SPI・・・・・・・適性検査
※ES・・・・・・・・エントリーシート

3～6月の短期間に一社
でも多くの企業にエント
リーし、企業説明会へ足
を運ばなくてはなりません。
Uターンするかしないかを
決めておくことで、効率よ
くこなすことができます。

選考が進むと、面接や試
験をこなすことが大変に
なってきます。いかに効率
よく就活を進めるか、スケ
ジュール管理が成功のカ
ギになってきます。

10月以降も採用活動を行
う企業はたくさんあるので、
この後も就職活動を続ける
学生も。親のメンタル面で
のサポートが大切です。

2019

2018

内　定　式

新潟県で新卒採用支援事業を展開する広報しえんに聞きました！

保護者のための就活講座
採用スケジュールの変更など、就活の動きや流れはここ数年で大きく変化し
ています。そんな中、お子様と就活について話し、適切にサポートするために
は、親がイマドキの就活に関して、正しい知識を得ることが必要不可欠です。

　昨年から企業の採用広報解禁が3月となり、今年は試験・面
接の開始が6月と昨年よりも2か月前倒しに変更になりました。※

来年も同じだとすると、エントリーや企業説明会への参加など、
企業・仕事を選ぶための期間がたったの3か月になるため、今ま
で以上に「自己分析」「業界・企業研究」といった「下準備」が重要
になってきます。インターンシップや筆記試験対策なども併せ、
来年3月までには、ある程度済ませておいてほしいですね。U
ターンするのかどうかも年内に親子で話し合うほうがいいでしょ
う。短期決戦なので、新潟県内と県外の「掛持ち活動」は、スケ
ジュール的にかなり厳しいはずです。

Uターンするなら
早めに方向性を固めて

2018年卒業予定
大学生の就活スケジュール（予想）

エントリー
企業説明会

ES※・履歴書提出

夏休みインターンシップ夏休みインターンシップ

冬休みインターンシップ冬休みインターンシップ

自己分析

業界研究

企業研究

SPI※・筆記試験対策

ES※・履歴書の書き方対策
※経団連加盟企業の採用スケジュール
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「来年卒業予定だけど、まだ内定が出ていない」そんな4年生の皆さん、焦りは禁物です！
新潟県内には、これから採用活動を行う企業もまだまだたくさんあります。少し視野を広げ
てみると、あなたを求める就職先が見つかるはずです。

まだまだ間に合う
就職活動

2017年卒
の

皆さんへ

1やること これまでの就活を振り返ってみよう！

いったん就職活動を小休憩し、これまでに提出したエント
リーシートや履歴書のコピーを見返してみましょう。また、
面接の質疑応答についても大学の就職課をはじめ、両親、
友人、先輩などに聞いてみるのもよいかもしれません。自
分を客観的に振り返り、改善すべき点をつぶしていきま
しょう。

志望範囲を絞りすぎて、いつの間にか持ち駒が全滅……。そ
んな人はエントリー数が少ないのかもしれません。例えば志
望した企業の関連会社や、同業の地方企業に目を向けてみ
ましょう。また、本当にその業界が自分に向いているのか考
え直してみても。一度、自己分析や企業研究の段階に戻り、
仕切り直すのもひとつの手です。

3やること 利用できるサービスはすべて使い倒そう！

新潟の就職事情を熟知した専門スタッフが、県内ハローワー
クの最新求人の中から希望の条件にマッチした求人情報を
提供。履歴書・ESの書き方、面接対策なども相談できます。

東京都渋谷区神宮前4-11-7 表参道・新潟館ネスパス2階
OPEN：10:30～18:30（火曜日・祝休日・年末年始を除く）

条件　◎かかった交通費のうち、1/2に相当する金額（上限一万円）
　　　◎学生一人につき2回まで

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、県外からの移動にかかる
交通費に対して補助を行っています。

2やること 「シューカツアシストにいがた」へ登録！
「シューカツアシストにいがた」は、2017年卒業予定の大学
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。

●新潟県内企業の求人情報を閲覧できます。
●希望にマッチした求人情報を週1回メールで
　お知らせ。求人の見落としを防止！
●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。

シューカツアシストにいがたに登録すると…

平成29（2017）年3月卒業予定の大学生・大学院生、短期大学生、専門学校生等で、
新潟県内での就職を希望する方

就職情報サイト

新潟県内
企業学　生

求人情報登録
登録・企業への
エントリー・説明会申込み

エントリー受付・
説明会予約受付

企業からの連絡

相談・キャリアカウンセリング

カウンセラー

サービス対象学生

登録・詳細はこちらから！

http://www.niigata-shukatsu.jp/
0800-800-6785

■首都圏にお住まいの学生は
　にいがたUターン情報センターへGO！

■新潟県内での就職活動にかかる交通費を補助！

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　　　　　　　　　　　　　　　で検索！！検索U・Iターン　交通費補助

Check! Check!



6

　こういったタイプの学生は、やりたいことが明確で、
自ら行動して就職を決めてしまうでしょうね。逆に心配
なのが、親の気持ちを伝える前にどんどん就活を進め

てしまうこと。よく聞くのが、お子さんが内定を取った後に企業名を
聞いて、「えっ、その企業？」「新潟に帰ってこないの？」と反対する
ケースです。親に反対されて、せっかく苦労して獲得した内定を
断ってしまうことも……。このようなトラブルにならないためにも、
Uターンしてほしいなど、親の希望があるなら早いうちに伝えてお
きましょう。
　夏休みの帰省時、夕飯など何気ない時でかまいません。「どんな仕
事がしたいの？」「どういう業界や企業を志望しているの？」など、お子
さんの考えを聞いた上で、「私達はこんな風に考えているんだけ
ど……」と伝えましょう。また、志望する業界や仕事が地元にあるな
ら、情報提供をすることもできます。学生は企業を知らないですし、
「地元には自分が希望する企業がない」と思っている学生も多いです。
　いずれにせよ、就職活動開始前に親子の意見を一致させておく
こと。そしてお子さんが最終的に出した結論については尊重し、ほ
どよい距離感で応援しましょう。

プロに聞く!

現代の就職活動には「親子の会話が大切」と言われても、相手
はもう立派な大人。実際にはどのように声を掛けたらよいので
しょう？ このページでは、「実際にこんな場合はどうしたらい
い？」というケースに、具体的にお答えいただきました。 ㈱アルプスビジネスクリエーション 法人サポート課。長岡市を中心に新卒

採用のお手伝いなど人材サポートを手がける。県内・外の大学へ出向き、
企業・求人などの情報提供を行うとともに、就職ガイダンスなどの企画・
運営、就職アドバイザーも務める。

A

Q
東京の大学に通う3年生の息子。
自立心が強く、普段もあまり会話がありません。
就活には親がどの程度、関わるべきでしょうか？
また、どのような声掛けをすると良いですか？

　親子の仲が良く、何でも相談してくれるのはいいこ
とですね。誰にも相談できず、悩みを一人で抱えてし
まうほうが心配です。ただ、共依存の関係になっていて

は就職活動はうまくいきません。お子さんはもちろん親も成長の
場として、たとえ失敗しても、ある程度は自分でやらせることも必
要です。子供はいずれ自立していかなければなりませんから。
　実はこのケースって、よく聞くんです。何を言ったらいいかわから
ないけれど、心配だけはしている……と。私はそういう方には「現在
の就職活動をすべて知る必要はない」とお伝えしています。新卒採
用をめぐる環境は毎年めまぐるしく変わっています。生半可な知識
でアドバイスするより、就職の専門家である大学の就職課やキャリ
アセンター、表参道ネスパスにあるにいがたUターン情報センター
など、母親以外の相談先を探し、アドバイスを求めること。ちなみに
私たちも、毎月ネスパスで出張相談を行っています。
　では、親ができることは何でしょうか。やはり一番は、お子さんの
気持ちに寄り添うこと。「どんな時も応援しているよ」という姿勢を
見せることです。「頑張っているね」「お疲れさま」とねぎらってあげ
てください。

A

Q
県外の大学に通う4年生の娘。
「どうして内定が出ないと思う？」
「どの会社を受ければいいと思う?」など、
度々相談してきますが、いまいち良い返答が
できません。

この夏休みは、親子で就職について会話しておきましょう。今、大学では3年次の5月ごろに就活のガイダンスを
行っているので、お子さんの心構えはできているはず。どの業界を志望するのか、Uターンするのかしないのか……
この夏に結論を出す必要はありません。ただ、冬ごろには親子で何かしらの共通認識を持っておきたいですね。

ともに、納得できる就職活動をするには、この夏はしっかり親子で会話を！
結論は出さなくてもOK！ まずは、動き出すきっかけを作りましょう。

「親活」相談室
浅井 友和さん

保護者向けの就活セミナーに行ってみよう！ （平成28年11～12月頃開催予定）
新潟県、新潟市、長岡市が主催する「保護者向け就活セミナー」に参加してみましょう。企業担当者の話、内定
者の体験談を通して、保護者の心構えや接し方、適切なアドバイスのしかたを学べます。

答える人
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Uターン積極採用 県内企業紹介

サイフクはニット産地 新潟でレディスニットセーターを専門に製造しているニット
メーカーです。キャリアゾーン（20～30代の働く女性）からミセスゾーンまで広範
囲に手がけ、SPA商品、百貨店販売、専門小売店向け商品を製造しています。また
2012年秋冬より、ニットポンチョブランド＜mino＞を展開しています。

ニット製造業

会社概要

ニットの魅力・可能性・楽しさをお伝えしたい。

有限会社サイフク

サイフクではニット生産のすべてに目が届くよう、社内での生産比率を90%以上まで
高めた一貫体制で、クオリティの高い生産を可能にしています。機械背景は、太い糸を
編める5Gから、18Gという細かい編目が作れる編み機ま で、幅広く設備しています。
また五泉市は日本一のニット産地で関連業種が集積 していることも強みの一つです。

会社の強み・特徴

モチベーションが高く、何事にも挑戦する人は大歓迎です。ニットの製造工程を知る
ためにも、入社後は各工程をまわって、ものづくりの流れを体感してもらいます。服
が好きな人、機械やコンピューターの操作が好きな人、ものづくりの楽しさに興味
のある人が向いています。

新卒採用の方針・ポリシー

ニットができあがるまでには、たくさんの工程と人の手を通ります。
チーム力を発揮することが大切なので、社員旅行や納涼会・忘年会な
どを利用して、コミュニケーションの活性化を図っています。また年に1
度、求められる役割と目標の設定、そして目標を達成する為のステップ
アッププログラムを上司と面談しながら作成する時間を設けています。

PR／メッセージ

当社はきものの総合加工業として、年間42万点にも上るきものを扱っています。毎年新
卒採用をしているため社内は活気があり、2016年12月には新工場が竣工予定です。

PR／メッセージ

きものの修正やガード加工、縫製などを中心に、リサイクル・プレタきものの販売、和装品
企画製造を行っています。きものの問題点を解消し消費者目線での提案を行う会社です。

業務内容

〒959-1837　五泉市寺沢1-6-37　TEL：0250-43-3129
サイフク  http://www.saifuku-knit.jp/
ニットポンチョmino  http://mino-knit.com/

サービス業（繊維）

きものの幸せ創造メーカー

株式会社きものブレイン

〒948-0003
十日町市本町6丁目1
TEL：025-752-6800
http://www.kimono-brain.com/

オリジナル商品に限らず、OEM商品も数多く生産している弊社は、日本全国だけにとどま
らず、韓国、中国等東南アジアをはじめ海外にも商品を出荷しています。

PR／メッセージ

弊社はプラスチック製品の企画・設計・製造・販売・委託を行っているプラスチックメー
カーです。オリジナル商品や某インテリア小売業のOEM商品等を製造しています。

業務内容

プラスチック製造業

Life＝JEJ

株式会社ジェイ・イー・ジェイ

〒955-0845
三条市西本成寺2-28-12
TEL：0256-35-7800
http://www.e-jej.com/

「ガラスだけ？」ではありません。皆さんの住空間に深く関わりのある建築資材を取り扱
い、住まいづくりをバックアップ！ 創業110年、トータルハウジングのスミックです。

PR／メッセージ

建築資材総合卸販売の会社です。（取扱メーカー商品の卸販売と加工・工事）・建築用板硝
子・ビル用、住宅用サッシ・住宅設備機器・断熱複層ガラス・高気密、高断熱パネルなど

業務内容

卸売業

住まい・スマイル・コミュニケーション

株式会社スミック長岡硝子

〒954-0197
長岡市中之島3837
TEL：0258-61-2255
http://www.smic-n.co.jp

当社は、土木・建築事業を中心に、埋蔵文化財調査、スイミングスクールの運営、介
護福祉事業など、さまざまな形で地域に貢献しています。新潟県内はもとより、北は
岩手から南は岡山まで、全国各地に支店・営業所を構え、首都圏を管轄する東京支
店での採用も積極的に行っています。

総合建設業

会社概要

正しきことを貫く

小柳建設株式会社

当社は、技術力はもちろん、人間性においてもNo.1のチームを目指しています。そ
れを実現するため、社員教育に力を入れています。社員が自ら目標を持って成長出
来る人事制度を軸に、各種研修制度や、社員同士の自主的な学びの場があるなど、
“人が育つ”環境があります。従業員数約300名、全員が活躍している会社です。

会社の強み・特徴

一番大切にしていることは、当社の経営理念に共感していただけるかどうかです。説
明会や選考を通して、お互いの考え方や価値観を共有し、“この人と一緒に働きた
い”と思える方を積極的に採用しています。なぜなら採用は、人の出会いと一緒で、
どちらかが一方的に選ぶものではないと私たちは考えているからです。

新卒採用の方針・ポリシー

新潟初のスイミングスクールとして36年が経過しました。生まれる前から100歳まで、地域
の皆様が活力ある人生を送っていただくための手助けができる！とても誇れる仕事です！

PR／メッセージ

スイミングスクールでの水泳指導及び水中・陸上運動指導と、お客様満足のための付随
業務。（館内外清掃、水温・水質管理、イベント企画実施、連絡帳記載など）

業務内容

〒955-0047　三条市東三条1丁目21番5号
TEL：0256-32-0006
http://n-oyanagi.com/

スイミングスクール／サッカースクール／フィットネスクラブ

地域の皆様の健康増進をお手伝いします

株式会社アクアシガータ（アクシースイミング）
〒９５０－２０５２
新潟市西区寺尾10番２号
TEL：０２５-２６９-２５５５
http://www.2555.co.jp

弊社は「信頼ある技術」と「お客さま目線のサービス」をモットーに、地域の皆さまの豊かで
快適な暮らしを実現するため、経営理念に基づき、都市ガス普及に努めています。

PR／メッセージ

五泉市と新潟市(秋葉区、江南区)で都市ガスの販売、コージェネレーションの提案営業、ガ
ス工事の設計・施工管理など、地域に根差したエネルギー事業活動を行っています。

業務内容

都市ガス事業

ガスで分かった、心地よい暮らし

越後天然ガス株式会社

〒956-0031
新潟市秋葉区新津4516番地
TEL：0250-24-2171
http://www.echiten-gas.co.jp/

「農を守り・育て、地域とともに未来を築こう」を基本目標に25の支店・出張所のほか、
さまざまな店舗・施設等を配し、組合員・地域の皆様のニーズにお応えしています。

PR／メッセージ

上越市・妙高市を管内とした、指導事業（営農指導・生活指導）、農産物直売所を含む販売
事業、購買事業（経済）、信用事業（金融）、共済事業、高齢者福祉事業、葬祭事業　等

業務内容

総合農協

あるるんの杜が7月21日オープンしました

えちご上越農業協同組合（JAえちご上越）

〒943-0817
上越市藤巻5番30号
TEL：025-527-2001
http://www.ja-echigojoetsu.or.jp

“猛烈に挑戦する”を合言葉に、常に進化し続ける会社です。変化し
続ける時代、私たちはその先を見据え、自らの手で未来を切り開い
ていく必要があります。私たちは、一緒に未来を切り開いていくパ
ワーを必要としています！ぜひ、一緒に働きましょう！

PR／メッセージもっと詳しく
知るならこちら↓

もっと詳しく
知るならこちら↓



就活支援窓口のご案内

□開設時間／10：30～18：30
□定休日／火曜・祝日・年末年始
□TEL／03-5771-7713

新潟新卒応援ハローワーク

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）

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

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

掲載情報

検索新潟企業情報ナビ

検索就職ガイダンスにいがた 2017

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

イ ベ ン ト 情 報

会場 朱鷺メッセ2F メインホール 主催 新潟県、新潟労働局時間 13：00～16：30

主催 新潟県

検索にいがたで働こうプラス

会場 東京都港区浜松町2-4-1　世界貿易センタービル8階「僕らのワークデザインラボ」

主催 新潟市時間 13：30～17：30

時間 10：40～16：00（時間選択制・先着順）

検索ながおか就職応援

会場 表参道・新潟館ネスパス3F

主催 長岡市

時間 13：00～17：00

検索にいがたジョブカフェ事業

対象 平成30年（2018年）3月以降 大学等卒業予定者（大学1～3年生等）

対象 平成29年（2017年）3月大学等卒業予定者及び3年以内既卒者

対象 主に大学3年生

対象 長岡市へ就職を希望する社会人及び大学等へ通う学生（学年問わず）

定員 20名

会場 表参道・新潟館ネスパス3F

主催 新潟県時間 11：00～17：00

（予約はこちらの専用フォームから）検索新潟県　看護のお仕事ステーション

対象 新潟県内での就職を検討されている看護職員（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

会場 表参道・新潟館ネスパス3Ｆ

●新潟での就職に関する情報を提供して
います！
●専門スタッフの相談・アドバイスで就職
活動をバックアップします！
●ホームページやフェイスブックで新潟で
の就職に関する情報を発信！

にいがたUターン
情報センター
にいがたUターン
情報センター

https://www.facebook.com/pref.niigata.uturn

検索にいがたUターン詳細は

学生及び学校卒業後３年以内の方を対象に就職活動を支援するハローワークです。
〒950-0901　新潟市中央区弁天2-2-18 新潟KSビル2F
■開設時間／9:30～18:00
■定休日／土・日・祝日・年末年始　■TEL：025-240-4510

新潟市学生就活相談デスク
新潟市内で就職したい学生やその保護者を対象に、就職に関する相談に応じてい
ます。（来社面談は要予約）
〒950-0912　新潟市中央区南笹口1-2-16 新潟CDビル2F （株）広報しえん内
■開設時間／9:00～18:00
■定休日／土・日・祝日・お盆期間（8/12、15、16）・年末年始
■E-mail／sodan@niigata-job.ne.jp
■HP／http://www.niigata-job.ne.jp/sodan/

ながおか就職・Uターンサポートデスク
長岡に就職したい学生および社会人、その保護者を対象に、就職に関する相談に
応じています。
〒940-0004　長岡市高見町549-1 （株）アルプスビジネスクリエーション新潟支店内
■開設時間／9:00～17:00　■定休日／土・日・祝日・お盆期間（8/11～17）・年末年始
■E-mail／you-nagaoka@abc-niigata.co.jp
■HP／http://www.de-job-ra.net/

～積極的に使おう！新潟での支援窓口～

土日も開館！ 首都圏での就職支援なら

各回、新潟県の企業6社が参加。企業の採用担当者が業界や自社の魅力を、若手社員
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。企業の本音を
聞くチャンスです！

新潟県内の様々な業種や企業の理解を深め、就職活動に役立てていただくことを目的と
した企業の魅力発見バスツアーです。

就職ガイダンスにいがた2017

8/21㊐・11/24㊍

主催 新潟県

検索ジョブサーチバス

訪問企業 ㈱南雲製作所、㈱柿崎機械

合同企業説明会

セミナー

にいがた交流会 IN TOKYO

11/19㊏・11/26㊏・11/27㊐
12/3㊏・12/10㊏・12/17㊏
平成29年2/4㊏・2/5㊐

その他のイベント

新潟市若者ＵＩＪターン促進事業
「にいがたで働こう＋（プラス）」首都圏セミナー

8/25㊍

9/11㊐・10/9㊐・11/20㊐・12/11㊐

ジョブサーチバス

9/13㊋

看護職員・学生対象 就職個別相談会

8/28㊐・10/16㊐・12/18㊐
平成29年1/29㊐・3/11㊏

実際に新潟市内で働いている先輩社員が参加し、地方就職の魅力を伝えます。大学生が
地元就職を考えるきっかけになります。ぜひお子様にお伝えください。
●詳細は　運営委託先　キャリアアセットマネジ㈱　　0120-489-135

やっぱ！ ながおかU・Iターン就職相談会

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-11-7
表参道・新潟館ネスパス2F

表参道
ヒルズ

表参道

ラフォーレ
原宿原

宿
駅

明
治
通
り

青
山
通
り

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

413

246

原宿駅
表参道口

地下鉄 表参道駅
A2出口
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