
仕事 

１ 
にいがたＵターン情報センター  

 

 

 
 

・新潟へ帰りたいけど、どんな仕事があるのか不安・・・ 
・U・I ターンの就職活動はどう進めたらいいんだろ
う・・・ 
・転職は初めてなので、応募書類の作成に自信がな
い・・・など 
新潟への U・I ターン就職に関することなら、どんな
ことでもお気軽にご相談ください！ 
私たちが皆さまを全力でサポートいたします！ 

Ｕ・Ｉターン就職／転職をトータルサポート！ 

ブースＰＲ 

 
● 新潟の就職事情に詳しい専門スタッフが、社会人の方・学生の方の 
Ｕ・I ターン就職をサポートいたします！ 

 
● 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 
策などお気軽にご相談ください！ 

 
● 県内企業の最新のハローワーク求人情報もご提供・ご紹介（企業
との取り次ぎ）いたします！ 

（問合せ先） にいがた U ターン情報センター 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-11-7 表参道・新潟館ネスパス 2 階 
☎ 03-5771-7713  ✉ niigata_u-turn@pref.niigata.lg.jp 
ホームページ  http://www.niigata-uturn.jp/ 

 

仕事 

２ 
新潟県Ｕ・Ｉターンコンシェルジュ  

 

 

 
 
新潟県 U・I ターンコンシェルジュは、あなたが希望す

る U・I ターン転職を実現するためのエージェントです。
転職のプロとして、あなたのご希望に沿った求人をオー
ダーメイドで開拓し、U・I ターン転職に必要な情報もあ
わせて提供いたします。東京事務局もございますので、
お気軽にご相談下さい！ 
・東京事務局 【千代田区大手町 2-6-2 】 
・新潟事務局 【新潟市中央区上大川前通７番町 

1230-7】 

UI ターン転職をオーダーメイドでサポート 

ブースＰＲ 
 
● 豊富な求人案件のご案内はもちろん、あなたの希望に沿った求人
をオーダーメイドで開拓します 

 
● 親身なキャリア相談と、綿密な選考対策(書類・面接等)で、最良
のマッチングを実現します 

 
● お住まいや学校などの生活情報はもちろん、U・I ターンに関連する
助成金等の支援策の情報も提供いたします 

 
（問合せ先） 新潟県 U・I ターンコンシェルジュ事務局 
〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通７番町 1230-7  

ストークビル鏡橋３階  
☎ 025-374-7410  ✉ uitc@pasona.co.jp 
ホームページ  https://www.niigata-uitc.com/ 

 

仕事 

３ 
ものづくり人材育成プロジェクトのご案内  

 

 

 
 
 
県では、Ｕ・Ｉターンを含めたものづくり企業への就

職を支援しています。 
「ものづくり人材育成プロジェクト」では、参加企業か

ら直接話を聞いて、現場を見学でき、就職したい企業
で３か月間「正社員」を目指す有給雇用型訓練が受
けられます。 
スキルを身につけたい方には職業訓練も紹介してい

ます。ぜひ、ご相談ください。 
 

ものづくり企業への就職を支援します！ 

ブースＰＲ 

 
● ものづくりの仕事未経験・無資格の方、男女を問わず大歓迎！ 
 
● 150 社を超えるものづくりの参加企業の中から興味のある企業を
見学できます。 

 
● しっかりとスキルを身につけたい方には、事務、介護、ものづくり、電
気など様々な分野の職業訓練もご紹介！ 

（問合せ先） 新潟県 産業労働観光部 職業能力開発課 
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 
☎ 025-280-5262 ✉ ngt050060@pref.niigata.lg.jp 
ホームページ  http://www.pref.niigata.lg.jp/shokugyo/ 

  

 

 

 

 

http://www.niigata-uturn.jp/
https://www.niigata-uitc.com/
http://www.pref.niigata.lg.jp/shokugyo/


仕事 

４ 
新潟インターンシップ 2018  

 

 
 
 
中小企業の経営課題のひとつは「いかに良い社員

を採用し育てるか」です。新潟県中小企業団体中央
会では、新潟県よりインターンシップ希望学生受け入
れ企業の募集業務および県外大学生等への「新潟
県インターンシップ 2018」参加促進事業の業務を受
託いたしました。 
この事業は、県外の進学者がいる大学等へ「新潟

インターンシップ 2018」の参加促進をするとともに、若
者雇用促進法に則った新潟県内企業の求人情報を
当会のポータルサイト「にいがた JOB ひろば」にて、公
開、提供を行います。 

新潟県主催「新潟インターンシップ 2018」 

に参加して、新潟県の企業を知ろう！ 
ブースＰＲ 

 
● 新潟県主催「新潟インターンシップ２０１８」の県内の魅力ある 
インターンシップ受入企業の紹介。  

● 県内企業へのインターンシップを検討されている学生さんは、気軽
にご相談ください。 

● インターンシップとは？参加するメリットは？といった基本的な疑問
や悩みのご相談から、すでにインターンシップをお考えの方には希望
に沿った企業の紹介をいたします。 

（問合せ先） 新潟県中小企業団体中央会（コーディネーター 武田） 
〒951-8133 新潟県新潟市川岸町１丁目 47 番地１ 
☎ 025-267-7855 ✉ takeda@chuokai-niigata.or.jp 
ホームページ  http://job-hiroba.com/ 

 

仕事 

５ 
農業の相談 

 
平成 28年度に新潟県 
で農業を始めた人で、15 
歳から 42歳の若者は 
276人です。 そのうち、 
農業法人等への就業者 
は 153人(60%)、そのう 
ち 113人(75%)は非農 
家です。 
 

 
 
”新潟県では、農家以外の非農家からのＵ・Ｉター
ンによる新規就農者を急募しています”  

 ・農業を始めるにあたっての心構え  
 ・新規就農へのみちすじ 
 ・農業法人への就業 
 ・就農までのハードル 

■新潟県内の県・市町村及び各種団体と連携をと
りながら進めます。 

あなたも新潟県で農業をはじめませんか！ 

ブースＰＲ 

 
どんなことでもお気軽にご相談ください。お待ちしております。 
●新潟県での就農に関する情報を提供 
１ 本格的な就農をめざす意欲ある方を支援するために田舎暮らしや 
農業体験・農業研修先を本人の希望に沿って紹介します。 

２ 農業の職場で働きたい方に無料で職業紹介・斡旋を行っています。 
３ 就農に必要な知識・技術を学ぶ新潟県農業大学校の研修受入に 
ついて紹介します。 

４ 就農に関する各種支援策など総合的な相談にも専任の相談員が 
対応します。 

（問合せ先） （公社）新潟県農林公社 青年農業者等育成センター  
〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町 15 番地 2 
☎ 025-281-3480 ✉ ikusei@niigata-nourin.jp 

ホームページ http://www.n-ikusei.jp  

 

仕事 

６ 
林業の相談 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新潟県林業労働力確保支援センターは新潟県内

の林業就業に関する相談窓口です。電話やメール、
相談会のブース等で相談を受け付けている他、就業
前の体験講習、就業後のキャリアアップ研修も実施し
ており、林業で働く人への様々なサポートを実施してい
ます。 

新潟で、森を育てる仕事をしませんか？ 

ブースＰＲ 

 
●林業就業に関する様々な相談をお受けいたします。 
 
・林業の基本的な仕事内容や県内地域ごとの特色 
・県内の林業事業体の求人情報の提供 
・就業準備や就業後のキャリアアップについて、各種支援制度の紹介
など  

（問合せ先） （公社）新潟県農林公社 林業労働力確保支援センター 
〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町 15 番地 2 
☎ 025-285-7712 ✉ rinrou@niigata-nourin.jp 

ホームページ  http://www.niigata-rinrou.com/ 

  

 

 

 

http://job-hiroba.com/
http://www.n-ikusei.jp/
http://www.niigata-rinrou.com/


仕事 

７ 
漁業の相談  

 

 

 
 
新潟県水産課は、漁業への就職に関する総合窓

口です。 
求人情報や受け皿となる漁村の紹介をはじめ、漁

業体験や研修事業のご案内から着業・独立後のアフ
ターフォローまで、各種制度を活用しながら全面的にサ
ポートしています。 
新潟県の海で働きたい方はもちろん、すぐに働くこと

はできなくても話だけでも聞いてみたい方、どなたでもぜ
ひお越しください！ 

新潟県で漁師になろう！ 

ブースＰＲ 

 
● 魚介類豊富な新潟の海で、自然の恵みを受けながら仕事をして
みませんか？ 

 
● 新潟県では、漁師を目指す方へ様々な支援制度を設け、万全の
態勢でサポートしています。 

 
● 魚や海に興味がある方、豊かな自然に囲まれた環境で仕事をした
い方、お気軽にご相談ください！ 

（問合せ先） 新潟県 農林水産部 水産課 
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町４－１ 
☎ 025-280-5314 ✉ ngt060060@pref.niigata.lg.jp 
ホームページ  
http://www.pref.niigata.lg.jp/suisan/1297713646421.htm 

 

仕事 

８ 
福祉の仕事相談  

 

 

 

新潟県福祉人材センターは新潟県内の高齢・障
害・児童分野等の就職相談を行っています。福祉の
おしごとが未経験の方には、お仕事の内容や資格の取
り方などを丁寧にご説明します。県内各施設の求人
票も取り扱っています！ 
お気軽にお立ち寄りください！ 

福祉のしごとを新潟でしよう！ 

ブースＰＲ 

 
●福祉のしごと未経験・無資格の方大歓迎！ 
 
●新潟県内の福祉職場の求人をご紹介します！ 
 
●施設見学の仲介もお手伝いを行います！ 

（問合せ先） 
社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会  
新潟県福祉人材センター   

〒950-8575 新潟県新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ３階 
☎ 025-281-5523 ✉ jinzai@fukushiniigata.or.jp 
ホームページ  http://www.fukushiniigata.or.jp/ 

 

仕事 

９ 
起業・創業の相談 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公益財団法人にいがた産業創造機構は、「新潟

県の産業をもっと元気に」をミッションに活動している公
的支援機関です。 
ビジネスプランの作成から創業後のフォローアップま

で、専門家相談や補助金により、起業する方をサポー
トしています。 

 

新潟で起業したい方をサポートします！ 

ブースＰＲ 

 
新潟に移住して起業したい方からのご相談をお受けします。 
例えば・・ 
・ 新潟で起業したいがビジネスプランについてアドバイスが欲しい。 
・ 地元へ U ターンしてお店を開業したいが、利用できる補助金につい
て教えてほしい。 

・ 起業後に活用できる支援メニューを教えて欲しい。 
 

（問合せ先） 
公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO)  
創業・経営革新チーム 

〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル９階 
☎ 025-246-0051 ✉ shinkisogyo@nico.or.jp  
ホームページ  http://www.nico.or.jp 
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公務員 
１ 新潟県庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
県職員はスーパーマンではありません。でも、幅

広い分野の県職員が知識を出し合い、希望を
持って全力で困難に立ち向かうことで県民の皆
様が幸せになるお手伝いができると考えていま
す。新潟県では、「新しい地域の時代」を担うこと
ができるあなたの力を求めています。 

NEXTAGE 
次代は、あなたが拓く。 

本庁所在地 新潟県新潟市中央区新光町４－１ 

職員数 5,632人（男性4,312人、女性1,320人）※知事部局のみ 

勤務地 
県内：新潟県全域 
県外：東京都、大阪府 
（その他、海外及び他府県への派遣・研修制度等あり） 

業務内容 

新潟県は、「命と暮らしが守られ、一人一人が未来への希望を
持って自らの幸福を実現できる新潟県を創る」を基本理念に様々
な施策に取り組んでいます。  
仕事の範囲は広く、県政の企画立案、国際交流、環境保全、

福祉・保健医療の充実、産業の振興、社会基盤の整備、教育
の充実など様々です。 

採用職種 一般行政、その他専門職種 

問合せ先 新潟県 人事委員会事務局 総務課 任用係 

電話 025-280-5538 

ＵＲＬ http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html 

 

公務員 
２ 新潟県警察 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新潟県警は「みなさんの日常生活を守る」こと

を「使命」とし、また「誇り」としています。県民の安
全・安心のために、犯罪の起きにくい社会づくりを
目指す生活安全部をはじめ、地域・刑事・交
通・警備・警務の計６つの部門があり、そこには
様々な現場が、そしてドラマがあります。ぜひブー
スで話を聞いてみてください。 

やっぱり正義の味方でいたい 

本庁所在地 新潟県新潟市中央区新光町４－１ 

職員数 約 4,700 人 

勤務地 県内 30 署の各警察署など 

業務内容 個人の生命・身体・財産の保護及び公共の安全と秩序の維持 

採用職種 警察官・警察行政職員 

問合せ先 新潟県警察本部 警務部 警務課 採用係 

電話 025-280-0334 

ＵＲＬ https://www.police.pref.niigata.jp/index.html 

 

公務員 
３ 新潟県教育委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新潟県で教員になりたいと思っているあなた

に、必要な情報を提供します。出願、検査内
容、加点や１次検査免除のことなど、県の担当
者から直接話を聞くことができる貴重な機会で
す。聞いてみたいことは何でも聞いてください。分
かりやすく丁寧にお答えします。大勢の皆さんのお
越しをお待ちしています。 

その感動、魅力あふれる新潟県で。 

本庁所在地 新潟県新潟市中央区新光町４－１ 

勤務地 
県内：新潟市を除く新潟県全域 
県外：なし 

業務内容 
日頃の授業をはじめ、児童・生徒との様々なかかわりをとおし

て、求められる資質・能力を伸ばすとともに、将来の夢や希望を育
みかなえる教育を推進します。 

採用職種 
小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教
諭、養護教諭、栄養教諭 

問合せ先 
新潟県 教育庁 義務教育課 管理第１係 
           高等学校教育課 管理係 

電話 025-285-5511（代） 

ＵＲＬ http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoiku/ 
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