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特集

2020年卒・
就活生を持つ
保護者の方へ

学生の動向と
新潟へのUターン！！

1

データで見る

学生に聞いてみた
! ―Uターン・地元就職について―

今年も残すところあとわずか。年が明ければ、いよいよ本格的な就職活動が始まります。企業の採用広報が解禁となる3月とも
なれば、就職情報サイトや企業各社の説明会が次々に開かれ、就活生は一斉に動き出します。この年末年始は、お子さんとじっ
くり話し合えるラストチャンス。イマドキの学生が就職活動についてどのように考えているのかデータで見てみましょう。

新潟県外に進学した学生のうち、合計で48.8％、およそ半数の学
生が故郷である新潟県への就職を検討していますが、明確にU
ターンの意思を示している学生は３割程度です。Uターン就職をす
るか迷っていたり、県外の進学先での就職を考えている学生の割
合が高い傾向にあります。

親御さんとの生活を望むものが一位。それに付随して実家から通勤できること等、経済的な理由が上がっています。また、慣れ親し
んだ地元新潟で安心･安定した生活を望んでいることが窺えます。将来を見据えた仕事選びを応援したいところです。

30.2
18.6

Uターン・地元就職を希望しますか?

希望する 30.2％

どちらかというと希望する 18.6％

1

Uターン・地元就職を希望する理由は何ですか?

57.1 39.3
47.6 36.9
41.7

両親や祖父母の近くで
生活したいから 57.1％

実家から通えて
経済的に楽だから 39.3％

地元の風土が好きだから 47.6％ 地元での生活に慣れているから 36.9％

地元に貢献したいから 41.7％

社会を良く知る最も身近な存在であり、就職について自分ごとで相談に乗ってくれる親御さんは、学生にとって一番の相談相手で
あり、理解者であるべきです。相談を快く受け入れる姿勢、相談しやすい雰囲気、環境作りを心掛けましょう。

両親・親族に就職の相談をしたことはありますか?

72.1は　い 72.1％男子 83.5は　い 83.5％女子

3

親御さんに相談したことが、その後の学生自身の就職活動、進路決定に一定の影響を及ぼしていることがわかります。相談後｢地元
就職を意識するようになった｣と回答した割合はおよそ6割に及び、Uターンを選ぶ大きなきっかけになっています。

両親・親族からのアドバイスは、就職活動に影響する?

18.4
57.1

大きく影響すると思う 18.4％

多少影響すると思う 57.1％
男子

18.7
60.3

大きく影響すると思う 18.7％

多少影響すると思う 60.3％
女子

4

2

出典：株式会社マイナビ｢2019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

新潟県出身者で地元外に進学した男女による回答

新潟県出身者で地元･地元外に進学した男女による回答

地元外に進学した男女による回答

地元外に進学した男女による回答
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今、新潟が人気! ―移住先としての｢新潟｣の注目度―

センパイ
VOICE

横木 健人さん
株式会社ピーエイ 勤務

■元住んでいたところ
　東京都世田谷区
■今住んでいるところ
　長岡市

やっぱり 新潟に戻ってきて 正解でした!!
離れてみてわかった、ふるさと新潟の住みやすさ
　高校生当時、県外で生活してみたいという思いから
東京に進学しました。当初は卒業後も東京で働くつもり
でした。これまでとは全く違う環境で、新しい友人もで
き、アルバイトにサークルにと充実した4年間であった
ことは間違いありません。しかし、楽しさと同時に都会
の喧騒の中で生活する息苦しさも感じていました。
　そんな中、たまに帰る新潟の空気や生活のしやすさ、
幼いころからの友人、家族の温かさに触れ、やはり社会

人として生活するのは慣れ親しんだ地元新潟が一番と思
うようになり、Uターン就職しました。
　戻ってきて正解でした。気心の知れた友人や家族、お
いしいお酒や食べ物、夏には長岡花火、冬にはスキーや
スノボなど、一度離れたからこそ気付いた｢魅力あふれる
新潟｣を今は思い切り楽しんでいます。
　だから、私は新潟へのUターンを勧めます。少しでも
迷っているようならば、選択肢のひとつとして考えてみて
ください。

■新潟県の｢移住希望地ランキング｣の
　推移（U・I・Jターン）

地元への積極的な就職活動を妨げる原因のトップは交通
費。就活生に喜ばれる親からのサポート項目でも、費用面の
支援は例年上位に挙げられています。積極的な援助を行う
とともに、県が実施する交通費・宿泊費の補助制度（18ペー
ジ）なども活用してみましょう。
また、新潟県内にも魅力的な企業はたくさんあります。15
ページの「新潟インターンシップ2018」、「にいがた交流会」
や「にいがた就職応援フェス」（親子で参加可）などを活用し
て、県内企業の情報収集をしてみてはいかがでしょうか。

ここ数年、新潟県へ移住を希望する人が増えています。直
近のデータでは全国トップ5まで上昇。
Uターンに絞ってみた場合には堂々の1位となっています。
特に若い方を中心に移住を希望する傾向が高く、20代以
下の新卒世代は1位、30代～40代の中堅世代でも高い順
位を示しています。これらの結果の背景には、都会の生活に
憧れて東京などで暮らしてみたものの、住みやすさの点か
ら考えを改めている人が多いことが窺えます。

東京での生活と比較すると、新潟での収入は８割程度であるものの、食費などの基本的な生活費や住宅購入費が低
いため、生涯収入と支出の差（収支）に大きな違いはありません。また、都会と比べ地価が安く、理想のマイホームの夢
も近づきます。職場と自宅が近いなどの理由から、余暇にまわす時間を確保しやすいのも新潟の魅力です。

当然ながら、就活生にとって最も優先すべきは希望する仕事や企業への就職です。しかし、その先にある結婚や子育てなど将来のことを
考えながら、親御さんの経験をもとにアドバイスしてあげることも大切です。

地元への就職活動で最も障害に感じていることは?

38.6
14.5
14.5

地元までの交通費 38.6％

地元までの距離･時間 14.5％

地元企業の数が少ない

出典：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター｢2017年の移住相談の傾向、ならびに移住希望地域ランキング公開｣より

14.5％

5

2015年 全国15位 2016年 全国8位

5全国5位2017年

1全国1位新潟県

20代
以下 30代 40代1 6 8全国1位 全国6位 全国8位

｢人生の先輩｣としてアドバイスを!

年代別で見ると…

Uターンだけのランキングで見ると…

新潟県出身者で地元外に進学した男女による回答
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リアルな就活生の悩みを親身に解決
特集 2

Q&A

就活　　　 カウンセリング

西 嶋  弘 重 さん
株式会社広報しえん代表取締役。新潟県内企業約500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、「就職縁日」などの合同企業説明会を開催。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。

はじめての就職活動、進めていく中でぶち当たる数々の壁…。そんな時はどう乗り越えればいいの
でしょう？ 新卒採用のプロフェッショナルとして企業と就活生の間に立ち、多くの就活生にアドバイ
スを送る西嶋弘重さんに伺いました。

頼れる
カウンセラー

まとまった時間を確保できる冬休みにしっかり準備を!

3年生の12月から
就職準備を始めて、
間に合うでしょうか?

Q&A

周りの学生が面接対策やインターンシップ
に取り組む中で、自分は何もしてこなかっ
たので不安です。どこの会社に入りたい、
どんな仕事がしたいかなどのイメージも固
まっていないので、不安ばかりが募ります。

思いのほかSPIの問題が
難しくて悩んでいます…

A 一口にSPIと言っても、その内容は知識を問うも
のから論理的思考を問うものまで多岐にわたり
ます。書店等で問題集を買って取り組みながら、

自分の得意・苦手の傾向を分析しましょう。そして、繰り返し解くうち
に自分の苦手な分野がわかってきたら、その分野に絞って対策し
ましょう。ですが、筆記試験や適性試験はSPIに限らず、また、それ
らの結果が全てではありません。面接の方を重視する企業もたくさ
んあります。エントリーシートや面接などの準備が疎かにならないよ
う注意しましょう。

試験対策だけにとらわれないように!

Q
多くの会社で「SPI」という筆記試験があると聞き
ました。インターネットで例題に取り組んでみたの
ですが、かなりの確率で間違えてしまったり、時間
がかかったりしてしまいます。本番では時間が限
られているようですが、解ける自信がありません。
周囲の学生が「簡単だ」と言うのも、余計に不安を
煽ります。

「資格」欄に書けることが
無くて困っています…

A
就きたい職種に資格が必要ならば必ず取得し
なければなりませんが、そうでないならば、資格

の有無はあなたを評価する決定的な材料にはなりません。資格取
得のために要した｢努力｣や、取得の｢理由･目的｣は評価の対象に
成り得ます。しかし、資格が無くともあなたの魅力や能力を示すエピ
ソードがたくさんあるはずです。これまでの人生であなたが困難を
乗り越えたり、人 を々まとめたり、アイデアを生み出したりしてきた体
験を、エントリーシートや面接を通じて素直に表現してください。そう
すれば、目立った資格がなくても、採用担当者はあなたの能力を
しっかりと評価してくれるはずです。

資格では表せない、
あなただけの強みを探そう!

Q
エントリーシートの「資格」に書けそうな事柄
がありません。ライバルの学生が「TOEIC」の
点数や簿記などの資格をアピールするのに、
自分ばかり何もないのは、とても不安です。今
からでも何か資格を取り、エントリーシートに
書けるように対応した方がいいでしょうか?

Q A 12月から準備を始めても遅すぎるということはあ
りません。まずは、焦る気持ちを行動に変えてい
きましょう。自己分析を行うことで就活の第一歩

を踏み出してみてください。将来を見据えながら自分自身を見つめ
直し｢自分の好きなこと、得意なこと｣や｢自分がなりたいもの、入社
して何を目指すか?｣といった広い視野をもって、自分の意思を整
理していきましょう。最初は漠然としたものかもしれませんが、大ま
かにでも方向性が定まっていれば、これから就活を進め、様々な
仕事･企業に触れていくことで、自ずとイメージも固まってきます。

焦る気持ちを行動に切り替えて!
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まとまった時間を取りやすい冬休みに、できるだけ選択肢を増やす、選択の幅を広げておくことをお勧

めします。自己分析を深める、新聞を読んで社会情勢や経済、時事について触れておく、インターネット

等を通じて企業研究･業界研究をする、就活サイトだけでなく企業のホームページをチェックする、冬開

催のインターンシップに参加する、実際に企業へ足を運んで直接目で見て、聞いて、話をしてみる…な

どなど、やれることはたくさんあります。

自分がしたいことを見つける、やりがいや生きがいを見出せる仕事や企業に出会うには「行動」しか

ありません。また行動することで、不安も解消されるでしょう。内定を多く取ることが目的になりがちで

すが、決してそうではありません。

3月ともなれば就活スケジュールが一気に進み、息つく暇もなく慌ただしい日々が続くことになります。

ですので、今のうちに自分が納得できる就職先に出会うための下地づくりをしておきましょう。

悩みや不安は「行動」を起こすことで解消できます。

インターンシップに
参加できませんでした。
不利になりますか?

志望する企業がインターンシップを開催して
いたことを後から知りました。企業のウェブ
ページには参加した学生の写真やコメントが
多く載っており、すでに多くの社員と信頼関
係ができているように見えます。インターン
シップを経験していない自分は、やはり不利
になってしまうのでしょうか?

民間企業への応募と
公務員試験との併願は
可能ですか?
当初、公務員を志望していましたが、最近にな
りやはり民間企業にも魅力を感じるようになり
ました。滑り止めも兼ねて民間企業もいくつか
選考を受けようと思うのですが、実際にこのよ
うな「二足のわらじ」での就職活動は適切なの
でしょうか。また、対策の進め方にはどのような
違いがあるでしょうか?

A
インターンシップへの参加・不参加はそれ自

体、選考の合否と関わるものではありません。ですが、インター
ンシップに参加した学生には、その企業や仕事について実際
に触れ、体験しているという強みがあります。選考過程でその
ような学生に追い付くためには、企業に関する十分な研究が
不可欠です。インターンシップというかたちでなくとも、個別訪問
として企業へ連絡を取り、実際に足を運び、OB･OGなど社員
の方と会って、たくさん話をすることでインターンシップと同等の
リアルな情報を得ることができます。このように、企業のことを良
く知った上で、選考を受けることができれば心配はありません。

インターンシップに並ぶ
｢リアルな情報｣を得られれば
大丈夫!

にいがたUターン情報センター（裏表紙）や新潟新卒応援ハローワーク、そのほか県内各地域のハローワークでも就活の相談ができます。

Q

Q

A
併願は可能です。公務員試験も民間企業の選考
も、同じように筆記試験と面接があり、志望する官

庁や企業に応じてグループディスカッション等の試験が行わ
れたりします。面接練習や小論文対策などは民間企業の選
考に備える上でも役に立ちますから、二つの試験の共通する
点については効率的な学習ができるはずです。しかし公務員
試験の場合はやはり膨大な専門・教養の試験対策がありま
すから、併願する民間企業の数は絞った方が良いでしょう。
民間企業の説明会やエントリーシートの提出が集中する3月
～4月に試験対策の時間を確保できるかどうかが、明暗を分
けることになります。

共通点と相違点を明らかにして
効率的な学習を!

まとめ
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“きらりと光る”県内企業を知ろう！

金融業

私は現在実家に暮らしており、車

で通勤しています。そのため食費

や生活費は一人暮らしに比べ節

約できますし、通勤ラッシュの満員

電車に乗らないで済んでおり、U

ターンして良かったと感じていま

す。また生まれ育った土地での生

活は、精神的にも環境的にもとても豊かな状態で生活するこ

とができUターンして良かったと大きく感じています。

会社概要

上越にＵターンして良かった

上越信用金庫
〒942-0001　上越市中央1-11-1
TEL：025-543-3184
http://www.joetsu-shinkin.jp

このふるさとが誇りです。

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

当金庫は、平成29年に厚生労働大臣が若者の採用・育成に

積極的な優良中小企業を認定する「ユースエール認定企業」

に選ばれました。仕事と子育てを両立している職員も多く、地

域に根ざした働きやすい

職場です。上越地域で情

熱をもって働きたいと考

える、奉仕の心とチャレン

ジ精神豊かな皆さんとの

出会いを楽しみにしてい

ます。

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
東京から

Uターン

田中 北斗さん
有田支店

創業1925年、上越市、糸魚川市、妙高市、十日町市、柏崎市

(一部)を営業地区として17店舗を展開する信用金庫です。地

域に根ざした協同組織の金融機関として、地域社会の発展に

尽くすこと。それが今も昔も変わらない上越信用金庫の目的

です。「しんきん、だからできること」を新しい価値として提供

しつづけ、地域の人々の夢の実現と中小企業の発展に貢献し

ます。

当金庫は、地域金融機関としての社会的使命を果たすため、

「課題解決型金融」と「地域貢献活動」とを実践できる人材の

育成に力を入れています。また、ポイントではなく「面」でのき

め細かい営業体制を構築し、地域のお客さまにとって価値の

ある提案を心がけています。

私たちの仕事は、お客さまの大切なお金や情報を扱い、その

人生にも深く関わるため、信用が第一の宝となります。そのた

めコンプライアンスを経営上の最重要課題としています。基

本的なことですが、社会のルールや人との約束を守り、多くの

人と協力し合える能力が求められます。

最初はUターン就職か東京就職のどちらでも良いなと思いながら

就職活動を行っていました。Uターンか東京か悩んでいる時に、

将来のことも考えてみることにしました。将来のことを考えた時に

東京での生活は想像することが出来ませんでした。若い時には

東京生活は良いかもしれませんが、将来的には地元での生活

の方が良いと思いUターン就職を決めました。

私は生まれ育った上越の地域発展に貢献できる仕事がしたいと

考えていました。上越信用金庫の経営理念は「地域社会の繁栄

を願い、人々の夢の実現と中小企業の発展に貢献する」です。地

域発展に貢献できる仕事をしたいと考えている私に、とても合う

と思い信用金庫に就職しました。実際に地域のために働くことが

でき、毎日充実した生活を過ごしています。

20
17
年度
認定

ユースエール
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にいがた県内企業紹介 Vol.1“きらりと光る”

食品製造業

私の場合は地元が柏崎なのですぐに実家に帰れたり、中学高

校時代からの仲間と遊びに行ったりできることがUターンして良

かったと感じることです。都会の華や

かな暮らしにも憧れはありますが、の

どかで自然豊かな新潟もとても良い

環境だと思います。高校時代から今

でも冬にはスノーボードに行きますし、

社会人になってからは夏に仲間や同

僚とBBQをするのも楽しみです。

会社概要

オリジナルの機械を開発

株式会社ブルボン
〒945-8611　柏崎市駅前1-3-1
TEL：0257-23-5068
https://www.bourbon.co.jp/

『おいしさ、思いやり、いつもいっしょに』　『おいしい笑顔の真ん中に』

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

ブルボンは1923年の関東大震災で菓子の供給がストップし

てしまった窮状を見て、地方から全国にお菓子をお届けした

いと考え、創業以来新潟県柏崎市を本社として事業を行って

います。グローバルとローカ

ルを上手に融合させ、日本

のみならず世界中へと活躍

の 場を広 げて います 。

2024年には100周年を迎

える当社で是非あなたの力

を発揮してください。

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
秋田から

Uターン

大倉 優樹さん
装備開発部

当社は、菓子・飲料・食品を幅広く開発・製造・販売していま

す。「安全」・「安心」・「安定」そして「健康」を基とした「品質

保証第一主義」に徹するとともに、グローバル化やライフス

タイルの変化に対応し、新しいニーズを創造する新製品開

発、需要喚起に向けた企画提案型営業活動・サービスの提

供を行っています。またAIやIoTなどの新技術も積極的に導

入しています。

ビスケット、チョコレート、半生ケーキ、グミ、キャンデー、米菓、

スナック、デザート、飲料水、機能性食品、チルド食品、アイスク

リームなど、多様な商品ラインナップがあり、それらは自社開

発による機械設備やこれまで培ってきた開発ノウハウによっ

て支えられています。

『意欲』『チャレンジ精神』『ねばり強さ』『積極性』『感謝の気持

ち』の５つのキーワードを持った人を求めています。「何かをや

りたい！」という人には年次や役職に関わらずチャンスが与え

られ活躍できる環境です。目標を持って、積極的に打ち込む

ことのできる方を求めています。

私は大学では機械システム工学を専攻し、漠然と将来は機械系

のものづくりの仕事をしたいなと思っていました。また、学生時

代を県外で過ごす中で家族や友人が多くいる地元新潟の良さを

改めて感じ、就職活動では「機械設計の仕事」と「新潟県で働く

こと」を柱にしていました。そして、新潟に本社を置くブルボンが

機械開発職を募集していることを知り応募を決めました。

最終的に決め手になったのは、やはり「オリジナルで色んな機械

を設計できる」ところです。単独説明会に参加して、他の食品

メーカーと異なり、自社開発の製造設備を使って生産していること

を知りました。手間はかかっても商品ラインナップの豊富さにこ

だわり、それを実現するために機械から開発しているブルボ

ンで、これまで学んできたことを活かしたいと考えました。
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“きらりと光る”県内企業を知ろう！

食品製造業

Uターンをしましたが、実家から会

社が離れているため、アパートで

暮らしています。すぐに実家に帰

れる安心感があることと、いざ

となった時に家族に協力しても

らえることが良かった点です。ま

た、新潟県は新幹線が通ってい

て東京へのアクセスも良いため、大学時代の知人との交流は今

でも続いています。

会社概要

お米の美味しさを世界に

岩塚製菓株式会社
〒949-5492　長岡市浦9750
TEL：0258-92-4111
http://www.iwatsukaseika.co.jp/

「お米」の美味しさ創造企業

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

岩塚製菓は、お客様の幸せの他にも、地域と社員の幸せもま

た大きな使命として経営理念に謳っています。そして、社是の

一節に「共に憂い、共に楽しもう」とあります。社員同士の信頼

関係を大切にする社風に

共感し、共に成長し合え

る仲間をお待ちしており

ます！ 地域から、世界へ。

一緒に、米菓を通して美

味しさの笑顔を広めてい

きましょう！

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
東京から

Uターン
「黒豆せんべい」「味しらべ」「田舎のおかき」「ふわっと」など、

全世代に親しまれている米菓を製造・販売している会社です。

2017年に創業70周年を迎えた当社は、創業当時から品質

にこだわり続けています。さらに、長岡市内に生産と開発の拠

点を置き、新潟の米菓を全国へと発信しています。

そして、海外拠点を足掛かりに、日本伝統の食文化である米

菓を世界中に広めて参ります。

創業者の「良い原料、良い技術が良い米菓をつくる」という思

いを今も継承しています。当社が目指す米菓の美味しさは

「お米の美味しさ」。その実現の為に、全商品国産米100％使

用を達成しました。米の風味を感じる高品質な米菓をお届け

することで、これからも期待に応え続けます。

「米菓」は、嗜好品です。そのため、社員も商品も、お客様に愛

され信頼されてこそ手に取ってもらえます。製造、営業、開発、

技術など仕事内容は様々ですが、どの仕事においてもそのこ

とを念頭に置き、当社の米菓に誇りを持って真摯に取り組ん

でいただける方を求めています。

大学入学時は関東圏内での就職を考えていました。在学中にド

イツへの留学に挑戦をしたのですが、その時に文化研究として自

動車や電気機械、ビールを作る工場を見学しました。現地へ行っ

て一番に感じたことは「ドイツから世界に広めたい」という意識の

高さでした。将来は日本のもの、生まれ育った新潟のものを世界

に伝える仕事がしたいと思い、Uターンをしました。

東京の大学に入学したあと、まわりに「出身が新潟県」と話すと

「お米が美味しいところだね」といわれ、新潟のお米の美味しさ

を全国に伝えられる米菓メーカーへの就職を決めました。また、

米菓の売上が100億円以上あるメーカーのなかで、原材料

米に国産米を100％使用している唯一のメーカーであったと

いうことも、就職を決めた理由です。

小林 拓朗さん
開発部  開発課
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にいがた県内企業紹介 Vol.2“きらりと光る”

製造業

大学生になり初めて一人暮らしをしました。慣れない家事と学業

や部活、アルバイトのある生活は大変で、改めて家族のありがた

みを感じました。社会人になり、家

族が側にいる事で生活面だけで

なく精神面でもサポートしてもらっ

ています。困ったことがある時、

お互いに助け合うことができる

環境に感謝し、Ｕターンして良

かったと実感しています。

会社概要

目標は地元貢献！

株式会社コロナ
〒955-8510　三条市東新保7-7
TEL：0256-35-8538
http://www.corona.co.jp/

新潟から全国へ！ 暮らしを豊かにするものづくり

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

当社では社員を「人財」と考え、社員が働きやすい環境づくり

に力を入れています。育児休業や育児短時間勤務といった育

児支援制度の充実、有給休暇の取得推進、ノー残業デーの実

施など様々な取り組み

を行っています。「新潟

で就職して、充実した毎

日を送りたい！」そう考

えましたら、是非当社の

説明会に足をお運びく

ださい。

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
千葉から

Uターン
当社は今年で創業81周年を迎える、総合住宅設備機器メー

カーです。トップシェアを誇る暖房機器を始め、エアコンやエ

コキュートなど私たちの暮らしに欠かせない製品の開発・製

造・販売を一貫して行っています。環境に優しく、省エネ性の

高いオンリーワンの製品を目指して、近年では、空気熱や地

中熱などの再生可能エネルギーを利用した製品開発に力を

入れています。

コロナ製品はすべて、新潟県内で開発・生産を行っています。

より安全で品質の高い製品をお客様に届けたい、また地元で

ある新潟県に貢献したいという強い想いから、Made in 

Niigataにこだわったものづくりを続け、全国のお客様に届け

ています。

「周囲と協力して働き、より大きな力を発揮できる人」「自ら

学び、考え、進んで行動できる人」と一緒に働きたいと思って

います。また就活生と企業は対等だという考えから、出来る限

りの会社の情報をお伝えして、その上で応募を検討してもら

うようにしています。

大学進学で千葉に４年間住み、改めて新潟の良さを実感しまし

た。長期休暇の度に新潟に帰省し、家族や友人と過ごす空間は

居心地が良く、将来は新潟に就職し、地元に貢献したいという思

いが帰省する度に強くなりました。新潟の企業を調べたところ、コ

ロナは「世界初」のエコキュートを開発した企業であることを

知り、この会社で働きたいと思いました。

決め手となったのは、コロナが日本初・世界初等のファーストワ

ン、オンリーワンの製品で地元の発展にも貢献していることか

ら、私自身もオンリーワンの技術で地元貢献ができると考えたから

です。また、幅広くものづくりに携われ、人財を大切にする温かい

会社という点に魅力を感じました。大学で学んだ知識を活かし、

会社や地元に貢献していくことが今後の目標です。

金内  貴寛さん

技術本部　電装開発センター
ハードチーム
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“きらりと光る”県内企業を知ろう！

医療・福祉業

新潟に帰ってきましたが、実家に住

めるというのは大きいですね。困った

ことがあったら家族がいますから相

談もできます。人によってですが、信

用できる人というのはそんなに簡単に

見つからないと思うんですよ。家族が

近いというのは安心感があります。

地元の友達もいます。千葉に4年間いましたが空気とか水とか全

然違うじゃないですか。新潟は空気も水も美味しいです。

会社概要

帰った新潟で感じた安心感

医療法人社団しただ
〒955-0132　三条市長野337
TEL：0256-46-0452
https://www.shitada.jp/

こころとからだに　くつろぎのいっぷく

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

介護職員の半数以上が無資格・未経験からスタートしていま

す。介護の勉強をしたことがなかったり、資格や経験がなくて

も大丈夫。個別にゼロからじっくりサポートします。また、女性

が活躍する職場の認定制

度「えるぼし」マークも取

得しました。みんなが協力

し合う職場風土で残業も

ほとんどありません。女性

も男性も働きやすい職場

です。

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
千葉から

Uターン

近藤 克己さん
かもしか病院 介護職

三条市下田地区を中心とした医療・福祉を担う法人です。療

養型病院、介護老人保健施設等、お年寄りの心身の状態に合

わせたケアサービスを多角的に提供しています。

法人理念は、“こころとからだに くつろぎのいっぷく”。

私たちの施設やサービスは、たとえご家族と一緒に過ごすこ

とができなくなった方にも可能な限りご家庭で過ごされるよ

うな雰囲気を味わって頂くことを心がけています。

人がもっとも安心して生活できる場所は、家族と過ごせる家

庭ではないでしょうか。全室個室のユニット方式など療養環境

にこだわり、自宅に近い環境でご利用者一人一人に寄り添っ

た個別ケアを行っています。また制服を廃止するなど家庭的

で居心地のよい空間を大切にしています。

私たちの施設やサービスは、たとえご家族と一緒に過ごすこ

とができなくなった方にも可能な限りご家庭で過ごされるよ

うな雰囲気を味わって頂くことを心がけています。そんな空

気を「作り出す」のではなく「醸し出す」ことのできる、感受性

豊かな方々を私たちは求めています。

大学進学時は、卒業後に新潟に帰って来るつもりでした。ただ、

関東のほうが交通の便が良かったり、給料良かったりと、在学中

に悩みました。大学で福祉を勉強していく中で、地方では人手が

ない、高齢化も進んでいる事を知り、自分の出身の新潟も同様な

状況だと気づいたんですね。そこから、最初に考えていた大学卒

業後に新潟に戻るという選択をしました。

施設を見学した際に、施設ごとに担当の方がついてくれたのです

が、要所で「何か質問ありますか」など気にかけてくれて、丁寧な

印象でした。新卒で未経験となると、聞きやすい人がいる職場が

働きやすいのかなと思いました。入職後も丁寧な指導があり、働

きやすい環境で助かってます。資格がなくても正職員で雇って

くれて、資格取得の支援がある点にも魅力を感じました。
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にいがた県内企業紹介 Vol.3“きらりと光る”

金属製品製造業

今までとは全く違う土地、分野、環境で過ごすことで毎日が新しい

体験で勉強となっています。初めは北海道から出るつもりはありま

せんでしたが、新潟にきてから今

日まで様々な体験をし、経験を積

めたことは私のこれからにもいい

影響をもたらしてくれることを確信

できますし、これからも経験を積み

続けられる今の環境には感謝

の言葉しかありません。

会社概要

好きなことをして生きていく

株式会社新越ワークス
〒959-1286　燕市小関670
TEL：0256-63-5854
http://www.shin-works.co.jp

新しい価値を創造し続ける製造工場です

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

若者の採用･育成に積極的で、若者の雇用管理が良好な企業

に対し厚生労働省が認める「ユースエール認定企業」に燕三

条地区で初めて認定されました。また、今年から完全週休2日

制に移行。残業も少なく、今

後も更に職場環境の改善を

進めます。毎年、新卒採用を

行なっているので若い社員

が多く、社内BBQ大会、ボー

リング同好会等の行事も活

発です。

PR／メッセージ

ーIターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーIターンしてよかったことはなんですか？

私が Iターンした理由
北海道から

Iターン
創業1963年の当社は、主な事業内容として①業務用・家庭

用調理器具(ザル、てぼ等の金網製品)②アウトドア用品(オー

トキャンプ主体)③木質ペレットストーブ(間伐材等の木材を燃

料としたストーブ)を3本柱としています。環境に配慮した製品

づくりをモットーに、ムダのない長く使える「頑丈なザル」、

キャンプ用品および地球環境にやさしい木質ペレットストーブ

の普及に努めています。

メイドイン燕三条のものづくりにこだわり、調理器具は「ス

リースノー」、アウトドア用品は「ユニフレーム」、木質ペレット

ストーブは「SAIKAI」のブランドを確立。燕三条地域の協力

工場と協働しながら高い品質を維持し、ユーザーの強い信頼

を得ています。

元気が良いこと、コミュニケーション能力があること、ものづ

くりに興味があることの３つが必要です。また英語やITの知識

など専門分野に特化した人材も大いに歓迎します。「チャレン

ジして失敗してください、失敗した数だけ成長します」をモッ

トーに新入社員教育を行っています。

大学生の時に全く興味のない仕事に就くのではなく、少しでも興

味のある仕事に就いて、好きなことをして楽しく過ごしたいな

と考えていました。しかし、そのような仕事も見つからず、実家の仕

事を継ごうかNPO法人を立ち上げて好きなことをやろうか悩んで

いた時に父や父の友人たちから揃って一度外に出て社会を経

験してからでも遅くはないと諭されたのがきっかけです。

北海道で、父や父の友人から諭された後、どのような仕事に就こ

うかと悩んでいた時に父の仕事つながりで、たまたま今の会社の

社長と出会う機会がありました。社長のことは父から聞いていて

面白い社長さん程度の認識しかなかったのですが直接話を聞く

中で「この人の下で仕事をしたら絶対に面白い！」と思うようにな

り、そのあとすぐに社長に直談判しました（笑）

家次 奎多さん
エネルギー事業部  
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“きらりと光る”県内企業を知ろう！

システムコンサル・情報サービス業

今は一人暮らしですが、実家も近

いので、すぐに帰ることができ、家の

手伝いもできます。困ったときも家族

や友人がすぐ近くにいるというのは

とても心強いです。安心して仕事

や生活を送ることができます。また、

新潟はやはり、ごはんやお酒等々食べ物も美味しく、車でドライブす

ると自然が豊富で、リフレッシュできる環境はとても良いです。

会社概要

新潟から先端技術を発信する

株式会社ソリマチ技研
〒950-0084　新潟市中央区明石1-7-17
TEL：025-244-1177
http://www.s-giken.co.jp/

人のできない、人のやらない、世の中のためになることをやる
～非常識な常識を創る～

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

仕事を通して社員が自分の技（能力や技術、知識）を研き、自

分の魅力個性を高め発揮する会社、それがソリマチ技研で

す。サークル活動も活発で和気あいあいの社風です。また、

「くるみん」や「えるぼし」

の認定も受けており、ワー

クライフバランスのとれた

男女ともに働きやすい会

社です。私たちと一緒にワ

クワクしながら非常識な

常識を創りませんか？

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
埼玉から

Uターン

ソリマチグループ15社の１社として、自社製品によるシステ

ムソリューション、技術開発、ユーザーサポートを柱に事業展

開しています。また、経済産業省や国内メーカーとの各種協

議会メンバーとして日本規格やルールの策定等「社会基盤創

り」の一端を担っています。経営基盤も安定しており、今だけ

でなく、次世代製品への投資、地域への貢献、社員教育などに

も積極的に取り組んでいます。

本社を新潟県に置きながら、電子マネーミドルウェア技術で

は国内No.1シェアという特化分野を持ち、日本有数のグロー

バルイノベーションカンパニーと共同研究や共同サービスを

積極的に推進しています。また、全国多岐にわたるお客様や

最先端企業様とビジネスを行っています。

「何をやるか」より「誰とやるか」が大事。私たちは、出会いを

大切にしています。会社が一方的に採用するのではなく、「皆

さんからも、この会社で夢や希望を叶えたい、この会社を通し

て社会貢献したい」と思って頂けるように機会を設け、『相思

相愛』の採用活動を行っています。

率直に「新潟が好き」だったからです。自分が生まれ育った土地

は心身ともに落ち着きゆったりとできます。帰省する度に感じてい

ました。関東圏はセカセカして落ち着かない感じがしていました。

ですから就職活動も基本的に新潟に戻るつもりで行っていまし

た。また、実家が兼業農家なので、家の手伝いもできる近い場所

に居たいという気持ちもありました。

グループ創業者の「このグループに入って良かったと満足感を

持って人生を生き、出来るだけ長く在籍してもらいたい」との

インタビュー記事を読んで社員のことを大切に考えている会社

だと興味を持ちました。IT系の企業を志望していたので、新潟で

ありながら関東圏でも経験できないような最新技術の仕事ができ

る、最先端企業と仕事ができるという会社だったので、どうしても

この会社で働きたいと思いました。

みがわざ

齋藤 清志さん
技術研究部　第一課
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情報通信業

実家に戻ったとき、特に祖父母が一番喜んでくれました。祖母

は私が戻った翌年に亡くなってしまったので、一緒に過ごす時間

が持てて良かったです。あとはやはり

時間的・経済的に余裕があるため、

仕事と趣味に目一杯時間を遣わせ

てもらっています。合唱団でコンクー

ルや演奏会に燃えたり、体を動かすた

めゴルフを始めたり、最近は大学で学

んだドイツ語の学習も再開しました。

会社概要

新潟で人生満喫しています

株式会社シアンス
〒950-0088　
新潟市中央区万代2-3-16　リバービューSDビル10階
TEL：025-246-4666
https://www.siance.co.jp

「誠実さと信頼の名のもとに」一社一社との関わりを大切に。

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

10年以上前よりトップダウンで「社員が安心して長く働き続

ける会社」に注力しています。長時間勤務の抑制、裁量労働

制、時短勤務、在宅テレワーク等の多様な働き方がライフス

テージ（結婚・子育て・介

護・病気療養など）に応じ

て柔軟に活用できます。

また、男女問わず育児休

業（職場復帰率100%）

や有給休暇の取得率も

伸びています。

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
東京から

Uターン

伊藤 彩乃さん

Webマーケティング部
営業課　リーダー

社名の由来である「誠実さと信頼の名のもとに」を企業ス

ローガンに掲げ、地域に根ざしたIT企業です。創業時からの

システムコンサルティングやシステム開発に加え、近年は新

たにWebサイト制作を展開しています。お客様の経営課題や

要望をヒアリングし、一社一社のお客様に最適な提案から、開

発・制作、導入支援、アフターサポートまで一貫したきめ細か

いサービスを提供しています。

20代の若手社員が半数以上を占め、若いうちから主体性を

発揮し、新しいことにチャレンジできる社風です。同時に

「困った時はお互いさまの精神」が根付いています。早くから

個人の成長とチームの達成感・やりがいが得られる組織のた

め、社員定着率と業績が年々伸びています。

当社は社員一人ひとりの存在が大きく、若手社員でも早いう

ちから新しい仕事や役割をどんどん任せています。ですので、

新しいことに積極的にチャレンジしたい方、向上心があり自

己成長意欲のある方、チームワークでより良い成果を出して

いきたい方を大歓迎しています。

東京も好きだったので、就職先を東京にするか新潟にするかは

かなり悩みました。ただ、姉妹の中で私がいずれは新潟に戻るこ

とになりそうだったため、だったら最初から新潟に戻ろうと思いU

ターンを決めました。東京に根を張ってしまった後で転職や転

居をしなければならなくなると大変かなと。これまでの自分の人

生の中では一番大きな選択だった気がします。

私は業界を絞らずに営業職で就職先を探していました。表参道

の新潟館ネスパスの合同企業説明会に行った際、IT業界で専

門知識を問わず募集しているシアンスを知りました。IT業界は文

系の私とは無縁の世界と思っていましたが、実際の社員や会社

の雰囲気を見て自分が働くイメージが強く湧き、また若い社

員や女性社員が活躍していると感じたため入社を決めました。
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“きらりと光る”県内企業を知ろう！

総合建設業

好きな車に乗り、通勤時間をゆった

りと過ごせる事が魅力です。コー

ヒーを飲み、音楽を聴きながらの通

勤も私のブレイクタイムです。週末に

は、家族との食事の時間や、幼い頃

からの地元の友人たちと、童心に

戻りつつも大人としての付き合いの

時間を楽しく過ごすことができています。東京での4年間があった

からこそ、地元新潟で感じる「時間」に幸せを実感しています。

会社概要

地元新潟の未来のために

株式会社本間組
〒951-8650　新潟市中央区西湊町通三ノ町3300-3
TEL：025-229-8210（人事部直通）
http://www.honmagumi.co.jp/

「未来は、つくりがいがある。」

会社の強み・特徴

新卒採用の方針・ポリシー

建設会社というと「理系・建設系」「男性」のイメージを持つと

思いますが、実は「文系出身」「女性」と多様な人材・職種がそ

れぞれのフィールドで活躍し、スケールの大きなものづくり

に携わっています。私たちの

仕事は生活を豊かに、暮らしの

安全安心を守る仕事です。地

域の期待を背負い、次世代に

残る誇り高い仕事を一緒に担

いましょう！

PR／メッセージ

ーUターンしたきっかけを教えてください

ーこちらの会社にきめた理由はなんですか？

ーUターンしてよかったことはなんですか？

私がUターンした理由
東京から

Uターン
新潟市に本社を構え、全国各地で土木・建築工事を請け負っ

ている総合建設会社(ゼネコン)です。昭和9年の創業以来、

確かな実績と信頼を築き、地域の発展と共に歩んできました。

現在では新潟県を代表する建設会社の１つに数えられてい

ます。ゼネコンはお客様から直接、工事一式を任される「元

請」と呼ばれ、総合的な計画・監理・運営を行いながら工事完

成に導く役割を担っています。

「ビッグよりもグッドカンパニー」規模の追求よりも内容の良

い経営を実践しています。

「港湾土木を得意とする会社」港湾施設建設の分野では国内

屈指の技術力を有しています。

「働く人が魅力」何事にも誠実に一生懸命に取組む風土、お客

様・協力企業からの信頼が厚いです。

求める人物像は「人と人とのつながりを大切にできる人」「何

事にも意欲をもって取り組む人」「誠実な人」です。また、採用

は「人物重視」の選考を行います。面接を通して様々なお話を

お聞きしますが、「自分の言葉」で考えや思いを伝えることが

できる人は特に魅力的に感じます。

当初、就職は大学時代を過ごした関東か地元新潟のどちらかだ

なと、漠然と考えていました。しかし、就職活動を始め、改めて社

会を見つめ直してみた時、地域発展を目指し邁進する数々の企

業を知り、自分が知っている新潟は、ほんの一部分である事に

気づきました。それからは新潟の企業を中心に検討し、自分も地

元の未来のために働きたいと考えました。

新潟の総合建設業で検討し、いくつか候補のある中で、新潟の未

来を創造し、地域の発展・変革に大きく関わっていける機会が多い

事が本間組への入社を決めた理由です。建築という大きく、いつま

でも残るものづくりが出来る事で、地元の発展を顕著に感じる事が

出来ます。全国的に事業展開している事から、拠点を新潟に置

き、県外でも活躍できる機会がある点にも魅力を感じました。

本間 弘太さん
建築事業本部　建築部 
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検索新潟インターンシップ

を活用しよう！「新潟インターンシップ2018」

1 2 4 53

新潟県が主催するインターンシップマッチングサイト「新潟インターンシップ2018」
では、県内のインターンシップ受入企業 約500社の情報を掲載！

インターンシップに必要な準備もサポート！

インターン
シップ
開始！！

■インターンシップまでの流れ▶▶▶

企業情報 エリアやインターンシップ内容で企業を
探せる。

先輩の声 実際の体験レポートを見て確認できる。

●お問い合わせ
〒950-2001　新潟市西区浦山1-1-10 リバーサイド青山402（株式会社マナーズ内）
TEL：025-211-4457　FAX：025-211-4458　E-mail：student@ngt-internship.com新潟インターンシップ　サポートデスク

さらに

新潟県で働きたいあなたも、迷っているあなたも。

就活サイトには載っていない企業のホンネが聞けます

1月27日日・2月3日日
2月9日土

13：00～17：00

・新潟県内企業の採用担当者が業界や自社の魅力を紹介
・若手社員が語る就職活動の体験談
・学生と企業とのフリートーク座談会

保護者のみなさまにも知ってもらいたい！
お子様の就職活動をサポートするために、
県内就職のメリットや県内企業の
魅力について情報収集できるチャンスです。

13：00
13：30
（30分）

14：10

16：00

受付開始
就職サポートセミナー　テーマ：「新潟で働く魅力について」
講師：株式会社パソナ パソナ・新潟（予定）
合同企業説明会（参加企業30社）
・お好きな企業ブースをお回りください　・説明20分、移動10分×4回

終了

学生╳企業
にいがた交流会

にいがた就職
応援フェス

TOKYOIN 服装自由

開 催 日

時　　間

13：30～16：00

◆スケジュール

時　間

表参道・新潟館ネスパス3階　東京都渋谷区神宮前4-11-7会　　場

（前半）：参加企業によるプレゼン
（後半）：学生と企業の座談会
※参加企業名はホームページをご確認ください。

内　　容

2020年3月以降に大学等卒業予定の方
毎回40名程度（事前申し込みが必要です）

対　　象

各回6社

にいがたジョブカフェ事業  TEL：025-201-5140

参加企業

2019年

1月19日土2019年開催日

参加費無料

朱鷺メッセ2階メインホール会　場

大学等に在学中の学生・保護者
（保護者のみ、学生のみでも参加できます）

対　象

●お問い合わせ先

新潟県総務管理部 大学・私学振興課
TEL：025-280-5267　FAX：025-280-5701　E-mail：ngt010210@pref.niigata.lg.jp

●お問い合わせ先

検索にいがたジョブカフェ事業

親子で参加できる

私服参加OK 入退場自由参加無料

ホームページから
エントリー インターン

シップ先の決定インターンシップに参
加できるかについて、
サポートデスクが企業
へ確認します

日程を決めたり、
持ち物の確認など
企業と直接
打ち合わせ

「新潟インターン
シップ2018」で
インターンシップ
先を探す

インターンシップに
向けての準備
サポートデスクがエント
リーシートを企業へ提
出します

●知らない会社でも話を聞
いて、素晴らしい会社だ
と分かった。

●大企業から中小企業、
様々な分野が集まってお
り、参考になった。

●実際に企業担当者の話を
聞ける機会であり、有意
義だった。

●とても良い機会になった。
子供と話し合いたい。

参加者の声

新潟県の就職支援・イベント情報①
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Uターンの先輩たちに聞く

ワタシが新潟　を選んだ理由

1989年生まれ、燕市出身。高校卒業後、大学進学で大阪へ。大阪で
就職を考えていたが、家族からの「帰ってきてほしい」という気持ち
に応えてＵターン。燕市のアウトドア用品や業務用厨房用品、木質ペ
レットストーブを開発・製造する企業に就職。春夏の甲子園に必ず観
戦に行くほどの、大の高校野球好き。

　燕市で生まれ、大学進

学をきっかけに大阪に移り

住みました。故郷の新潟に

比べて、遊ぶ場所も多かっ

たですし、関西の人のおも

しろさやノリのよさも性に

合っていると感じていまし

た。また、私は小さい頃に

野球をやっていた経験もあ

り、特に高校野球が大好

きで、春と夏には甲子園に

観戦に行きますし、大会の

全試合を録画するほどで

す（笑）。そんな理由もあっ

て、すぐに甲子園に観戦に行けるように、そのまま関西で就職しよう

と考えていたのです。大阪の企業から内定をいただきましたが、ほぼ

同じようなタイミングで3つ年上の兄も、仕事の配属先が岐阜県

に。実家の両親から「ふたりのどちらかが近くにいてくれたら嬉しい」

と言われたこともあって、大阪での就職に少し迷い、改めて考え直

しました。

　「じゃあ、私が新潟に帰るよ。お父さんとお母さんには私が働けそう

な会社探しを手伝ってほしい」とお願いしました。両親にアドバイスを

もらいながら、急きょ地元の新潟で就職活動を始めたのです。父母と

もに地元の企業についてある程度詳しかったので参考になりました

し、その中で、母が教えてくれた会社に内定をいただき、大学卒業と

ともに燕市にＵターンしたのです。

　正直なことを言うと入社した当初は、2、3年働いたら、また大阪で

暮らしたいと思っていたのです（笑）。ですが、総務の仕事から始ま

り、数年も経たないうちにリクルーティングや新入社員の研修も任せ

てもらえるようになったのです。新しいことへのチャレンジをどんどんや

らせてくれる会社の方針や雰囲気のよさもあり、私の気持ちは徐々

に変化していきました。気づいたら仕事が楽しくて、大阪に戻りたいと

いう気持ちもすっかりなくなっていました。一概には言えませんが、東

京や大阪の大企業に比べ、燕市の中小企業は失敗に寛容で、若

い人にも積極的に仕事を任せてくれるところが大きな魅力だと感じ

ています。

　プライベートでは昨年結婚をして、今は主人とふたりで暮らしてい

るのですが、すぐ近くに実家があって家族がそばにいるのは安心で

す。兄も岐阜から帰ってきたので、すぐに家族に会えるのはいいです

ね。今は私と父と兄の3人で、町内のソフトボールチームに参加して

いるのですが、こんな風に家族みんなで趣味を楽しめるのはすごく幸

せなことで、Uターンしてよかったと思っています。新潟は食のレベル

が高いし、車さえあれば移動にも不自由しません。東京や大阪に比

べたら都会的な遊び場が少ないのは事実ですが、それを十分に埋

めてくれる美しい海や山などの大自然があります。現在、私の住む燕

市はものづくりのまち

として、若い人材を求

めている企業がたくさ

んあります。「ものづく

りを仕事にしたい」と

いう学生さんや若い

世代はぜひ燕市に注

目してください！

大阪での暮らしが性に合っていた

両親の協力で成功した地元での就職活動
父と兄と一緒にソフトボール

東京や大阪の大企業にはない中小企業の魅力

父と兄と一緒にソフトボール
甲子園を観戦

BBQなどの社内行事を率先して企画

ソフトボールチームの仲間たち

会社員

安達  彩
さん

あだち あや
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ワタシが新潟　を選んだ理由
今、新潟で暮らし充実した日々を送る先輩にも、新潟へ

戻るまでにはいろいろな迷いや、きっかけがありました。

新潟で働き暮らすことで見つけた大切なこと、新たな

発見…実感のこもったリアルな体験談です！

わ　　　  け

1970年生まれ、柏崎市出身。大阪芸術大学を卒業し、東京のマーケ
ティング会社に就職。企画やマーケティング、事業開発等に携わる。
その後キャラクター会社に転職。2009年柏崎市にＵターン。現在は
実家である小竹屋旅館の新規事業を手掛けるなど、地元の観光等
にも関わる。

　柏崎の海水浴場の海辺の町に生まれ、高校までここで暮らしまし

た。進学先は、小さい頃から絵や工作が得意だったこともあり、大阪

芸術大学へ。卒業後は、東京の企画会社に就職。ここではマーケ

ティングや調査、商品開発、編集などを実務の中で学ばせてもらいま

した。約10年勤めたのちに、誰もが知る有名なキャラクターを扱う会

社に転職。サラリーマン時代は、仕事中心の毎日で、特に転職後は

仕事の充実感も相まって、私生活に支障が出るほどに働いていた

気がします。アラフォーと呼ばれる年齢になったとき、サラリーマンで

はなく、新しいことにチャレンジしたいという気持ちに。「一度しかない

人生に、自分らしさを。全ては自分のために」そんな思いを固めて、新

潟にＵターンすることにしました。2009年6月のことです。

　

　さて、「本業は宿屋です」と自己紹介することが多いのですが、いま

仕事で最も時間を割いているのは、小竹屋旅館の新事業、シーカ

ヤックのレンタル事業です。地元の海は魅力にあふれています。さら

に、海だけじゃなくビーチの魅力にも気が付き、次のチャレンジに着

手。それは、海が目の前という最高のロケーションで手軽にオシャレ

にBBQを楽しんでもらうサービスです。こんなふうに、BBQを楽しむお

客様を見ながら、自分の仕事は、祖父の代から商売をするこの土地、

このロケーションの価値を高め、一人でも多くの方に、ここで特別な

時間を過ごすことで、幸せで豊かな気持ちになってもらうことだ、と改

めて感じるようになりました。

　オリジナルサイダーの商品開

発と販売にも取り組んでいます。

地元の土産物販売店をのぞく

と、地元らしい商品、地元で作ら

れた商品の構成比が極端に小

さい、と感じたことがきっかけでし

た。地域の歴史や特徴ある出来

事、産品などを調べる中で、「日

本海側海水浴場発祥の地」という、埋もれていた史実を見つけまし

た。その背景を調べ、海のサイダーというコンセプトをつくり、2011年

6月に柏崎のご当地サイダー「鯨泉（げいせん）」を発売しました。商

品化をする上で、サラリーマン時代の経験がとても役に立ちました。

　2013年に結婚、2018年に息

子が誕生しました。自分が生まれ

育った土地で、自分の子どもを育て

られるのは素直に嬉しく、Ｕターンし

て良かったと思えることの一つで

す。海に沈む夕日は自然が生み出

す絵画であり、雄大な天の川や無

数の星々が物語を演じる星空は劇場です。子ども達が遊ぶ砂浜、大

人が夢中で波に乗る海、時間によって、季節によって、さまざまな刺

激と安らぎを与えてくれます。私が思う地元柏崎のいいところです。

　ここ数年、いくつかの事業を検討してきました。アイディアや妄想

には制約がありません。しかし、自分はそこに「このロケーションの価

値を最大化させる」というテーマを設定しています。あと20年、この地

でこれから新たに挑戦する事業をしっかり全うして、息子に手渡す。

それがいまの私の夢です。

三十代にして大いに惑う

シーカヤックが気づかせてくれた地元の価値

Ｕターン直後に、独力で商品開発・発売

家族ができて思うこと

自営業

杤堀耕一
さん

とちぼり こういち

HPでもU・Iターン体験エピソードを数多く紹介しています。 検索ニイガタビト

シーカヤックでツーリング

「鯨泉サイダー」

息子さんと
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「来年卒業予定だけど、まだ内定が出ていない」そんな皆さん、焦りは禁物です！新潟県内には、現在も採用活動を継続している
企業がまだまだあります。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。

「シューカツアシストにいがた」は、2019年卒業予定の大学生・大学院生・短大生・専門学校生等（卒業後３年以内の方を含む）
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。求人の見落としを防止できます。
●求人情報提供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。

シューカツアシストにいがたに登録すると………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

登録・詳細はこちらから！
http://www.ni igata-shukatsu.jp/

まずは「シューカツアシストにいがた」へ登録！！

新潟県内での就職活動等にかかる交通費と宿泊費を補助します！

◎かかった交通費及び宿泊費のうち、1/2に相当する金額（申請１回あたりの上限額1万円）
◎学生一人につき、年度内に３回まで申請可
※公共交通機関(原則：鉄道、バス、船舶、航空機)を利用した場合に限ります。

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（注）を行う際に、県外からの移動にかかる交通費と宿泊
費に対して補助を行っています。 （注）2020年3月以降に卒業予定の学生の方がインターンシップに参加する場合も、補助の対象となります。

県外在住の大学生(大学院、短期
大学、高等専門学校及び専修学
校などの学生を含む)が、次のい
ずれかに該当する活動のため、
公共交通機関を利用して住所地
と新潟県内を移動する場合に交
通費･宿泊費を補助します。

①就職活動で、新潟県内の企業が新潟県内で行う企業説明会に参加する。

②就職活動で、新潟県内で開催される合同企業説明会に参加する。

③就職活動で、新潟県内の企業が新潟県内で行う、採用試験または面接を受ける。

④新潟県内の企業が新潟県内で実施するインターンシップに参加する。
※行政機関が実施する採用活動やインターンシップへの参加は対象外となります。

県庁ホームページ内 検索U・Iターン　交通費補助

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。これまで目にする機会の少なかった企業との出会いも
期待できます！

0800-800-6725
E-mail info@niigata-shukatsu.jp

事業委託先／
株式会社広報しえん

条 件

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！

twitterにて最新情報を配信！！
@SA_niigatatwitterアカウント

サービス対象学生
平成31（2019）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（卒業後３年以内
の方を含む）で、新潟県内での就職を希望する方

サービス期間：2019年3月まで

対象

就職情報サイト

カウンセラー

学　生

登録・企業への
エントリー・説明会申込み

企業からの連絡

相談・キャリアカウンセリング

エントリー受付・
説明会予約受付

新潟県内
企業

求人情報登録

まだまだ間に合う就職活動2019年卒の皆さんへ

新潟県の就職支援・イベント情報②
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経営者や若手社員からのメッセージ、職場の雰囲気など、文
字だけでは得られない情報が満載！ 1社あたり3分程度の動
画ですので、お気軽にご視聴下さい。

検索新潟県　企業紹介動画

『新潟で働く』おもしろさを体感！！

好評配信中
企業紹介動画

「YouTube」でチェック！
視聴方法

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

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

Uターン就活に役立つ

セ ミ ナ ー

検索胎内市　企業見学

胎内市企業見学ツアー

2019年2/25㊊、2/26㊋日時

対象者 高校生・大学生・ＵＩＪターン希望者等一般（４０歳未満）・学校関係者・保護者

※交通費補助あり（最大で２４，０００円）

見学先

2日間にわたって、胎内市内の6社を見学できるツアー

企業の採用担当者とざっくばらんに話せるチャンス！

自己ＰＲ・応募書類の書き方のコツや面接マナーが学べるセミナー

就職活動開始前に地元就職を考えよう！

胎内市主催 0254-43-6111（胎内市商工観光課　商工振興係）お問合せ先

0120-7505-14（ながおか就職・Uターンサポートデスク）お問合せ先

0258-83-３５５６（小千谷市商工振興課地域産業係）お問合せ先

検索やっぱ　ながおか

やっぱ！ ながおか業界研究フェア

［東京］ 2019年2/12㊋　［長岡］ 2019年2/14㊍日時

対象者 2020年3月以降大学等卒業予定者

参加企業 各会場4社（計8社）

［東京会場］秋葉原UDX　［長岡会場］アオーレ長岡会場

検索新潟県看護のお仕事ステーション

看護職員・学生等対象 就職個別相談会
2019年1/6㊐、3/3㊐日時

対象者 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

表参道・新潟館ネスパス2階会場 11：00～17：00時間

各日先着5名定員

予約はこちらの専用フォームから

地元新潟の情報収集に最適！

県内企業の情報をウェブでも発信しています

検索やっぱ　ながおか

やっぱ！ ながおか就職ガイダンス2020

2019年3/12㊋、3/13㊌日時

対象者 2020年3月大学等卒業予定者、2019年3月卒業の学生、既卒3年以内の方

アオーレ長岡　アリーナ会場

自由面談方式
各企業のブースを自由に訪問できます

県内就職についてじっくりと相談できます

合同企業説明会

各日70社　計140社参加企業

検索小千谷市　就職ガイダンス

おぢや・かわぐち・うおぬま地区 就職ガイダンス
2019年3/14㊍日時

対象者 2020年3月大学等卒業予定者、既卒3年以内の方

14：00～16：20小千谷市総合産業会館サンプラザ会場 時間

小千谷市ほか主催

0258-81-1300（小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会）お問合せ先

0120-7505-14（ながおか就職・Uターンサポートデスク）お問合せ先

検索小千谷市　就職ゼミ

就職応援ゼミ ｉｎ 小千谷

東京からの無料送迎バスをご用意！

2019年3/14㊍日時

対象者 2020年3月大学等卒業予定者

10：00～12：00小千谷市総合産業会館サンプラザ会場 時間

小千谷市主催 0258-83-3556（小千谷市商工振興課）お問合せ先

13：00～16：30（予定）時間

両会場とも50名定員

検索柏崎　U・Iターン

柏崎業界研究セミナー

2019年2/18㊊日時

対象者 2020年3月以降大学等卒業予定者

参加企業 4社

柏崎市民プラザ2階　海のホール会場

柏崎市主催

13：00～16：30（予定）時間

30名定員

先着順20名／要事前申込み定員

50社参加企業

検索小千谷市　就活セミナー

就活スタートアップセミナー in 東京

2019年2/4㊊日時

対象者 大学・短大・専門学校・社会人の方（学年不問）

表参道・新潟館ネスパス会場

小千谷市主催

13：30～16：30時間

・株式会社日立産機システム中条事業所　・水澤化学工業株式会社中条工場
・ロイヤル胎内パークホテル　・東洋濾紙株式会社中条工場
・株式会社クラレ新潟事業所　・株式会社三進製作所

個別相談会

検索柏崎　U・Iターン

柏崎市U・Iターン個別相談会
2019年2/3㊐日時

対象者 新潟県内企業（特に柏崎市）へ就職を希望する社会人・大学等に通う学生（学年問わず）

日本橋 ブリッジにいがた2階会場 10：40～16：00時間

長岡市主催

13：00～16：30時間

長岡市主催

新潟県主催

柏崎市主催

柏崎を代表する企業から生の声が聞ける！

おぢや・かわぐち・うおぬま地区
就職ガイダンスと同時開催



予約や持参が必要なもの

はありますか？ 大学3年生

以下でも利用できますか？

予約は不要ですので、定休日（火

曜・祝日・年末年始）以外のご都

合の良い時にお越しください。土・

日曜も開館していますので、授業

やアルバイトで平日は時間が取

れない方もご利用いただけます。

持参が必要なものはありません

が、企業への応募書類の添削をご

希望でしたらお持ち下さい。

また、学年問わずご利用いただけ

ますし、大学院、短大、専門学校の

学生の皆さまからもご利用いただ

いています。

Q

A

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

Q
A

どんなサポートが
受けられますか？
就職活動の進め方をはじめ応募
書類（履歴書やエントリーシート
など）の書き方、面接に関するこ
となど、就職活動の疑問や悩み
について相談をお受けしていま
す。応募書類の添削なども行っ
ていますし、U・Iターンに関する
様々な情報（就活関連のイベン
ト・支援策、県内企業の情報、ハ
ローワークの求人情報、先輩学
生の就活事例など）も提供して
います。
新潟県内の就職事情を熟知した
専門スタッフが、皆さんを全力で
バックアップします！

□OPEN／10：30～18：30（火曜日・祝休日・年末年始を除く）
□TEL／03-5771-7713　□E-mail／niigata_u-turn@pref.niigata.lg.jp

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

http://www.niigata-uturn.jp/
検索にいがたUターン

〒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

にいがたUターン情報センター

アクセス
•JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩10分
•東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」A2出口より徒歩1分

公式Facebook

HPはこちらから

ホームページでも、
U・Iターン就職に関する
情報を提供しています。

◯各種就職関連イベント情報を掲載。
　新潟県内で開催されるイベントをチェックできます。
◯Ｕ・Iターン就職に役立つリンク集もあります。

表参道・新潟館
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。

にいがたUターン情報センターで
　　　 にいながら

を進めよう！
新潟県内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

沿った求人情報を提供します。また、県内企業のパンフレット等、企業研究に役立つ資料も取り揃えて

います。新潟県へのU・Iターン就職活動に関することは、何でもお気軽にご相談ください。

Uターン就活
首都圏

2019年卒ですが
、

これからでも新潟
で就職

できますか？

採用活動継続中の県内企業はた

くさんありますし、これからの時

期に採用内定をもらった先輩学

生もいます。まずは県内企業の情

報収集が大事です。18ページに

掲載の「シューカツアシストにい

がた」に登録して県内企業の求

人情報をチェックし、気になる企

業にエントリーしましょう。
にいが

たＵターン情報センターでも求

人情報を提供していますので、ぜ

ひ、お越し下さい！

Q

A

あるある Q A
にいがたUターン
情報センター
山田 尚人チーフ

私が
答えます!!
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