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北薩地域で働く地元出身
の方に聞いてみました
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地元の北薩地域（阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町）で頑張っている、皆さんの先
輩方を紹介します。先輩方のお話から、地元で働くというイメージをつかんでください。
北薩地域人財確保・育成推進協議会

座談会

北薩地域で働く
地元出身の方に
聞いてみました

市出身
野
木
串
いちき

鹿児島県は、『人材流出県』と言われ、高校を卒業した
人の約半分が県外に就職しています。
鹿児島県が令和元年12月から翌１月にかけて、大学生
や高校生を対象に実施したアンケートによると、県外就職
を決めた理由としては、
「福利厚生や働く環境が充実」、
「給
料が高い」「県外や一人暮らしへの憧れ」が上位となって
います。
一方、Ｕターンの希望理由としては、
「鹿児島が好き」、
「地
元に貢献したい」、「県外で経験を積んだ後、県内で仕事が
したい」が上位となっています。
そこで、北薩地域で働く地元出身の３名の方にお集まり
いただき、地元で働く魅力についてお話をいただくことに
しました。

川畑志織さん

薩摩川内市企業連携協議会 勤務

県外に住んで、地元の良さを
確認することができた。

に出られることの多い社員の方に、安心して仕事をして

司会

みなさん、よろしくお願いします。

今井 「スマイルキャンパス★さつませんだい」の今井

司会

さっそくですが、みなさんの自己紹介をお願いし

全員

よろしくお願いします。

いただくためのサポートをされているのですね。
次は、今井さんですね。

と 申 し ま す。「ス マ イ ル
キ ャ ン パ ス★さ つ ま せ ん

ます。お名前、お勤め先、今のお仕事について教えてく

だい」は、「障がい者ビジ

ださい。

ネ ス ス ク ー ル」つ ま り、

永瀬 では、
私から。株式会社川北電工の永瀬と申します。

障がいのある方の就労支

弊社は、送電線工事、発・

援をサポートする会社で

変電所工事、配電線工事、

す。永 瀬 さ ん の 川 北 電 工

内 線 工 事 ま で、電 気 に 関

は、昭和20年 に 設 立 さ れ

する工事を行う会社です。
本 社 は 鹿 児 島 市、本 部

は 薩 摩 川 内 市 で す け ど、
東京や兵庫、福岡にも支

社・支 店 が あ っ て、会 社
全 体 では300名 以 上 の 社
員が働いています。

そんな中で、私は総務部総務課で、社会保険や雇用保

険の手続き、入社や退社の手続き、出産や産休、育児休

きな会社のようですけど、

私の会社は反対に、平成28年に設立されたばかりで、
社員も６名の小さな所になります。

そんな中で、私は就労支援員・ジョブコーチとして、

障がいのある方が就職するために必要なマナーやルー

ル、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 方 法、SST（Social Skills
Training）などを教える仕事をしています。

薩摩川内市内の企業の皆様に、障がい者の雇用につい

暇の手続き、健康診断の業務、社内報の作成など、社員

て理解していただき、障がいのある方を一人でも多く

司会

司会

が仕事に集中できるような仕事をしています。

車を運転していると、川北電工の社員の方が配電

線の工事などを行っているお姿を拝見しますけど、現場
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た、300名 以 上 が 働 く 大

雇ってほしいと思っています。

障がい者の方々のお一人おひとりの特性に合わせ

たやり方で支援されているのでしょうか。ご苦労もされ

薩摩川内
市出身

薩摩川内市出身

永瀬由里子さん

今井飛鳥さん

株式会社川北電工 勤務

るでしょうが、就職が決まった際は、喜びも大きいでしょ
うね。

最後に、川畑さんお願いします。

川畑 薩摩川内市企業連携協議会の川畑と申します。当
協議会では、会員である

ではないかと思い、地元に帰ってきて、今の職場、中途

入社になりますけど、総務職として求人が出ていました
ので応募し、採用されました。
今井

私は20年ほど関東で生活をしていましたが、子

どもが生まれて生活感を見直すきっかけがあり、自分の

向上のためのセミナー開

ンしてきました。

催、地元企業をよく知っ

生まれ育った街で子育てをしたいと思ったので、Ｕター

「スマイルキャンパス★さつませんだい」を選んだの

てもらうための企業見学

は、前職は千葉県の小学校で特別支援学級の介添員だっ

マッチングイベントなど

晴らしく、また命の豊かさに触れ、障がいを持つ子ども

会、求人企業と求職者の
を実施しています。

そ ん な 中 で 私 は、チ ラ

シや広報誌の作成、イベントの運営準備、訪問者様への
接遇、会計の業務といった仕事をしています。

事業者様は様々な悩みを抱えていらっしゃると思

います。このようなサポート体制があることは、事業者
の皆様にとっても、大変心強いでしょう。

ところで皆さんは、３名とも県外で過ごした経験があ

ると聞いているのですが。

大学や就職で地元を離れたと。Ｕターンということで

しょうか。

では、なぜ地元に帰ってきたのでしょうか。

永瀬

れた土地で、家族や知人が近くにいて安心して働けるの

中小企業のサポートをし

て い ま す。例 え ば、売 上

司会

スマイルキャンパス★さつませんだい 勤務

私は大学が県外だったのですが、やはり住み慣

たのですが、支援学級の子ども達一人ひとりの特性が素
達から貰った多くの学びを福祉の世界でつなげていけた
らと思ったからです。
川畑

私は県外に出て、滋賀県の職場で接客の仕事をし

ていて、やりがいも感じていました。しかし、地元で働
きたいという気持ちがだんだん強くなったということ

と、親の希望もあってＵターンしてきました。面接では、
薩摩川内市の企業の皆様をサポートする仕事と聞いて、
不安もあったのですが、やりがいも感じられたので、選
びました。

司会 地元に帰ってこられるとき、職場の情報はどう
やって探されたのですか。
川畑

都会の職場の情報は、リクナビでもマイナビでも

たくさん掲載されていますけど、地元の職場の情報は、
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ハローワークで調べました。
永瀬・今井

同じです。

良くも悪くも安心できる場所、
それが地元。
司会 皆さん、県外に出ていた経験がおありですので、良い

点も悪い点も、地元を客観的に見る機会があると思います。
どうでしょう、地元に戻ってこられて、ここが良かっ

た、あるいは、言いにくいでしょうがここが悪かったと
か、教えてもらえますでしょうか。

永瀬 良いことはたくさんあるけど、悪いことはあまり
ないですね。のんびりできるし、自然も豊かだし、人の

温かさも感じられるし。交通が不便だとか、車が必須と
いうのはありますけど、それは仕方ないですね。

良いのか悪いのかわからないけど、「ローカルルール」

に縛られるという事もあります。
今井

私は10代の頃は、憧れていた場所が東京にあっ

にも行きたいけど、チケットが取れません…。
川畑

私も猫を飼っているので、休みの日は猫と遊んで

います。あとは、地元ですので友人も多く、カフェとか

居酒屋めぐりをしています。旅行も好きなので、長くお

休みがとれる日は、２泊くらいですけど、県外で仕事を
してたときの友達の所に旅行にも行っています。

永 瀬 さ ん と ジ ャ ニ ー ズ 被 り に な っ て し ま う け ど、

NEWS のコンサートに行きたいな。
今井

休みの日は、職場の仲間と一緒にイベントに出か

けたり、最近は子どもと一緒に映画館へ行くことには

まっています。アナ雪２とか、ドラえもんとか。子ども
と楽しく過ごすことを大切にしています。
司会

都会に住んでいなくても、楽しいことはたくさん

ありますね。地元で過ごして、たまに都会に遊びに行く

というのが、生活のリズムとして良いのでしょうね、皆
様のお話をお聞きすると、仕事もそうですが、休みの日
も充実されているようですね。

ました。きっともう帰ってくることはないだろうと思っ

勉強も大事、体験はもっと大事。
失敗を恐れずに !!

していく中で、子どもも授かり考え方にも変化が生れま

司会

て、田舎は刺激も少ないし、何か物足りなさを感じてい

て都会に飛び出していきました。でも、いろんな経験を
した。親がいる生まれ育った地元が良いなあと思って

帰ってきました。直ぐに行ける映画館がないのが、残念
ですけど…。
川畑

私も地元を出たくて県外で働き始めたのですが、

友達はできますけど、深い知り合いも頼れる人も少ない
ので、過ごせば過ごすほど、不安が募っていきました。

新幹線で帰ってきたときに、思わず泣きそうになったこ
とを今でも覚えています。

今日のお話は、これから社会に出て行く方々に向

けたものになります。後輩の皆さんに向けて、人生の先
輩である皆様方から、社会人になる前にやっておけば良
かったことを教えていただけますか。
川畑

本当に勉強しなかった私が言うのもなんですが、

勉強はやはり大事です。学校の勉強だけでなく、部活に
入って人間関係を勉強するとか、読書をして様々な考え

方を勉強するとか。イベントに参加したり、ボランティ
ア活動を行ったり、いろんな体験をするのも勉強です。
あとは、ＩＴ活用の知識を身につけることも大切です。
永瀬

同じく、学校の勉強だけでなく、社会のことをもっ

と良く学んでおけば良いです。法律とか会社のこととか、
世の中にはどういう職業があるのかを幅広く知っておく
ことで、自分の進路選択に生かせると思います。

また、同い年の友達だけでなく、いろいろな世代の人

たちと交流しておくことも、社会人になってから役に立
ちます。
今井

私は16歳からアルバイトをしていたので、働く

ことに慣れていたことは良かったと思います。また、社

会に出る前に海外のボランティア活動をしていました。
司会

都会は刺激もあるし楽しいこともいっぱいありま

す。でも、安心できる場所、地元という存在が、皆様の
支えになっているのでしょうね。

皆さん、仕事はバリバリされていらっしゃいますけど、

休みの日は、どのようにしてお過ごしですか。
永瀬

気になるお店を調べて友人や職場の人とランチに

いったり、自宅の猫と遊んだり、吹奏楽部でしたので、
音楽がすきなので Youtube で音楽を聴いたり。あと、
少 し 遠 出 を し て コ ン サ ー ト に い っ た り し て い ま す。
BUMP OF CHICKEN が一番好きかな。嵐のコンサート
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9・11テロの後の活動でタイの空港では、本物の大きな

銃を持った兵隊さんがいて日本がどんなに平和であるか

を知りました。活動はカンボジアの小学校にブランコを

建てました。よその国で汗を流す事の意義、人生観を変
える出来事になりました。

また、３年Ｂ組金八先生や、大河ドラマ「翔ぶが如く」

を手掛けられた脚本家の小山内美江子さんと海外ボラン

ティア活動を通じてご縁があって、６年間ほど先生のご
自宅でお手伝いをさせていただきました。1年間は先生

のお家で住み込みを経験しました。朝はトイレ掃除から

はじまります。今、振り返ってみると毎日が学びの連続

座談会

でした。脚本を書き上げていく瞬間の先生の姿、命がキ
ラリと光り削られ、作品に命が吹き込まれていく過程を

見ることができ、人間の大きさを知りました。小山内先
生との出会いが、今の私の仕事、生き方につながったと
言えます。とても感謝しています。

今だからできることをたくさん経験し、様々な失敗も

含め経験を増やしておくことが、視野も広がり、将来に
役立ちますよ。

笑顔を絶やさずに。
いろんな事に全力で取り組む。
人との出会い、ふれあいを大切に !!
司会

川畑

最後に、後輩へ一言、アドバイスをお願いします。
挨拶は本当に基本です。元気よく挨拶して職場に

はいってくれば、挨拶をした人もされた人も、気持ちよ
く仕事に臨むことができます。

また、常に笑顔を絶やさず、機嫌良く対応することも

大切です。暗い顔をした人には、人も近寄ってきません
し、運気も逃げてしまいます。

あと、何事も諦めないようにしてください。諦めずに

根気よく粘ることで、道が広がってきます。
永瀬

生きていく上で、「迷うこと」は必ず生じます。

そんな時は、「何もしない」ではなく、「とりあえずやっ
てみる」ことが大切だと思います。しなかった場合の後
悔よりも、行動したときの後悔・失敗の方が、後々の成
功につながります。

で取り組んでください。その経験は、いつかどこかで必
ず役立ちます。
今井

学校の試験、たとえば数学の問題の答えは一つで

す。ただし、仕事を始めると、答えは一つではないこと

がわかります。モノの見方や考え方を広げるためにも、
人との出会い、ふれあいを大切にしてください。

困ったことや悩んでいることを近くの誰かに相談でき

ることは、社会人になっても必要な事です。答えが一つ
ではないように、人も一人ではありません。自分の人生

を早々と決めつけずに、
ゆっくりと大人になってください。
司会

こんな素敵な先輩がいるところで働ければ、どん

なに幸せなことでしょう。

今日は、ほんとうにありがとうございました。

部活でもアルバイトでも恋愛でも、いろんな事に全力

座談会を終えて
年齢も経験も異なる３名の座談会でしたが、３名とも「地元を愛している」様子がひしひしと伝わってきました。
地元には様々な働き先があります。これから社会に出ようとする皆さん、３名の先輩がおっしゃっていたように、様々
な経験を積んで、成長してください。そして、多くの方が、地元で活躍してくださることを願っています。

4

学んだことや資格を
地元企業で活かしたい！

卒

野田女子高校

―今の職場を選んだ理由は？
商品開発の仕事がしたいと思っていた私に、高校の
進路指導担当の先生がすすめてくださいました。
―現在の仕事内容は？
商品開発のほか、接客・製造・宿泊の受付など幅広い仕事をして
います。
―趣味や休日の過ごし方は？
買い物へ行ったり、地元の友達と遊んだりしています。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
野田女子高校は長期休みのみアルバイトＯＫだったので、許可を
とってアルバイトをしていました。接客などの良い経験になったと
思います。

くろき

ふたば

黒木 双葉 さん（出水市出身）

平成28年 野田女子高校食物科 卒業
平成28年から株式会社下園薩男商店
（イワシビル）で勤務

Schedule

―後輩へ一言
高校生活で自分の好きな事や夢中になれる事を見つけて、それを
仕事にできると良いと思います。進路活動は高３からじゃ遅いから
頑張って！

6：00

7：30

12：00

起床

出勤

昼食

名物の「港町のたい焼き」は、店内でお召
し上がりの場合一つ一つ焼き上げます。

しもぞの

私が開発した「塩みるくバター」です。
美味しいよ！

16：30 17：30
退勤

帰宅

19：00

24：00

夕食

就寝

お客様が気持ちよく来店してもらえるよう
なお店の雰囲気づくりを心がけています。

さつお

株式会社下園薩男商店（イワシビル）

〒899-1626
鹿児島県阿久根市鶴見町 76 番地
TEL：0996-73-3104
FAX：0996-73-3122
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自分は将来どうしたらいいのだろうと、迷う方
も多いと思います。そして迷っていいのです。迷っ
た中でどんな職に就こうとも一生懸命取り組んで
みて下さい。
自分の天職というものは見つけるものではあり
ません。作り上げるものです。取り組んでいるか
らこそ自分のスキルが磨かれ、それが天職になる
のです。
自分はこれしかできないと思わずに、色んな事
に挑戦して未来を切り開いていきましょう。

株式会社下園薩男商店
代表取締役社長

下園 正博 さん

地元で働く先輩

高校生活で学んだことを活かしたい
と思い、今の会社と出会いました！

鶴翔高校卒

―今の職場を選んだ理由は？
学校で学んだ食品関係の業務での就職をまず考えま
した。その中で、私が高校時代から行っている陸上ができる企業だっ
たからです。
―現在の仕事内容は？
豚のと畜・解体業務を行っています。豚生体を仕入れた後の業務と
なり、豚正肉になる前までの業務を行っております。
―趣味や休日の過ごし方は？
友達と一緒に、ドライブや買い物に行っています。週休２日で夜
勤もなく、自分の時間がよく取れます。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
学生時代に、資格をもっと取っておけばよかったと思います。
けとぐち

ゆうへい

外戸口 裕平 さん（出水市出身）

平成29年 鶴翔高校食品技術科 卒業
平成29年からスターゼンミートプロセッサー株式会社
阿久根工場で勤務

Schedule

6：00
起床

7：30 8：00
出社

食品を扱う職場ですので、衛生には細心の
注意を払います。

始業

―後輩へ一言
当たり前のことが当たり前に出来ることが社会人には求められま
す。決められたルールはしっかり守れるようになってください。

12：00

17：00 17：30

昼食

退勤

陸上個人練習

22：00
就寝

先輩社員から指導してもらい、技術を身に付けます。

スターゼンミートプロセッサー株式会社 阿久根工場
社会人になることに不安が大きい方もいるかと

思いますが、新人ならではの元気さ、明るさ、積極
性を出してもらえれば大丈夫だと思います。

仕事に関しては、入社してから先輩から確実に

教えてもらえますので安心してください。一歩一
歩確実に身に付けてもらえればいいです。まずは
〒899-1629
鹿児島県阿久根市塩浜町 1-10
TEL：0996-72-0885
FAX：0996-73-3385

入社した会社や人に慣れることが第一です。
今後の皆さんの活躍を期待しています。

スターゼンミートプロセッサー株式会社阿久根工場
取締役工場長

黒木 重孝 さん
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地元で働く事が、
地元の貢献に繫がる !

卒

出水工業高校

―今の職場を選んだ理由は？
地域の行事等に多数参加しており、地域貢献してい
た所に魅力を感じた事がきっかけです。
―現在の仕事内容は？
地元で生産された卵を洗卵・選別・包装している工場で、包装工程
の管理を行っています。
―趣味や休日の過ごし方は？
家族と公園等に出掛けて、３人の子供と遊具で遊んだりして過ごし
ています。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
高校で多くの資格や検定を取得しておけば良かったと思いました。

ふちさき

―後輩へメッセージ
・何事にも挑戦して下さい。例え失敗しても、失敗から学ぶ事もある
ので常にチャレンジ精神を持ってください。
・社会人になると、目上の方ばかりなので、マナーや礼儀を高校時代
から心掛けておくことが大事です。

つばさ

渕﨑 翼 さん（出水市出身）

平成22年 出水工業高校電気科 卒業
平成22年からマルイ農協グループで勤務

Schedule

6：30

7：30

8：00

12：00

17：00

17：30

19：00

23：00

起床

出勤

始業

昼食

退勤

帰宅

夕食

就寝

毎朝、前日の処理状況等の確認を行います。

関係部署と製造の注意事項及び作業者への
連絡事項の打合せを行います。

機械の動作確認及び調整を行います。

マルイ農協グループ

〒899-0297
鹿児島県出水市平和町 225 番地
TEL：0996-63-0101（代表）
FAX：0996-63-7662
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マルイ農協グループには、働く人みんなが活
躍する場所があり、自分の個性を活かしながら
鹿児島の卵と鶏を全国に発信しています。マル
イは将来に向けて進化しよう、挑戦しようとい
う社員を応援します。私たちは、マルイで共に
成長し、目標の実現を目指す仲間を求めていま
す。一緒に未来へ羽ばたきましょう。
マルイ農協グループ 代表

岡田 一弘 さん

地元で働く先輩

地域に密着した歴史ある企業であり、
そこで働く事で地元に貢献したい。

卒

出水工業高校

―今の職場を選んだ理由は？
高校在学中の地元企業説明会の際に、製造している製
品の多様性や身近な物に多く活用されている事を知り、やりがいを感
じられると思ったからです。
―現在の仕事内容は？
原料アルコールから蒸留工程で不純物を除去し、工業用アルコー
ルを製造しています。プラントはオートメーション化されており、
管理室でほとんどの工程を管理しています。
―趣味や休日の過ごし方は？
体を動かすことが好きなので、自宅や体育館で運動をしたり、サ
イクリングに出かけたりします。

しぶき

―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
資格取得を頑張っておいて良かったです。入社後も資格取得があ
るので資格取得の勉強方法を身に着ければよいと思います。

しゅんのすけ

渋木 駿之介 さん（出水市出身）

平成31年 出水工業高校機械電気科 卒業
平成31年から日本アルコール産業株式会社で勤務

Schedule

6：40

7：30

8：00

12：15

16：15

16：30

18：30

23：30

起床

出勤

始業

昼食

退勤

帰宅

夕食

就寝

新人なので、上司のアドバイスを受けなが
ら仕事を進めます。

管理室のパソコンにて運転管理を行ってい
ます。

設備に不具合がないか、現場にて点検中で
す。

日本アルコール産業株式会社 アルコール事業本部 出水工場

〒899-0202
鹿児島県出水市昭和町 60-18
TEL：0996-62-0486
FAX：0996-62-0488

・国内最大級の工業用アルコール製造メーカーです。
・熟練者から若年者まで幅広い年代の社員が活躍しています。
・先輩のサポート体制が充実していると共に、若いうちから主体的に提案
し、やりたいことを実現できる社風です。
・工業用アルコールはいたるところで活用されており、プラントが停止す
れば、世の中に混乱をきたしてしまう可能性もあることから、安定供給
をまっとうする使命感を持ち、仕事に対して真摯に向き合っていける人
材を求めています。
出水工場長

出口 勝也 さん
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学んできたことが活かせる
職場だと思いました！

卒

野田女子高校

―今の職場を選んだ理由は？
地元に新しくホテルができると聞き、興味をもった
からです。
―現在の仕事内容は？
ホテル内のレストランで、食材の発注や洋食の調理をしています。
以前は前菜場を担当していましたが、今はサイドストーブ、ガルニ
やソースなどを担当しています。
―趣味や休日の過ごし方は？
家族や友達と買い物に行きます。また、体を動かすことが好きな
のでバスケットボールをしたりします。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
アルバイトや部活動、ボランティア活動などを通してたくさんの
人とふれ合い、コミュニケーション能力を高めることができました。
さこだ

迫田 はるか さん（阿久根市出身）

―後輩へメッセージ
社会人として責任と自覚を持って何事にも挑戦し、あきらめずに
がんばってください。

平成28年 野田女子高校食物科 卒業
平成28年からホテル泉國邸で勤務

Schedule
早番の場合

4：30

5：30

6：00

12：00

15：00

起床

出勤

始業

昼食

退勤

オムレツを作っています。

ガルニチュール（メイン料理の脇に添える
付け合わせ）を準備しています。

前菜（サザエにソースを流し込んだもの）
を準備しています。

せんごくてい

ホテル泉國邸
“いつか行きたい また行きたい” をコンセプトとして本物志向にこだわったホ
テルです。鶴の世界的飛来地として知られる出水市に 2016 年 4 月にオープン
しました。
・“笑顔” と “思いやりの心” を大切にできる方を求めています。
・向上心、協調性を持ち、より良いホテルを皆で力を合わせて作っていきましょ
う。
・新卒者や未経験で入社した先輩方も活躍していますので、ご安心ください。
〒899-0208
鹿児島県出水市文化町 351
TEL：0996-63-1590
FAX：0996-63-0100
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ホテル泉國邸 支配人

東 瑞絵 さん

地元で働く先輩

地元企業で働くことが、
地域貢献につながる！

校卒
川薩清修館高
川内卒
カレッジ
ポリテク

―今の職場を選んだ理由は？
スマコミライトの設定・開発を自分の通っていた短期
大学校と共同で行 っていたことから、興味を持ちました。
他には、インターンシップで来た際に、社内の雰囲気が明るかった
こともきっかけの一つとなりました。
―現在の仕事内容は？
スマコミライトの IOT 技術の習得を目標として、研修を行っています。
―趣味や休日の過ごし方は？
休日は、友達とドライブに出かけたりして、リフレッシュしています。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
もっとプログラムなどについて勉強しておけばよかったと思って
います。仕事で実際に触れてみると、授業で学んだ分だけでは足りな
かったと思うことも多く、知識不足を実感するからです。
いのうえ

なおと

井之上 直人 さん（薩摩川内市出身）

平成29年 川薩清修館高校総合学科 卒業
平成31年 ポリテクカレッジ川内 卒業
平成31年から株式会社岡野エレクトロニクスで勤務

Schedule

―後輩へメッセージ
時間がたくさんある学生のうちに、いろんなことにチャレンジし
てみるといいでしょう。

7：00

7：30

8：00

12：00

17：00

17：10

19：00

24：00

起床

出勤

始業

昼食

退勤

帰宅

夕食

就寝

製品の納入、出荷状況を確認します。

製品に１ミリの誤差も出ないよう、検査を
行います。

常にコミュニケーションをとりながら、仕
事を進めていきます。

株式会社岡野エレクトロニクス
・チャレンジ精神旺盛で、他人への気配り・心配
りができ、思いやりのある人を求めています。
・ポジティブ思考で協調性があり、他人と議論の
できる人を求めています。
・学生の時期に色々なことに興味を持ち、幅広い
見聞を身に付けて下さい。
〒895-1202
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原 853-1
TEL：0996-37-2730
FAX：0996-37-2367

株式会社岡野エレクトロニクス
代表取締役社長

田中 博 さん
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地元が好きで貢献したい
と思いました！

卒

川内商工高校

―今の職場を選んだ理由は？
職場体験をさせていただいた時に温かい雰囲気の施
設だなと思い、働きたいと思いました。
―現在の仕事内容は？
利用者さんの生活のお手伝いをしています。
―趣味や休日の過ごし方は？
買い物にでかけたり、趣味で絵を描いたりして過ごしています。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
アルバイトで仕事の経験をしていたことは良かったです。
―後輩へメッセージ
働いていてわからないことを聞くことと、挨拶がとても大切だな
と思いました。参考にしてがんばってください！

たなか

田中 あいり さん（薩摩川内市出身）

平成31年 川内商工高校商業科 卒業
平成31年から社会福祉法人 可愛会 障害者支援施設 亀山苑で勤務

Schedule

7：00

8：00

8：30

12：45

起床

出勤

始業

昼食

チームワークが大切です。毎日、仕事の打
ち合わせをします。

17：45 18：00

利用者の方が笑顔で過ごしていただけるよ
う、常に笑顔で仕事をします。

退勤

帰宅

23：30
就寝

利用者の方の生活記録をパソコンに入力し
ます。

社会福祉法人 可愛会 障害者支援施設 亀山苑

〒895-0065
鹿児島県薩摩川内市宮内町 2539-2
TEL：0996-25-3327
FAX：0996-25-3328
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・介護の仕事は人（利用者も職員も）を相手にする仕事です。利用者さんやご
家族から「ありがとう」と言われた時、自分が役に立っていることが実感でき、
本当にうれしく、仕事のやりがいにつながります。いつもハッピーとはいき
ませんが、かけがえのない瞬間を味わえる仕事です。
・専門職としての自覚を持ち、自らの知識やスキルを向上させるための努力も
必要です。
・“寄り添っていく” “進歩していく” “優しくあり続ける” を目標に、先輩達と
協働して利用者さんの人権を尊重しながら、思いやりの心を持って支援でき
る人を求めています。
亀山苑 苑長 今村 煕代 さん

地元で働く先輩

地元で人と接する仕事に
チャレンジしてみたい！

卒

川内商工高校

―今の職場を選んだ理由は？
人と接することが好きで、人と関わる仕事に就きたい
と学生の頃に思ったからです。
―現在の仕事内容は？
お客様のオーダーを聞いて、お食事を提供します。団体のお客様
で午後に表彰式をされる方にもいらっしゃるので、そのときの飲み
物の準備をします。
―趣味や休日の過ごし方は？
仕事に支障が出ないよう十分に休息して、疲れを取っています。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
接客業なのであいさつをしっかりとして、人と接することに慣れ
ておくこと。
たびら

―後輩へメッセージ
あいさつが一番大事です。職場の方々やお客様とのコミュニケー
ションを取って信頼を深めていくと、仕事もやりやすくなります。

まつり

田平 茉莉 さん（さつま町出身）

平成30年 川内商工高校商業科 卒業
平成30年からホテルグリーンヒルで勤務

Schedule

7：45

8：15

9：00

18：00

20：00

23：00

起床

出勤

始業

退勤

夕食

就寝

お客様のオーダーを確認します。

美味しく召し上がっていただけるように、
配膳にも心配りをします。

また来ていただけるよう、常に笑顔で接客
させていただきます。

ホテルグリーンヒル

〒895-1296
鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野 250
TEL：0996-38-2100
FAX：0996-38-0674

当ホテルは、2020 年 3 月で 30 周年を迎えることとなりました。
地元のみなさまに支えられながら、これからも楽しい職場づくりをめざ
して参ります。
地元の高校等を卒業される新入社員から職歴 30 年のベテランまで、約
100 名のスタッフでご来場されるお客様の「おもてなし」の心でお迎えす
るようにしております。
ぜひ地元企業への就職をお考えのみなさんよろしくお願いいたします。
ホテルグリーンヒル 総支配人

中俣 哲郎 さん
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今までお世話になった地域に
恩返しがしたい！

川内高校卒
学卒
心女子大
鹿児島純

―今の職場を選んだ理由は？
幼少期に小児喘息の発作で何度も入院し、大変お世
話になった病院で、とてもよくして頂いた思い出があったからです。
―現在の仕事内容は？
患者様それぞれの病状に合わせて、治療食を作成しています。エネ
ルギーやたんぱく質、脂質などによって細かい調整を行っています。
―趣味や休日の過ごし方は？
休日は家族や友人と外食へ出かけています。食べる事が大好きで
特にラーメンが好物なのでいろいろと調べて食べに行きます。

わかばやし

みずき

若林 瑞季 さん（薩摩川内市出身）

平成26年 川内高校普通科 卒業
平成30年 鹿児島純心女子大学看護栄養学部 卒業
平成30年から社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院で勤務

Schedule

―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
もっと様々なことに挑戦したり、経験したりして、いろいろな方
とコミュニケーションをとっておけばよかったと思います。コミュ
ニケーションというのは、職場の先輩方や患者様と関わる上で、必
要不可欠なことです。ですので、学生のうちから、いろいろな方と
ふれあい、コミュニケーションスキルを身につけておいた方がいい
と感じました。

6：30

8：30

13：00

17：00

20：00

23：00

起床

出勤

昼食

退勤

夕食

就寝

患者様と話し合いながら、メニューを考え
ていきます。

担当者同士のコミュニケーションが大切で
す。

栄養相談ではより良い食生活ができるよ
う、患者様をサポートします。

さいせいかい

社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院

〒895-0074
鹿児島県薩摩川内市原田町 2-46
TEL：0996-23-5221
FAX：0996-23-9797
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済生会は、「恵まれない人々のために施薬救療による
済生の道を広めるように」との明治天皇のお言葉のも
と設立され、全国各地に所在する日本最大の社会福祉
法人であります。
その中、済生会川内病院は、地域の方々の声に耳を
傾け、良質で安全な医療を提供し、地域社会に貢献し
てまいります。
また、職員の協調と信頼によって、チーム医療の充
実に努め、働きがいのある職場を作っていきます。
済生会精神を引き継ぎ、私たちと一緒に働いてみま
せんか。

社会福祉法人恩賜財団
済生会川内病院 院長

嵜山 敏男 さん

地元で働く先輩

地元の人たちとの繋がりや、
都会にはない魅力があります！

卒

薩摩中央高校

―今の職場を選んだ理由は？
父親が同じ会社で働いており､話を聞いていく中でこ
の会社で働きたいという気持ちが出てきました。また､地元に残りた
いという気持ちも持っていたのでこの会社を選びました。
―現在の仕事内容は？
工場設備のメンテナンスを行っています。車に車検があるように
工場設備にも定期点検があり､約３ヶ月かけて行います。部品交換や
製品が規格通りできるように調整を行ったりしています。また､稼動
している設備が急に故障してしまうこともあり､その時は修理を行い
ます。
―趣味や休日の過ごし方は？
会社の同僚や地元の同級生と飲みに出かけています。温泉が好き
なので友人と行ったりします。

なかはら

かずき

中原 和樹 さん（さつま町出身）

平成28年 薩摩中央高校農業工学科 卒業
平成28年から日本特殊陶業株式会社宮之城工場で勤務

Schedule

―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
英語を勉強しておけばよかったなと感じました。日特は海外にも
工場があり宮之城工場からも海外の工場に行っています。現地の方
とコミュニケーションを取るのに英語を活用しているみたいなので、
英語を理解しておければなと思いました。

7：30

8：15

8：30

12：00

17：15

17：30

19：00

23：00

起床

出勤

始業

昼食

退勤

帰宅

夕食

就寝

工場では大量の製品を製造します。

入口では弊社の概略をご覧いただけます。

日本特殊陶業株式会社 プラグ事業部 製造本部 宮之城製造部

〒895-1802
鹿児島県薩摩郡さつま町田原 2238-1
TEL：0996-52-4900
FAX：0996-52-4920

当工場は、自動車エンジン部品であるスパークプ
ラグの製造工場になります。2600万個／月の生産
能力があり、世界第１位の生産能力を誇る工場です。
工場全体で約750名の社員が働いています。
①大きな夢を描ける人
②何事にも諦めない人
③挑戦する意欲がある人
④チームでも行動できる人
⑤さまざまな状況に応じて適切な判断ができる人
の５つのうち最低でも３つを持っている人を求めて
います。

部長 兼

副工場長

山口 益男 さん
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ここで働きたいと思う会社が
地元にありました！

卒

薩摩中央高校

―今の職場を選んだ理由は？
授業で教わった事が楽しく活かせる仕事だと友達か
らの情報を得て選びました。
―現在の仕事内容は？
研磨機という工作機械を使っています。非常に硬い超硬という素
材を寸法まで削り、その寸法公差はミクロン単位で厳しい精度であ
ります。最終的には鉄などを切断する刃物となる金型の部品を製作
しています。
―趣味や休日の過ごし方は？
地元の友達と遊びに行ったり、家で読書やゲームなどをしてリラッ
クスしています。

とみた

―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
自分が入社する会社の仕事内容や工作機械について、ホームペー
ジだけではなく、インターネットなどで詳しく調べておく事で、作
業に対しての理解が早く、自分の加工した製品に関しても、どの様
な製品に結び付いているのかなど実感出来ると思います。

りょうすけ

冨田 涼介 さん（さつま町出身）

平成31年 薩摩中央高校農業工学科 卒業
平成31年から株式会社 寿精密で勤務

Schedule
通常勤務

8：00 8：25
出勤

朝礼

8：30
加工作業・
検査確認

チームワークの良さが大切です。

10：00

12：00

休憩

昼食

12：45
加工作業・
検査確認

機械操作にも慣れ、一人前になってきまし
た。

15：00 15：10
休憩

17：15

加工作業・
検査確認

後輩にアドバイスできるよう、成長してい
きたいです。

ことぶきせいみつ

株式会社 寿精密 鹿児島工場

〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉 1975-18
TEL：0996-52-1800
FAX：0996-52-1883
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退勤

当社は超精密部品製作を基盤として、これからも成長すると予測される
IT 製品や電気自動車・蓄電池などにおおきく携わっている事で更なる成長
が見込めると確信しております。
自分の好きな事や興味を持っている仕事になるべく就職して下さい。そ
うする事で、仕事が楽しく苦労を苦労とあまり感じません。現在、好きな
事や興味がないと思っている方は、自分の気持ちとよく向き合って下さい、
絶対にあるはずです、見つけてください。
鹿児島工場 工場長

小田 和浩 さん

地元で働く先輩

身に付けた資格や知識で
地元の水産業に貢献したい！

卒

出水商業高校

―今の職場を選んだ理由は？
地元に残りたかったことと、水産関係の仕事をしたい
と思ったからです。
―現在の仕事内容は？
現在は、漁業に必要不可欠な漁船に対する保険と養殖魚に対する
保険等の担当をしています。
―趣味や休日の過ごし方は？
休日は、友達とドライブに行くことが多いです。
―社会人になる前にやっておけば良かったことは？
希望した就職先に学校の先輩や知り合いが就職していたら、仕事
内容や職場環境を聞いておくと良いと思います。

やまうえ

―後輩へメッセージ
まずは、挨拶が基本だと思います。知らない人や初めて会う人で
も元気よく挨拶すると良いと思います。

たくろう

山上 拓朗 さん（出水市出身）

平成30年 出水商業高校商業科 卒業
平成30年から東町漁業協同組合で勤務

Schedule

6：00

7：30

8：00

12：00

17：30

18：30

23：00

起床

出勤

始業

昼食

退勤

帰宅

就寝

常に漁港の現場と連絡をとりながら、仕事
を行います。

漁協では日本一の養殖ブリを生産していま
す。生産者が安心して仕事をしていただけ
るように、心がけています。

ワンチームの精神で、地域に貢献できるよ
う、頑張っていきます。

東町漁業協同組合

〒899-1401
鹿児島県出水郡長島町鷹巣 1769-1
TEL：0996-86-1200
FAX：0996-86-1202

当組合は、漁業を営む組合員に対し、様々な業務
を行っている漁協です。中でも養殖ブリの生産量は
全国一位となっています。安心安全でおいしい「鰤
王」は関西、関東の日本国内はもとより、北米やＥＵ、
アジア等への輸出も積極的に行っています。
自身の大きな志を持ち、前向きで積極的な人材が
企業の成長にもつながると思います。また、協調性
を大事にし、ワンチームの精神で組合員、地域に貢
献していきましょう。

東町漁業協同組合
代表理事組合長

長元 信男 さん
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働き暮らすことについて、鹿児島と都会を比較してみると、給料・収入の面では低いものの、

鹿児島は多彩な食や豊かな自然・温泉など、都会には無い鹿児島ならではの魅力がたくさんある

だけでなく、全国的にも物価が安く、通勤の負担が少ないなど、暮らしやすい環境が整っています。
また、鹿児島には世界レベルの高度な技術や働きやすさなど、様々な魅力を持つ企業が数多く

ありますので、このような企業の情報も十分に収集した上で、ご自分の将来を見据えて仕事を選
んでみませんか。

職場環境の改善を推進

令和元年９月末現在、高校生向け県内求人数を産業別に見てみると、最も求人数が多いのは製造業。次いで建設業、

医療・福祉、卸売・小売業と続き、職業別に見ても、技能工、採掘、製造、建築業やサービス業（飲食店店員や介護員、看護

助手など）
の求人が多くなっています。鹿児島県内のほとんどの産業で人手不足となっているため、優秀な人材の確保や
働き方改革の推進等に力を入れている企業も多く、
かごしま
「働き方改革」推進企業に12社が認定されているほか、若者

の雇用管理状況に優れた
「ユースエール」認定企業は鹿児島労働局管内で17社。
これは、
九州・沖縄エリアで１番の多さ

です。今後、子育てサポート企業に対する
「くるみん認定」
や女性社員の活躍を推進する
「えるぼし認定」
を目指す企業も
増えていくと予想されます。

高校新卒者の求人数・求職者数・求人倍率【県内】

大学・短大新卒者の求人数・求職者数・求人倍率【県内】

◎資料出所：鹿児島労働局

求人数・求職者数

求人倍率
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◎資料出所：鹿児島労働局
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東京と比べると高くないけど、
自然が多くて食べ物も
おいしくて子育てもしやすい。
ちなみに未婚率も低い。

東

（高卒）175.0

京

（大卒）215.5
（高卒）153.6

鹿児島

（大卒）197.3
0

50

100

150

200

250（千円）

◎資料出所：平成29年度賃金構造基本統計調査
（初任給）

家賃の

（１ヶ月当たり）
※25歳未満の居住者

ここで初任給の差を相殺できそう。
実家暮らしならさら
に差がつくからその分貯金したりレジャーに使ったり。

東

62,262

京

鹿児島

37,749
0

1万 2万 3万 4万 5万 6万 7万 8万
（円）

◎資料出所：平成25年住宅・土地統計調査

住宅面積の

「マイホームでガーデニングやバーベキューを楽しむ」
という生活を東京でやろうと思ったら結構大変かも。
●鹿児島は東京と比較すると、敷地面積は広く、住居面積も広い。
●住居の敷地面積㎡
京
140

東
鹿児島
東 京
鹿児島

324

●借家住宅の述べ面積㎡
39.5
50.8
0
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100

150

200

250

◎資料出所：平成25年住宅・土地統計調査

300 350（㎡）

新築マンション価格の
※70㎡価格

「じゃあマンションライフを満喫するわ」
と思ったら、
鹿
児島の倍の予算が必要だ。
東京は空間がやたら高い。

東

京

7,265
3,042

鹿児島
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000（万円）

◎資料出所：東京カンテイ2016マンション価格調査
（2017.7.31）

鹿児島に住んでいると気づかない鹿児島の良さ

初任給の

通勤時間の

長時間通勤に加え満員電車ということでストレスが
大きそう。
１ヶ月で約13時間の差もバカにできない。

●東京は平均1時間30分の通勤時間となっている。

東

92分

京

鹿児島

56分

0

20

40

60

◎資料出所：平成28年社会生活基本調査

80

100（分）

教育費の

中学受験のための塾通いは加熱ぎみ、
習い事も掛け持ち
しがち。
周りに影響されてついついウチもとなるらしい。

東

53,531

京

鹿児島

24,416
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000（円）

◎資料出所：平成26年全国消費実態調査

治安の

ご存知の通り、
鹿児島は凶悪犯罪はとても少ないので
比較的安心して暮らすことができる。
でも鍵はかけよう。
●鹿児島は安心して生活できる環境にある。
●刑法犯認知件数

9.27 全国2位
4.20 全国41位
●窃盗犯認知件数
6.47 全国4位
東 京
3.08 全国38位
鹿児島

東 京
鹿児島

0

2

4

6

8

◎資料出所：犯罪統計 平成29年

ゆう活

10（件）

の

（帰宅時間）

夫婦で夕食を作ったり子どもと遊んだり体力づくりをし
たり。
夕方の１時間で人生を豊かにすることはできる。

●鹿児島は日常的に家族で夕食を囲める時間に帰宅できる。

東

京

鹿児島

19時13分帰宅
18時23分帰宅

17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
◎資料出所：平成28年社会生活基本調査
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まずは「あいさ

マナーや礼儀を身につける。
高校時代から心がけを！

質問は恥ずかしくない。
わからないことは、
すぐに先輩に確認しよう。
同じ。
不安なのは皆
！
心配しないで

高校生活で、自分の好きな
ことや夢中になれることを
見つけておこう！

合い、
いろんな人と触れ
ン能力
コミュニケーショ
を高めておこう。

後輩へのメッセージ

つ」を
しっかりと！

失敗は誰にでもある。
挑戦する心、あきらめない心
を持つことが大切

編集後記
今回は、北薩地域の企業 12 社の御協力により、
地元出身の方々を紹介させていただきました。
心から御礼申し上げます。
北薩地域には、魅力的な企業がたくさんあり
ます。このパンフレットを手にした皆さんが、
将来、地元で働き、未来の人生設計を描くきっ
かけになれば幸いです。

北薩地域人財確保・育成推進協議会

（事務局

鹿児島県北薩地域振興局総務企画課）

〒895－8501
2020年10月3日
（土）
～10月13日
（火）

2020年10月24日
（土）
～10月26日
（月）

薩摩川内市神田町 1 番 22 号

TEL 0996-25-5107

FAX 0996-25-5555

令和 2 年 3 月 発行

