
　新年明けましておめでとうございます。旧年中は当協議会の運営につきまして、格段のご
協力を賜りまして誠に有り難うございました。本年も微力ながら地域の雇用促進・安定のた
め尽力させて頂く所存ですので、引き続き皆様方のご協力を宜しくお願い致します。
　さて、一昨年末の政権交代を機に昨今は円安・株高傾向が続き、大手企業の業績は軒並み
回復基調にあります。また、昨年９月には2020年の東京オリンピック開催が決定し、そのイ
ンフラ整備関連や観光業にも明るい話題を提供しています。厚労省の発表によれば、昨年11
月の全国の有効求人倍率が６年ぶりに１倍台を回復するなど、企業の採用意欲は高まりを見
せています。
　当管内の雇用情勢につきましても、建設業や製造業などの主要産業が牽引する形で、概ね
改善傾向にあります。しかしながら業種により好況感に対する温度差が大きいのも事実で、日々
報道される好調な経済指標が示すような景気回復の実感はなかなか得られないのが現状です。
加えて円安進行による生活必需品の値上げや本年４月に決定している消費税率の引き上げに
より、消費者の購買意欲の減退が大きく懸念されるところです。
　我々が生活基盤とする地方においては少子高齢化・人口減少が著しく進行しています。若
者が将来に夢の抱ける地域づくり、安心して働ける職場づくりを進めなければ、この地域に
明るい展望は描けません。その意味で、地域を代表する様々な業種の企業によって構成され
ている当協議会が果たすべき役割や重要性は年々増しているものと言えます。皆様と知恵を
出し合いこの難局を乗り越えて参りたいと思います。
　結びに、会員企業様の社業の益々のご発展と皆様方のご健勝を祈念し、年頭のご挨拶とさ
せて頂きます。
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高校就職希望者52人内定
～新卒者採用のご協力に感謝申し上げます～

　平成26年３月の管内新規高等学校卒業予定者の就職希望者は61人と、昨年同月66人に比べ若干
減少しています。11月末現在の内定率は85.2％（昨年同月77.3％）と、昨年に比べ7.9ポイント増
加となっています。
　事業主の皆様には、新規高等学校卒業予定者の採用についてご協力いただき感謝申し上げます。

平成26年３月新規高校卒業予定者職業紹介状況（平成25年11月末現在）
  区　　分
項　　目 合　　計 男 女 前年同月 増 減 数 増 減 率

求 職 者 数 61 32 29 66 ▲5 ▲7.6
求 

人
管　内 164 148 16 10.8

就
　
　
職

合　　計 52 27 25 51 1 2.0
管　　内 40 21 19 38 2 5.3
管　　外 7 4 3 10 ▲3 ▲30.0
県　　外 5 2 3 3 2 66.7

求 人 倍 率 2.69 2.24  ※  0.45
就 職 内 定 率 85.2% 84.4% 86.2% 77.3%  ※  7.9
県 内 就 職 率 90.4% 92.6% 88.0% 94.1%  ※  ▲3.7

注）※印はポイントで増減を表示　就職内定率＝就職数／求職者数　県内就職率＝就職数（管内＋管外）／就職総数

～公正な採用選考をお願いします～
　今年度も９月16日から新規高等学校卒業予定者の採用選考が開始され、多くの生徒の採用

内定をいただくことができました。事業主の皆さまには感謝申し上げます。

　さて、採用選考については、従前より公正な採用選考をお願いしているところですが、残

念なことに今年度の採用選考においても一部不適切な事例が見受けられました。その事例を

具体的にあげますと、採用面接時において、親の勤務先や、兄弟の有無、兄弟の出身校を聞

く等でした。例年不適切な事例件数については減少しておりますが、依然としてこのような

事例が見受けられたことは残念でなりません。

　こういった事例については、今後の新規学校卒業者の職業生活に大きく影響を与えるもの

であり、あってはならないものです。事業主の皆さまにおかれましては、公正な採用選考に

ついてご協力をお願いいたします。
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日　　　時：平成26年３月25日㈫・26日㈬
会　　　場：生涯学習推進センター　村上市田端町4-1
参加対象者：今春採用される学卒新入社員及びこれに準ずる者
　　　　　　（卒業後概ね３年以内に入社した者）
定　　　員：50名（先着順）
受　講　料：雇対協会員 5,000円　非会員 15,000円
　　　　　　（会員企業で３名以上参加の場合は全員1,000円引き ＊１名の料金）
内　　　容：�昨年に引き続き㈱ビジネスコンサルタント社が実施することと

なりました。

　会員企業の皆様には既に別途ご案内させていただいておりますが、平成27
年３月卒業者用「2015・企業ガイドブックむらかみ」の掲載事業所を募集し
ています。
　ガイドブックの内容については、ホームページでも無料掲載し、新卒者の採
用予定のない企業におかれましても、企業・事業のＰＲに有効なツールとして
ご活用いただけると思いますので、村上地域ブランドの発信にご協力をお願い
します。

１　名　　　称　「2015・企業ガイドブックむらかみ」
２　形式・部数　Ａ４版フルカラー　1,000部発行
３　発行予定日　平成26年４月頃
４　配　布　先　�平成27年３月卒業の大学・短大・専修・高校生及び

県内外の学校と関係機関
５　掲　載　料　会員企業�5,000円・非会員企業�15,000円
６　申�込�締�切　平成26年２月21日㈮

企業ガイドブックの掲載事業所を募集しています！

新入社員セミナー
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中堅社員スキルアップ研修会
を開催しました！

　10月８日㈫村上市生涯学習センターで、中堅社員スキルアップ研修会を開催

しました。「ＯＪＴリーダーが育成の重要性を理解する。ＯＪＴリーダーがＯ

ＪＴを推進していく上での必要な理論・手法を学ぶ。効果的な新人へのコミュ

ニケーション・関わり方の理解を深める。」を研修会の目的に、12社、24名参

加のもと開催しました。

　昨年同様、㈱ビジネスコンサルタントの林俊介氏を講師とし、講義の他、４

～５名のグループに分かれ、各グループで討議を行い、活発な意見交換が行わ

れていました。

　セミナー後のアンケートでは、「コミュニケーションの取り方で人は変わる

方法を知れた。」「若手育成の方法が参考になった。」「ＯＪＴのやり方が参考に

なり、中堅社員としての役割が改めてわかった。」等とても参考になったとの

ご意見を多数いただきました。
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村上特別支援学校では
企業・事業主の皆様へ現場実習のお願い

新潟県立村上特別支援学校 進路指導部　　

現場実習とは
　村上特別支援学校高等部２・３年生が６月と11月に行っている学習活動です。学
校内の職業学習だけでなく、実際に現場で仕事をする体験をとおして、就業するた
めに求められる知識・技能・態度を体験的に学ぶ機会として教育課程に位置づけら
れています。３年生にとっては就職活動の意味合いも含まれています。

【担当】：新潟県立村上特別支援学校 進路指導主事　二宮　直輝
　　　　 〒958-0853　村上市山居町２丁目16番29号
　　　　 TEL 0254-53-1417　FAX 0254-53-6769　E-Mail school@murakamiyou.nein.ed.jp

本年度の現場実習の様子です。製造、販売、清掃、介護、事務補助等、たくさんの職場の皆様からご協力をいただきました。

【現場実習の概要】
○ 対　　象：村上特別支援学校の高等部の生徒
○ 実習期間：６月・11月の１週間から３週間で可能な期間
○ 実習内容：職場の担当者様と相談の上で決定

　※�実習は教育活動の一環ですので、賃金・報酬等は一切いただきません。通勤費
等実習に必要な経費は実習生徒が自己負担します。

　※�事前に打合せを行い、実習中は必要に応じ、学校職員が訪問支援を行います。
　※�通勤途中や実習中の災害には、学校で加入している保険を適用します。実習先
の皆様が責任を負うことはありません。

　ご要望がありましたら、個別にご説明にあがります。村上特別支援学校進路担当
までご連絡をお願いします。

を
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積極的に若者（35歳未満）を採用・育成

一定の労務管理体制

詳細な企業情報・採用情報を公開

若者の採用・育成に積極的な中小・中堅企業の皆さま

「若者応援企業宣言」をしませんか？
「若者応援企業宣言」事業とは･･･

「若者応援企業宣言」をすると、どんなメリットがあるの？

どんな企業が「若者応援企業宣言」できるの？
 次の１から７の基準（宣言基準）をすべて満たす中小・中堅企業であれば、宣言できます。

　一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者（35歳未
満）の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を
積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にＰＲ等を行う事
業です。

若者応援
企業宣言

ハローワークが
積極的に
貴社をＰＲ!!

1 若者の職場定着が
期待できます

ハローワークに提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企
業情報・採用情報を公表できますので、貴社の職場環境・雰囲気・
業務内容がイメージしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、
採用後の職場定着が期待できます。

2 御社の魅力をアピール
できます

新潟新卒応援ハローワークホームページで、就職関連情報も含めた
ＰＲシートを公表しますので、貴社の魅力を広くアピールできます。

3 就職面接会などへの
参加機会が増えます

就職面接会などの開催について積極的にご案内しますので、若年求
職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できます。

4 「若者応援企業」を名乗ることができます
「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的であ
ることを対外的にアピールすることができます。（※１）

　（※１）ただし、使用期間は求人の提出日から原則、その事業年度末までです。継続して「若者応援企業」の名称を使用する場合は、
　　　　改めて求人を提出し、宣言基準の確認を受けてください。

1 学卒求人など、若者対象のいわゆる正社員求人（※２）をハローワークに提出すること

2 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること

3
右の就職関連
情報を開示し
ていること

・社内教育、キャリアアップ制度等
・過去３年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去３年度分の新卒者以外の正規雇用労働者（35歳未満）の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間（月平均）の実績

4 労働関係法令違反を行っていないこと

5 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

6 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと

7 助成金の不支給措置を受けていないこと
　（※２）正社員とは、雇用期間の定めがなく、所定労働時間が通常の労働者と同程度の社員をいいます。
　　　　派遣求人（特定労働者派遣求人は除く）や請負求人は、本事業の趣旨・目的に沿わないため対象外となります。

新潟労働局・新潟新卒応援ハローワーク・県内ハローワーク
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若 者 応 援 企 業 名 一 覧
平成25年11月29日現在
※登録日順になっています。

企　　業　　名
1 株式会社　くびき野ライフスタイル研究所
2 株式会社　田中組
3 株式会社　シアンス
4 株式会社　南雲製作所
5 介護老人保健施設　桃季園
6 特別養護老人ホーム　穂波の里
7 旭電工　株式会社
8 株式会社　宮作
9 株式会社　美佐伝
10 光陽産業　株式会社
11 社会福祉法人　桃林福祉会
12 大宝運輸　株式会社
13 アイエムタクシー　株式会社
14 株式会社　クボ製作所
15 株式会社　巴山組
16 ホシ薬品プラス　株式会社
17 シマト工業　株式会社
18 株式会社　トラスト
19 藤村ヒューム管　株式会社
20 株式会社　谷村建設
21 株式会社　日本ファインケム　新潟工場
22 中越住電装　株式会社
23 雪国タクシー　株式会社
24 宮島石油販売　株式会社
25 株式会社　良電社
26 株式会社　新潟クボタ
27 株式会社　松山組
28 医療法人　知命堂病院
29 株式会社　ビット・エイ
30 高齢者総合福祉施設　わらび園
31 コンドウ印刷　株式会社
32 株式会社　櫛谷鉄工所
33 株式会社　佐渡西三川ゴールドパーク

企　　業　　名
34 有限会社　石原商店
35 キハン　株式会社
36 しばたパッカーズ　株式会社
37 株式会社　イーエムエス新潟
38 株式会社　岩村組
39 株式会社　魚栄商店
40 株式会社　貝掛温泉
41 株式会社　伊平板金工業所
42 株式会社　星野堂薬局
43 セイデンテクノ　株式会社　
44 新潟ワコール縫製　株式会社
45 フジイコーポレーション　株式会社　
46 社会福祉法人　みどり心育会
47 株式会社　ハヤマ
48 株式会社　山岸組
49 社会福祉法人　桜井の里福祉会
50 株式会社　Ａ－ＴＲＡＤ
51 株式会社　ワールドステイ　新潟支社
52 株式会社　飯塚鉄工所
53 株式会社　シンコーテック
54 株式会社　笠原建設
55 特定非営利法人　心つくし会
56 株式会社　山本製作所
57 株式会社　シンワ歯研
58 北星産業　株式会社
59 ヨコセＡＶシステム　株式会社　
60 株式会社　矢島鉄工所
61 株式会社　アクセスビギン
62 柏陽鋼機　株式会社
63 山津水産　株式会社
64 株式会社　コイデエンジニアリング
65 水島鉄工　株式会社
66 社会福祉法人　見附福祉会

新潟新卒応援ハローワーク こちらのＨＰで随時更新中です！

http://niigata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/ouen/waka.html

詳しい企業情報など
確認できます！
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