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誌上ＯB・ＯＧ訪問

学生の疑問・不安を先輩社会人が解消

先輩お勤め中！優良企業紹介
やりたい仕事、
熊本の会社でＯＫかも♪

熊本ワーキングＤＡＴＡ

客観データで納得、
熊本で働くってやっぱイイ！
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平成28年度新規学卒者の県内就職率アップ推進事業
（熊本県）の一環として制作しました

質問テーマ：

１行目：学校名
２行目：お名前

「あなたが“熊本で働きたい”理由は何ですか?」
尚絅大学

井上 未来さん

３行目：質問のこたえ

「熊本で就職希望!」そんな“熊本の学生100人”の素敵な笑顔を集めました。

矢部高校

亀谷 舞衣さん

「美味しい食べ物が多い！
食はやっぱり大事」

開新高校

熊本大学

熊本学園大学付属高校

「可愛い女の子が多く
恋愛も充実しそう」

「実家が近い、
または
通えるので安心」

「親や友達がいるので
安心して働ける」

熊本学園大学

九州ルーテル学院大学

「阿蘇など自然環境が
心地良いから」

「水道水が美味しいなど
環境に恵まれている」

興梠 龍馬さん

赤野 実沙希さん

崇城大学

高田 大貴さん

澤田 理歩さん

磯田 幸希さん

熊本学園大学

吉田 和真さん

「水が美味しいなど
自然環境良好だから」

「自然環境に
恵まれているから」

九州ルーテル学院大学

熊本保健科学大学

「都市と自然が程よく
調和しているから」

「自然豊かで空気が
美味しいから」

宮原 慧さん

東海大学

大原 咲美さん

「自然豊かで景色の良い
ところが好きだから」

熊本大学

衛藤 豊さん

椎葉 和さん

熊本学園大学

川上 晃生さん

「震災を乗り越えた
強さが魅力的だから」

熊本県立大学

渡辺 誠良さん

「地域に目を向けて、
熊本に貢献したい」

「優しい人が多く
働きやすそうだから」

熊本学園大学

九州ルーテル学院大学

「慣れ親しんでいるので
人間関係が築きやすい」

「住環境のバランスが
ちょうど良いから」

梅田 歩澄さん
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「若手減少の今こそ若手が頑張って
いることをアピールしたいから」

平川 大貴さん

光永 隆文さん

熊本学園大学

大塚 美紗登さん

熊本大学

熊本学園大学付属高校

九州ルーテル学院大学

「アットホームな
地域性が魅力的だから」

「田舎過ぎず働くには
ちょうどいい都市」

「人と人とのつながりが
温かく魅力的だから」

「住み慣れているので
安心して働けそう」

開新高校

熊本学園大学付属高校

「熊本にいる祖父に
恩返しをしたいから」

「優しい県民性で
働きやすそう」

水田 梨香子さん

熊本学園大学

篠原 仁さん

「山や街並みなど
景観が素敵だから」

「田舎的な人の温かさと
利便性の両立」

尚絅大学

九州ルーテル学院大学

「優しい人が多く
働きやすそう」

「仕事を通して熊本の
親に孝行したいから」

竹下 朋希さん

熊本県立大学

大倉 祐樹さん

原田 凌佑さん

東海大学

藤本 清楓さん

熊本県立大学

広崎 満大さん

「不便を感じない程度の
都会感がちょうど良い」

崇城大学

石川 真祈さん

「自然に恵まれ
気持ちよく働けそう」

熊本大学

岩井田 あいみさん

植山 真太朗さん

熊本学園大学

九州ルーテル学院大学

「自然豊かで
気持ちよく働けそう」

「大好きな熊本の良さを
さらに知ることができるから」

「実習先だった熊本の病院に 「商店街など地域経済が
「水が美味しく
イキイキしているから」
自然環境に恵まれている」 就職したいと思ったから。」

東海大学

島田 聖也さん

「仕事を通して街を
盛り上げたいから」

崇城大学

鴫山 亮さん

「親切な人が多く
気持ち良く働けそう」

熊本学園大学

田中 優希さん

「豊かな自然や温泉で
リフレッシュできるから」
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松永 章嗣さん

東海大学

中山 貴美子さん

「住み慣れているので
安心して働けそう」

東海大学

真砂 晃さん

「仕事を通して復興に
貢献したいから」

中田 紗矢さん

熊本県立大学

中尾 亘志さん

「いい人が多いので
安心して暮らせるから」

熊本大学

上野 愛理さん

「教師になって地元の
教育に貢献したいから」

田中 比呂さん

堤 真奈美さん

熊本県立大学

今村 壮吾さん

「人も街も元気で
活気を感じるから」

崇城大学

樽見 果奈さん

「緑が多く空気が綺麗で
健康的に働けそう」

熊本学園大学

松下 康裕さん

「震災を経た今こそ
地元に貢献したい」

東海大学

真砂 綾佳さん

開新高校

出田 一光さん

田崎 ななみさん

熊本保健科学大学

中山 絵里加さん

「地震を乗り越えた
強さが魅力的だから」

熊本学園大学

松本 侑太さん

「田舎過ぎない
都会感がちょうど良い」

東海大学

森 遼介さん

「友達が多く、
住み慣れて
いるので働きやすそう」

熊本学園大学

野口 雅史さん

「カドリー・ドミニオンの
飼育員志望だから」

「自然と都会のバランスが
ちょうど良いから」

熊本学園大学

熊本保健科学大学

「路面電車もあるなど
行動しやすいから」

「けっこう都会な割に
物価が安いから」

土谷 祥吾さん

寺岡 直樹さん

熊本中央高校

慶誠高校

東海大学付属熊本星翔高校

「水が美味しく
環境に恵まれている」

「美味しい食べ物が
いっぱいあるから」

「友達が多く、
実家から
通勤出来そうだから」

熊本西高校

東海大学付属熊本星翔高校

「水が美味しいなど
環境に恵まれている」

「自分を育てた人と街に
恩返しをしたいから」

「友達が多く安心して
仕事が出来そう」

崇城大学

熊本信愛女学院高校

「景観が綺麗で
気持ち良く働けそう」

「友達が多いので
安心して働ける」

河端 梨々花さん

「優しい人が多くて
親しみやすいから」

崇城大学

桒原 妃皇さん

富濱 征弥さん

尚絅大学

田中 葵さん

熊本中央高校

山下 真さん

西田 渚さん

松下 萌さん

慶誠高校

立山 蓮太さん

森井 香菜さん

奥田 涼さん

尚絅大学

髙永 結さん

「食べ物が美味しいので
仕事も頑張れそう」

熊本大学

前田 寛敬さん

「アットホームな
地域性が魅力的だから」

「優しい人が多く
安心して働けそう」

「家族がいるので
安心感がある」

熊本大学

熊本保健科学大学

「中心街が発達していて
余暇も楽しみやすいから」

「自然に囲まれ
健康的に働けそう」

「優しい人が多くて
暮らしやすいから」

熊本学園大学

九州ルーテル学院大学

渡邉 和博さん

尚絅大学

宮澄 結花さん

「アットホームな
地域性が魅力的」

熊本大学

成瀬 賢佑さん

「温かい県民性が
親しみやすいから」

杉本 有衣さん

松野 拓也さん

尚絅大学

山内 あづささん

坂井 智史さん

茂田 恭輔さん

慶誠高校

松本 千尋さん

「仕事で街を盛り上げ
地元に貢献したい」

尚絅大学

野中 桃子さん

「温かい人が多く
安心して働けそう」

尚絅大学

新宮 香純さん

「優しい人が多く
暮らしやすいから」

尚絅大学

田上 はづきさん

「温かい人が多く
安心して働けそう」

熊本大学

水野 正清さん

「地元に貢献したい気持ちが 「食べ物が美味しいなど
「豊かな自然と整備
強いから」
された交通網が魅力」
環境に恵まれている」

熊本大学

木村 稚摩さん

「都会と田舎のバランスが
ちょうど良いから」

熊本学園大学

古川 友和さん

「利便性の高さの割に
物価が安いから」

熊本大学

満田 菜央さん

「（県外出身の自分が）就職したら
熊本をもっと好きになれそう」

熊本中央高校

林田 愛蘭さん

必由館高校

大久保 建成さん

慶誠高校

村上 祐貴さん

「自然が豊かで
快適に働けそう」

「実家がある街だから。
やっぱり落ち着きます」

崇城大学

ルーテル学院高校

「地元に恩返しが
したいから」

「優しい人が多く
気持ち良く働けそう」

「仕事を通して復興に
携わりたい」

熊本県立大学

熊本保健科学大学

「仕事を通して地元の魅力を
外にアピールしたい」

「自然環境に恵まれ
快適に働けそう」

「水が美味しいなど
環境に恵まれている」

尚絅大学

熊本保健科学大学

「食の充実など魅力が
いっぱいだから」

「震災を乗り越えた
団結心が魅力的だから」

「思いやりのある人が
多いので働きやすそう」

熊本中央高校

齊藤 晴圭さん

吉岡 拓也さん

熊本大学

藤井 隆さん

「美味しいものが多く
仕事にも張りが出る」

熊本県立大学

村上 隆哉さん

「自然豊かな割に
便利な街だから」

熊本県立大学

田上 桃子さん

「仕事を通して熊本の
親に孝行したいから」

熊本県立大学

西田 光希さん

「仕事を通して地元に
貢献したいから」

平塚 友彬さん

古閑 直哉さん

西山 あい華さん

尚絅大学

今村 有希さん

「優しい人が多く
安心して働けそう」

熊本県立大学

山本 早姫さん

「仕事を通して復興に
貢献したいから」

尚絅大学

山口 奈津紀さん
「優しい人が多く
安心して働けそう」

梶原 里奈さん

尚絅高校

平田 真子さん

遠藤 葵依さん

熊本大学

千々岩 達也さん

「自然豊かで健康的に
働けそうだから」

熊本大学

土肥 貴博さん

「情に厚い人が多く
安心して働けそう」

熊本学園大学

河野 誠也さん

「自然豊かな割に交通の
便も良く暮らしやすい」
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熊本第二高校出身の金融マンと熊大生。地元での

就職を迷う男子学生に、先輩社会人がアドバイス。
＼ 迷える後輩から質問！ ／

＼ 頼れる先輩から回答！ ／

距離の近さ」
「先輩後輩間の助け合い」
「地元ならではの地域密着型の働き

やすさ」
などは、熊本で働く良さと言えるはずです！

育った熊本に恩返し出来るチャンス」
とも言えませんか？

ちなみに私が熊本で働くことを決めたのは、地元のお役に
また都市圏に比べ市場規模は小さくとも、熊本ならではの

先輩は大学が他県なのに、
どうして熊本で働こうと思った

学

んですか？周りには僕以外にも都市圏での就職を考えている

生

訪
によ
る誌 上 O B・O G

成長しようとする良い傾向を感じます。

持っている学生は少なくない気がします。

そう聞くと熊本の企業も良さそうですね

では、
中でも

信用金庫を選んだのはどうしてなんですか？

職業・世代に関係なく、様々な人のお役に立てるからです。例えば

パパへの住宅融資が、会社員のママ、学生のお子さん、
やがては

僕の第一志望は都市開発の仕事なんですが、金融にも興味

があるんです。

お孫さんの幸せにもつながったりする。
その点が嬉しいですね

なるほど、金融業の魅力が少しわかった気がします。

確かに、時期によっては忙しいこともありますね。

でも当金庫は、
プライベートも充実出来る取り組みを

組織として推進しています。原則、土日はきちんと休め

ただ僕は趣味も大切にしたいので、
ワークライフバランス
の点が正直、
気になります。金融の仕事は超忙しい

イメージがありますが、実のところどうでしょうか…？

る上に、早く帰れる日も増えています。

それを聞いて安心しました。

達成すべき成績目標はもちろんあります。
プレッシャーに感じる

かもしれませんが、
「そこに届こうと努力する過程で、
自分を成長

させるもの」
でもあると思いますよ。

では、
ノルマや社内の競争などはどうでしょうか？

もちろん僕も一生懸命働くつもりですが、
あまりに

ギスギスした働き方は、苦手な方かもしれません…。

また私の支店は、協調性を持ち全員一丸となって、
目標を達成しようと
する傾向が強いです。

素敵な職場みたいですね

ちなみにまだ結婚されてないと聞きましたが、

ゆうや

三浦 祐矢 さん（27）【入庫４年目】
広島大学 法学部法学科卒業
熊本県立第二高校卒業
現在の仕事の内容：

「個人・法人への融資・預金・資産運用を中
心とした営業の仕事です。お金のより良
い使い方をお客様と共に考え、プランの
ご提案などもさせてもらっています。」

“熊本で働く魅力”
DATA ①
３大都市や福岡県と比べても、熊本県ならではの
「暮らしやすさ」
「働きやすさ」
がきっとある！
そのことを裏付ける根拠を、
ココでご紹介します。
クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

予定はないんですが

素敵な家庭や家を持つ上司、

先輩方がほとんどですから、
その点は特に心配なく

結婚、子育て、
マイホームなど、将来の計画は

どうお考えですか？

働けています。
そもそも熊本は都市圏と比べ、住宅や土地が
安くて手に入れやすいんですよ。

食事に行ったりと、普段から親睦が図りやすい職場ですし。

りく

それはありがたいですね！

熊本県立第二高校卒業

同僚の方との関係について教えてください。
人間関係って、
やっぱり重要だと思うので。

それと人間関係について言えるとしたら、
「話上手」
より

「聞き上手」
になることが大切…特に目上の方に対しては。
これが先輩としてのアドバイスです！

便利！そして熊本の“必需品”「車」
熊本県

1.307台

福岡県

1.082台

愛知県
大阪府
東京都

1.298台

0.660台
0.461台

【世帯あたりの自動車所有数】
車での移動を必要する機会が
多い土地柄ということもありま
すが、複数台の車を保有できる
経済的余裕や駐車スペースが
確保できる点も見逃せません。

※一般財団法人 自動車検査登録情報協会/住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

熊本大学
工学部社会環境工学科 １年生

阿南 陸 さん（19）

最後に、上司の方とのお付き合いや

その点は良好ですよ。
お客様が経営するお店に支店全員で

問

子がいますし、昨年の地震もあって、熊本の未来に不安を

強みもあると思います。例えば企業同士が競うだけでなく、共に

熊本第一信用金庫 上通支店営業係

４

何が考えられるでしょうか？

なるほど

現在、就職について思うこと：

「ゼネコンまたは公務員志望ですが、金融
系にも興味があります。熊本で働きたい
気持ちと、県外の都市圏で就職したい…
という両方の思いがあります。」

都市圏と比べ熊本で働く良さは何でしょうか ？

立ちたかったからです

首都圏や、
九州だと福岡かな？という気がしています。

そういった地域と比べ、熊本で働くことの良さって

ー

地震が起きて将来的に不安のある今は、見方を変えれば
「生まれ

自分は大企業への就職も考えてるんですが、
そうなると

ーカ
クマモトワ

職業・世代に関係なく地元のお役に立てます ！

企業の規模となると、都市圏には敵わないかもしれません。
でも
「人と人との

心に留めておきます！

夢のマイホームが夢じゃない？
熊本県

64.1%

大阪府

54.2％

愛知県
福岡県
東京都

58.7％
53.8％
45.8％

※社会生活統計指標2013
（総務省統計局）

【持ち家世帯比率】
せっかく家族ができたら、
「わが家」
と呼べるマイホー
ムは夢の一つ。熊本は都会
に比べて、持ち家世帯が多
いんです。

家を持つにはまずは土地から！
熊本県

27,800円／㎡

愛知県

97,900円／㎡

福岡県
大阪府
東京都

44,600円／㎡

146,900円／㎡
323,800円／㎡

【住宅地平均価格】
東京都の住宅地平均価格は、
なんと熊本の11倍以上！両
都県の所得差が2倍余りと
いわれていますから、
都市部
での住宅購入のハードルの
高さは想像以上ですね。

※都道府県別・用途別平均価格表2016（国土交通省）

クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

３

地場IT 企業 のキャリアウーマンと現役 県大女子。

就活まだまだの後輩に、先輩からのコーチング。

実は
「ずっと地元にいると、井の中の蛙になるのでは？」
と思った
時期もあったんです。

でもそんな時、今の会社の社長と出会って
「自分の会社ならITを

活用し、熊本にいながら他県の企業とも働ける」
と教わりました。

志望業種はまだ決まってないんですが、私はとにかく

熊本で働きたい！と思っています。生まれ育ったこの街に
愛着があり過ぎて、他での就職が考えられない…
先輩はなぜ熊本で就職を？

それで以前の勤め先から、
同じく熊本の現企業に転職したんです。
なるほどー。私も内心「熊本しか知らなくていいの？」
と
今はITも交通手段も発達してますから、
「熊本をベースに
他地域とも仕事をする」、
そんな働き方がちゃんと出来る

ものなんだと実感していますね。
そして休日などは熊本で

気にはなっていました。
でも先輩の話を聞いて、
「熊本にいても
他の地域と関われる仕事があるんだ」
と知り、嬉しいです♪

では、実際に熊本で働き続けての感想はいかがですか？

ゆっくり…。
そうしていると、本当に落ち着きます。

落ち着くってわかります！私も旅行で都市圏に行ったりした

時、熊本の
「田舎と都市の絶妙なMIX感」
を再認識しました。
私の職場は女性が多いのもあって、
男性と変わらない

待遇・役職で働けますよ。産休や育休の制度も整ってますし、

満員電車など人ゴミが苦手な私には、
ホント安心です。

ちなみに
「女性の働きやすさ」
って、熊本はどうでしょうか？

クラウドの仕事なので家庭が大変な時期は、在宅ワーク

という手もありますよね

それを聞いてホッとしました。
あと地元で働く場合、

家事・育児などに関しては、親や友人を頼れそうって

熊本って昔ながらの
「助け合い」精神が残ってる感じで、

いう甘い期待もあります…申し訳ないですけど

女性には特にありがたいですよね。一方で市街地に行けば、
若い人も充分楽しめる程度に都会ですし。

実は郊外にも、
オシャレなお店がちょいちょい

ありますしね！その点も私たち女子には嬉しい

私の会社の場合、土日祝日は原則お休み。

しっかり働いた後には、
しっかり休めますよ！
デートも女子会もバッチリ楽しめるはずです

私は熊本で働いていますが、
「熊本以外のどこでも通用

する人材」
になりたいと思っています。
その方がきっと、

株式会社システムフォレスト
アカウントエグゼクティブ
あ

これからの熊本のためにもなるはずだと。

ですよね。

ちなみにデートなど、仕事と恋愛ってちゃんと
両立できるものなんでしょうか？

メリハリのある生活が出来そうで良いですね！

ちなみに就活前の今のうちに、女子大生として
やっておいた方が良いことってありますか？

だから千歌さんにも
「熊本にいながらも視野を広げる」、

い

坂本 歩惟 さん（27）【入社歴２年目】

そんな努力をしておくことをオススメします。

熊本県立大学 総合管理学部 卒業

確かにこれからの時代、
どこで働くにしても

広い視野を持つことは重要ですよね。具体的に

現在の仕事の内容：

熊本に暮らしながらも、他地域の社会人や経営者の方の

「クラウドを活用した企業コンサルティン
グの営業です。私は熊本・鹿児島エリアの
企業様に向け、顧客データの管理・活用シ
ステム等のご提案、ご相談をしています。」

どういうことをやっておくと良いでしょうか？

お話を聞いたり…そういうのって凄く刺激になるし、
千歌さんの今後の就活にも役立ちそうですよね。

ゼッタイ役立ちそう！

しかもそういうことが

「大好きな熊本にいながら出来るんだ」
ってことを、

先輩に教わった気がします。
ありがとうございました！

“熊本で働く魅力”
DATA ②
３大都市や福岡県と比べても、熊本県ならではの
「暮らしやすさ」
「働きやすさ」
がきっとある！
そのことを裏付ける根拠を、
ココでご紹介します。
６

熊本大好き♪ でも地元しか知らないってマズいかな

熊本にいながら︑広いエリアで働くことだって出来るんです︒

＼ 迷える後輩から質問！ ／

＼ 頼れる先輩から回答！ ／

クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

女性もバリバリ働けるクマモト♡
熊本県

17.2%

愛知県

12.3%

東京都
大阪府
福岡県

15.8%
15.7%
14.1%

※平成24年就業構造基本調査（総務省統計局）

【女性管理職比率】
「 女 性 がいきいきと働き、活
躍できる社 会 」は 、国の目指
す将 来 像でもあります。熊 本
では、それが先んじて実 践さ
れていて、全国でも3位という
高い水準！

男女が助け合うクマモト♡
熊本県

50.5%

愛知県

47.3%

東京都
大阪府
福岡県

44.0%
39.8%
42.9%

※平成24年就業構造基本調査(総務省統計局)

【共働率】
「共働率」
とは、
「共働き世帯」
のこと。
熊本は、
ほぼ2世帯に1
世帯の割合。
子どもがいる家庭
の場合、共働きが可能なのは
安心して
（子どもを）預けられ
る環境があるからともいえます。

熊本県立大学
総合管理学部２年生
ち

か

藤川 千歌 さん（20）
現在、就職について思うこと：

「まだ漠然としていますが、事務
系や接客業を考えています。大学
での専攻内容に近いメディアやIT
系の仕事にも興味ありますが、自
分で大丈夫かな？と少し不安…」

?

育児中も働けるクマモト♡
熊本県

65.9%

愛知県

51.0％

東京都
大阪府
福岡県

50.0％
46.7％
52.5％

【育児中の女性の有業率】
子育てしながら働く女性（25
〜45歳）
の比率「有業率」は、
都会よりも高い結果が。働き
ながら都会より子育てするな
ら熊本！ですね。

※平成24年就業構造基本調査（総務省統計局）

クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

５

同じ高校 から、同じ地元 製 造 業に就 職を決めた２人。

＼ 迷える後輩から質問！ ／

＼ 頼れる先輩から回答！ ／
「気心の知れた友達にいつでも会えるから」、これが決め手になりました。
熊本が好き、地元が好きという点は今村くんと同じです！

自分は昔からものづくりが好きでしたし、生まれ育った
大津町に愛着を持ち、地域の役に立てればと大津の
中央可鍛工業熊本工場を志望しました！
先輩はなぜここを志望したんですか？

休日は友達と福岡に行ったりしています。その度に「福岡も良いけど

僕もとにかく熊本が大好きなんです。体育施設などが多く、健康的に

遊びやショッピングに関しても、決して不便は感じませんよね。

就職後も余暇にはスポーツを楽しみたい派なので

熊本も良いな」と改めて思います。地元なので土地勘があるし、

働けそうな点も気に入ってます。僕はサッカー部だったこともあり、

それと実家暮らしなので、ご飯やお風呂など正直、助かってます

先輩は休日など、どのように過ごしていますか？

これは地元で働く場合にしか、考えられないことですよね。

自分も憧れます！ 結婚の予定はまだですが、会社の
3つ4つ上の先輩には、もう結婚して家も建てて
いる方がいます。勤め先にそういう方がいると

自分の未来像を描きやすいし、仕事を頑張る上での

実家はありがたいですよね！ 僕もしばらくはそのつもりです。

でもいつまでも親に甘えたくはないというのもあって、いずれは
１人暮らしや、結婚、
マイホーム…などにも憧れています。
先輩はどうですか？

モチベーションアップにもつながりますね

30歳前で家が持てるなんて、将来的にも安定が見込める企業だからって
「自分の成長が実感できる」
「その成長を会社がきちんと評価してくれる」、
そんなところにやりがいを感じます。

感じですね！地元にそんな優良企業があるのはありがたいです。
仕事をする上では、どういうところにやりがいを感じますか？

例えば入社当初、自分は自動車部品工場の、いち作業員でした。失敗して

へこむこともありましたが、同じミスを繰り返さないよう気持ちを切り替え
頑張り続けた結果、今は当時の目標だった「作業員の監督的業務」を
任せてもらっています。

なるほど、そういう話を聞くと僕も頑張れる気がします。

ちなみに「気心の知れた友達にいつでも会えることが決め手」
と仰ってましたが、地元の友達と会ったりすることが、

働く上での気持ちの切り替えに役立ったりもするんですか？
すごく役立ちますよ。落ち込んだ時も友達と会って

遊んだら、翌日は前向きな気持ちで仕事に臨めます。
だから今村くんにも、勉強やスポーツももちろん大切

わかりました！地元ならではの太く濃ゆい絆が

絆を深めていくことをオススメします

していきたいと思います。

だけど、学生のうちに友達と思いっきり遊び、ますます

中央可鍛工業株式会社
熊本工場 生産課
きよあき

坂本 聖明 さん（24）【入社６年目】

ようすけ

今村 洋介 さん（18）

気持ちはちょっとわかります。自分も「もしかしたら、
いつか県外へ？」と思う時があります。弊社には

現在の仕事の内容：

「自動車の部品を作る工場で、ライン作業を
チェックしています。上司と共に各作業員や
機械を見て回り、異常が見つかれば迅速に、
適切な処置を取るのが仕事です。」

クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

熊本県立翔陽高校
総合学科 ３年生

一方で、一生熊本しか知らないと視野が狭く
なるのかな？という不安も少しあります

熊本県立翔陽高校 総合学科 卒業

３大都市や福岡県と比べても、熊本県ならではの
「暮らしやすさ」
「働きやすさ」
がきっとある！
そのことを裏付ける根拠を、
ココでご紹介します。

僕は大好きなんですが、これまで以上に大切に

愛知本社工場や中国の子会社もありますしね。

先輩と同じく、僕も最終的には熊本で働いていたいです。

仮に県外に出たとしても、そこで得た学びや経験を

そして若者が「熊本で働きたい！」と思えるような

だけど最後はやっぱり、熊本に戻ってきたいですね。

親孝行したいし、地元の皆さんのお役にも立ちたい。

熊本のために活かせたらと思っているので。

未来をつくるための力になれたら嬉しいです

まずは何より安全・安心
熊本県

6.1件

東京都

12.0件

大阪府

16.8件

愛知県
福岡県

現在、就職について思うこと：

※犯罪統計資料(警察庁)H26

11.4件
12.4件

【千人あたり刑法犯認知件数】
「安全」
であることは、暮らしや
すさを見る上でもっとも重要な
指標といえるかもしれません。
犯罪が少なく安心して暮らせ
るからこそ、仕事や普段の生活
も充実するものです。

【熊本県内産業別売上高構成比】
※東京商工リサーチ調べH28

サービス業他
39.91%

情報通信業 1.04%
運輸業 1.94%
不動産業 1.19%
金融・保険業 2.11%

「ものづくりが好きで地元で働きたいこと
から、中央可鍛工業の熊本工場を志望し、
内定を頂きました。ただ、一生熊本で働く
べきなのかどうかは思案中です。」

農林漁鉱業 0.91%
建設業 10.28%
製造業
19.10%
卸売業 13.64%
小売業 9.88%

安定した勤め先が近くにある︒
地元志向の僕にはありがたい︒

馴染みの友達にいつでも会える︒仕事にも前向きになれます︒

まずは高校時代、先生に「優良・安定」と薦められたから。そして家から近く

“熊本で働く魅力”
DATA ③

８

勤 続5年の先輩を、入社直前の高校 生がOB訪問。

“ものづくり”の仕事なら熊本で！
熊本県に本社をおく企業数は3万5,173社。
売上高合計は9兆3,662億7,100万円。製造
業は2,403社(同6.8％)にとどまるが、産業別
売上高では1兆7,893億7,000万円でサー
ビス業他に次いで2番目を占め、熊本県の基
幹産業の一つとも言える。
クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

７

ホテルウーマンと、ホテル業界志望の女子高生 。

＼ 迷える後輩から質問！ ／

＼ 頼れる先輩から回答！ ／

中で、
「お客様に楽しんで頂き、
その反応をダイレクトに感じることで

こちらまで幸せになる」...そんな魅力を確かに感じています！

私は先輩の仕事を志望しています

以前、宿泊先の

ホテルスタッフの方にすごく元気を頂いた経験があり、

自分も同じように
「人を笑顔にしたい、
そして相手の喜びを
直に感じたい」
と思って。先輩の志望理由は何ですか?

厳しくないとは言えないです、失敗したら当然怒られますし。

思っていたとおりで嬉しいです☆

ことが多く、社会人としてホントに成長させてもらってます！

かなり厳しそうな...そこはちょっと不安です。

でもそれ以上に上司・先輩方からはフォローやアドバイスを頂く
熊本ってあったかい人が多いから、働きやすいですよー。

実際、私の職場はスタッフみんな、和気あいあいですよ

また熊本は、会社や地域社会が家族みたいに助け合うところが
あるので、今後の結婚・出産 、子育てなども安心しています！

披露宴などで土日の出勤もありますが、
その分は平日に休め

一方で、
ホテル業界って人間関係と言うか、
タテの関係が

やっぱり！ 私は天草の親元から離れて寮生活中なんですが、
就職したらたぶん1人暮らし。
でも友達や恩師が近くにいる

熊本なら大丈夫、職場でもみんなとすぐ打ち解けそうな熊本

なら大丈夫、
そう思ったりしています。

それは、私たち女性には嬉しいですね

ます。
なので月の休日数や実労働時間は、他の業界と特に

ちなみにプライベートはどうでしょうか? ホテルの仕事は

ちなみに私は休日よく旅行に行きますが、熊本で過ごすのも

デートとか...(笑)

変わりません。恋愛などプライベートも楽しめるはずです！

ハードで不規則なイメージもあるんですが、
お休みとか...

アリですよね。特に市街地は女子の需要にも応えられますし。
ありがたい。。。
それを聞いてホッとしました。
私はまだ若いというのもあり、先のことをむやみに心配せず
今はとにかく地元のために頑張ろう、
と思っています。

仮に未来に不安要素があったとしても、
そこから逃げるのでは

ただ、地震の影響ってどうなんでしょう？

観光客が減ったりして、特にホテルのような
仕事はこれからどうなっていくのか...。

なく、
より良い熊本をつくるための力になれたらと。

さすが先輩...

その姿勢、私も見習わなきゃです。

ちなみに私は、卒業したらそのまま就職するつもり

株式会社ニュースカイホテル
宴会サービス担当
り

こ

杉山 里子さん（21）【入社歴４年目】
熊本県立熊本商業高校商業科卒業

一応高卒は専門職、大卒は総合職として入社します。
当然最初は仕事内容に多少の違いがありますが、

2〜3年経てばそれほど変わらなくなりますし、
あとは

３大都市や福岡県と比べても、熊本県ならではの
「暮らしやすさ」
「働きやすさ」
がきっとある！
そのことを裏付ける根拠を、
ココでご紹介します。
クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -

どうなのかなあと...。仕事内容だったり、役職や出世
だったり。

か

20代のうちに管理職になった先輩もいますよ!

それを聞いて、
ますますやる気が出てきました！

最後に就職に備えて今、頑張っておくべきことはあり

コミュニケーション能力は、私たちのような接客業

には本当に大切だと思います。今のうちからそれを

熊本県立熊本商業高校
情報処理科2年生
え

立石 賀愛 さん（17）

本人のやる気次第かなと思います。
ちなみに高卒入社で、

「ホテル内で行われる各種パーティーでの料
理やお飲み物の給仕を通して、お客様をおも
てなしするのが業務です。土日は結婚式の披
露宴、平日は企業様の宴会が多いです。」

“熊本で働く魅力”
DATA ④

です。
それで気になるのが、高卒と大卒の違いって

ますか? 私としては語学やコミュニケーション能力
向上、体力づくりなどに励んでいるつもりです。

意識して動いているようなら、
きっと大丈夫

現在、就職について思うこと：

「修学旅行で東京のホテルスタッフのおも
てなしに感激して以来、
ホテル業、
接客業
を志望しています！特に友人・知人の多い
熊本県内での就職が希望です。
」

高校と同じく、業界でも先輩後輩になりましょうね！

産みやすいってことは働きやすい♡
熊本県

1.64人

愛知県

1.46人

東京都
大阪府
福岡県

1.15人
1.31人
1.46人

※人口動態調査（厚生労働省）H26

【合計特殊出生率】
「出産しても安心して子育てが
できる、働ける」
というサポート
や支えがあるからこそ、髙い出
生率が維持できます。
働く女性や共働き家庭に
〝やさ
しい〟
のも熊本の魅力です。

人を笑顔に︑自分も笑顔に︒そんな先輩の仕事を志望中︒

会社や地域社会が家族的︒女性も安心して働けます︒

最初は
「華やかそう 」
ってイメージ優先でした。
でも私も実際に働く

現在の仕事の内容：
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仕事も恋愛も気になる、熊商・先輩後輩の女子トーク。

身近な人が側にいる心強さ。クマモトワークなら女子も安心
熊本県

2.46人

愛知県

2.40人

東京都
大阪府
福岡県

1.99人
2.22人
2.26人

※国勢調査（総務省統計局）H27.10.1

【一世帯の平均人数】
熊本の一世帯の平均人数が都
市部に比べて高いのは、
2世帯
や3世帯家族が多いことも要
因に上げられます。
仕事や子育
てで家族のサポートが受けら
れるのも”地方”の特権かも！？

熊本県

30.2%

愛知県

33.5％

東京都
大阪府
福岡県

47.3％
37.5％
37.4％

※国勢調査（総務省統計局）H27.10.1

【単独世帯割合】
単独世帯、いわゆる一人暮らし
の割合は、地方からの人口流入
が多い都市部ほど高い傾向に。
「身近に相談相手が居る」
「会い
たい時に会える」、そんな心の
よりどころが熊本にはあります。

クマモト就労応援特集 T1 ワークマガジン - 先輩後輩 -
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熊 本で働 くことに

興 味アリ！でも︑熊

本 拠 点の 企 業 を ほ と ん ど

︒
知らないんですよね …

知名度の高い企業は︑確かに都市圏

に集 中する傾 向があります︒
ですか

さえ知らないということがあっても︑無理は

ら 熊 本 拠 点の企 業となると ︑県 内の学 生で
ないのかもしれません︒
ただ︑必ずしも﹁知名度の高さ＝企業の魅
力やレベルの高さ ︑将 来 性 ﹂とは言えないは
ずです︒皆さんが知らない熊 本の﹁ 魅 力ある
企業﹂
ならたくさんあります︒
例えば厚生労働省熊本労働局ＨＰでＰＲ
しております﹃ 若 者 応 援 宣 言 企 業 ﹄︒こちら
は︑次の条件を満たす中小・中堅企業です︒

歳未満︶
向けの求人を出しており︑

①一定の労務管理体制が整備されている
②若者
︵
その採用・育成に積極的
③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している
また︑熊本県が
﹁働く人がいきいきと輝き︑
安 心して働き 続けられる 企 業 ﹂と 認 定した
このように県内の優良企業を探す上で便

﹃ブライト企業﹄
もあります︒
利な指標がいくつかありますので︑
ぜひ参考
にしてください︒
熊本では少子高齢化
が進んでいると 聞き

取り組みを行っているところであり︑
もちろ
ん熊本も同様です︒
数年間︒
その長いワーキングライフ

学生の皆さんが今後ずっと働くとしたら
おそらく
を送る中で︑仕事と生活のスタイルをどうイ
ます︒例えば少子高齢化が進む熊本だからこ

メージするか︑
何を重視するかが大切だと思い

本に人を呼び込むような仕事に取り組んでみ

そ出来る仕事に気長にチャレンジしてみる︑
熊
るなど︒
そういったことで︑熊本の将来に可能
性を感じることが出来るのではないでしょうか︒
熊本は首都圏に比べ︑

平均給与が低いです

れも捨てきれません︒

し・・・︒都会的な仕事への憧

物価の違いなど︑首都圏が経済的に

暮らしやすいとは一概に言えないと

ころがあります︒給 与 額ばかりでなく︑生 活
環境などにも目を向けてみれば︑感じ方が変
わるかもしれませんよ︒
また︑都会ならではの華やかな仕事や生活
に憧れを抱く若者が多いのは︑当然だと思い
やその他の都市圏などに支社や営業所があ

ます︒
ただ熊本拠点の企業の中にも︑首都圏
る企業がたくさんあります︒積極的に調べて
みましょう︒
熊 本 が 好 きです が︑
昨 年の震 災 後 ︑安 全
面が不安です︒
雇用面にも悪
影響が出ていますか？

震災により熊本での生活に不安を感
じるのは当然のことだと思います︒
で
対策が現在︑整備されていることも事実です︒

すが震災を経験したからこそ︑
それに対する
不安になるばかりでなく︑熊本の地震対策が

に行っています︒

分析﹂
のお手伝いをいたします︒
また
﹁適職診

ポーター
︵新卒者の就職支援相談員︶
が
﹁自己

本 ヤングハロ ー ワ ー クでは ︑学 卒 ジョブサ

その他︑﹁適性を知る﹂
ことも有効です︒熊

が見えてきます︒

思うことなど︑会社選びにつながるポイント

分自身を知り︑自分がやりたいことや大切に

本です︒﹁ 自 己 分 析 ﹂を 行うことで自

ま ずは﹁ 自 己 分 析 ﹂を 行 うこと が 基

もいろいろありそうで︒

すか？ 熊 本の企 業といって

びのコツってありま

自 分に合 う 企 業 選

各 自 治 体が︑県 外からの企 業 誘 致を 積 極 的

ている企業が多いようです︒
また現在も県内

地どこにでもありますし︑熊本に魅力を感じ

せんでした︒自然災害に対する不安は日本各

災を理由に撤退した企業はほとんどありま

また 雇 用 面ですが︑県 外 企 業で今 回の震

だと思います︒

どう進んでいるのかを 注 視することも重 要

取材待ち

行っています︒

断﹂
による︑職種や求人を選ぶ上での助言も

熊本市中央区東阿弥陀寺町2 代表TEL : 096-354- 2111
http://www.anacpkumamotonewsky.com

意思決定のスピードを高めると共に、風通しのよい社風づくりを
境づくりに取り組んでいます。

高 校 生 が 熊 本で就
活する場合︑大学生
やっぱり不利ですかね？

と競合してしまいますか？

高 校 生の就 職 活 動は︑大 学 生や一般
の求 職 者 と 競 合しないよ うに 就 職
を行ったり︑選考されることはありませんの

ルールが定められています︒
一緒に就 職 活 動

また私たちハローワークが受 理した高 校

でご安心下さい︒
生 向けの求 人は︑各 高 校の進 路 指 導 室でも
見ることが出来るようになっています︒就活
先 生 や 進 路 指 導 室の 先 生にご 相 談 下 さい︒

で疑問や不安な点などありましたら︑担任の
なお県立の高 校には ︑就 職 支 援を 担 当する
ターというスタッフも配置されていますので︑

キャリアサポーターや︑
しごとコーディネー

さらに熊 本ヤングハローワークを 含む 県

気軽に相談してみてください︒
内各ハローワークにおいても︑学卒ジョブサ
ポーターが高校と協力しながら就活支援を
行っています︒書 類 添 削や模 擬 面 接 ︑また就
活の不 安 等については臨 床 心 理 士のサポー
下さいね︒

トもありますので︑安心してお気軽にお越し

杉本 ひとみさん
統括職業指導官

ます︒働く場として将来的に
どうなのでしょうか？

少 子 高 齢 化 問 題は 熊 本に限ったこ
とではなく︑日 本 全 体の問 題となっ

ています︒
そのため各自治体でこれに向けた

合った製造を行っております。安全・環境・品質（ISO9001、
ISO14001取得）
の維持向上に日々努力しております。
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実践しています。
「ブライト企業」
の名に恥じぬよう良好な社内環

創業48年を迎えた、熊本を代表するホテルを経営する会社です。

Q.

総務経理担当支配人 出口 典章さん
総務係係長 藤田 賢治さん

若いスタッフが存分に力を発揮できるよう組織をフラット化し、

自動車用部品や産業用車両部品などを手がけております。鋳造

から加工までを自社工場で一貫生産しており、時代のニーズに

(ANA クラウンプラザ ホテル熊本ニュースカイ )

中央可鍛工業株式会社

株式会社ニュースカイホテル
熊本工場：熊本県菊池郡大字大津字土井ノ内 31 TEL : 096-293-4531
本社：愛知県名古屋市中川区富川町 3 丁目 1-1 TEL : 052-361-3141
http://www.chuokatan.co.jp

「 満足から感動へ 」を実践するホテル
熊本から最高の製造技術を

「熊本のおもてなし」を一緒に
実践してくれる学生を求めます。
住み慣れた熊本の良さを知る
皆様だから出来るはずです！
求める人物像は、
「 明るく元気で
コミュニケーション能力のある人」
、
「課題を見つけ解決に向けて考動
（考えて動く）
出来る人」
です。
回答者： 熊本ヤングハローワーク

Q.
Q.

井口 正貴さん

ど多様性のある働き方にチャレンジ。熊本県ブライト企業にも選

山田 寛貴さん

熊本国府高校3年

ことが特長です。
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熊本学園大学２年

A.

として
「Customer Success First」
をミッションにお客様のビ
中島 京子さん

「先輩後輩」に登場した
若手社会人４人の勤務先をご紹介。
業績もワークライフバランスもGOODなとこばかり。

※
「ブライト企業」
とは…熊本県が
「イキイキ、安心して働ける」
と認定した優良企業

熊本で働きたくなった！そんなあなたに次のステップ。
実際に就活するに当たっての不安や疑問に、専門家がお答えします。

定されました。

伝いしています。
また、県内各地域のお祭り等に参加する機会も
九州ルーテル学院
大学３年

先輩クマモトワーカーが
勤める県内優良企業

Road to “KUMAMOTO WORK”

ジネスの成功を最優先に考えています。
また自らもテレワークな

クラウドサービスを導入する企業向けにコンサルティングや導

多く、地域の方とのつながりを大切にし、
お客様との距離が近い

取締役社長 富山 孝治さん
人事研修部係長 田代 智大さん

入支援を行っています。県トップクラスのクラウド専門ベンダー

熊本県内のみで営業展開をしている金融機関です。金融を通し
て個人から法人のお客様まで、幅広いお客様の夢の実現をお手

A.
A.

熊本市中央区花畑町10-29 TEL : 096-355-6113
http://www.daiichishinkin.co.jp

これからは地方の時 代です。
成功の三大要素である
「素直、
プラス発想、勉強好き」
な人材
をお待ちしています。
当金庫の仕事は、地元熊本
の成長をお手伝いしながら
自分の成長にもつなげるこ
とができます。

熊本県人吉市西間下町132 -1 TEL : 0966-28-3101
http://www.systemforest.com

株式会社システムフォレスト
Q.

Q.

Q.

熊本第一信用金庫
熊本大学2年

熊本マリスト学園
高校3年生

立村 勇盛さん

35
宝亀 希実さん

川口 明日香さん

熊本で働くことの魅力の１つに
仕事と生活の調和（ワークライフ
バランス）を取りやすいことが
挙げられます。
観光資源が豊かで、充実した余暇
を過ごしやすい熊本。そんな熊本
でメリハリの利いたワーキング
ライフ、実現してみませんか？

熊本県立大学２年

県内クラウド分野のリーディング企業

A.

A.

A.

地域密着のアットホームな金融機関
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