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1 こんなにある！ もりお か の 仕 事 場
盛岡公共職業安定所管内で就職した高校生のうち、県内に就職をした人の割合は
約 68％。一方で、残りの 32％が県外での就職を選択しています。また、大学生も、
約 58％が県外での就職内定となっており、いずれも「県内での就職を希望していた
が県外に就職した」
「最初から県外での就職を希望」する人の割合が多いのが現状で
す。しかし、県内での求人数は、県内就職を希望する人の３倍以上（高校生の場合）
入社５年目

328

川口印刷工業㈱
か な こ

川村 香菜子さん

社

地元企業の魅力を、自分自身でつかんでほしい
若い世代は県外で就職する人が多く、
特に理系の学生はその傾向が大きいで
す。要因の１つに地元企業の認知度が低
いことが挙げられます。その一方で、地
元企業の素晴らしい取り組みや技術など
は数えきれないくらいあり、新聞などで
取り上げられています。有名な企業では
なくても、少しでも興味がある企業に自
分からコンタクトを取るなど、積極的に

学術研究、
専門・
技術サービス業

チェックしてほしいですね。自分がやり
たいことは地元でも実現でき
るのに、
「地元には働く場所
がない」と県外に出て行っ
てしまうのは本当にもっ
たいないと思います。
東日本機電開発㈱
代表取締役

み と や

498 社
卸売業、
小売業

921社
1792 社

● 睡眠時間

（99.1）※東京 1 位（104.4）

全国 19 位

● 民営賃貸住宅の家賃（１カ月 3.3 平方メートルあたり）

（4135 円）
※東京 1 位（8566 円）

全国 20 位

● コンビニ数（人口10万人あたり）
全国

5 位（30.9 店舗）

便利！

● 社会体育施設（人口100万人あたり） 全国

入社６年目

807 社

宿泊業、飲食
サービス業

教育、学習
支援業

295

● 県立病院の数 全国

1位

● 刑法犯・窃盗犯認知件数（人口1000人あたり）
全国

45 位 ※東京 2 位

● 交通事故発生件数（人口10万人あたり）

IGR いわて銀河鉄道㈱
はや か

全国

嶋岡 逸加さん

1219社
ことを意識してもらいたいですね。
「県外で働きたい」という声も聞きま
すが、今は首都圏のさまざま
な情報がリアルタイムで手
に入る時代。
「岩手ではで
きないことはない」と感
じています。
盛岡ターミナルビル㈱
経営企画部兼総務部サブチーフ

千葉 きり子さん
ん

3「 もりお か ワーク 」を 応 援
1

現場を見て、触れて、感じる

社

9位

あかり

天摩 明星さん

盛岡の実家から通える程良い距
離の職場で安心して働けますし、盛
岡は店が多く買い物も便利なので、
暮らしの満足度が高いです。

U ターンを選択する理由は人により
さまざまですが、実際に「自分の時間が
持てるようになった」「家族と過ごす時
間が増えた」など、地元就職を選んで良
かったという声をよく聞きます。地元就
職を少しでも考えている人は、ぜひ U I
ターン相談窓口※にご相談ください。
いわて暮らしサポー
トセンター キャリ
ア・カウンセラー

※市 内はジョブカフェいわて内
（菜園一）
、
都内は同センター（東
京都千代田区有楽町）と県 U・I
ターンセンター（中央区銀座）

さくらい のぶちか

櫻井 信親さん

地元での就職・転職を考えているあなたの、
新しい仕事探しのお手伝いをします！
17 事業所が
登録 盛岡市

製造業や情報サービス業を営む事業所が、製品や
部品、関連資料など自社の技術を展示・紹介してい
ます。少人数の見学も受け入れます。
【問】ものづくり推進課 ☎ 626-7538

MORIOKA
TECHNO MUSEUM

3

役立つ情報 盛りだくさん！

ジョブカフェいわて
若者の就職・仕事のサポー
トを行っています。

GO-MORIOKA.COM

シゴトバクラシバ

「地元で働きたい」に応え
る企業を紹介。UIターン
サポート情報も掲載。

県内の求人情報の他、UI
ターン、移住に関する情
報を掲載。

見学方法

 学を希望する事業所に、直接お申込みください。
見
※新型コロナウイルスの影響により、見学を制限し
ている場合があります

事業者向け

2

1331

46 位 ※東京 40 位

安心！

● 保育所数（対象年齢人口10万人あたり） 全国

テクノミュージアムに
登録しませんか

見学者への説明に必要なプロ
ジェクターや順路表示などの設
備を導入する経費の２分の１
（上限 10 万円）を補助します。

不動産業、
物品賃貸業

社

8位

お客様によく声を掛けて
もらえるなど、人と人との
距離が近い、盛岡ならでは
の魅力があります。

学生とプロジェクトに取り組む
地域を元気にすることを目的に、県立
大の学生と地元企業、フェザンとの協働
で、毎年異なるテーマを設けて企画の考
案から商品化につなげるプロジェクト
に取り組んでいます。今はコロナ禍とい
う逆境にありますが、発想の転換で前向
きに捉え、
「今だからこそできる」
「今し
かできない」ことを若い世代の人たちと
一緒に形にできたらと考えています。ま
た、プロジェクトを通じて、岩手で働く

てん ま

● 消費者物価地域差指数

132 社

建設業

自分が生まれ育った「盛岡」で働
くことがとても心地いいです。週末
は、母校の部活のコーチをやってお
り、友人も周りにたくさんいるの
で、仕事とプライベートのバランス
をとるのにも役立っています。

県身体障害者福祉協会
岩手ワークショップ

4

盛岡テクノ
ミュージアム
登録事業者一覧

働いてからも安心の若手社員支援研修

市内の企業で働く１～３
年目の若手社員を対象に、仕
事に対する姿勢や知識を学
ぶ研修を実施しています。ま
た、将来の人生設計など、仕
事以外についても、同年代の
社員と交流しながら取り組
んでいます。

参加してみよう！就活イベント

いわて就職マッチングフェア

【期日】２月 20 日㈯・３月 13 日㈯ 【場所】アピオ（滝沢市）
※詳しくは、
ふるさといわて定住財団のホームページをご覧ください

もりおか就職ガイダンス

【期日】３月 16 日㈫
※詳しくは、後日市ホームページでお知らせします

オンライン企業研究会
【期日】２月

▲

主濱 健弘さん
ん

19 分）

▲

しゅはま たけひろ

快適！

ふう ま

中村 風真さん

ジョブカフェいわて
キャリア・カウンセラー

めぐみ

川村 恵 さん

研修では若手社員のスキルアップ
と同時に、異なる業種の若者たちの
交流もサポートしています。参加者
からは「就職してから初めて同世代
と知り合うことができた」といった
声を聞きました。

▲

岩手トヨペット㈱
総務部総務グループ課長

49 分）

お得！

7 時間 54 分（東京＋

学生の不安を解消し、地元就職につなげたい

なくありません。そのためにも、
「なぜ
この職種を選ぶのか」
「なぜ岩
手に残りたいのか」などを
何度も自分自身に問いか
け、心から納得できる選択
をしてもらいたいです。

33分）

運輸業

地元就職だといつでも
友達とも会えるし、職場
にも同じ出身校の人が
いて、恵まれた環境だと
思います。

げん き

菱田 元気さん

18 時 24 分（東京 -

812 社 97社
神谷 息吹さん

㈱吉田測量設計

学生にとって、社会人になることへの
不安は大きいもの。そこで当社は、就職
説明会とは別に、気になることを何でも
聞くことができる機会を設けています。
一人からでも自動車関連の業種を志望
していなくても大丈夫。少しでも、働く
ことに対する不安の解消につながれば
と考えています。社会に出ると、自分で
考え判断しなくてはいけない場面が少

※大卒初任給：岩手 19 万 3200 円、東京 22 万 500 円（令和元年賃金統計構造調査）

㈱木津屋本店

▲

生活関連
サービス業 、
娯楽業

岡・岩手で暮らすメリットがたくさんあることを知っていますか？（以下は岩手県の数値であり、順位は都道府県の比較）

平均 1 時間 1 分（東京 -

情報
通信業

かみたに い ぶ き

東 京から岩 手に
戻りました。通勤
の 面 や、 両 親・
友 達がいる安 心
感など、U ターン
を選 択して間 違
いなかったです。

ひし だ

医療、
福祉

参考：
「統計で見る都道府県の姿 2018」
（総務省統計局）
「図説 いわて統計白書 2018 〜いわてが分かるこの一冊」
（岩手県）
平成 28 年社会生活基本調査

東京は岩手と比較して初任給が高い※など、首都圏ならではの魅力があります。一方で、東京に負けない、盛

● 通勤・通学時間

参考：令和２年３月新規高等学校卒業者の職業紹介状況、
令和２年３月新規大学等卒業者の就職内定状況（厚生労働省岩手労働局）

菱和建設㈱ 入社６年目

ごう

水戸谷 剛さん
ん

入社７年目

あり、まだまだ多くの企業が人材を必要としています。
市内には、約 9000 の企業と約１万 3000 の事業所があり、その一部を、特徴
的な取り組みやそこで働く人たちの思いとともに紹介します。

東 京と比 べて 快適！便利！ 盛岡（岩手）暮らし

● 平均帰宅時間

製造業

慣れ親しんだ土地で
「ものづくり」をしたく
て、出版物として形に
残る、今の仕事を選び
ました。

もりお かライフ」

毎年多くの若い世代が、
就職などのために大都市圏に転
出していきます。しかし、
市内や県内にも魅力や特色のあ
る企業が多くあり、
そこで働く人たちは地元での暮らしを
満喫しています。まだまだ知られていない
「地元で働く魅
力」を紹介します。 【問】経済企画課☎ 613-8298

5

第２次産業の新たな雇用の場

市は、製造業などの第２次産業を誘致し、新たな雇用の場を増やすため、道明地区に
新たな産業等用地を整備しています。全体で 11 万 5000 平方㍍を整備予定で、第一事
業区である約４万 8000 平方㍍は本年度中に整備を終え、工場などの立地を見込んでい
ます。 【問】新産業拠点形成推進事務局 ☎ 613-8341

参考：平成 28 年経済センサス（総務省統計局）
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