
いいトコ！！

日本のほぼ中央。鳳
首都圏にも

中京圏にも近い！
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「静岡を想う人でいつばいに．．」
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静岡いいねを増やしたい、もっと好きになってほしい。

静岡の可能性を創造できる仲間を増やし、静岡のことを想う人でいっぱいにしよう！
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Vot.01 見わたし の街の吟きなと
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IAI Qua wa mlnnmatnn 

株式会社アイエイアイ
人事課松永世界 Cェェシュつ権式合社

エンシュウ株式会社
人事部人材開発推進課
採用担当・鈴木彩歌

当社のある清水の魅力は、海 ・ 山 ・ 川すべてが近く自然に恵ま
れているところです。そのおかげで、海の幸や山の幸など食
べ物が絶品！飲食店はもちろん、スーパーのお魚も新鮮で
す。また、田舎すぎず都会すぎず適度な環境で、西にも東
にもアクセスが便利です。夏はキャンプ ・ 冬はスノボと、趣
味やプライベートも楽しめます。そして、何といっても私
のイチオシは『IAIスタジアム日本平』！サッカー王国静
岡で一緒に働きましょう。

都会と田舎の良いトコどりをしているのが、静岡県だと思いま
す。休日は、商業施設で買い物するもよし、海や川でBBQす
るもよし、レジャー施設で楽しむこともできます。また、静岡
県は東西に長いため、それぞれの地域で魅力的な観光
地が多くあり、その土地にあった特産物が栽培されてい
ます。生活をより豊かにする環境が整っており、とても
住みやすい街だと思います。

株式会社杏林堂薬局
人事総務統括本部人財採用教育部
田中知佳

静岡県は全県通して自然が豊かなのはもちろん、熱海温泉・富士
山 ・ 遠州灘•浜名湖・・・観光やレジャーに固ることはありません。
社会人にとってリフレッシュできる場所が身近にあることは、
実はとても素晴らしいことなんです。また気候が温暖で過ご
しやすい点や、東西どちらの都市圏へのアクセスも充実し
ている、交通の利便性も魅力です。私はオンもオフも楽しく
過ごせる静岡県が大好きです！

5H. 
静岡ガス株式会社
コ ーポレー トサー ビス本部人事部人事担当
永岡瑞穂

わたしの街はいつも心穏やかな気持ちになれる、そんな「豊か
さ」にあふれています。‘‘富士山を毎日見られる”‘‘

1 年を通じて天
気の良い日が多い'’“海にも山にもふらっと行ける”など。静岡県
で生まれ育った私には当たり前のことが、県外出身の会社の
同僚や友人との交流の中で、当たり前ではない、むしろ、静岡
だからこその魅力であると気づきました。恵まれた環境で仕
事ができること、暮らせることに8々喜びを感じています！

4ふ静岡県
静岡県【静岡県庁】
静岡県人事委員会事務局職員課
宮野舞

私は、千葉県の一般企業に勤めていましたが、静岡県庁への
転職を機に静岡県に移住しました。静岡県の人はゆったりと
おおらかで、気さくな人が多く、とても暮らしやすいと日々実
感しています。県内の各地域に特色ある街があり、街と自
然が近いため、ちょっとした日帰り旅行気分で行ける穴場
やイベントがたくさんあって、何年住んでも飽きません。／
静岡県庁で、より暮らしやすく多彩な魅力ある静岡県づ
くりをしませんか。

＇静岡新聞SBS． 
静岡新聞社・静岡放送
報道制作局制作部
河島玖実

自然 ・ 食べ物•ものづくりなど、静岡にはたくさんの魅力があり
ます！その中でも「気候と同じように人もあたたかいところ」が
一番の推しポイントです！静岡で過ごしていると、心があた
たかい気持ちになります。テレビディレクターをしている
ため、社外やお店にロケに行くことが多くあります。毎回
いろいろな方が声をかけてくださり、とても嬢しいです
し、原動力にもなります！そんな魅力たっぷりの静岡
で一緒に働いてみませんか？（＾＾）

合吉甲堂
春葦堂グループ（春華堂・うなぎパイ本舗）
総務部総務課人事採用チ ーム
中野美幸

「やらまいか」精神で、なんでも「まずやってみよう！」とい
う前向きで朗らかな方が多く、仕事もプライベートも本気
で行うパワフルな方が多いところが大好きです！地元
愛が強く、「浜松まつりのときには必ず帰省する」とい
う方や、一度進学のため県外に出ても就職でUター

ンする方も周りに多いんですよ。ぜひ一緒に、静岡
（浜松）を盛り上げて行きましょう！

CHANSON COSMETICS 
株式会社シャンソン化粧品
総務・法務部二村花絵

静岡市の好きなところは、豊かな自然 ・ 暮らしやすさを兼ね備えて
いるところです。まず初めに生活の中の豊かな自然！いつも富士
山を見ながら通勤しています。毎日見ているはずでも、いつも
美しさにうっとりします。続いて暮らしやすさについて、仕事
と家事を両立している中での買い出しは大変。静岡の街はl

＇ 

お店が揃っているので、仕事帰りに立ち寄れるのは非常
に便利です。私は県外出身ですが、静岡市は大好きな
第2のふるさとです！

ー

或＠I戸
スタ ー精密株式会社
総務人事部人事室

松波颯人

「意外とグローバル？」。静岡県には多様な産業がありますが、特
にものづくりが盛んで、実はニッチな分野で世界トップクラスの
技術を誇る企業が多く存在します。私自身、県外の大学に進
学し、就職活動の当初は地域を限定していませんでしたが、
地元静岡からグローバルに活躍できることに魅力を感じ、
最終的にUターン就職をしました。温暖な気候で住み心
地のよさは抜群なので、オンオフのメリハリをつけて
働くことができています！

1”鼠•TOKAIグループ
TOKAIグル ープ
人事採用・研修室山下紗希

静岡は温暖な気候で暮らしやすく、海や山などの自然を感じるこ
とができ、果物や魚介類といった美味しい物が溢れている等、
魅力がたくさんあります。中でも私の一番のお気に入りは、地
元 ・ 焼津市の漁港で食ぺる海鮮！鮮度抜群な美味しい海鮮グ
ルメをお手頃に楽しむことができ、私にとってのパワースポッ
トです。このように静岡には8々の生活に彩りを与えてくれる
いい所がたくさんあるので、充実した毎日を送ることができ
ています。
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株式会社サー ラコ ーポレーション
人事戦略部採用戦略グループ
戸塚里穂南

温暖な気候、豊かな自然、多種多様な産棠。「働く」「遊ぶ」「暮
らす」をバランス良く実現できる魅力的な場所。これは県外で
の学生生活を経て、Uターン就職をした私が実感したことで
す。就職の進路を選択する上では、「どんな仕事をするの
か」に加えて、「働く場所」「暮らす場所」も重要な要素に
なります。この静岡には、充実した仕事とプライベートや
快適な暮らしが実現できる選択肢がたくさんあると感
じています！

疇静岡銀行
コ

株式会社静岡銀行
経営管理部人事開発グループ漆畑英里

静岡は山や海、川といった自然に溢れ、緑や水と共生できると
ともに、徳川家ゆかりの地として歴史や文化が薫る場所で
す。産業も多彩でパランスよく発展しており、子どもから大
人まで心豊かに生活することができます。自然と共に
脈々と受け継がれてきた「モノづくり文化」の残るまち
静岡で、「夢と豊かさを広げるために何ができるか」を
一緒に考えながら働いてみませんか？

〇静岡市
静岡市役所
企画課移住・事業推進係
増田早紀

静岡市の「用宗エリア」が好きです！ここ数年で開発が進み｀
古民家をリノベーションした施設や店舗が続々誕生していま
す。用宗のソウルフー ド“しらす’'が食べられるお店や、造り
たてのクラフトビールを味わえる天然温泉、地元食材を
使ったジェラート屋さんなど、オススメできるスポットが
たくさんです。富士山や駿河湾を一望できる公園や海
辺を散歩しながら、休日はゆったりとした時間を
静岡市で過ごしてみませんか。

e shizu
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静岡鉄道株式会社
人事部人事課風間美月

自然と共に暮らせるところが、静岡の魅力だと思います。大学
時代、静岡から離れて暮らす中で、富土山を毎日眺められる
ことがどれほど贅沢か知りました。見るだけでなく、おいし
い湧き水や、その水で育ったお茶の葉、わさび、みかん、
いちごなど、たくさんの特産物があり、心も体も満たされ
ますo休みの日に日本平へ行くと、宮士山と茶畑、そして
清水の街並みが広がる景色にパワーをもらい、頑張ろ
うと思えます！
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株式会社清水銀行
総務管理部 採用担当 鈴木奈於

三1呆松原や清水港といった落ち羞＜綺麓な景観が好きです。1l!l
季を通じて様々な表情を見せてくれて、何度訪れても飽きるこ
とはありません。そんな落ち着く景観がありながらも、首都圏
へのアクセスもよく、都会と田舎と両方のいいとこどりがで
きるバランスのよい静岡県は「住んでいるみんなの人柄も
温かいな」と清水銀行で窓口業務を担当していた際にも
日々感じていました。ぜひ魅力いっぱいなこの街で一緒
に働きましょう！

鼠スルガ銀行 スルガ銀行株式会社
経営管理本部人事部長谷川克己

静岡県は東西に広がる各地域に特徴があり、名所も多いことか
ら「誰もが楽しめる」県だと思います。富士山に代表される自然
を楽しめたり、海 ・ 山の幸等の特産物を味わえたり、有数の温
泉地を観光できたりと、たくさんの魅力が詰まっています。ま
た、共通して言えることは「人の温かさ」です。穏やかで思い
やりがあり、つながりを大切にする温かい人々に囲まれ過
ごしていると、いつも見守られているような気持ちで前向
きに慟けます！

"関貪の．厨璽社．

T/Ji)C 
東海澱粉株式会社
総務部人事課松岡沙希

豊かな自然がすぐそばにある静岡県には、美味しい食べ
物が沢山あります砂毎のものから山のものまで食べつく
せません出また、過ごしやすい気候なのもとても魅力的
です。動物好きな私は、ゴリラに会える動物園がある
のもとても魅力だと感じています！実は、日本でゴリラ
にあえる動物國は6か所ほどしかありません…。そん
な魅力たっぷりの静岡県で一緒に働きませんか？

象浜松市 浜松市役所
市民部市民協働・地域政策課青山速太

大学進学を機に浜松を出て一人暮らしをする中で、浜松が恋
しくなりUターン就職しました。温暖な気候や交通の利便性
など、浜松の良いところを挙げればきりがないですが、私
が特にUターンして良かったなと感じる瞬間は、中山間地
域に広がる大自然で思いっきり遊んでいる時です。山
に登ったり、川で遊んだり、小鳥のさえずりや！l|のせ
せらぎなどの自然の音に耳を澄ませたリ・・'o休日は
山を満喫して心身ともにリフレッシュしています。

⑲Murakami 株式会社村上開明堂
人事グループ採用担当・瀧浪 0徊涵hYA12U CITY 

焼津市役所
総務部人事課濃村恒介

温暖な気候に恵まれ、海•山 ・ 川 ・ 湖などの自然や、美味しい
食べ物がたくさんあり、静岡環民は穏やかな人が多いです。
程よく田舎で程よく都会な静岡は通勤時の電車の混雑率も
低く、会社までマイカー通勤の方も多いです。移住希望地
ランキングでも、2年連続全国1位に選ばれました！住み
やすく暮らしやすい環境で、当社は経営理念「人の役に
立つ」を実現すべく、夢や目標に向かってチャレンジし
続ける人財をお待ちしております。

自然豊かで、潮風香るまち‘‘焼津’'は、おいしい食べ物がいっぱ
い！焼津港、小川港、大井川港の3つの漁港から、カツオやマグ
ロ、アジ、サバ、サクラエビなど様々な水産資源が水揚げされ
ます。また、冬季の降雪もまれな温暖な気候に加え、大井川
を水源とする豊かな水など自然条件を生かして、米のほ
かトマトや梨などの施設野菜露地野菜が栽培されて '，

字江、＇息羊でおいしい焼津の特産品を食べ 人

https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=250&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=1090&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=381&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=200&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=227&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=204&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=1695&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=1947&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=959&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=1176&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=1918&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=628&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=161&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=727&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=386&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=403&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=60&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=1756&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=619&nen=2024
https://ssl.at-s.com/shinsotsu/2024/gakusei/gak09100.aspx?kbn=910&kcd=2163&nen=2024



