玉名地域振興局通信
平成３０年度（２０１８年度）第２号

地元暮らしのいいところ
今回は、地元の荒⽟地域で就職して暮らす場合の良さについて、皆さんがイメージしやすいよう
にライフステージ別にご紹介します。
STAGE1 地元で働く
◎気軽に家族や友人に会える︕
就職すると、仕事、人間関係などの悩みでストレスを感じることもあると思います。
そんな時、誰かに悩みを打ち明けることができれば、悩みの種が小さくなったり心が軽くなることもあります。
今は、どこに住んでいてもスマホ等で気軽に家族や友人に相談できますが、地元で暮らすと実際に会って相談することが
でき、更に一緒に出掛けることでストレスを発散することもできますね。

◎経済的負担が少ない︕
熊本の給与水準は他県と比較すると決して高いとは言えません。ただ、東京や大阪のような都会に比べ、熊本での生活
は食糧費や光熱水費が安いため、経済的な負担が少ないと言えます。
また、実家が近ければ、たまにはご飯を食べに行ったりできるので食費が浮くかもしれません。

◎通勤時間が短い︕
通勤は毎日のことなので楽な方がいいですよね。テレビで東京等の通勤時の満員電車の様子を見たことがあると思いま
すが、大変そうです。また、通勤時間は、熊本は６３分、東京は９４分（熊本の１．５倍）かかるというデータがあります。
荒玉地域の場合は、車で考えると、２つの市役所の間を３０分程度で移動できますし、地域内の通勤時間は長くて４０分
程度となります。
通勤時間が短いと、朝の時間に余裕ができたり、仕事終了後に充実した時間を過ごす

１日当たりの通勤・通学時間
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STAGE２ 結婚
◎素敵な出会いがあなたを待っている︖
結婚したいんだけど出会いがない。。。といった時、荒玉地域では、行政が運営している荒尾・玉名地域結婚サポートセ
ンター（有明広域行政事務組合運営）が出会いを支援してくれます。
登録料・成功報酬などは必要なく、無料でサポートしてくれます。(イベントのみ実費負担)
イベントだけでなく、専門家によるアドバイスを始め、様々な情報提供を受けることができます。
ただし、入会できるのは２０歳以上ですので、登録するのはしばらく待ってください。
気になる人は「ＫＯＩＢＡＮＡ」で検索してみてくださいね。

◎結婚したらお⾦がもらえる︕
住んでいる市や町によっては、結婚した時にお祝い金をもらえる場合があります。
そろそろ結婚という時には、お住まいの市や町に問い合わせてみてください。

STAGE３ 出産、子育て
◎出産や子育ても安⼼︕
出産や子育ては大変で色々な悩みが出てくるものです。
本やインターネットには様々な情報が溢れていますが、自分には当てはまらないこともあるようです。
そんな時にとても頼りになるのが、あなたを育ててくれた家族の存在です。
近くで生活していれば、いろんな場面でサポートをしてもらえるでしょう。働きながら子育てをする場合に保育園の送迎な
ど協力してもらうことができれば本当に助かりますね。

◎学校時代の友達がママ友・パパ友に︕
学生時代の友達の中には、同じ時期に結婚や出産する人もいると思います。
もし、そのような友達がいたら、今度はママ友・パパ友として悩みを相談し合ったりすることができますね。
また、それまで知らなかったいろんな情報を得ることができたりというメリットもあります。

◎⾏政の子育て支援・環境が充実︕
あなたが住む市や町には、出産祝金、子供の医療費、予防接種費用、幼稚園の保育料や学校の給食費の補助など、い
ろんな形で子育てをサポートしてくれる制度があります。中には申請が必要なものもありますので、賢く利用して楽しく子育
てできるといいですね。

STAGE４ 住居・マイホーム
◎なんといっても家賃が安い︕
仕事の都合や結婚、出産など、人生のなかでは何度か引っ越しを考えることがあると思いますが、家賃がどれくらいかか
るか気になる問題ですね。
熊本の家賃は、全国的にみても安い方で東京と比べると半額程度です。また、借家１件当たりの面積も都会と比べると広
いという結果が出ています。

◎土地代が安い︕
賃貸ではなくマイホームを考える人にとっては、土地と建物の費用を考えなければいけません。
玉名市の住宅地の地価は、東京都の１９分の１以下なんです。

◎自治体からの支援も︕
新築や住宅を購入した場合に、市や町から補助金が出たり、税金が一部免除されることもありますよ。
借家１件当たりの延べ面積

一ヶ月当たり家賃・間代
H25土地住宅統計調査 総務省統計局
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都会暮らしには都会ならではの良さがありますが、今回は、地元暮らしのいいところを取り上げました。
高校生の皆さんにとっては、なかなかイメージできないかもしれませんが、地元暮らしのいいところを知る機会になれば幸
いです。

玉名地域振興局ＨＰのＱＲコードです。
バックナンバーもあるので、こちらも見てください！

２０１８年秋 岐阜県土岐市妻木町に工場進出
ONE-STOP MAKER
&
INTEGRATED ENGINEERING
ONE STOP MAKER 自動車などに使われるプラスチックや
マグネシウム合金の部品を1つの会社で完成させること
ができるメーカーです。
INTEGRATED ENGINEERING 形や材料特性を理解して、も
のづくりの提案ができる総合的な技術があります。

｢ものづくり｣が大好き

世界初の表面処理技術

「ものづくり」に必要なものは「絆（きずな）」です。
私達は技術だけで｢ものづくり｣が出来ると考えていません。
必要なのは社員同士の｢絆｣ 社員が力を合わせて知恵を出し
合い愛情を込めて商品をつくる。それを世界中のお客様に届
けたい。そんな想いを胸に、実用金属で最も軽いマグネシウ
ム合金の成形工場を岐阜県土岐市に展開します。
これから益々、マグネシウム合金が注目されていきます。
平成２９年度
熊本県ブライト企業の
認定を受けました。

ＮＥＸＵＳ

ＮＥＸＵＳは絆(きずな)を意味します

本社全景

ポストカード貼付機
国内シェアNo.１

世界初の表面処理技術 や
国内シェアＮｏ.１商品を
持っている会社です

ⓒ2010熊本県くまモン

ネクサス株式会社

【はたらき方】
●働く時間
●働く日数
●長期休暇
●イベント

マグネシウム合金素材の
美しさを残します

〒８６１-０８２１
熊本県玉名郡南関町下坂下１６８３-４
TEL 0968(53)8181 FAX 0968(53)8677
URL http://www.nexus-grp.co.jp

【会社概要】
●資本金：９１７０万円 ●創業：１９６４年７月 ●年商：２4億円
●代表者：平澤純一 ●従業員：２03名（男性１55名、女性48名）
【会社の仕事】
プラスチックやマグネシウム合金(最軽量金属)で車などの部品をつくる会社です
●プラスチックおよびマグネシウム合金製 射出成型部品の設計･製作
●プラスチックおよびマグネシウム合金用 射出成型金型の設計･製作
●自動化ロボットシステムの設計･製作(システムインテグレーター)

08:00～16:45
週５日（年間249日）
年末年始､GW､お盆
社員と家族でＢＢＱ

【研究開発してる商品(代表例)】
●鏡面塗装用塗料と塗装技術の開発
●マグネシウム合金の表面処理技術

●ポストカード貼付機(国内シェアNo.１)
年賀状などに利用する写真と葉書を貼り合せる機械

【お仕事】

●営
業（新規開拓）●管
理（経理･労務）
【新人社員の一日（金型工場）】
07:40 出社､制服に着替､工場周辺掃除 ●研究開発（技術開発）●設計技術（金型・機器設計）
●品質管理（品質保証）●生産管理（生産計画、調達）
07:55 ラジオ体操(第一)､朝礼
●製
造（金型製作、機械加工、射出成形、塗装、機器製造）
08:00 ミーティング、加工段取り
08:15 機械加工、仕上げ
BBQ パーティ
12:00 昼食(お母さんの手作りお弁当)
社長の平澤です。
12:45 新しい業務を先輩に教えてもらう
未来の材料
15:45 KAIZENプロジェクト(毎水曜)
｢マグネシウム合金」
に興味ありませんか？
16:45 休憩時間
17:00 先輩の手伝いで少し残業
18:00 機械と周辺の清掃、着替えて帰宅
【ネクサスの良いところ】
・職種が多く、自分に合った仕事に挑戦できる
・現場研修など色々な仕事が経験できる
・親しみやすい職場

KAIZENプロジェクト現場風景

ロボットも活躍中

KAIZENプロジェクト勉強会

NEXUS 製の部品が使われている自動車（見えない部分に多く使われています。写真が少なくてごめんなさい m(_ _)m ）
NISSAN X-TRAIL

パワーウィンドウの部品

LEXUS LC

トランクルームの部品

Pagani Huayra

Volkswagen Passat

株式会社マルエイ
マルエイは、玉名市に本社を置き、玉名市に５店舗、熊本県北に４
店舗、熊本県南に２店舗、熊本市に５店舗、福岡県大牟田市に２店舗
の１８店舗を展開し、５００名を超える従業員（パート含む）で、毎日地
域のお客様に安心で安全な食料品を提供している食料品を中心に展
開するスーパーマーケットです。お客様のことを第一に考え品質にこ
だわりお客様に喜んでお買い物をして頂くために、どうしたら良いか、
何をしたら良いか等、お客様のお声を聞き少しでもお客様の期待に応
えることが出来るように全従業員で毎日頑張っています。
また、社員からパートさんまで自由に意見が言える風通しの良い会
社でお客様はもちろん従業員も大切にする、（人）を大切にする会社
です。

【企業情報】
所在地：玉名市松木11‑3
ＴＥＬ：0968‑71‑0072
設 立：昭和52年4月
資本金：1,000万円
従業員：525人（男228人、女297人）
代表者：代表取締役社長 島本和幸
ＨＰ：http:s//www.maruei‑net.com/

レジ業務

店舗外観

若手社員からのひとこと！！

接客

＠
〔採用実績〕
・専修大学玉名高校
・玉名女子高校
・北稜高校
・南関高校

マルエイに入社して３年目を迎えます。入社した時は、右も左も社会人として
マルエイの社員として全くの新人で不安だらけだったのですが、先輩たちに優し
くまた時には厳しく指導していただき現在に至っています。
会社ではレジを担当していることもあり、いつの間にか顔見知りのお客様も出
来、お客さまから「よく頑張ってるね、いつも元気だね」とかの嬉しい言葉もいた
だくようになり、もっと頑張ろう！という気持ちになります。
これからも先輩たちにいろいろと教えてもらいながら、追いつき、追い越せの
気持ちで何事にも取り組んでいきたいと思います。
マルエイで実践している（すべてはお客様の笑顔のために）を心がけ、お客様
との触れ合いを大切に充実した楽しい日々を送り頑張っていきます。

〔どんな仕事に携わるの？〕
生鮮部門やフロア部門またはレジで働いてもらいます。
〔通勤方法は？〕
職員の大半は自家用車通勤をしています。（駐車場完備してます。）
〔福利厚生は？〕
社会保険、雇用保険、労災保険、社員買い物制度、社員誕生日プレゼント 等

マルエイ主催の
ビーチボールバ
レー大会を開催し
ています！

