玉名地域振興局通信

第２号

知ってました？地元暮らしのいいところ特集
前回は、地元と都会の暮らしを物価や通勤などの面から比較してみました。今回は、実際に地元の荒玉地域で就職
して暮らしてみるとどんな良さがあるのか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たいと思
います。市や町からのお得な⽀援制度もあります︕

STAGE1 地元で働く
◎友達や家族に悩みを相談しやすい
就職すると、仕事や人間関係で悩むこともきっと多いと思います。そんなとき、直接会って相談できる友人や
家族が近くにいると心強いです。じっくり話すこともできますし、ストレス発散に友人とドライブやカラオケに
⾏くのもいいですね。
◎経済的負担が少ない
前回号でも紹介しましたが、一般的に地元での生活は都会の生活と比べて経済的な負担が少ないと言えます。
次で説明する家賃だけでも大きな差がありますし、実家が近ければご飯を御馳走になったりして食費も浮くかも
しれません。

STAGE２ 結婚
◎「荒尾・⽟名地域結婚サポートセンター」が出会いをアシスト︕︖
仕事は順調だけれども、出会いがない・・・そんな時には、なんと︕荒⽟地域では⾏政（有明広域⾏政事務組
合）がパートナーとの出会いを⽀援してくれるんです︕
クルーズや２０代限定のパブリックビューイングなど、様々なイベントがあります︕
気になったら「KOIBANA」で検索︕
◎お祝い⾦がもらえるかも︕
新婚さんには町からお祝い⾦が出るところもあるんです︕

STAGE３ 新居探し
◎なんといっても家賃が安い
下の左の表は家賃の⽐較ですが、毎⽉払う家賃がこれだけ違うと、単純に計算すると東京と熊本では年間４４
万円も差がつきます。また、どうせ借りるなら広いところがいいですよね。右の表を⾒てみると東京と熊本では
５畳以上の差があります。安くて広いところに住めるにこしたことはないですよね。
※１畳≒1.65㎡
1ヶ月当たり家賃・間代（円）
H25土地住宅統計調査 総務省統計局

77,174

40,486

熊本

50,929

愛知

53,603

大阪

賃貸１件当たりの延べ面積（㎡）
H25土地住宅統計調査 総務省統計局

51.82

東京

熊本

46.94

46.14

愛知

大阪

43.11
東京

STAGE４ 子育て
◎⼦育ては分からないことだらけ︕そんなとき家族から⼦育てへのサポートが受けられる︕
初めての子育てはわからないことだらけ。そんなとき子育てのベテランの親御さんのサポートは大助かりです。
また、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えれば本当に助かります。
◎近くに住む友人と子育ての情報共有ができる
でもやっぱり、年が近いから話せることってありますよね。⾊々⼦育ての情報交換をしたりお互いに助け合うこ
とができて気持ちもちょっぴりラクになります。
◎⼦育て⽀援・環境の充実︕
出産したらお祝い⾦がもらえたり、給⾷費無料や⼀部補助、保育料や予防接種に助成⾦が出る市町もありま
す︕また、荒⽟地域の市町では、０歳から中３もしくは⾼３まで医療費の⼀部または全額助成があり、⼿厚いん
です︕

STAGE５ マイホーム
◎土地代が安い
マイホームを建てるにあたって、まずは⼟地が必要ですね。東京都と⽟名市の宅地の地価を⽐較すると１９分
の１以下なんです︕驚きですね︕（実家の⼟地ならタダ︕︖）
住宅地地価（㎡/円）
H29都道府県地価調査 （一財）土地情報センター

342,600

17,300

100,100

熊本（玉名市）

愛知

148,300

大阪

東京

◎⾃治体からの⽀援が⼿厚い︕
新築住宅や住宅を購⼊した場合補助⾦が出たり、税⾦が⼀部免除される市町もあります︕

いかがだったでしょうか。もちろん、都会暮らしには都会ならではの良さがありますが、地元暮らしにもこん
なにいいところがあるなんて知らなかった（汗）という方も多かったのではないでしょうか。
ちなみに今回ご紹介した荒⽟地域の市町の⽀援はそれぞれの市町で異なり、それぞれ特⾊ある取組みを⾏って
いますので、皆さんもぜひ調べてみてください︕

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！

あらたま！企業だより vol．３

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。
必要なのは学科や性別に関係なく、社員同士の｢絆｣で力を合
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、前を向き積
極的に考え行動する気持ちが一番大切だと考えます。
そして今｢絆｣を大切にして社員全員で現場改善のプロジェク
トを進めています。
平成２９年度
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

ポストカード貼付機
国内シェアNo.１

ここに世界初の表面処理技術や
国内シェアＮｏ.１商品を
持っている会社があります
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ネクサス株式会社
本社全景

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：２６億円
●代表者：平澤純一 ●従業員：２１４名（男性１６０名、女性５４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)

【はたらき方】
●働く時間
●働く日数
●長期休暇
●イベント

【研究開発してる商品(代表例)】
08:00〜16:45
●鏡面塗装用塗料と塗装技術の開発 ●ポストカード貼付機(国内シェアNo.１)
週５日（年間249日） ●マグネシウム合金の表面処理技術 年賀状などに利用する写真と葉書を貼り合せる機械
年末年始､GW､お盆
【お仕事】
社員と家族でＢＢＱ
読み込んで
●営
業（新規開拓）●管
理（経理･労務）
【新人社員の一日（金型工場）】
●研究開発（技術開発）●設計技術（金型・機器設計） みてください
07:40 出社､制服に着替､工場周辺掃除 ●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
【採用実績】玉名工業高校、専修大学玉名高校、北稜高校 ほか
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。面
12:45 新しい業務を先輩に教えてもらう
白い仕事が色々あり
15:45 KAIZENプロジェクト(毎水曜)
ます。
16:45 休憩時間
会社見学大歓迎！
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

あらたま！企業だより vol.４

株式会社 吉村建設

吉村建設は
ブライト企業です

読み込んで
みてください
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作り上げたのは『安心』
誇れるのは『実績』
子供達の未来の為に
【企 業 情 報】
所在地：荒尾市府本３９９
ＴＥＬ：０９６８−６８−６６５４
設立：１９７８年
資本金：２，０００万円
従業員：３５名
売上高：８億円（Ｈ２９．８）
代表者：吉村智美
経営理念：社員の成長と幸せを通して社会に貢献する
ＨＰアドレス：https://y‑k.site/

会長 吉村厚司

吉村建設は荒尾市に拠点を置く総合建設会社です。
主とする舗装・土木工事の他、建築工事や土地造成、解体など様々
な建設事業や公共土木事業を通じて、より暮らしやすい生活環境づく
り豊かな社会づくりに励んでまいりました。
弊社は、小型から大型までの重機やダンプ、パトロールカーなどを
計５０台以上保有するほか、宅地建物取引士など、様々な資格保有
者が在籍しています。
また、地域貢献としてロード・クリーン・ボランティアを行っています。
加えて、耕作放棄地で農業に取り組むなど、エコロジカルな独自視点
での活動も行っています！

私たち建設会社は、地域の皆様の生活
環境が少しでも良くなるよう頑張っており
ます。
社員と家族が幸せを感じ、誇りを持って
働ける会社を私たちと一緒に作っていき
ませんか！

山田悠司くん
(平成29年4月入社)
問1.職場の雰囲気はいかがですか？
『まだわからないことばかですが、先輩方がいろいろ教えて
くれたり、社内で勉強会が開かれたりするので、とても助かっ
ています。』
問2.仕事に満足していますか？
『正直、仕事は夏は汗びっしょり、冬は凍えてしまうこともあ
りますが、完成した道路などを見るとうれしいですし、自分が
関わった現場が、地域の方に喜んでもらえると、とてもやりが
いを感じます。』
問3.休日は何をして過ごしていますか？
『生まれたばかりの子供がいるのですが、子供と遊んだり、
家族と過ごしたりしています。子供の笑顔を見ると頑張ろうと
思えますね。』
問4.荒尾・玉名地域の高校生に一言！
『僕も玉名出身ですが、地元に貢献できる仕事ができて、と
てもやりがいを感じています。地元にも素晴らしい会社はあり
ます。生まれ育った町に恩返しができるよう、一緒にがんばり
ましょう！！』

あなたのまちの吉村建設
初めて聞いた方もいるかもしれない 吉村建設 。
実は、色々なところでお会いしています！
○荒尾海岸線道路改良工事
平成２９年６月に開通した本道路。有明沿岸道路にも
通じ、福岡、佐賀、長崎などと繋がっています。

施行前

施行後

○ロード・クリーン・ボランティア
地域貢献活動として、ごみ拾いや歩道の除草、花壇
での植栽などを行っています！

花壇栽培
歩道の除草、ごみ拾い
ｅｔｃ・・・

