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再就職

Q1 大分にUIJターンした理由は何ですか？
A1：実家のある地元大分で働きたいと考えていたことと、生
まれ育った大分に少しでも貢献したいという思いがあった
のでUターンを決めました。
Q2 就職活動の心得はありますか？
A2：体調管理に気を付けて、スケジュールを立て、万全の状
態で面接に臨めるようにすること。また、自分を信じて前向
きに頑張ることが大切と思います。
Ｕターン

from
福岡県

智恵さん（26歳）

福岡県よりUターンされ、
平成30年6月よりエネルギー関係の
企業で事務職の業務をされています。

会社紹介 株式会社

Oita

U

UI J

ダイプロ

ダイプロは大分県下一円のLPガスを約65年に渡り供給し、グループ
会社・代理店とネットワークを広げ、地域に密着でお客さまと共に歩ん
でまいりました。現在は、灯油や電力事業等、ホームエネルギー企業と
して一層の基盤強化に努めながら、
また、
リフォームや燃料電池等新エ
ネルギー商品、その他家電商品や日用品の販売を通じ、さらなるお客
さまの満足度向上に取り組んでいます。
今後はさらに
「満足・感動」
をご提供できる体制を整備し、社員一人ひ
とり が 暮 らし の パ ート
ナーとしてお客さまとの
“絆”をもっと深め、<地域
とともにお客さまととも
に歩むダイプロ>として、
より付 加 価 値 の 高 い
『ホームサービス企業』を
目指しています。

会社紹介

Q3 今の会社に入社した動機はなんですか？
A3：おおいた産業人財センターの方にご紹介頂いて興味を
持ったのがきっかけです。
Q4 働いてみて、
やりがいと感じる点はどんなことですか？
A4：生活の基盤となるエネルギーの供給に携わることで
人々の暮らしの安全を守ることにつながる点にやりがいを
感じます。
Q5 UIJターンして良かったと思うことは何ですか？
A5：Uターンをして生活の基盤を担う会社に勤められたこと
で日頃から考えていた生まれ育った大分に少しでも貢献し
たいという思いがかなえられたことです。
Q6 改めて大分の魅力を感じるものはありますか？
A6：自然が豊かで、
地元を愛している人がたくさんいるところ
や山と海両方の恵みを受けて、
ご飯が美味しいところです。
Q7 UIJターン希望者へのアドバイスをお願い致します。
A7：自分の興味のあることややりたいことにつながる企業
がきっとあるはず です。情 報収 集や自己分析をする内に
徐々に明確な道が見えてくると思います。皆さんが自分の希
望する職場で働けることを心から応援しています！
体に気を付けて頑張ってください！

UIJターン応援企業!!

大分デバイステクノロジー株式会社
〒870-1203 大分市大字野津原1660番地
TEL：097-588-1153 FAX：097-588-1156 URL https://www.odt.co.jp

やっぱり おおいた！
！
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再就職

Q1 大分にUIJターンした理由は何ですか？
A1：学生まで大分で過ごし、大阪のIT企業に入社して5年が
たったころ、結婚の話もあり、今後大阪と大分のどちらで生
涯を送るか考えた結果、大分への移住を決心しました。
Q2 就職活動の心得はありますか？
A2：おおいた産業人財センターや就職エージェントを利用
することです。業務が忙しく、転職活動自体が億劫でした
が、企業の紹介や、履歴書、スキルシートの作成まで手伝っ
ていただけたので、とても助かりました。
Ｕターン

from
大阪府

雅貴さん（27歳）

大阪府よりUターンされ、平成30年５月よりIT企業で
エンジニアの業務をされています。
会社紹介

オーガスアリーナ株式会社

オーガスアリーナは、2015年５月にスタートした新しい会社です。事業としての歴
史は古く1991年に地方公共団体のホール向けに開発した票券管理システム（コン
サートなどのチケット販売に必要な管理システム）が母体となっています。1995
年大阪の新歌舞伎座様への導入をきっかけに、民間企業への拡大が促進され、
2002年以降横浜DeNAベイスターズ様、福岡ソフトバンクホークス様、東京ドー
ム様、札幌ドーム様等、大規模イベントへの対応ができるソリューションへと進化
致しました。ライブエンターテイメント業界では、キョードー東京様、キョードー大
阪様、エイベックス・エンタテインメント様をはじめ数多くのお客様にご利用頂き、
全体のお客様数としては120社を超えるところまで成長致しました。この業界を
取り巻く情勢は大きく変わり、興行チケットの販売方法も多様化を極めておりま
す。興行主催者やチケットエージェント各社は様々な変化に対応し、さらなる拡大
を図るために「票券管理業務の効率化」が共通の大きな課題となっております。こ
の 課 題 を 解 決 する の が 我 々 の
ミッションです。数多くのお客様
との会話を通じ、業界全体が利用
できる「共通プラットフォーム」を
構築し、より良いサービスを拡充
させるべく全社一丸となって尽力
してまいります。

Q3 今の会社に入社した動機はなんですか？
A3：学生の時、同じ敷地内の学校に通っており、見知ってい
たことと、前職で携わっていた業務と近しい業務だったた
め、自分の経験が活かせると感じました。
Q4 働いてみて、やりがいと感じる点はどんなことですか？
A4：前職の経験を活かせたことや、未経験の業務を達成で
きたことです。
Q5 UIJターンして良かったと思うことは何ですか？
A5：会社の近くに住んでいることもありますが、通勤時間
が短縮できたことです。また、実家に帰省する回数も増えて
よかったです。
Q6 改めて大分の魅力を感じるものはありますか？
A6：自然を感じられる環境にいるため、リラックスできま
す。大阪に住んでいた時は、週末は山を見に出かけていまし
たが、現在は、住んでいる場所から高崎山を眺めることが
できるのでとてもうれしいです。
Q7 UIJターン希望者へのアドバイスをお願い致します。
A7：都市部に住んでいた時と比べると、趣味の買い物がで
きる店舗数が少ないのと品揃えが悪いなど不便な部分も
あったりして不満が出てくることが多々ありますので、仕事
や私生活で大きな目的意識をもって、UIJターンをしたほう
がいいと感じました。また、市町村毎の補助金制度があり
ますので事前に確認して活用された方がいいと思います。

▶テーマは大いなる感動

▶長く勤めていただくために

▶事業概要

下、品質最優先に行動し、社員と共に豊かな価値を創造

間の管理について徹底しています。この全社を挙げて

し、地域社会に貢献できる強くて愛される企業集団を

の取り組みが評価され、2017年に
「ユースエール企

創業当初より続けている半導体後工程

目指す』の経営理念のもと、半導体業界を中心に常に

業」
として認定されました。これは、若者の雇用を促進

製造の実績を基に、
「 ものづくり」で世

一歩先の品質力・技術力・コスト競争力の向上を目指し

するための国の施策で、ODTは大分県では初の認定
企業です。仕事とプライベートが両立できる職場です。

私たち大分デバイステクノロジーは、
『 顧客第一主義の

の中に貢献する技術企業へと発展成長

研鑽すると同時に、地元企業の先駆者としての責務を

を続け、半導体製造の全工程に関する

果たすべく、地域に根付いた企業活動を展開して参り

ソリューションサービスで半導体の可

ました。そこには大いなる感動があります！
！そんな私た

能性を広げるものづくりを追求します。

ちと一緒に、世界で使われる製品づくりをしましょう。

We make your days（私たちは皆さまの日々の生活を応援します）

当社では、長時間労働などから若者を守るため、労働時

UIJターン者を受け入れる市町村の取り組み紹介

中津市

NAKATSU

「まち」と「いなか」が同居する場 所 、なかつ。

中津市
福岡県
佐賀県
大分県

長崎県

中津市の概要

熊本県
宮崎県

大分県北西部に位置する中津市。
平成28年４月24日に全線開通した東九州自動車道で、
別府まで１時間弱、同じく福岡県北九州市まで１時間弱と大変便利。

鹿児島県

日田英彦山国定公園内、日本新三景「耶馬渓」の奇岩の織りなす絶景や、
畑一面のコスモス、ホタル飛び交う沢など、四季に応じて様々な表情を見せてくれます。

中津市の支援制度
中津市移住・
定住支援事業補助金

Uターン住宅改修補助金
を新設

４種類の補助金があります！

下毛地域の実家の改修費用の１/２を対象
として、上限50万円までの補助金を新設！

●空き家改修（費用の１/２対象、上限50万円）
●不動産仲介手数料（実費対象、上限5万円）
●ケーブルネットワーク加入
（費用の１/２、上限３万円）
●家財等処分（実費対象、上限10万円）

お問い合わせ

中津市

地域振興・広聴課

中津市公式キャラクター

くろかんくん

または

商工振興課

TEL：0979-22-1111

空き家紹介

E-mail：tiikishinko@city.nakatsu.lg.jp または syoukou@city.nakatsu.lg.jp
URL：空き家紹介▶http://iju.city-nakatsu.com/ 企業紹介▶http://kigyo.city-nakatsu.com/
企業紹介

UIJターン者を受け入れる市町村の取り組み紹介

日田市

HITA

あなたのひた暮らし応 援します。
美しい山々に囲まれた、水のふるさと日田市。
日田市は、北部九州のほぼ中央、大分県の西部に位置し、
福岡県と熊本県に隣接し、周囲を阿蘇・くじゅう山系や
英彦山系の美しい山々に囲まれた地域です。
福岡市までは車で約１時間。
ショッピングやレジャーも楽しめます。
田舎の良さと便利さを兼ね備えたちょうどいいまちです。
豊かな自然の中で、のんびりと子育てしてみませんか？

移住奨励金

空き家バンク

日田市をもっと元気にするために、日田
市に定住する意志を持って、市外から転
入した世帯に奨励金を交付します。

空き家バンクに登録された空き家に関す
る物件情報を、日田市への移住・定住を
希望される方にご紹介
します。

●若者（39歳以下）のいる世帯
５万円（ひと世帯上限：10万円）
●Ｕターン者のいる世帯
２万円（ひと世帯上限：５万円）

登録物件一覧は
こちらから

移住者ひた暮らし
支援事業
空き家バンク登録物件を活用する移住者
で、条件を満たす場合、購入・改修費用、引
越し費用等の一部を補助します。
●購 入…最大 100万円
●改 修…最大 50万円
●引越し…最大 20万円 ほか

結婚新生活応援事業

子育て情報ナビ

病児・病後児保育

新規に婚姻した世帯で、
夫婦の所得が340
万円以下などの条件を満たす場合、
結婚に
伴う新生活にかかる費用（新
居の住居費、引越し費用）を
最大30万円補助します。

複雑な予防接種のスケジュールの組み立
てを、お子さんの生年月日に合わせて自
動で行い、メールでお知らせします。

病気または病気回復期に、保護者が家庭
で保育ができない場合に利用できる保育
室を設置しています。

子ども医療費助成

子育てほっとクーポン

確かな学力育成支援

中学生までの医療費を全額助成します。

３歳 未 満のお子さんが いる家 庭を対 象
に、一時預かりなどの各種子育てサービス
に使用できるクーポンを交付しています。

副読本やドリルなど補助教材の購入補助
のほか、小学校４～６年生の漢字検定、中
学校１～２年生の英語検定受検料の補助
を行っています。

給食の地産地消

保育料の軽減

小・中学校の給食に
地元産食材を積極的に
使用しています。

認定こども園、保育園をきょうだいで利
用する場合、２人目は半額、３人目以降は
無料です。また、戸籍上の第２子以降３歳
未満も無料です。

子どもインフルエンザ
予防接種助成 （期間：10月～１月）

利用者支援事業

チャイルドプラザ

認定こども園・保育園の利用や、様々な子
育て支援事業を円滑に利用できるよう、
利用者支援専門員が情報の提供や相談、
助言を行います。

小さなお子さんを連れて気軽に集い、交
流できる場所です。ほっと一息つける短
時間託児サービスも実施しています。

お問い合わせ

日田市役所 ひた暮らし推進室

TEL：0973-22-8383

予防接種にかかる費用の一部
（1,000円/回、１年に２回まで）を助成します。

日田市役所
プロモーション
サイト

日田市役所
公式Facebook

日田市役所
公式YouTube

FAX：0973-22-8324

移住に役立つ支援メニューは、ほかにもたくさん。
切れ目のない子育て支援のほか、就業・起業・就農に関する支援制度も充実。詳しくは、お問い合わせください。

UIJターン者を受け入れる市町村の取り組み紹介

佐伯市

面積：903.1㎢
人口・世帯数（平成30年５月） 総人口：72,301人
世帯数：33,407世帯（男：33,607人 女：38,694人）

移住・定住支援
空き家バンク事業

新規建設補助

移住希望者に対し、市内の空き家を有効
利用し、定住促進による地域の活性化を
図るため空き家情報を提供します。

移住予定者に対して、新規の住宅建設費
用を補助（上限120万円）

住宅購入・改修補助

https://saiki-iju.com/house/

仲介手数料補助
移住予定者または所有者等
に対して、不動産の賃貸借ま
たは売買契約に要する仲介
手数料を補助（上限５万円）

SAIKI

引越し補助

移住予定者に対して、住居移
転に必要な引越し費用を補
助（上限20万円）

移住予定者に対して、住宅購入費用を補助
（上限110万円※）
移住予定者または所有者等に対して、空き家
バンクに登録された住宅に居住するために
必要な改修費用を補助（上限100万円※）
※購入と改修を同時に行う場合は、合わせて110万円が上限

家財処分補助

移住予定者または所有者等
に対して、空き家バンクに登
録された住宅およびその敷
地内に散在する家財等の撤
去・処分費用を補助（上限10
万円）

お試し滞在
補助事業
移住を目的に佐伯市へ訪れ、
移住活動をした45歳未満の方
に対して、宿泊費と交通費の
一部を補助
（上限２万８千円）

子育て支援
さいきっ子
医療費助成事業

病児・病後児
保育事業

佐伯市
子宝支援事業

中学校３年生までの入院・通院にかかる
医療費（健康保険適用分）を全額助成。医
療機関の窓口で受給者証を提示するだけ
で、個人負担はありません。
※大分県外及び一部医療機関については、後日償還

子どもが病気の際、仕事などの都合によ
り、家で看病等が出来ない場合に施設で
一時的に保育します。

１年以上前から佐伯市民である夫婦に、
健康保険適用外の人工授精治療費用（入
院 費 食事代を除く）を全 額 助成。通算６
回まで。

お問い合わせ

佐伯市役所 地域振興部 地域振興課 移住・定住推進係 TEL：0972-22-3033 FAX：0972-22-3124
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町１番１号
E-mail：saiki-eiju@city.saiki.lg.jp URL：https://saiki-iju.com/

UIJターン者を受け入れる市町村の取り組み紹介

なまち？
ってどん
見」

「津久

津久見市 TSUKUMI

山あり海あり島もあり！
アクセス良好なまちです！
セメントとみかんと野球のまち津久見市は、
大分県南部に位置しており、
平均気温約16度と年間を通じて温暖な気候です。
中心部にある日豊本線津久見駅から大分駅までは約１時間、
東九州自動車道津久見ＩＣから大分ＩＣまでは約30分と
通勤圏でもあり、住み良いコンパクトなまちです。
柑橘類を中心とした農業や豊かな海に恵まれた漁業、
石灰石による鉱業等で発展してきました。

移住・定住支援
移住者居住支援事業
補助金

新婚世帯・子育て世帯
家賃等補助金

津久見市へ転入される前に事前申請を行い、
これから転入される方、かつ申請時において
65歳未満の方に最大145万円の補助金を交
付します。

市内の賃貸住宅に転入又は転居した新婚世
帯、子育て世帯に対し、家賃補助、仲介手数料
補助、引越補助、移住奨励金を交付します。

補助金の種類

補助率

移住定住ポータルサイト
『つくみ de Life』
移住、定住、UIJターンを検討される方向けの
公式サイトです。移住定住に関する補助金や
空き家情報バンクなど住むために必要とな
る様々な情報を発信しています。

限度額

① 仲介手数料補助

10/10

５万円/物件

② 家財処分補助

10/10

10万円/物件

③ 新規建設・住宅購入補助 10/10 100万円/物件
④ 改修補助

２/３

⑤ 引越補助

２/３

20万円/世帯

-

10万円/世帯

⑥ 移住奨励金

100万円/物件

『つくみ de Life』QRコード

子育てに関する情報

Webサイト

子育て支援サービス

子育てしやすい環境

●一時預かり保育
●児童クラブ
●地域子育て支援など

●保育所２か所
●認定こども園４か所
●幼稚園１か所

お問い合わせ

津久見市役所

商工観光・定住推進課

TEL：0972-82-2655

Facebook

津久見市
は
待機児童
ゼロです
！

2018年度 就活関係イベント情報

UIJターン・新規大卒者等合同企業面接会
日

時／ 2018年12月29日
（土）11：00～15：00（10：30受付開始）

場

所／レンブラントホテル大分２階二豊の間（大分市田室町９-20）

企

業／50社程度

対

象／UIJターン希望者、2019年３月大学等卒業予定者、学卒後３年以内求職者

合同企業説明会 in おおいた
日
場
対
企

時／ 2019年３月上旬
所／大分市内

象／2020年３月大学等卒業予定者

業／160社（午前40社・午後40社の２日間）

★各イベントに参加される際には、事前に「おおいたde就職するねっと」への求職者登録をお願いいたします。
開催日当日の登録も可能ですが、スムーズな進行を行う為に事前登録を推奨します。

「おおいたde就職するねっと」
（通称Ｄネット）
のご案内
「おおいたde就職するねっと」は、公益財団法人大分県総合雇用推進協会が運営する求人・求職情報提供サイトです。
サイトのご登録・ご利用は全て無料で安心してご活用いただけます。

企業情報・求人情報は大分県内の勤務場所を提供できる企業に限定されていますので、

UIJターン就職をご希望の皆様は是非積極的にご活用ください。本サイト利用による企業へのアプローチも可能です。
お問い合わせ先

公益財団法人

大分 県 総 合 雇 用 推 進 協 会

URL：http://koyosuishin-oita.jp

大分市中央町４-２-16 サンリラ中央３階 TEL：097-532-8486
URL（Dネット）
：http://www.sorin-oita.or.jp

2018年10月～2019年３月の間、東京・大阪・福岡の各都市において、

大分県主催の「おおいた暮らし塾」等の移住・定住イベントが開催されます。
皆様のご来場をお待ちいたしております。
お問い合わせ先

おおいた産業人財センター

大分市中央町３-６-11 TEL：097-533-2631
URL：http://www.enisie-oita.net E-mail：info@enisie-oita.net
※おおいた産業人財センターは大分県の委託により公益財団法人大分県総合雇用推進協会が運営する公的機関です。

制作／小野高速印刷株式会社

開催日時・場所等の詳細については、
「おおいた産業人財センター」HPでの確認もしくは下記までお問い合わせ下さい。

FAX：097-576-8306

2018年度 移住・定住関係イベントのご案内（県外開催）

発行／大分県（おおいた産業人財センター） 〒870-0035 大分市中央町３-６-11（ガレリア竹町内） TEL：097-533-2631
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