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リニューアルで企業情報が充実した「ぬま
ジョブ」＝沼津市

沼津市、就職支援サイト一新　相次ぐイベント中止で
（2020/3/5 18:30）

　沼津市はこのほど、市の就職支援サイト「ぬまジョブ」をリニュー

アルした。新型コロナウイルスの感染拡大防止で就活イベントの

中止が相次ぐ中、市商工振興課の担当者は「事業者の情報発信

や求職者の情報収集に役立ててほしい」と利用を呼び掛ける。

　最新の求人情報が写真付きでトップページに掲載されるようデ

ザインを一新した。機能を追加し、インターンシップや企業見学の

開催、ＵＩＪターン支援に取り組む企業などを確認できる。ぬまジョ

ブに登録する３６７事業所（１月末現在）について、業種や求人募集

中などの条件別に検索し、地図上に表示することもできる。企業訪

問日記も掲載。地元大学生らが企業の強みや求める人物像などを社員に“取材”した。市が実施する奨学

金返済補助や、本年度開設したキャリアデザイン相談センターに関する情報も紹介している。

　市の担当者は「合同説明会が開けないため、企業は個々に情報発信するしかない。コストは掛からない

のでうまく活用してもらい、求職者とのマッチングにつながれば」と話した。サイトでは新型コロナウイルス

の影響を受けている企業向けの救済制度の情報も掲載している。

この記事の関連ニュース by静岡新聞
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防災・減災しずおか

南海トラフ巨大地震に備えて静岡新聞が力を
注いでいる地震防災関連のニュースや話題の
コーナーです。

こち女（こちら女性編集室）

女性記者でつくるチームが企画、取材、執筆、編
集を担当。暮らしや子育て、女性の仕事などにま
つわる話題満載です。

世界遺産 富士山

静岡新聞社・静岡放送は長く富士山の世界遺
産登録運動を応援してきました。富士山関連ニ
ュースはこの特集をチェック！

伊豆・東部　自転車出会い旅

静岡県東部・伊豆地域。富士山を望む風光明
媚なコースや四季折々の表情が多くのサイクリ
ストを引きつけます。

今行くべき人気ラーメン店をチェック

老舗から新鋭まで県内のラーメン店を一挙紹
介！醤油・塩・とんこつ・味噌・鶏白湯・まぜそば
などジャンル別にチェック

手みやげに静岡・至福のスイーツを

全国にファンを持つ有名チーズケーキからシン
プルながら鉄板の美味しさのロールケーキ、シュ
ークリームなどの厳選スイーツ

年間アクセスランキング発表！

2019年の一年間、アクセスの多かったお店をエ
リア・ジャンル別に発表！ 読者の関心が最も高
かったお店とは！？

おいしい蕎麦屋めぐり

徳川家康公とも深い関わりがある静岡蕎麦。職
人が情熱を注いだ香り豊かな手打ちそばが味
わえるおすすめ店をご案内！

わんことおでかけグルメ

テラス席だけではなく、わんこ同伴で店内に入
れるお店やドッグラン併設、大型犬OKなどでお
店が探せます

子連れで行けるカフェレストラン

年度末となる2月・3月。謝恩会や入学卒園の祝
いの席など子連れランチできるお店をチェック！

いちご狩り特集

いちご狩りのシーズンがスタート！摘んだばかり
の、甘くてジューシーな静岡のいちごを堪能しよ
う！

桜開花情報をチェック｜お花見特集

河津桜・早咲き桜の開花、見頃、まつり情報のほ
かSNS映えするスポットや、ライトアップなど多彩
な情報をご案内！＜随時更新中＞

春爛漫！春のおでかけイベント情報♪

2020年の春から初夏にかけてのイベントをご
紹介！お祭りやグルメイベントのほか、ファミリー
向け、アート展などの情報はここでチェック！

神社・お寺めぐり

神社とお寺、パワースポットをめぐって、運気アッ
プ！開運厄除、合格祈願、縁結び、金運アップな
どご利益別にご案内します。

厳選！美術館・博物館特集

県内の魅力たっぷりの美術館・博物館を紹介！
ファミリーで、カップルで、大人の一人旅で、アー
ト巡りはいかが。

日帰り温泉スポット

子連れで行ける施設や露天風呂あり、源泉掛け
流しなど県内の日帰り温泉施設を集めました。
自慢の温泉で至極のひと時を！

おすすめ特集・連載

おいしいものを食べたい！「グルメ特集」

週末どうする？「イベント特集」
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静岡新聞社・静岡放送および@S［アットエス］に関するお問い合わせはこちらから。
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