
日2016.12.18 11:00-17:00
東京交通会館12階 カトレアサロン
（東京都千代田区有楽町2-10-1）
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会 

場 アクセス／ＪＲ山手線・京浜東北線：有楽町駅（京橋口・中央口（銀座側）） 徒歩１分
　　　　   有楽町線：有楽町駅〔Ｄ８〕 徒歩１分
   　　　　有楽町線：銀座一丁目駅〔２〕 徒歩１分
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全市町村が
参加

16社合同の
就職面接会を
同時開催

富山で働く！

な
ん
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談

暮らす働く
富山まるごと
相談会

とやま移住・転職フェア

［お問い合わせ］ 富山県観光・地域振興局地方創生推進室地域振興課
TEL.076-444-4496　〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
主催：「くらしたい国、富山」推進本部／共催：NPOふるさと回帰支援センター
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富山で暮らす、働くをわかりやすくご紹介!!
今すぐ転職したい方、地方への移住になんとなく興味がある方など、
どなたでもお気軽にお越しください。

先輩移住者
コーナー

社員の方との

　　　   座談会

しごとカフェ
●11：30～12：30（受付 11：00～） 第1グループ
●13：00～14：00（受付 12：40～） 第2グループ
●14：20～15：20（受付 14：00～） 第3グループ
●15：40～16：40（受付 15：20～） 第4グループ

予約制
webからご予約ください

セミナー 1回約40分5回実施 
県や市町村の職員、地域おこし協力隊、先輩移住者が、それぞれの立場から、富
山の魅力や子育て環境、実際の暮らしぶりなどを紹介

市町村コーナー

・地域の魅力、特徴の紹介
  自然環境、交通機関、生活・教育関連施設、特産品など
・移住者応援施策の紹介
  家賃・住宅リフォーム助成、移住奨励金、医療費助成など

テーマ別
サポートコーナー
就農相談・農業体験の案内、起業を応援
する制度の紹介、ひとり親家庭支援企業
の紹介、介護人材募集案内、富山県職員
採用案内など

仕事紹介コーナー
就職面接・仕事紹介
企業の人事担当者による企業説明や就職面接

富山県内の
　　 16社が参加

話も聞けるよ！

事前申込不要 入退場自由
※面接を希望される方は
　「履歴書」及び「富山県求職登録カード」を記入の上、ご持参ください
　「富山県求職登録カード」はホームページからダウンロードできます

富山まるごと相談

先輩移住者
　　　　12名が参加

富山まるごと相談
http://toyama-jobsoudan.com

●11：20～12：00　富山の魅力紹介と県東部の市町村の紹介
●12：30～13：10　地域おこし協力隊の「富山ってこんなところ」
●13：20～14：00　富山で子育てしてみませんか？
●14：10～14：50　富山の魅力紹介と県中・西部の市の紹介
●15：00～16：00　移住したいけど塾（参加型）

富山県内の全15市町村が参加！
地域の魅力紹介＆暮らし相談

・UIJターンした先輩社員による体験談
・富山県内企業の人事担当者等が仕事内容を紹介

先着100組様に先着100組様に
富山のお土産

「幸のこわけ」
プレゼント！

セミナーに参加or
各コーナーで相談
された方には抽選で

富山の特産品
プレゼント！

Uターン者、Iターン就職者、起業者、
子育て夫婦、地域おこし協力隊などが、
富山の暮らしぶりを本音で語ります



富山での
暮らし方や働き方が見えてくる！

先輩移住者12名が参加　先輩移住者の一部をご紹介

仕事紹介コーナー（就職面接会・仕事紹介）　参加企業のご紹介

坂本 龍生 （樹木精油抽出会社）
Iターン（東京都→上市町）
都内の大学を卒業後、舞台制作の仕事で全国をめぐる生活を経て、平成26年
に私、妻、2人の子供の4人で上市町に移住し、上市町の町営住宅で暮らして
います。現在、アロマ事業として地元の立山山麓の森林から出る間伐材から精
油（※）を抽出する事業に取り組んでいます。家庭では、2児の父として、保育園
の送り迎えや近所の散歩など、子どもとの触れ合いを楽しんでいます。※精油：ア
ロマオイルと類似ですが、アロマオイルが天然由来100％未満であるのに対し、精油は天然由来100％ 

井上 浩延・弥沙子 （地域おこし協力隊）
Iターン（神奈川県→南砺市）
平成26年に南砺市が開催した「なんと移住体験ツアー」に参加し、地域
の方々の温かさや自然、人、食材に魅せられて、平成27年3月に家族
3人で南砺市に移住しました。現在、私は地域おこし協力隊員として、新た
な移住者を呼び込む為のサポートや地元食材を活かした食イベントの
企画などの活動をしています。 

笹倉 奈津美 （企画・WEB制作）
Iターン（東京都→氷見市）
大学卒業後、東京で6年間、IT企業で業務改善やWEBマーケティングなどの仕
事に携わった後、富山市出身の彼が氷見に転職するのを機に結婚し平成27年
4月に氷見市に移住しました。今は、楽しい仲間と一緒に「氷見のたから探し研
究所」「Webマガジンカブス」「Team Beergarden」「氷見ぐらし案内所」
「Restaurant Day Toyama」を立ち上げ、「海も山も近い氷見」を思いっきり楽し
むイベントなどの企画や、氷見をおもしろがるための情報発信をしています。 

あいの風とやま鉄道株式会社

採用担当：濱岸 悟
当社は、北陸新幹線開業に伴い
JRから経営分離された並行在来
線（北陸本線県内区間）を運営
する第三セクターの鉄道会社です。
その経営にあたっては、安全性の

確保を最優先とし、利用実態に即した利便性を
確保するとともに、県内公共交通機関のネット
ワークの結節拠点としての活用を図り、地域振興
と住民福祉の向上を目指すこととしています。

アルビス株式会社

採用担当：安田 泰弘
アルビスは北陸3県で54店舗を
展開する食品スーパーマーケット
です。現在北陸ではトップシェア
を獲得しており、今後も地域の
皆様の生活に貢献できるお店を

積極的に出店しています。地域に根ざす仕事に
興味のある方、是非当社の説明を聞いてみてくだ
さい。

株式会社大阪屋ショップ

採用担当：松倉 正裕
富山県内に30店舗、石川県内に
5店舗、計35店舗展開する食品
スーパーマーケットを運営して
います。「感謝の商」と「薄利多売」
の経営理念の下、地域でお客様に

いちばん愛される店舗づくりを目指して、全従業員
が心をひとつに働いています。

キタムラ機械株式会社

採用担当：匠 景子
当社は、次世代型マザーマシンと
いわれる複合型工作機械・マシ
ニングセンタの専業メーカーです。
今年で創立83周年を迎えました。
世界52カ国に85社の代理店が

あり、製品を輸出しています。特に欧米では日本製
のマシニングセンタの第四世代ブランドとして
確固たる地位を確立しています。

コーセル株式会社

採用担当：日下 善雄
世の中には多くのエレクトロニクス
製品がありますが、それらは全て
電気エネルギーで動いています。
当社は、“電子機器の心臓部”
である直流安定化電源を開発、

製造、販売しています。直接目にすることはありま
せんが、あらゆる電子制御装置の中で使われて
います。当社は「電源」を通して、人々の暮らしを
支えています。

株式会社ゴールドウインテクニカルセンター

採用担当：藪中 潔
ゴールドウインの機能分担会社
として、各ブランドの開発、設計、
生産及び調達業務を行う。もの
づくり拠点として、また材料工学や
人間科学に基づいた研究開発や、

独自技術で衣服の動的設計を駆使したトップ
アスリート向けの商品開発も行う「ゴールドウイン
グループの研究開発ベース」です。

立山科学グループ

採用担当：古本 和代
電子部品・電子機器・自動生産
設備・精密加工部品・ソリュー
ションの分野で、社会に役立つ
“ものづくり”を行っています。
例えば、身近な家電製品や宇宙

衛星に使用される部品など…異業種集団だから
こそ、多種多様な技術が活躍しています。

株式会社富山第一銀行

採用担当：松沢 博志
昭和19年設立、富山県を中心に
66店舗を構える地方銀行です。
平成27年6月に新本店移転、平成
28年3月に東証1部に上場しま
した。地域になくてはならない、

信頼され、評価される銀行を目指し、行員が一丸
となって取組んでいます。

株式会社富山村田製作所

採用担当：副島 学
富山村田製作所は、最先端の
電子デバイスの開発・生産を
行っています。このたび、今後の
需要増を見越し、スマートフォン
部品の生産棟を増築します。平成

29年6月に新棟が完成し、増産体制を構築します。
是非、私たちと一緒に最高のものづくりを目指して
みませんか？ 

日医工株式会社

採用担当：前川 直明
日本の国民医療費は高齢化に
より年々増加の一途を辿ってい
ます。国民医療費抑制の切り札と
して注目される「ジェネリック医
薬品」に注力し、医薬品・医薬部

外品・その他各種薬品の製造・販売・輸出入等を
行っています。

日の出屋製菓産業株式会社

採用担当：藤本 幸士
当社はお米のお菓子「米菓」を
製造・販売するメーカーです。
お客様においしい商品をお届け
するために、最高品質の原料を
使用した伝統的な製法にこだわ

り、販売に関しては「日の出屋製菓」「ささら屋」
「富山柿山」等のブランドで販路別に営業展開
しています。

株式会社不二越

採用担当：津田 収一
当社は工具、ベアリング、油圧
機器、工作機械、ロボット、特殊鋼
などを手がける総合機械メー
カーです。今後ニーズが高まる
「ロボット事業」を核にして、生産・

販売・サービス体制を強化し、世界のものづくり
現場のニーズに応えていきます。

株式会社プレステージ・インターナショナル

採用担当：梅川 真里子
当社はコンタクトセンター事業を
主力とし、BPO市場で成長を続け、
設立30周年を迎えました。BPOとは、
クライアントとエンド・ユーザーの
間に立ち、双方の「困った」を解決

へ導くビジネスです。富山BPOタウンはカフェ、
託児所、寮など福利厚生施設を完備。ライフスタイル
変化に左右されない、長く働ける職場環境を提供
し、新たな労働文化の創造を目指します。

株式会社北陸銀行

採用担当：川南 寿成
当行は広域金融機関として地域
の発展と活性化への貢献を目的
とし、お客様の様々なニーズに
応えるべく、質の高い総合金融
サービスを提供しています。また、

人財育成にも重点を置いており専門分野の研修
はじめ、MBAや海外トレイニー等も実施しています。

北陸電力株式会社

採用担当：浦田 恒則
”Power & Intelligenceで豊かな
活力あふれる北陸を”の企業
理念のもと、これまで以上に、
株主の皆さまやお客さまから
選択され、皆さまから信頼される

電力会社を目指していきます。当社が大きく変化
を遂げていく時代において、常に前向きに新たな
ことにチャレンジできる、そんな考えと行動力を
持った人材をお待ちしております。

YKK株式会社

採用担当：物部 航太
YKKグループの経営体制は、中核
となるファスニング事業とAP
事業、そして両事業の一貫生産
を支える工機、3者によるグロー
バル事業経営と世界6極による

地域経営を基本としています。当日は事業概要の
紹介、求人職種を中心に説明を行い、良きマッチ
ングの場となればと考えております。

川和 悠（会社員）
Iターン（埼玉県→上市町）
平成24年に結婚し、埼玉県内で生活していました。平成25年に長男が
誕生しましたが、近所の公園ではボール遊びが禁止されていることや、
保育所待機児童の件もあり、子育て環境に疑問を持ち「生活に不自由
なく大自然の中でのびのびと子育てしたい」と考え、平成26年に富山県
への移住を決意しました。現在、上市町の白萩西部町営住宅に入居し、
夫婦2人で働きながら子育てしています。


