
東京交通会館12階 ダイヤモンドホール
（東京都千代田区有楽町2-10-1）

日 

時

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

［お問い合わせ］ 富山県 観光・交通・地域振興局 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

セミナー
1回約40分4回実施 

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

富山まるごと相談
http://toyama-jobsoudan.com

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

日2017.7.9 11:00-17:00

先輩移住者
コーナー
Uターン・Iターン就職者、
起業者、子育て世帯、
地域おこし協力隊など

全市町村の先輩移住者
　　　　  15名が参加

仕事紹介
コーナー
企業の人事担当者による
企業説明
事前申込不要 入退場自由

社員の方との

　　　   座談会

しごとカフェ
・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
●11:15～12:30　第1グループ（受付：11:00～）
●12:45～14:00　第2グループ（受付：12:30～）
●14:15～15:30　第3グループ（受付：14:00～）
●15:45～17:00　第4グループ（受付：15:30～）

●11:20～12:00
●13:00～13:40

●14:10～14:50
●15:20～16:00

富山の魅力紹介と県東部の市町村の紹介
藻谷浩介氏特別セミナー
「くらしたい国、富山」は本当に暮らしやすいのか？
富山の魅力紹介と県中・西部の市の紹介
個性派女子のときめき移住トーク

webからご予約ください

富山まるごと相談

予約制

日
比
谷

有
楽
町

銀
座

銀
座
一
丁
目

日
比
谷
線

有
楽
町
線

丸の内線

JR有楽町
←新橋 東京→

東京国際
フォーラム

有楽町
イトシア

有楽町
マリオン

ビックカメラ

京橋口中央口 ロ
フ
ト

無
印
良
品東京交通

会館

外堀通り東京高速
道路銀座

晴
海
通
り

富山県内の
　　　20社が参加

暮らす働く
富山まるごと
相談会2017

とやま移住・転職フェア

入場
無料

富山県内
全市町村が
参加

20社合同の
企業説明会を
同時開催

先着200組様に先着200組様に
丸めるとお寿司になるくつ下

「寿司そっくす」
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！

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。

藻谷 浩介氏
特別セミナー

ⓒ薈田 純一
わいだ

特 別
講 演
テ
ー
マ
「くらしたい国、富山」は
　　　本当に暮らしやすいのか？

市町村の担当者や、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



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。

先輩移住者15名が参加　先輩移住者の一部をご紹介

仕事紹介コーナー（合同企業説明会）　参加企業のご紹介

Iターン（愛知県→朝日町） 
都会へ出ることが人生の成功！そう思い込んでいた10代、高校卒業と同時に長野県を脱出。念
願の都会生活を満喫していた20代半ば、人生の大きな壁にぶつかり挫折。頭でっかちで何も
していない自分を一から立て直そうと愛知県の山奥に移住、林業に就く。そこで「受け継ぐ」こ
との大切さに気付かせてもらい、結婚を機に奥さんのお父さんのルーツである富山県朝日町
へ。2017年春、7年間お世話になった林業現場を離れ、朝日町の移住定住相談員に。海も山も
里山も平野も、なんでもある朝日町で子ども3人と夫婦の家族5人で楽しく暮らしています。

Iターン（秋田県 →魚津市） 
夫が仕事の関係で魚津市に単身赴任したことを機に、魚の美味しさや、水の
きれいさ、美味しさに惹かれて、平成27年5月、魚津市に移住してきました。移
住当初は、普通に就職することを考えていましたが、周囲の方々の後押しもあ
り、フリーランスのグラフィックデザイナーとして活動することにしました。

Iターン（埼玉県→立山町）
大学院在籍中、学芸員や地域おこし協力隊員を目指して就職活動をしました。主な職歴は、埼
玉県内の自治体にて学芸員として4カ月間勤務後、同県内の博物館にて発掘作業のアルバイト
を1年間経験。2017年4月、「地域おこし協力隊」として委嘱を受け、立山町へ移住。現在は、立山
町東谷地区にて、農業組合が行うラ・フランス栽培や田植えの手伝い、地域イベントの手伝い
などをしており、地元の方に優しく丁寧に仕事を教えてもらっています。また、フェイスブックの
ページを立ち上げ、町の自然や農業、文化、日々の暮らしの中で感じたことを発信しています。

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55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。

社会福祉法人アルペン会

採用担当：小平 達夫 
私たちアルペン会は、介護・保育
施設の運営を通じて、子供もお
年寄りも、障がいがあっても、誰
もが自立を目指し、学び、活躍で
きる場づくりを行ってきました。

今後、“福祉”の概念を超えた新たな“まちづくり”
を計画しています。ぜひ当法人のブースへお越し
ください！

SMK株式会社

採用担当：池田 亜津美
SMKでは、コネクタ・タッチパネ
ル・リモコン・スイッチ等電子デ
バイスを世界中で生産・販売して
います。その中でも富山事業所
はマザー工場として全世界の生

産の中枢を担っています。富山発の技術でグロー
バル市場に挑戦したいという方をお待ちしており
ます。

NGSアドバンストファイバー株式会社

採用担当：瀧 隆浩
当社は、最先端の技術を生かし
セラミックス繊維の開発・生産・
販売を行っています。需要拡大を
見込み、生産体制を増強するた
め、2016年9月に新工場を竣工し

ました。是非、私たちと一緒に新工場で最高品質
の製品づくりを目指してみませんか？

金森産業株式会社

採用担当：金森 洋平
北陸を中心に東京、大阪、アジア
に拠点を築き、化学品専門商社
として多種多様な原材料、機械設
備を取り扱っています。さらにエ
ンジニアリングや環境分析など

のサービスも提供し、「人と技術をつなぐパート
ナー」として製造業の課題解決を多面的にサポー
トしています。

株式会社北日本新聞社

採用担当：尾山 善昭
北日本新聞は、1世紀以上にわた
り富山県民とともに歩んできまし
た。朝刊発行部数約23万5000部、
県内普及率6割と、富山の代表紙
として県民に愛されています。

キタムラ機械株式会社

採用担当：青嶋 景子
「Machining Challenges-Simplified®」
をスローガンに3万台以上のマ
シニングセンタを納入していま
す。世界最先端のIoT（インター
ネットテクノロジー）を駆使した

第四世代マシニングセンタを開発、販売してい
ます。

三晶MEC株式会社

採用担当：高塚 徹
私たちは、自動車や家電製品、携
帯電話などに欠かせない電装品
と、その部品であるコネクタやセ
ンサー、そしてそれらを生産する
機械を作っています。 機械の設

計から自社で手掛け、複合成型まで一貫した体制
でものづくりができる高い技術力が強みです。

株式会社シキノハイテック

採用担当：金子 周二
当社は、「挑戦なくして、成功はな
い」というシキノ・スピリットを根
幹に、エレクトロニクス分野に、
新しい価値を創造してきました。
当社が誇る技術は、卓越した設

計・開発力で進化し続け、皆さんの身近にある、
様々な分野で活かされています。

シロウマサイエンス株式会社

採用担当：高口 香織
当社は、1969年の創業以来、プラス
チック成形品の設計・成形・加飾など
の工程を通じて、さまざまなお客様の
ニーズにお応えし、スピーディーな開
発を行うことをモットーに成長してま

いりました。開発提案型企業として『他社の出来ないこと
への挑戦』こそが、当社の創業の精神であり『技術開発
力によって創造性を高める』ことを大切にしています。

高岡三菱自動車販売株式会社

採用担当：牧野 泰士
富山県では生活に必要不可欠と
もいえる自動車。私たちの役割
は、自動車の販売や点検整備で
はなく「お客様のカーライフをよ
り良いものにするお手伝い」で

す。毎日地域の方ひとりひとりと直接ふれあうから
こそ、自分達が人の生活や地域を支えているとい
うやりがいをダイレクトに感じられる仕事です。

タカノグループ

採用担当：杉下 真也
住まいづくりから、病院・学校・工
場・商業施設などの一般建築、宅
地開発、不動産仲介・管理、木材
プレカット加工に至るまで、個性
ある会社と社員が、それぞれの役

割と目標を持ちながら、様々な分野で事業を展開
しています。

株式会社高松メッキ

採用担当：岡田 秋生
当社は精密電子機器部品などの素材
にめっき加工を行っています。県内で
もいち早く着手した「コネクター部分
めっき」をはじめ、省資源と実装精度
の向上に貢献した「部分金めっき」で

は携帯やスマホに欠かせない技術として高い評価を得て
います。今後も、スポット金、スズリフローといっためっき
の種類を増やし、他社にない技術を構築していきます。

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。

東亜薬品株式会社

採用担当：綿谷 克也
当社は1940年創立の医薬品メー
カーです。主たる業務は医薬品
の製造及び開発です。当社は大
手製薬企業との業務提携を通し
て製剤技術力を培ってきました。

また、研究開発にも力を注ぎ、点眼剤やDPI製剤
（粉末吸入剤）など特殊な分野においても成果を
上げています。

株式会社富山村田製作所

採用担当：産賀 伸一
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。今後の需要増を見越
して増産体制を構築するため、
2017年6月にはスマートフォン

用電子部品の生産棟を新たに増築しました。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？

速水発条株式会社

採用担当：尾田 尚万
「ぜんまいバネ」の専門メーカー
です。アナログな印象の「ぜんま
いバネ」は、実は高度な科学的な
技術が凝縮され、自動車・電化製
品・建築資材・医療用機器・遊技

具等いろいろな分野で使われています。優しい社
会づくりへの動力源企業として新しい未来の創造
を目指しています。

株式会社プレステージ・インターナショナル 富山BPOタウン

採用担当：山下 鮎美
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。ライフスタイルの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。

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。

丸新志鷹建設株式会社

採用担当：椙田 正
丸新志鷹建設(株)は、北アルプス
立山の麓で1952年に創業し、雄
山・剱岳山頂から平野まで、国土
保全のための治山、治水、道路等
の土木工事と公共施設等の各種

建築工事を行うとともに、ネパールやブータンで
も土木や建築工事を行っている社員60名余りの
会社です。

Iターン（神奈川県→上市町） 
父が富山県出身。小学生の頃、祖父の家の近くから見えていた立山連峰が印
象に残っていました。二人の子どもが誕生し、保育所待機児童問題もあり、自
然が多いところで子育てしたいと考え、昨年春、富山県上市町へ移住してきま
した。釣りが趣味で、子どもたちにも釣りの楽しさや、新鮮な魚を食べさせた
いと思い、毎週海釣りを楽しんでいます。

善田 洋一郎（移住定住相談員）

阿部 ともみ（グラフィックデザイナー）

宮内 七生（地域おこし協力隊）

小林 敦史（会社員）


