
とやまではたらく×くらす

富山県Uターン就職ガイド



「ただいま……」と

家族の待つ家に帰るこ
とは、

この上ない幸せです。

　就活で私は、東京の企業と当社の2社から内定をいただきまし
たが、最終的にはUターンすることを決めました。社会人として働く
と、さまざまなストレスに見舞われることもありますが、家族のサ
ポートで乗り越えることができると思ったから、ふるさとに帰ること
にしました。「ただいま……」と家族が待っている家に帰ることがで
きることは、この上ない幸せなことです。

アルビス株式会社
羽根店

［出身］富山市
［進学先］宮城県
［学生時代の専攻］
フードマネジメント学類で魚介類の臭気抑制
2021年4月入社、23歳

PROFILE

泉 知里さん

アルビス株式会社
射水市流通センター水戸田3-4　TEL 0766-56-7200
https://www.albis.co.jp

富山県を中心に石川・福井・岐阜・愛知県に66店（令和5年3月時点）の食品スー
パーを展開しています。地域一番の信頼と満足をお届けするお店、食を通じて健
康で豊かな地域社会の実現に貢献するお店を目指しています。

COMPANY
INFO

OFF TIME

　中学、高校の時、所属していた部活で
指導いただいた先生はたいへん厳しく、
礼儀正しく挨拶することから教えてくだ
さり、6年間実践しました。それが身につ
き、就活指導では多くの同級生が再指導
を受け続けるところを、私は1回でパス
し、会社訪問や面接、今の会社でのお客
様対応にも生かしています。「たかが挨
拶」とあなどってはいけません。

三重県のなばなの里に行ってきました！
たくさんの色鮮やかな花々が咲いていて、
思わず何枚も写真を撮ってしまいました。

1IN

TERVIEW

宮城県から
富山に
Uターン

　レジやサービスカウンターでお客様対応をしています。IT化に
よりレジ業務は合理化されていますが、極めて奥が深い仕事で
す。スーパーでは、決まったレジ係のもとで支払いをするために、
混んでいてもわざわざ並ぶお客様がいます。そのレジ係の接客姿
勢が極めて優れていて、お客様に好感を持たれるからです。好感
度を高め、若手を指導するレジ係を目指しています。

ADVICE

まずは挨拶から

Q1 Uターン就職してよかったと思うところは？

Q2 今どんな仕事を担当していますか？
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斜陽産業？
いえいえ当社では最先端の

高機能生地をつくって
います！

　糸の特徴や機能、太さ・細さを考慮し、最大4種の糸の組み合
わせと配合比率、さらには編み方の設計も含めて検討し、新しい
高機能な生地を各種メーカーのニーズに応えて開発しています。
先輩は医療用資材や金属の糸を編んで人工衛星の重要な部材を
つくることにもチャレンジ。私はものづくりに関心があって当社を
志し、一歩先をいく生地の開発を目標にしています。

株式会社今井機業場
製造部開発課

［出身］氷見市
［進学先］石川県
［学生時代の専攻］
文学科で西洋史
2019年4月入社、26歳

PROFILE

酒元 孝輔さん

株式会社今井機業場
南砺市野口888　TEL 0763-62-2235
http://imaikigyo.ecweb.jp

南砺市は日本最大の経編ニットの産地です。中でも当社はトリコット編みの技術
に優れ、保温性、速乾性、伸縮性など各種高機能な生地を年間300～400件開発。
その技術を衣料品はもとよりメディカル資材や航空宇宙の分野にも展開しています。

COMPANY
INFO

OFF TIME

休日は地元や大学で知り合った仲間とよく遊んで
います。買い物に行ったり、先日はカターレ富山の
応援に行ってきました。オンとオフを上手に切り替
えながら充実した毎日を送っています。Uターン就
職して、地元の仲間とすぐに会える環境がとてもあ
りがたいです。

2IN

TERVIEW

石川県から
富山に
Uターン

　アルバイトやボランティアを積極的に行い、人との接し方を学
びました。特にボランティアでは、一人親家庭の子どもの学習を支
援する活動を通して多くの保護者や子どもと出会い、信頼関係の
築き方や理解してもらうための話し方を実践的に習得しました。
おかげで就活の面接では、多少緊張はしましたが、頭が真っ白に
なることはありませんでした。

　オンラインでの面接・面談の際、採用
担当者が面談した後で、先輩社員として
私が学生の質問を受けています。多くの
方は採用案内で公開されている情報を
再確認してきますが、私は「本当に聞き
たいことはそれなの？」と聞き返します。
すると「休日はしっかりとれていますか」
「残業はどれくらいありますか」……と。
せっかくの機会ですからホンネの質問
をしましょう。

ADVICE

ホンネの質問をして！

Q1 今どんな仕事を担当していますか？

Q2 就活で意識して心がけたことは？

たてあみ
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ストレスなく、長く働くには

オフの充実も大切です
。

　当社は、ウォータージェットカッターをはじめとする各種産業機
械を製造販売しています。私の業務は、当社製品の規格標準や技
術伝承資料の作成、クレームデータの分析、社内の改善活動の推
進など多岐にわたり、そのどれもがより安全・効率的・高品質なも
のづくりを行うための取り組みです。

株式会社スギノマシン
品質保証本部 品質企画課

［出身］魚津市
［進学先］京都府
［学生時代の専攻］
経営学科でベンチャービジネス
2020年4月入社、25歳

PROFILE

窪田 有咲さん

株式会社スギノマシン
滑川市栗山2880　TEL 076-477-2555
https://www.sugino.com

当社では、事業所敷地内に提携保育園を設置するなど、社員が働きやすい様々
な制度を整備しています。また、技術職・技能職・営業職・事務職と、職種が幅広い
ため、男女問わず文系・理系でもご活躍いただけます。ＵＩＪターンも大歓迎です！ 

COMPANY
INFO

OFF TIME

同期入社の社員と飲みに行ったときの一枚。
夏はBBQ、冬はスノボに行ったりと、昔からの
友人のように仲が良いです。みんなのおかげ
で公私ともに充実した日々を送れています！

3IN

TERVIEW

京都府から
富山に
Uターン

　富山県にはキラリと光る技術を持った企業が多く、私も県内の
ものづくり企業に勤めたいと思っていました。当社では、週休2日
の休日がはっきりしているため、プライベート時間の計画が立てや
すく、ストレスなく働き続けることができます。週末には友人や家
族とショッピッグやキャンプを楽しむことができ、最高です！ 　学生時代はボランティアサークルに所

属し、町の清掃活動、自治体のイベント
のサポート、児童館での子どもの遊び相
手など、様々な活動をしました。おかげ
で初めてお会いする人ともコミュニケー
ションが取れるようになりました。また飲
食店でのアルバイトを通して、言葉遣い
や接客のマナーを学びました。企業訪
問や面接では、こうした経験を生かせた
と思います。

ADVICE

人との接し方を学ぼう

Q1 今どんな仕事を担当していますか？

Q2 Uターン就職してよかったと思うところは？
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もっとスキルアップして
、

いずれは全国の客先を訪ねたい。

　自然とのふれあいが好きな私は、東京で学生生活を送るうちに
閉塞感を感じるようになり、ストレスなく暮らし働くには富山に帰
るのが一番と考えました。またこれから数十年働くことを考えた
時、IT関係にはさまざまな可能性があり、この業界では「富山だか
ら仕事がしづらい」ということがないと思いました。専攻とは全く
違う道ですが、よい選択をしたと思っています。

日本ソフテック株式会社
ソリューション本部ITソリューション部

［出身］高岡市
［進学先］東京都
［学生時代の専攻］
動物看護学科で動物の看護
2019年4月入社、26歳

PROFILE

棚田 小百合さん

日本ソフテック株式会社
砺波市花島69　TEL 0763-34-1881
https://www.nsft.co.jp

日本ソフテックは、豊富な業種・業務ノウハウをベースに幅広い業種業態でのソ
リューションを提供しています。お客様の業務に合わせて、コンサルティングから
システム開発、運用から保守までトータルにサポートしています。

COMPANY
INFO

OFF TIME

仕事上、平日は大体
座りっぱなしで身体
はあまり動かして
いません。そのため
休日は、天気がよければよく友達と外へ遊びに行きます。
自然いっぱいの中で気持ちをリフレッシュしてます。

4IN

TERVIEW

東京都から
富山に
Uターン

　プログラミングについての指導を、初歩からしっかり受けて理
解できるようになり、今では自社製品の医療機器卸売業者向け
の、受注から出荷、納品・請求書の発行、在庫管理などを一貫して
管理するシステムのプログラム開発を担当しています。納品先は
全国にあり、いずれはクライアントを訪問し、開発にあたっての
ニーズをうかがうセールスエンジニアになりたいと思っています。

　「文系の学科出身だから……」「理系
だから……」と固定概念にとらわれず、
いろんな業界・業種にアプローチされる
ことをおすすめします。そのためのよい
機会が、県等が開催されている合同企
業説明会への参加です。私は延べ6回参
加し、飲食やものづくりの企業等のブー
スも訪ね、まずは幅広く情報収集しまし
た。そうすると視野が広がり、また選択
肢も多くなります。

ADVICE

固定概念にとらわれずに

Q1 Uターン就職とこの業界を志望したのはなぜ？

Q2 今どんな仕事を担当していますか？
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子育てしやすい富山が魅力です。

当社でキャリアを積ん
で……

　富山県の暮らしやすさが魅力でした。将来、結婚して子育てする
となると、仕事との両立が必要になります。私は就活の時、Uター
ン情報のメール配信を受けていましたが、ある時、富山は保育園
の待機児童がゼロ、女性の育休取得率や有業率が高いなどの
データ配信があり、Uターンへの思いが強くなりました。中でも当
社には、企業内保育園があるのが魅力的でした。

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

［出身］富山市
［進学先］京都府
［学生時代の専攻］
英米語学科で日系カナダ移民
2021年4月入社、24歳

PROFILE

磯谷 莉沙さん

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
射水市黒河846-1　TEL 0766-57-3000
http://www.prestigein.com

企業や行政の事業のサービス企画やサービス運用を受託するBPO(ビジネス・プ
ロセス・アウトソーシング)事業を展開。自動車メーカー、損害保険会社、不動産会
社、海外に事業展開している日本企業など、多岐に渡る事業領域で、現在グループ
連結営業利益9期連続の最高益を達成。

COMPANY
INFO

OFF TIME

企業内保育園の子どもたちが社内外をお散
歩することも！ 子どもたちの様子を見て毎日
癒されています。

5IN

TERVIEW

京都府から
富山に
Uターン

　当社では女性の管理職登用に積極的で、キャリアアップのサ
ポートもあります。人事面接では目標設定や到達度評価などを行
い、知見を深めるアドバイスも受けています。個人的な関心で、私
は中国語や韓国語にも興味を持ち勉強を進めつつありますが、当
社には海外拠点もあるところから、将来それを生かす機会がある
ことを期待しているところです。

　学生時代、英会話の上達を目指して、
外国人旅行者をサポートする活動をして
いました。また個人的にカフェ巡りをし
ながら、町の方や旅行者との出会いを
楽しんできました。人との会話を楽しみ、
またいろんな出会いにチャレンジするな
かで、社会人としてのマナーなどを身に
つけることができました。こうした経験
が、企業訪問や面接の際に生かされた
と思います。

ADVICE

人との出会いを大切に

Q1 Uターン就職を希望したのはなぜ？

Q2 ふるさとで実現したい夢は？
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販促フェアを
企画できるようになり

読書好きを増やしたい！！

　私の両親は3人の子どもを育てながら働き、休日にはいろいろ
遊びに連れて行ってくれました。富山では仕事と子育ての両立が
可能なことを、親を見て理解してきましたので、そこで自分の将来
設計ができるのは安心できます。今は実家から職場に通い、所要
時間は車で片道15分。精神的にも肉体的にも安定し、ストレスな
く働けるところがよいです。

株式会社文苑堂書店
福田本店

［出身］高岡市
［進学先］山梨県
［学生時代の専攻］
英文学科でアメリカの児童文学
2022年4月入社、23歳

PROFILE

宮澤 朱希さん

株式会社文苑堂書店
高岡市駅南5-2-20　TEL 0766-21-0333
http://www.bunendo.com/

書籍や雑誌だけではなく、雑貨、玩具、エンターテイメントコンテンツなど様々な
商品の提供により「知性」「教養」「感動」の創造と地域の皆様の「感性」と「価値
観」の形成に役立ちたいと願い、事業展開しています。

COMPANY
INFO

OFF TIME

大学時代の友人とグランピング

6IN

TERVIEW

山梨県から
富山に
Uターン

　読書好きな私は、本に囲まれて仕事をするのが夢でした。書店
に勤める今は、ページをめくる楽しみをお客様に伝えたいと思っ
ています。そのきっかけづくりに、テーマを決めての本の販売があ
ります。例えば梅雨の時期には、当店では雨をテーマにしたコー
ナーを設けてフェアを実施しています。こういう企画を自分でも立
て、読書好きを増やすのが私の夢です。

　コロナの渦中、オンラインでの企業説
明会への参加や面接を数多く経験しま
した。その際、気をつけたことは目線を
カメラに合わせ、相手の方をしっかり見
ることです。目線が定まらないと、オンラ
インではそれが目立ち、相手の方に不
快な思いをさせるケースが多いと聞きま
した。コロナが収まっても、オンラインの
活用は続くと思われますので、気をつけ
たらよいと思います。

ADVICE

オンライン面接で気をつけたこと

Q1 Uターン就職してよかったと思うところは？

Q2 仕事を通じてやってみたい夢は？

7

http://www.bunendo.com/


地域活性化のお手伝
いができる

銀行員を目指しています。

　人事部で新卒採用の業務を担当しています。コロナ禍によって
企業説明や面接をオンラインで行う機会が増えてきています。そ
のような状況下において、当行ではオンラインの職場体験を実施
しています。架空企業の財務資料を使いながら、経営上の課題や
対策についてグループで考え、プレゼンをするといった実務に近
い内容を体験していただいています。

株式会社北陸銀行
人事部

［出身］富山市
［進学先］埼玉県
［学生時代の専攻］
現代心理学部でフランス哲学
2019年4月入社、26歳

PROFILE

木原 美紗樹さん

株式会社北陸銀行
富山市堤町通り1-2-26　TEL 076-423-1111
https://www.hokugin.co.jp/index.html

当行は、ほくほくフィナンシャルグループの一員として、広域地域金融グループの
ネットワークと総合的な金融サービス機能を活用して、地域とお客様の繁栄に貢
献し、ともに発展し続けることを目指しています。

COMPANY
INFO

OFF TIME

写真を撮ることが好きで、休日はよくカメラを
持って外へ出かけています。地元富山の豊か
な自然に触れることが日々のリフレッシュに
繋がっています。

7IN

TERVIEW

埼玉県から
富山に
Uターン

　夢というと大げさですが、地域活性化のお手伝いができる銀行
員を目指しています。個人・ご家庭のお客様にはライフプランに合
わせた金融サポートを、法人のお客様には経営課題解決のため
の助言および各種コンサルティングを実施し、銀行業務を通して
地域のお客様により笑顔に、元気になっていただきたいと考えて
います。

　私は経済学部や経営学部出身ではあ
りませんが、実務を通して銀行業務を身
に付ける環境があるので、同様の方も
全く心配はありません。また当行はキャ
リア支援も充実しています。私はUターン
就職を選択しましたが、「ふるさと」であ
る富山に軸足を置きながら、大都市圏や
海外での業務チャレンジも可能な点は
当行の魅力だと感じています。

ADVICE

大都市圏や海外へのチャレンジも可

Q1 今どんな仕事を担当していますか？

Q2 仕事を通じてやってみたい夢は？
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暮らしやすい富山を拠点に

世界を意識して働いています。

　私は大学で英語圏の文化などについて学びました。就職では
それを生かして地元の発展や活性化などのお手伝いができない
かと、1・2年生の時から考えていました。こういう考えのもと、京都
で開かれた富山県企業の合同説明会に参加した際に当社に出会
い、積極的に海外展開していたところに魅力を感じ、Uターン就職
を志望しました。

株式会社リッチェル
商品企画部 第三企画課

［出身］富山市
［進学先］京都府
［学生時代の専攻］
英米語学科
2020年4月入社、24歳

PROFILE

石田 海希さん

株式会社リッチェル
富山市水橋桜木136　TEL 076-478-2155（採用関係）
https://www.richell.co.jp

当社はプラスチック製品の総合メーカーです。自社ブランド品を企画・開発・製造
し、全国の量販店、ホームセンター、専門店を通じて消費者の皆様に販売。近年は
海外での生産や販売にも注力し、その拡大を図っています。

COMPANY
INFO

OFF TIME

休日は地元の友達と集まってBBQ
美味しいお肉をたくさん食べてエネルギーを
チャージ!!

8IN

TERVIEW

京都府から
富山に
Uターン

　今年4月に、海外向けの商品を企画する部署に異動しました。
富山を拠点にしつつも、海外と関連する仕事をするのが夢の私に
は、その第一歩となりました。企画や商談の打合せをメールや電
話で行うだけでなく、出張や異動などで海外で働くことも希望して
います。当社は欧米やアジアで製造・販売を展開していますが、そ
の拡大にも寄与したいと思います。

　就活の際、私はいろんな富山県企業
の情報を集めました。そこでわかったの
は、先端的な素晴らしい技術を持った企
業、広く海外展開する企業がたくさんあ
り、大都市圏の企業でなければ経験で
きないことは少ないように思いました。
生活しやすい富山に拠点を構え、仕事
の舞台としては全国、世界を意識してい
くと、スキルアップの可能性は本人の自
覚次第で広がってきます。

ADVICE

富山でもスキルアップはできます。

Q1 Uターン就職を希望したのはなぜ？

Q2 ふるさとで実現したい夢は？
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令和４年度

“とやま女性活躍企業”のご紹介

建設業

次の認定基準を満たし、女性が活躍している企業です。

詳しくはコチラ

❶女性の管理職比率 産業ごとの全国平均値以上
❷時間外労働等の時間数 各月ごとに全て45時間未満
❸女性活躍推進に向けた取り組み 具体的な取り組みを1つ以上行っている
❹企業内の男女共同参画を進めるチーフ・オフィサーを設置している　ほか

女性が活躍している企業は、男性も働きやすい職場です！
富山県では誰もが働きやすく、暮らしやすく、活躍できる環境づくりを進めています。

安達建設株式会社
南砺市野田425番地の7

女性技術者の採用とキャリア形成、週休２日制や働き
方改革などに力を入れており、社員の子育て支援に
も積極的に取り組み、仕事と育児・私生活の両立を支
援しています。

株式会社北陸建材社
射水市赤井123番地

女性社員の地位向上を図って昇格を行い、性別にか
かわらず育児休暇取得を促進するなど、ワーク・ライ
フ・バランスに配慮し、ウェルビーイングの向上に努め
ています。

日本海電業株式会社
富山市手屋3丁目8番33号

社員が性差なく幸せな働き方ができるよう、女性の管
理職登用や男性育児休暇取得推進等に取り組んで
います。

食料品製造業

日の出屋製菓産業株式会社
南砺市田中411

女性が社員の6割で「主役」です。100年の業歴の中
で、女性が慟き易い体制を整えてきました。また、直営
店「ささら屋」の店長にも女性を積極的に登用してい
ます。

株式会社トンボ飲料
富山市下赤江町1丁目6番34号

小学校就学前の子どもがいる社員へ有給の子の看
護休暇（年間10日限度）の付与、小学3年までは時短
勤務を選択できる制度の導入など、社員が仕事と家
庭を両立できる会社です。

ヤマサン食品工業株式会社
射水市黒河3197番地

｢嬉しいを創り、叶える｣を企業理念とし、社員が安心し
て長く働くことができるよう、福利厚生、ワーク・ライ
フ・バランスの実現・キャリア形成の支援に力を入れ
ています。

認
定
基
準

“とやま女性活躍企業”とは

https://good-work-life-toyama.jp/joseikatsuyaku/system
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紙加工品製造業、印刷・同関連事業

株式会社ホシナパック
滑川市安田200番地13

女性の管理職登用を積極的に進め、管理者連絡会な
どフォローもあります。女性の活躍できる環境は、男性
にも働きやすく、皆が安心して働ける労働環境を目指
す会社です。

株式会社チューエツ
富山市上本町3番16号 上本町ビル8階

法令以上の制度整備を図り、女性が働きやすい環境
づくりに取り組んできましたが、女性ワーキングクルー
プを発足し、更に誰もが活躍できる職場環境づくりに
取り組んでいきます。

化学工業

富士製薬工業株式会社
富山市水橋辻ケ堂1515番地

女性の健康支援やキャリア支援に力を入れています。
女性医療に貢献する企業として社内の well-being 向
上に努めています。

東亜薬品株式会社
富山市三郷26番地

ワーク・ライフ・バランスを大切にし、休暇取得や時間
外労働の圧縮、育児休業の取得を応援しています。人
事制度・研修は男女の区別なく、働きやすい職場を常
に目指す会社です。

株式会社廣貫堂
富山市梅沢町2丁目9番1号

産前産後休暇中も給与を支給、子の看護休暇を小学
校3年生まで取得できるなど、男女問わず子育て世代
も安心して働ける会社です。

非鉄金属製造業

ハリタ金属株式会社
高岡市福岡町本領1053-1

男性・女性ともに育児休業取得に力を入れており、個
人の「幸せ」と「働きがい」を感じる力をお互いに高め
合える会社です。

北陸アルミニウム株式会社
高岡市笹川2265番地

女性が働きやすい環境の整備を順次実施していま
す。また、性別に関わらずOFF-JT訓練セミナーヘの積
極的参加の推奨、OJT研修等を通した中でキャリア形
成を支援しています。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

立山科学株式会社
富山市大泉1583番地

男女ともに働きやすく、社員一人ひとりが個性を活か
し成長できる職場環境を目指し、女性社員向け研修
開催や男性育休取得推進など、全社的な活動を推進
しています。

令和４年度 “とやま女性活躍企業”のご紹介

富士化学工業株式会社
中新川郡上市町横法音寺55番地

2022年7月より「育児目的休暇」を導入、勤続年数・男
女問わず育児を目的とした2週間の「有給休暇」を付
与する制度を新設。誰もが働き易い職場づくりを推進
しています。

11



卸売業、小売業

丸文通商株式会社
石川県金沢市松島1丁目40番地

社員は財産とし、人財への投資に重点を置き、健康経
営、働き方改革、女性活躍推進、両立支援、ワーク・ラ
イフ・バランス、ダイバーシティー、メンタルヘルスに
取り組む会社です。

金融業、保険業

第一生命保険株式会社富山支社
富山市安住町7番14号

「意識・風土の改革」「能力開発体系の充実」「ワーク・
ライフ・マネジメントの推進」の3本柱で女性活躍推進
に取り組み、全社員が働きやすい職場環境づくりを
進めています。

株式会社北陸銀行
富山市堤町通り1丁目2番26号

やりがいを持って働きながら、プライベートも充実さ
せたい。性別に関わらずその想いを実現できる環境
があります。スキルアップ支援も充実しており、自己成
長できる銀行です。

生活関連サービス業

株式会社サンドライ
小矢部市津沢1丁目64番地

当社は従業員の半数以上が女性であり、有給の特別
休暇や定年延長制度などを設け、仕事と家庭・介護の
両立を積極的に支援し、働きやすい職場づくりに取り
組んでいます。

その他の製造業

株式会社エムダイヤ
滑川市中村551番地2

性別や、部署、役職にかかわらず、キャリア形成に関す
る研修の機会を設けて、働きやすい職場づくりに取り
組んでいる会社です。

情報通信業

株式会社ジオインフォシステム
富山市千原崎1丁目7番17号

ワーク・ライフ・バランスの推進や社員の自己啓発に
努めています。「えるぼし（最高段位）認定」「くるみん
マーク」を取得した女性活躍・子育て応援企業です。

北電情報システムサービス株式会社
富山市桜橋通り3番1号

フレックスタイム制度、短時間勤務制度や在宅勤務制
度等を導入し、男女を問わず従業員一人ひとりが、仕
事と家庭を両立し充実した生活を送れるよう支援して
います。

北陸コンピュータ・サービス株式会社
富山市婦中町島本郷47番4

社員が働きやすい職場・長く働ける職場を目指し、仕
事と子育てを両立するための支援や、多様な労働条
件の整備に取り組んでいます。

株式会社インテック
富山市牛島新町5番5号

女性が意思と意見を表すメンバーとして活躍したいと
思える、時間と場所を選び自律的な働き方ができる、
そんな働きやすさとやりがいのある風土づくりを進め
ています。

令和４年度 “とやま女性活躍企業”のご紹介
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医療、福祉

社会福祉法人わかば福祉会
富山市下堀8番地

年次有給休暇や育児休業の取得に力を入れており、
全員が働きやすい職場環境となるよう努めています。
キャリアステージごとの研修もあり、日々成長できる
職場です。

社会福祉法人宣長康久会
富山市下夕林141番地

女性管理職を育成、積極的起用、また、多種多様な人
材の雇用を事業計画に位置付け、誰一人取り残さな
い企業を目指しています。

サービス業

株式会社文教コーポレーション
福井市長本町213番地

当社はキャリア形成や家庭・子育てと仕事の両立支
援、従業員のウェルビーイングの実現を目指し、男女
ともに活躍できる環境づくりを推進しています。

株式会社PCO
富山市小杉120番地

一人ひとりのライフプラン・ライフスタイルを尊重した
多様な働き方を実践しています。目指す姿を共有し実
現する場として、高め合い・助け合うカルチャーを大切
にしています。

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
射水市黒河846番地1

人事制度の整備や保育園の併設などライフステージ
の変化に対応した働き方の推進や組織風土の醸成を
図り、誰もが夢をもって働き続けられる雇用環境の創
造を目指しています。

こくみん共済coop富山推進本部
富山市奥田新町7番41号

たすけあいを大切にする保障の生協だからこそ、働く
人のキャリアプランの実現に向け、勤務地エリア選択
制や育児関連制度の利用しやすい職場風土づくりに
取り組んでいます。

株式会社ジェック経営コンサルタント
富山市湊入船町3番30号

生活スタイルに合わせた時短勤務制も取り入れ、子
育て期間の負担軽減や十分に働ける環境になった際
の正社員登用制度もあり、すべての人が活躍できる
職場です。

アルコット株式会社
富山市二口町3丁目5番地の5

柔軟な働き方、仕事と育児・介護等との両立や、成長
を支援し、性別や老若にかかわらず、皆がより働きや
すく、やりがいを持って、健康で働けることを目指して
いる会社です。

令和４年度 “とやま女性活躍企業”のご紹介

働き方改革・女性活躍応援のヒントとなる企業の取り組みや先進事例など、さまざまな情報を提供

https://good-work-life-toyama.jp/
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Data-1

Data-2

Data-3

Data-4

Data-5

Data-6

Data-7

Data-8

TOYAMA WORK × LIFE
データでみる富山の

働きやすさ・暮らしやすさ

くすりや銅器に端を発した富山の産
業は、医薬品や化学、各種金属加工
や機械製造等へと裾野を広げ、日本
海側屈指の「ものづくり県」になりま
した。

きわめて高い技術で日本の製造業を
リードし、世界でトップシェアを誇る
製品を送り出している企業が、富山に
は数多くあります。

産業別就業者割合

総務省「2020年国勢調査」

総務省「平成29年就業構造基本調査」

※分類不能の産業があるため、各産業の合計は100%にならない。

第1次
産業

第2次
産業

第3次
産業

0 20 40 60 80 100%

全  国

富  山 33.2％33.2％
3.0％3.0％

3.2％3.2％

63.8％63.8％

73.4％73.4％23.4％23.4％

日本海側屈指の
ものづくり県

世界に羽ばたく
オンリーワン企業

非正規雇用が拡大する中で、富山で
は若者の正規雇用率が高く全国1位
です。

恵まれた
雇用環境がある！

富山の中心産業である製造業は、地
域経済への波及効果が高く、雇用や
所得向上に重要な役割を果たしてい
ます。

県民所得水準が
高い！

共働き率も全国トップクラスで、安定
した収入を得ています。

富山では子育て世代のサポートが充
実し、仕事と子育てが両立できるとこ
ろから女性の勤続年数が長くなって
います。

男女とも
仕事と生活が
安定しています！

育休が
取得しやすい！

サポートが
充実しているので
仕事が続けられる！

パソコン用
ショックセンサ

カメラレンズ
着脱部マウント

カメラモジュール

ブローチカッター
（切削工具）

自動包装機

曲げガラス

耐圧樹脂ホース

100%
世界
シェア

90%
世界
シェア

90%
全国
シェア

72%
全国
シェア

70%
全国
シェア

70%
全国
シェア

70%
全国
シェア

77.8%
全国1位

1位

若年者（15～34歳）の
正規雇用率

厚生労働省「令和元年社会福祉施設等調査／
保育所等関連状況取りまとめ」（令和2年4月）

71.9%
全国8位保育所入所率

0人待機児童数

富山県「令和3年度賃金等労働条件実態調査」

98.8%女性育児休業
取得率

総務省「2020年国勢調査」

75.9%
全国3位

総務省「平成29年就業構造基本調査」

1.7%
全国1位出産・育児を理由に

離職した人の比率

内閣府「平成30年度県民経済計算年報」

3,398
千円全国5位1人あたりの

県民所得

少なさ

安心して子育てと
仕事が両立できる

女性（15～64歳）の
就業率
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Uターン・移住の総合窓口

富山くらし・しごと支援センター

オンライン相談も受付中！ まずはお電話ください。

しごとのサポート

富山へのUIJターン就職や移住に関する総合窓口で、東京（大手町・有楽町）、大阪、富山、名古屋の5ヶ所に設置しています。
経験豊富な相談員がお待ちしています。お気軽にご相談ください。

WORK

TOKYO

●経験豊富なキャリアカウンセラーによる就職
相談、職業紹介
●富山県内企業の求人情報の提供
●エントリーシートの添削や面接対策のサポート

くらしのサポートLIFE
●移住相談員による富山暮らしの相談
●富山暮らしの情報や体験ツアーのご案内
●イベントやセミナーなどの実施
●富山での現地案内、移住後の相談　　　　
（富山オフィス）

大手町オフィス

くらし・しごと |
［相談時間］
［ 休 館日］

月～土曜日 10:00～18:30
日曜日、祝日、年末年始

〒100-0004　東京都千代田区大手町2-7-1
TOKIWAブリッジ４階（区画：409）

OSAKA
大阪オフィス

くらし・しごと |
［相談時間］
［ 休 館日］

月～土曜日 10:00～18:30
日曜日、祝日、年末年始

〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町4-1-1
武田御堂筋ビル1F

TEL 0120-108-250

TEL 06-7636-6065

学生の就職相談は

こちらへ！
TOYAMA
富山オフィス

くらし・しごと |
［相談時間］
［ 休 館日］

月～土曜日 9:30～17:00
日曜日、祝日、年末年始

〒930-0805　富山県富山市湊入船町9-1　とやま自遊館2F

TEL 076-411-9179

NAGOYA
名古屋オフィス

くらし・しごと |
［相談時間］
［ 休 館日］

月～金曜日 9:30～17:00
土曜日、日曜日、祝日、年末年始

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄4-16-36
久屋中日ビル3F（富山県名古屋事務所内）

TEL 080-4625-8383

ヤングジョブとやま
（富山県若者就業支援センター）

富山県内の就職支援機関

［相談時間］
［休館日］

月～金曜日 9:30～18:00、土曜日 9:00～17:00
日曜日、祝日、年末年始

〒930-0805　富山県富山市湊入船町9-1　とやま自遊館2F

TEL 076-445-1996

有楽町オフィス

しごと |

［相談時間］
［ 休 館日］

火～日曜日 10:00～18:00
月曜日、祝日、年末年始

〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F　NPO法人ふるさと回帰支援センター内
定住セミナーも定期的に開催しています。

TEL 070-2798-7878
くらし | TEL 080-8870-2456

社会人の就職相談は

こちらへ！

https://uturn.pref.toyama.lg.jp/guide/
http://www.youngjob-tym.jp各窓口の詳細MAPなどはこちら

SNSで情報発信中！

https://www.facebook.com/
toyama.uij.turn/

https://twitter.com/
toyama_uturn

@toyama_uturn

就職に関する悩みを相談できるカウンセリングや適
職診断、就職活動に役立つセミナーなど就職支援
や合同企業説明会の開催など、若者の就職活動を
サポートしています。
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とやまでの就
職活動に役立つWebサイト

とやまUターンガイド

UIJターン就職を希望する
人と企業をマッチング
富山くらし・しごと支援センターが運営する、
県外からの就職に特化したサイト

富山県Uターン就職ガイド
富山県商工労働部 労働政策課
〒930-8501  富山県富山市新総曲輪1-7　 TEL 076-444-4608　 FAX 076-444-4406

令和5年3月発行

https://uturn.pref.toyama.lg.jp

求人情報の検索・閲覧 イベント情報の提供

求人への応募 企業からのスカウト
（希望者のみ）

1サイトにアクセス
2トップページの「求職者ログイン／新規登録」から登録
3センター承認後、利用できます。

利用方法

企業ナビとやま

富山県内の企業情報データベース
富山県人材活躍推進センターが運営するサイト

https://kigyonavi-toyama.jp

企業情報の検索・閲覧 イベント情報の提供

企業紹介動画の掲載

WEB面談・WEB説明会情報の提供

メールでの情報配信

INTERNSHIP NAVI とやま

富山県内のインターンシップ情報データベース
富山県インターンシップ推進センターが運営するサイト

https://internshipnavi-toyama.jp

インターンシップ情報の検索・閲覧

インターンシップのエントリー
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