
富山県へのＵＩＪターン就職について

ワンチームとやま推進室
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令和３年8月1日（日）日本福祉大学「Uターン就職セミナー」
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■働きがいのある「富山県」

『富山県U ターン就職ガイド』より抜粋
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Ｕターン就職して活躍している
社員の方や富山県の働きやすさ
などを紹介するガイドブック
（大学３年生のご実家へ郵送）



■収入も豊かな「富山県」
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『富山県U ターン就職ガイド』より抜粋



■男性も女性も活躍できる「富山県」

55
『富山県U ターン就職ガイド』より抜粋



■住宅や通勤事情が良好な「富山県」
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『富山県U ターン就職ガイド』より抜粋



住居費が少なく、物価も安い富山の方がゆとりある暮らしができる

収入

富山県 東京都

支出

生活

消費支出
(35歳未満単身者世帯)
（全国平均×消費者物価
地域差指数。家賃除く）

138,290円 143,710円

1か月あたり家賃 42,992円 81,001円

通勤時間 30分未満が7割 30分以上が7割

保育所等入所
待機児童数

0人 2,343人

住居の広さ
（1住宅あたり居住室の畳数)

１位（45.86畳） 47位（24.75畳）

20~24歳平均月収 226,400円 257,000円

収入ー支出 45,118円 32,289円

＜

＜

＜

＞

実家暮らし
の場合、さ
らに食費や
家賃などが
抑えられる

７出典：令和２年（2020年）工業統計調査（速報）（富山県）

工業とうけ

■（まとめ）ゆとりある暮らしができる富山県
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R2年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
R3年
１月

２月 ３月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

■主な就職活動のスケジュール

企業
採用活動

就活
プロセス

県の
イベント
（予定）

インターンシップ・業界研究イベント出展
会社説明会

エントリー受付
面接選考・試験

「広義」の選考活動 「狭義」の選考活動

自己分析・仕事理解・業界研究・企業研究 志望動機・自己PR

エントリーシート準備 エントリー、筆記試験、個別面接

インターンシップ参加(夏季・冬季・春季)、OB訪問、
業界研究会、キャリアセミナー等での情報収集

学校のキャリアセンターで進路相談

応募エントリー
会社説明会
選考会参加

面接対策
候補企業の絞り込み

内々定対応

合同企業説明会・合同面接会の開催（随時）

内
定

父母セミナー

女子カフェ

就職セミナー 就職セミナー

キャリア
フォーラム

とやま就活
キックオフ
フェア

キャリア
フォーラム

女子カフェ
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キャリア
フォーラム

母カフェ

企業訪問
バスツアー



■Ｕターン就職支援ウェブサイト

富山県 Ｕターン 検索
・求職者登録後に、富山県内企業の求人検索ができます。

・求人企業にオンラインで直接応募ができます。

・登録後に、各種イベント情報をお知らせします。

・富山くらし・しごと支援センター（東京、大阪、名古屋、富山）が登録者の
Ｕターン就職を支援します。
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求人件数
約750件



■富山くらし・しごと支援センター
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東京・大阪・名古屋・富山
に

センターがあります！
遠方の方は、メールや電話、
オンラインでの相談もOK!
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■実家へのハガキ送付
●イベントや補助金周知を行うた
め、実家あてにハガキを郵送
●ご家族がお子様に連絡して
いただくことを期待
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■就職活動のための交通費補助

①対象：県外大学生等 ※富山県出身者に限らない

②要件：いずれかに２回以上参加（県内１回以上）
・県内：県等主催の合説等、インターンシップ
・県外又はオンラインの県等主催の合説等

③内容：県外住所地から目的地最寄駅までの
交通費を助成
（補助率1/2、上限10,000円）

①補助金交付申請書を入手（富山県のＨＰ）

②富山県が主催する合同企業説明会に２回以上参加

③とやまＵターンガイドに登録

④申請書に必要事項を記載

⑤申請書を県へ提出

⑥補助金を交付
13



■就職活動のためのサイト「スタートライン！とやま」

企業ＰＲ動画（87社）等
を公開中

「人事採用に聞く就活のススメ！」

座談会動画
17

スタートラインとやま 検索



■企業ナビとやま

県内企業の情報を多く掲載し、求職者に対し県内企業の特徴
や魅力等を分かりやすく提供
☞大企業から中小企業までの豊富な企業情報や動画等を掲載など
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企業ナビとやま 検索



■インターンシップナビとやま

企業・団体が登録したインターンシップ情報について、学生が
スマホ等から応募することで、簡単にマッチング
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医療用新薬 新剤形の医薬品 ｼﾞｪﾈﾘｯｸ・原薬

・県内を代表する新薬メーカー。
リポソーム製剤の新工場を建設。
COVID-19ワクチンの治験薬製造
を受託

・点眼剤の専門メーカー。本社工
場の生産能力は、世界最大規模

・バイオ研究開発メーカー。遺伝子
研究用試薬の全国トップシェア

・経皮吸収型製剤の
有効性を立証。消炎
鎮痛剤のテープ剤
が好調

・DPI（経肺・経鼻粉末吸入）
製剤専用工場など 多様な剤形
を製造

・パップ剤、点眼剤（世界初最新
型ロボットシステム導入）等の技
術が集積

・水なしで服用できる、
口腔内フィルム
製剤を開発

・200品目以上のジェネリック
医薬品を製造販売するメー
カー。バイオ後続医薬品の開
発にも取り組んでいる

・原薬から医療用、一般用医
薬品まで幅広く製造。
新原薬工場建設予定

・欧米からの受託実績を持つ
原薬メーカー

医薬品生産拠点として100を超える工場が集積し、薬都とやまを形成！

ニッポンジーン

リードケミカル

東亜薬品

テイカ製薬

救急薬品工業

陽進堂

ダイト

十全化学

・グループの主要生産拠点として免疫
抑制剤等を製造。
抗体原薬製造施設を建設（R2.3稼働）

アステラス
ファーマテック

富士フイルム
富山化学

日東メディック

・国内最大手の
ジェネリック医薬
品専業メーカー

日医工

■薬都とやまを支える企業群 ～医薬品製造業の集積～①



卸売・小売

・県内最大手の調剤薬局
チェーン県内55ヶ所のほか、
石川、福井でも店舗展開

配置薬・大衆薬

・配置薬販売からスタート。
新薬製造、薬局など幅広く展開

・全国的に有名なかゆみ止め薬
を製造。キャラクター商品など多
彩な商品

・伝統ある配置薬メーカーの
ひとつ。健康食品なども幅広
く製造

・グループの製造拠点として
テレビCM等でおなじみの様々
な商品を製造
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富士薬品

池田模範堂

全国的に有名なかゆみ止め薬

・くすりの富山の礎を築いた
創業140年の歴史ある会社

廣貫堂

第一薬品工業

富山小林製薬

チューリップ調剤

印刷・容器製造

朝日印刷

・医薬品・化粧品の
パッケージ専門の
印刷会社として、
デザイン性の高い商品を提供

・医薬品・食品・
化粧品等の
画期的なプラス
チック製品を開発

・化学変化を防ぐ

内面加工のアルミ
チューブやホワイト

ボード用のマーカーペンボディを

開発、全国でトップシェア

武内プレス工業

シロウマサイエンス

・医薬品容器
の企画開発か
ら製造までトー
タルに行う

阪神化成工業

・企業母体は江戸時代1622年
富山町(現富山市)の中田清兵

衛商店（後のナカダ薬品）に由
来

ファイネス

明祥

・昭和38年に石川県の薬局等

と富山市のカサマツが業務提
携し設立。現在北陸で８拠点を
展開している

池田模範堂 第２工場

（H28.11.25竣工）

■医薬品製造業の集積と関連産業の発展②



・高度技術の産業群 ●ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ等のｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源 (コーセル㈱)

●超大型樹脂成形システム (㈱タカギセイコー)

●宇宙飛行士酸素供給ホース （㈱トヨックス）

●電気めっき、特殊表面処理 (㈱高松メッキ)
●高機能コンデンサ （トーキン㈱ ）
●癒し系ロボット （ ㈱知能システム）

●液晶ディスプレイ部品 （日本ゼオン㈱、㈱サンリッツ）

●リチウムイオン電池材料 （新日本電工㈱）

●気密ファスナー (ＹＫＫ ㈱)
●産業ロボット・自動車用軸受 (㈱不二越)

●自動車用ｴﾝｼﾞﾝﾊﾞﾙﾌﾞ開閉用部品 (田中精密工業㈱)

●ウォータージェット・微粒化装置 (㈱スギノマシン)

●太陽電池ウェハー製造装置 (コマツNTC㈱)

●工作機械・マシニングセンタ (キタムラ機械㈱)

●カメラレンズ着脱部マウント（世界シェア90％ ） （サンエツ金属㈱）

●耐圧樹脂ホース（全国シェア72％） (㈱トヨックス)

●カメラモジュール（全国シェア90％） (㈱シキノハイテック）

●ブローチカッター（切削工具） （全国シェア70％） (㈱不二越）

●L型自動包装機（全国シェア70％） (㈱ハナガタ)

●一般家庭用接着剤（全国シェア80％） (東亞合成㈱)

●プラスチック光ファイバー（世界シェア70％） (三菱ケミカル㈱)

・多くのオンリーワン企業

・日本海側では
実質１位の工業集積

●人口１人あたりの付加価値額（2019年速報値）
富山県 １３５万円
全 国 ７９万円

多くの自動車
メーカーが
採用する
産業用ロボット
（㈱不二越）

ウォータージェット
を活用した
微粒化装置
（㈱スギノマシン）

ナノメートル
レベルの微細
な半導体回路
の製造装置
（㈱KOKUSAI
ELECTRIC）

●製造品出荷額等（2019年速報値）
北陸全体 ９兆１，５８９億円
うち富山県 ３兆８，９８７億円

（約４３％）

宇宙服にも採用される
気密ファスナー
（ＹＫＫ㈱）

●セラミック発振子（世界シェア75％ ）

●パソコン用ショックセンサ（世界シェア95％)

●高速通信対応の高機能スマホ部品 「メトロサーク」（世界シェア100％）

●天然のクモの糸を模倣する技術による人工クモ糸繊維 (㈱ゴールドウイン）

●樹脂合わせガラス（全国シェア70%）

曲げガラス（全国シェア70%）(ともに新光硝子工業㈱）

●高強度炭化ケイ素連続繊維 (ＮＧＳｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾌｧｲﾊﾞｰ㈱)

（ともに
㈱富山村田製作所）
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■日本海側屈指の工業集積



金融業

卸・小売業

電気・ガス業

情報通信業

12都道府県にまたがる広域店舗網を展開
し、総合金融機能を備えた地方銀行

両立支援表彰 輝く女性表彰

経営の健全性を示す自己資本比率が国で
定める健全基準を大幅に上回る地域銀行

ＩCＴコンサルティング、情報システム構築、ソ

フトウェア開発などを総合的に提供するＩＴ企
業

北陸地域の生活・産業を支えるエネルギー
基幹産業を担う電力会社

天然ガスを中心としたトータルエネルギー
供給を行うガス会社

元気とやま！仕事と子育
て両立支援 企業表彰

女性が輝く元気企業
とやま賞

子育て支援とやま賞

インテック 25年58名、26年採用予定有

輝く女性表彰

輝く女性表彰両立支援表彰

両立支援表彰 輝く女性表彰

輝く女性表彰 輝く女性表彰

両立支援表彰

自動車保険やアフターサービスのコールセン
ター業務を世界18ヶ国で展開している企業

北陸地域で世界的ブランドの
清涼飲料の製造・販売を行う
企業

地元密着型食品スーパー
マーケットを富山・石川で展
開する企業両立支援表彰 輝く女性表彰

子育て表彰

県内に本社を置く上場企業で
北陸３県等で食品スーパー
マーケットを展開する企業

子育て表彰

両立支援表彰 両立支援表彰
北陸電力

北陸コカ・コーラボトリング

インテック

プレステージ・インターナショナル

日本海ガス

大阪屋ショップ アルビス

北陸銀行

富山第一銀行
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輝く女性表彰

■ 文系が活躍できる企業の例①



地域の医療・福祉を支える医療法人や社会福祉法人等

年間約100万人が訪れる国際山岳
観光地の基幹事業を担う企業

全国的に展開し、企業
の物流全般を取り扱う
システム物流を提供
する企業

旧北陸本線（県内）
を運営する企業

伏木富山港を拠点に日
本海から世界に広がる
物流ルートを構築する
総合物流企業

観光・宿泊業

ホテル事業のほか、富山、石川で
冠婚葬祭事業を展開する企業

運輸・物流

医療・福祉

宇奈月温泉で老舗ホテルをリブラン
ドする企業

魚津市で日本最大級の屋内岩風呂
を擁する観光旅館を経営する企業

ミシュランガイドで最上級の快適と評
価された温泉旅館を経営する企業

立山黒部貫光

オークス
黒部・宇奈月温泉 やまのは

トナミ運輸 伏木海陸運送 あいの風とやま鉄道

金太郎温泉

三楽園グループ

鉄道、軌道、乗合、
貸切自動車による運
輸業を行う企業

富山地方鉄道
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■文系が活躍できる企業の例②



文系採用を積極的に進める企業の例

ファスニング事業と建材事業を展開するグロー
バル企業（自社専用の工作機械も製作）

➢ファスナーは、国内外でトップ
クラスのシェア、世界72か国に拠
点 YKK提供

電子部品、無線機器、ソフト開発などの事業を
行うグループ企業

黄銅棒・線やカメラ部品（レンズマウント）などの
精密部品を生産する企業

医薬品パッケージ製造で世界に羽ばたく企業

切断装置など産業用機械やｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ
の開発・製造・販売を行う企業

複合型工作機械（ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ）の開発・製造・
販売を行う企業

➢幅広い事業展開

海外での勤務の可能性も

➢黄銅棒・線は国内シェアトップ

➢世界シェアトップのカメラ部品も生産

➢医薬品や化粧品のパッケー
ジで国内シェアトップ

➢ウォータージェット等の技術を持
ち、アメリカやアジア等にも拠点

➢世界24ヶ国で290件以上の特
許を取得、数々の受賞歴あり

キタムラ機械

スギノマシン

朝日印刷

立山科学グループ

YKK

サンエツ金属
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■文系が活躍できる“ものづくり”企業

○ものづくり企業（製造業）には、文系学生の採用も積極的に行っている企業が多い

○営業、企画、法務、海外部門など、様々な職種での活躍の可能性



【一般行政（上級）】
R3年度募集人数：130名程度（各市町村募集人数計）
（受付期間）例年4月上旬～10月上旬頃 ※市町村により期間が異なる

市町村職員 ※市町村毎に募集 このほか、市町村により保健師、
保育士・幼稚園教諭、消防職員
等の募集もあり

【総合行政（上級）】（受付期間） 例年 5月中旬～ 6月上旬頃
・R3年度採用実績：51名
・R4年度採用予定：44名

このほか
・一般事務（初級） 、学校事務（初級） 、
行政（職務経験者（UIJターン））、一般事務（就職氷河期世代）
・総合土木、心理、環境などの技術職
の募集も実施

富山県職員

H24：３９名、 H25：５０名、 H26：５３名、
H27：５0名、 H28：５９名、 H29：６４名、
H30：５１名、R1：５０名、R2：５１名

県庁舎本館竣工80周年・国登録有形文化財
への登録を記念し、屋上庭園を整備

・R3年度採用実績：354名
・R4年度採用予定：330名程度
（受付期間）例年5月中旬～下旬頃

公立学校教員 小学校、中学校・高等学校、特別支援学校、養護教諭

H24：277名、 H25：281名、 H26：315名、
H27：327名、 H28：313名、 H29：305名、
H30：296名、R１：300名、Ｒ２：324名

24

■文系が活躍できる企業の例②



1

今後のイベント
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■とやま就活バスツアーの開催について
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の実施区域在住または通学されている方は
対象外とさせていただきます。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

Aコース 2021年8月3日（火）
富山駅北口 8：30集合
Bコース 2021年8月5日（木）
富山駅北口 9：00集合

Cコース 2021年8月6日（金）
富山駅北口 9：20集合
Dコース 2021年8月17日（火）
富山駅北口 8：40集合

【日程】：



■その他のイベントについて
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28

ＵＩＪターン就職に関し、ご質問等がございま
したら、下記までご連絡ください。

【就職の相談】
富山くらし・しごと支援センター
富山オフィスＴＥＬ ：076-411-9179

名古屋オフィスＴＥＬ：090-5171-1460

【県の支援制度についての相談】
富山県ＵＩＪターン促進担当
ＴＥＬ： 076-444-4608
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とやまで
子どもたちと一緒に
わくわくした毎日を
過ごしませんか？

富山県教育委員会
教職員課

富山県公立学校教員採用



１ 富山県について

２ 富山県の教育

３ 富山県の教員採用
選考検査の概要

４ 採用について
もっと知りたい

説明の流れ



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

（１）令和４年度採用予定数
一般選考・特別選考合わせて330名程度
(特別選考「障害者」を含む)

（２）昨年度実施の採用選考検査実績
志願者数 １次受検者 １次合格者 登載者

小学校 281 263 249 169

中・高 424 394 248 144

特別支援 62 58 36 20

養護教諭 66 60 18 8

栄養教諭 3 2 2 2 

合 計 836 777 553 343 



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

（３）過去の名簿登載者数等の状況
年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ２ ３

志願
者数

1,221 1,192 1,206 1,141 1,159 1,092 1,105 1,049 929 822 836 

受検
者数

1,128 1,123 1,128 1,082 1,090 1,031 1,043 1,006 888 782 777 

登載
者数

315 285 301 335 319 312 309 300 305 325 343 

倍率 3.6 3.9 3.7 3.2 3.4 3.3 3.4 3.4 2.9 2.4 2.3

今年度の倍率は2.３倍
富山県で教員になるなら今！



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

（９）大学院で学びたい方へ

「大学院進学希望者及び修学継続希望者の特例申請」

・採用予定年度に大学院に在籍する者は、名簿登載
期間を１～２年延長
⇒実施要項７ページを参照
※専修免許の取得が条件

上記の特例により、大学４年生で合格すれば、
心置きなく大学院での研究をすることができます！



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

（10）選考検査のスケジュール(予定)

内 容 期 日

願書受付開始 ５月７日

願書受付締め切り ６月１日

第１次検査 ７月１７・１８日

第１次検査合格発表 ８月中旬まで

第２次検査 ８月２１・２２日

第２次検査合格発表 ９月中旬

内定通知発送 １０月上旬

辞令交付式 ３月末

着任 ４月１日



２ 富山県の教育

（５）採用前研修事業

「教師準備プレ講座」等

富山県で教師になったら、

４月から自信をもって

教壇に立つことができる！！



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

（11）もし、不合格になっても･･･

講師希望願を提出してください。

近年は講師不足の状態が続いており、
多くの方にお願いをしています！



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

（12）講師になれば・・・

次年度の１次検査免除の要件（※）の一つが満たせます。

※ 富山県教員採用選考検査で

・「補欠」となった方
・２次検査受検者かつ、
本県で講師等教職員として勤務経験 のある方

（要件については必ず実施要項で確認をしてください）

ぜひ富山県で講師希望登録を！！



３ 富山県の教員採用選考検査の概要

まめ知識

富山県は基本的な年齢制限なし！

年齢制限がないと聞いて

「学生のときに教員免許を取っておけばよかった・・・」

と感じた方もいらっしゃるようです。
（移住転職フェア教員採用ブースにて）

今こそ、教員免許を取ろう！



4 採用についてもっと知りたい



４ 採用についてもっと知りたい

（1）採用検査で合格するための情報

検査の過去問題は情報公開総合窓口
（076-444-3154）で３年分閲覧可能です。

２次検査は面接重視！
富山県は人を見ています！
（実技検査及び面接等の評価の観点や採用選考検査の
選考基準も６月下旬頃に公表予定です）



４ 採用についてもっと知りたい

（2）富山県で教員になりたい人のための情報

・教員UIJターンセミナー
・TOYAMAてぃーちゃーず’カレッジ

現場で働いている若手の教員の生の話を
聞くチャンス
現場で働いている教員と話をしたり、悩み
を相談したりすることで、
モチベーションアップにもつながります。



４ 採用についてもっと知りたい

（2）富山県で教員になりたい人のための情報
教員UIJターンセミナー（昨年度）
○開催場所及び時期
a 東京 有楽町朝日ホール(中止）

令和２年12月20日(日) PM1:30～4:30
b 京都 メルパルク京都(オンライン実施）

令和３年１月16日(日)PM1:30～4:30
c 名古屋 ウインクあいち（オンライン実施）

令和３年１月17日(月・祝)PM1:30～4:30

○対象者 ・富山県出身の県外大学生
・富山県出身の県外現役教員
・その他本県へのUIJターンに

興味のある方

○実施内容 ・講演（60分）
・若手教員との座談会（60分）
・個別相談会（60分）



４ 採用についてもっと知りたい

（2）富山県で教員になりたい人のための情報
TOYAMAてぃーちゃーず’カレッジ（昨年度）

○開催場所及び時期
富山県民会館１月～３月

○対象者
教員採用選考検査の受検予定の者 定員80名

○実施内容
〈１回目〉「先生の仕事を知ろう」
令和２年12月26日（土） 13:30～16:30
・若手教員との座談会 など

〈２回目〉「魅力ある先生になるための人間力を高
めよう」

令和３年１月10日（日）13:30～16:30
・コミュニケーション能力向上講座 など

〈３回目〉「富山で先生になろう」
令和３年２月13日（土）13:30～16:30
・若手教員との座談会「私の教採体験記」 など



HP・Twitterで情報発信しています！
富山県教育委員会教職員課ＨＰより

富山県教育委員会教職員課Twitterより



おわりに

(1) 教員は人生をかけても惜しくない仕事
・人の成長に関わる素晴らしい仕事
・苦しいこともあるが楽しい仕事

(2) 富山県は教員にとって恵まれた環境
・充実した研修
・教育に理解ある県民性
・通勤時間の短さ
・子育て支援（女性就職率の高さ）



とやまの子どもたちが
あなたを待っています


	富山県教育委員会資料

