
富山県内
11市町が
参加

合同の
企業説明会を
同時開催

入場
無料

Best m
atch!

地方への移住や転職をお考えの方へ

UIJターン者、起業者、子育て家族、地域
おこし協力隊等との対話や相談など

企業担当者等による仕事内容やUIJター
ンによる転職事例の紹介など

市町村ブース 先輩移住者ブース 企業ブース

県総合相談ブース
暮らしや仕事、住まいの各種相談

農業・介護ブース
就農や介護職向けの相談

地域の魅力、特徴の紹介や移住者応援
施策の紹介など

東京交通会館12階 カトレアサロンA 
（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
富山県地方創生局 地方創生・移住交流課
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：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
（東京オフィス2022年第352回ふるさと暮らしセミナー）

とやまベストマッチ相談会
https://toyama-bestmatch2022.com
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弥陀ヶ原 美女平

東京で立山の絶景を体感できます!

Special contents

富山県屈指の観光地「立山」の弥陀ヶ原や美女平を
散策しているような感覚をVR（仮想現実）で味わえます。
※13歳以上

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。

富山で暮らす、働くをわかりやすくご紹介!!

申し込みフォームは右のQRコードからアクセスできます。
事前申し込みがだんぜんおすすめ!! 受付がス

ムーズ!
受付がス

ムーズ!
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株式会社ショウエイ 富山営業所

キタムラ機械株式会社

株式会社Relic

アクティブファーマ株式会社

大谷製鉄株式会社

トーテックアメニティ株式会社

北陸電力株式会社

株式会社竹中製作所

株式会社マルゼン

ヴィスト株式会社

富士フイルム富山化学式会社 株式会社宮本工業所

木村産業株式会社

株式会社タイヨーパッケージ

株式会社北日本新聞社

並木薬品株式会社 株式会社プロジェクトタネ

北菱電興株式会社

立山科学グループ

株式会社池田ホテルマネジメント ダブルツリーbyヒルトン富山

株式会社プレステージ・インターナショナル

日嶋精型株式会社

株式会社PCO

山田工業株式会社

バイホロン株式会社

株式会社KOKUSAI ELECTRIC

   企業ブース 参加企業一覧

（順不同）

※写真はイメージ
※なくなり次第終了氷見うどんと昆布のセット

「事前申し込み」をしてご来場いただいた方にプレゼント



朝日町
あさひまち

富山県の東の端っこ、朝日町です!海山川が揃っ
た自然豊かなこの町に、ご興味がある方はおられ
ませんか??まずはお気軽にご参加ください！先
輩移住者が楽しく朝日町の魅力をお伝えします
（＊^ ＊^）

富山市
とやまし

都市機能の充実はもちろん、海・里・山も身近に
ある富山市。富山駅周辺の整備が進み、公共交
通や暮らしがさらに便利になりました。「全国住
み続けたい街ランキング2020」第1位にも輝い
た富山市へぜひ一度お越しください。

上市町
かみいちまち

山や海、富山市にもアクセスがよく暮らしに便利
な施設が半径1km圏内にギュッと詰まった、利
便性バツグンの自然豊かなコンパクトローカルシ
ティ!剱岳の麓の町で子育て世代への手厚い支
援を用意してお待ちしています。

入善町
にゅうぜんまち

日本一おおきなジャンボ西瓜が収穫されるまち。
日本屈指の美しさを誇る扇状地に広がる散居村
や、あちこちで湧き出る湧水など、水の王国なら
ではののどかな自然を体験してみませんか?

黒部市
くろべし

海・山・川・温泉に囲まれた自然溢れる黒部市。北
陸新幹線の停車駅があり首都圏からのアクセス
は抜群！そのほかにもたくさんの魅力があります
ので黒部市ブースへぜひお越しください。

市町村ブース　各地域の魅力や特徴の紹介や移住者応援の施策を紹介しています。

先輩移住者ブース

南砺市
なんとし

四季折々の大自然を楽しむことができ、地域に深
く根付く文化もとっても豊か。「まちなか」も「里
山」もどちらも選べる南砺市で心豊かに暮らしま
せんか?南砺市ブースであなたを待っています。

UIJターン者、起業者、子育て家族、地域おこし協力隊などが
富山での暮らしを本音で語ります。

有𠮷   直弘
ありよし  なおひろ

関西で理系の大学を出て、京都の電気メーカーに就職。今後に不安を覚え退
職。世界旅行をした後、医療職に転向し滋賀県で病院に勤める。娘が産まれて
から安心安全な食物で子育てをしたいと思い、数年前から耕作放棄地で無農
薬のお米作り・畑ができるところを探し始める。静岡、長野、山梨、岐阜、石川、和
歌山、三重、京都、兵庫、鳥取、山口と訪問、富山県中新川郡上市町で協力隊と
して移住。5月に子供が生まれ、妻と娘の4人家族。

地域おこし協力隊 Iターン(滋賀県→上市町)

善田  洋一郎
ぜんだ  よういちろう

長野県生まれ。憧れの都会生活を満喫していた20代半ば、ふとしたきっかけで人生の路頭に
迷い、田舎への移住を決断するも大失敗。逃げるように移住した愛知県の山奥で林業と出会
い、ルーツの意義や受け継ぐことの大切さを教えてもらう。2012年、結婚を機に妻のルーツ
である富山県朝日町に移住。住民参加型会議にて移住に関する施策を町に提言したことが
きっかけで、2017年より5年間、役場職員として移住・空き家の専門員を務める。2022年よ
りNPO法人コクリエとして独立、行政では踏み込めなかった課題にチャレンジ中。

団体職員 孫ターン(愛知県→朝日町)

所  真一
ところ  しんいち

・2015年からインバウンド向けのベンチャー企業に務め観光を生業としてきま
した。その経験を生かし富山にある観光資源を有効活用して地域活性化のお
手伝いをしたいと思い、富山県に移住しました。
・2022年4月からは地域の道の駅で地元の資源を活用した新商品開発などに
取り組んでおります。

上市町地域おこし協力隊 I(U)ターン(川崎市→上市町)

西岡  恵一
にしおか  けいいち

1969年大阪生まれの大阪育ちの52歳です。家族は妻とトイプードル（現在は
単身赴任中）。18歳から21歳まで消防士、21歳から50歳まで国家公務員（司
法機関）として働いていました。趣味は登山、旅行、メダカの飼育、読書など多趣
味です。サザンオールスターズファンでもあります。

地域おこし協力隊(移住コンシェルジュ) Iターン(兵庫県→小矢部市)

橋詰 真知子
はしづめ  まちこ

愛知生まれ岐阜育ちの私は結婚後、主人の仕事で転勤族となりました。出産して子育てがは
じまると、夫婦ともに「子どもたちを自然豊かな環境で育てたい」と強く思うようになりました。
移住先を探し、山・川・海・清水の恵みに育まれた豊かな自然とそのなかで遊ぶ双子（当時2
歳）のいきいきとした表情が決め手となり、主人が転職して、黒部市に移住し5回目の春をむか
えたところです。ご近所の方との交流や地域行事などをとおして、たくさんの人たちとかかわり
ながら子どもが育っていくことや、人のあたたかみもこの土地の魅力だと感じています。

主婦 I(U)ターン(愛知県→黒部市)

服部  彩子
はっとり  あやこ

生まれも育ちも静岡県。静岡大好きな私が朝日町に移住して丸6年が経ちまし
た。地域おこし協力隊を経て出産し、今は主に移住相談員をしています。(3足の
草鞋を履いてます)夫は農業未経験からスタートし、今は養蜂やつぼ焼き芋屋
をしています。夫婦ともに移住前とは180度違う生活を楽しんでいます。愛息子
は現在3歳、愛猫は現在6歳です。

主に移住相談員 Iターン(静岡→朝日町)

林  賢二
はやし  けんじ

・南砺市に来る前は東京で映像のカメラマンをしていました。
・南砺市山間部の写真集を見て移住を決めました。
・協力隊の制度を利用して南砺市に来ました。
・協力隊の活動は主に撮影の仕事をしています。他にはイベントの広告を作成。

南砺市地域おこし協力隊 I(U)ターン(東京→南砺市)

森  翔平
もり  しょうへい

・千葉県出身。
・大学在籍時の農業体験がきっかけで、地域おこし協力隊として３年間、入善町
の農事組合法人「島」で活動。

・地域おこし協力隊卒業後は、引き続き「島」の従業員として勤務。
・同町の空き家を購入し、田舎暮らしを満喫中。
・地域農業の担い手として、今後も尽力していく予定。

農業 I(U)ターン(千葉県→入善町)

屋敷  凜太郎
やしき  りんたろう

自然や山が好きだったこと、氷見の祖父の家が空き家になり、実際に空き家に
住んでみることで何かアイデアが生まれると考えたことから移住を決めました。
まちづくりを行政の立場からやってみたいという想いから氷見市役所に入庁
し、今年で2年目になります。好きなことは、いろんな場所を車で一人旅すること
です。富山の家は全国1位、2位を争うほど広いです。私が現在住んでいる家も
広すぎるため、時々寂しくなりますが、その分自然に囲まれた自由さがあります。

市町村職員 Iターン(さいたま市→氷見市)

山田  奈津子
やまだ  なつこ

富山県富山市出身。18年間の東京暮らしを経て、2021年8月に射水市に移住
（Jターン）しました。東京出身の夫は私よりも野生児で、広 と々した土地で子育
てできることに満足しています。移住してすぐ、よく驚いていたのは「空が広い」、
「道がすいてる」、「駐車場が広くて、安い（無料）」!首都圏で暮らしたからこそ見
えてきた富山の豊かさを紹介します!

地域おこし協力隊/移住コーディネーター Jターン(東京都武蔵野市→射水市)

砺波市
となみし

田園が広がるのどかな農村で暮らしながら、車で
10分ほどでお店が立ち並ぶ市街地へ行くことが
できます。自然とまちが共存する砺波市で、肩肘
を張らず気軽に田舎暮らしをはじめてみません
か。

高岡市
たかおかし

高岡市は、安心して子育てのできる環境づくりに
力を入れています。また、歴史や文化と共存して
いるまちでもあります。たくさんの高岡の「推し」、
まずはブースでお話ししてみませんか？あっ、た
かおかで暮らそう！

射水市
いみずし

映画やドラマの舞台となったノスタルジックな港町、
帆船海王丸と新湊大橋が織りなす雄大な日本海、そ
してホタルが舞う里山と、海・川・里山の豊かな自然
に囲まれ、大島絵本館など子育て環境も充実の射
水市。あなたも「いみず推し!」になりませんか。

©イナガキヤスト

小矢部市
おやべし

小矢部市は富山県の西の玄関口として、金沢と
富山を結ぶ交通の中間にある利便性を活かし、
居住・通勤・レジャー等幅広い選択肢がありま
す。移住を考える皆さんと安心で健やかな暮らし
を結びます。

氷見市
ひみし

氷見市は能登半島の付け根に位置する人口約4
万5千人のまちです。多くの自然に包まれており、
全国的に有名な寒ブリをはじめとする海の幸、山
の幸の美味しい恵みがいっぱいです!移住したい
あなたに寄り添い、全力で応援します。


