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『青森暮らしサポートセンター通信』2019年 7月号 

2019年 7月 17日(水) 

        https://www.facebook.com/aomorigurashi 

青森暮らしサポートセンターから青森移住に関心のある皆様へ 

====================================================================== 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

              ご あ い さ つ 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

 

「青森暮らしサポートセンター」移住・交流相談員の澤です。 

首都圏は梅雨明けが待ち遠しい日々です。 

青森では、お祭りに向けて各地が賑やかになっているのではないでしょうか。 

さて、今月号も青森移住関連情報 in首都圏をたっぷりお届けいたします！ 
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===================================================================== 

＜1＞ 相談員イチオシ“トピックス”（３本立て！） 

===================================================================== 

 

●青森県への移住・就職で最大１００万円を支給！【あおもり移住支援事業のお知らせ】 

青森県内の市町村へ移住・就職した場合、最大で１００万円がもらえる「あおもり移住支

援事業」が今年度からスタートしました！いつかは青森に移住したいと思っている方、こ

の機会にぜひ移住してみませんか。 

【支給額】世帯の場合→１００万円 ／ 単身の場合→６０万円 

【対象者の要件】 

（ａ）東京２３区の在住者または通勤者（直近５年以上） 

 （ｂ）平成３１年４月１日以降、青森県へ転入してきた方 

 （ｃ）就職マッチングサイト「Aomori Job」に、移住支援金の対象求人として掲載され

た求人に就職した方、または起業支援金の交付決定を受けた方 

  ※Aomori Job → https://aomori-job.jp/ 

※就職を検討している求人がマッチングサイトに掲載されていない場合は、県労政・ 

能力開発課へお問い合わせください。 

【詳細情報】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ijyuusiennkinn.html 

【お問合せ】労政・能力開発課 就業支援グループ 

（TEL：017-734-9398、E-mail：roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp） 

 

 ※さらに、起業した場合は、最大２００万円の起業支援金の対象になります。 

  詳細は、下記（公財）２１あおもり産業総合支援センターの HPをご覧ください。 
  https://www.21aomori.or.jp/sougyou/aomori-ijyukigyou.html 

  【お問合せ】総合支援課（TEL：017-777-4066、E-mail：sougyou@21aomori.or.jp） 

  

https://www.facebook.com/aomorigurashi
https://aomori-job.jp/
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ijyuusiennkinn.html
https://www.21aomori.or.jp/sougyou/aomori-ijyukigyou.html
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●今年も開催！【第 3回東北 U・Iターン大相談会―暮らす・働く・楽しむ―】 

東北 6 県の合同移住フェアを今年も開催いたします！東北で実現できるライフスタイル別

に並んだ個別相談コーナーのほか、先輩移住者を迎えたトークセッションなど、東北の魅

力を感じていただけるコンテンツをご用意してお待ちしております！青森県からは、起

業・創業／IT 就業相談、UIJ ターン就職相談、あおもり移住・交流推進協議会、青森市、

弘前市、八戸市、黒石市、十和田市、つがる市、七戸町の 10ブースが出展します。 

【開催日時】7月 28 日（日）11:00～17:00 

【開催場所】東京交通会館 12階カトレアサロン A・B（千代田区有楽町 2-10-1） 

【詳細情報】http://www.furusato-web.jp/event/126525 

【お問合せ】ふるさと回帰支援センター（TEL：03-6273-4401） 

 

●参加申込の受付を開始しました！【青森県合同移住フェア】 

青森県最大級の移住フェア「青森県合同移住フェア」を今年も開催します！ 

40 を超える「仕事・暮らし・住まい」ブースや先輩移住者が青森暮らしの様々な疑問にお

応えします。さらに新しい時代にちなんで内容を充実！セミナーや個別相談会に加えて

【転職】【ライフプラン】【住まい探し】【子育て環境】といったテーマごとの相談会も

開催します。事前に“参加申込”を頂くと、お申し込み順に相談会の優先案内をさせて頂

きます。お目当てのブースがある方は“参加申込”をお忘れなく！ 

【開催日時】8月 25 日（日）11:00～17:30 

【開催場所】サピアタワー東京 5階 サピアホールほか（東京都千代田区丸の内 1-7-12） 

【詳細情報】https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1005 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

 

====================================================================== 

 ＜2＞ 移住・交流イベント情報＠首都圏 

====================================================================== 

 

●十和田市が交流イベントを開催！【私たちの納得感の見つけ方 ～これからの地域との

関わり～】 

十和田市への Uターン・Iターンを検討中の方必見！先輩移住者 2組と県外から十和田市に

関わっている方 2 組をお招きし、「十和田市への納得感」をテーマにトークを展開しま

す。十和田市をはじめ各地の食材を使ったおばんざいを楽しみながら、アートとクリエイ

ティビティあふれるまちの魅力を掘り下げましょう！ 

【開催日時】7月 20 日（土）16:00～19:00 

【開催場所】食べられるミュージアム「風土は foodから」 

（千代田区神田錦町 3-15錦町ブンカイサン 1-2F） 

【参加費】1500円（お食事含む） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1001 

【お問合せ】十和田市政策財政課（TEL：0176-51-6712） 

 

●毎月開催中！【あおもり UIJターン創業相談会 in東京】 

UIJ ターン創業をお考え、関心のある方向けの個別相談会を今年度も毎月開催します。青

森県内で多くの創業・起業に携わってきた専門家（インキュベーションマネジャー）が皆

様のご相談をお受けします。8月～9月の開催日は以下のとおりです。※事前予約優先の個

別相談会となります。 

【開催日時】8月 31 日（土）、9月 21日（土） 

【開催場所】青森暮らしサポートセンター（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

【詳細情報】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html 

【お問合せ】青森県地域産業課（TEL：017-734-9374） 

 

  

http://www.furusato-web.jp/event/126525
https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1005
http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1001
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html
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●開催予告！【上十三・十和田湖エリア合同移住フェア】 

「会いに行きたい人」をテーマに、上十三・十和田湖エリアの地域紹介のほか、トークセ

ッションや個別相談、交流会を行うことで、上十三・十和田湖エリアへの移住のきっかけ

を提供するイベントです。 

【開催日時】9月 7日（土）13：00～17：00 

【開催場所】食べられるミュージアム「風土は foodから」 

（東京都千代田区神田錦町 3-15 錦町ブンカイサン 1-2F） 

【詳細情報】https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1014  

【参加費】2,000円  

【定員】30人（先着順） ※申込期限：９月１日（日） 

【お問合せ(運営事務局)】NPO法人プラットフォームあおもり（TEL：017-763-5522） 

 

 

====================================================================== 

 ＜3＞ 「しごと」「移住」体験イベント情報＠青森県内 

====================================================================== 

 

●一般の方も学生さんも！【青森県建設系企業 2019年インターンシップ参加者募集】 

青森県の建設系企業 61社が、業務内容や民間技術者の役割及び職場教育環境等について

幅広く知ってもらうとともに、職業意識向上の機会の提供やキャリア教育の一環として

2019年度インターンシップ研修生を募集しています。 

【実施期間】各企業（受入企業リスト参照）が定める期間  

【申込締切】7月 19 日(金)まで 

【詳細情報】http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kensetsugyo-intership.html 

【お問合せ】青森県整備企画課（TEL：017-734-9644） 

 

●八戸で働きたい方、必見！【はちのへ地域 UIJターン支援ものづくり企業訪問ツアー】 

八戸で働きたい方、ものづくり企業に関心のある方、必見！ 

9/20(金)、八戸市内の IT、ものづくり企業を訪問するツアーが開催されます。 

県内有数の工業地帯・八戸のものづくりスピリットを体感しましょう！ 

交通費助成も活用できますので、このチャンスをお見逃しなく！ 

【日時】9月 20日（金）10:30～17:00 

【会場】八戸インテリジェントプラザ 2F アイピーホール（八戸市北インター工業団地

一丁目 4番 43号） 

【対象者】 

・青森県外在住の学生等、既卒者、求職者などの UIJターン希望者 

（Uターン希望者の父兄のみの参加も可） 

・県内の学生等、既卒者、求職者 

【申込締切】9月 5日（木） 

【詳細情報】https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/14,130367,118,html 

【お問合せ】公益財団法人八戸地域高度技術振興センター（TEL：0178-21-2131） 

 

●青森県黒石市で農業体験始めよう！【ワーホリ黒石】 

都市部に暮らすみなさんが、一定の期間「米とりんごといで湯のまち」黒石市に滞在し、

就業体験（農業体験）を通じて、地域交流を行うことや地域課題等を共に考える取組など

を行う事業です。豊かな自然が大好きで農業に関心のある皆様の応募を心からお待ちして

おります。 

【詳細情報】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Working_holiday.html 

【お問合せ】黒石市農林部農林課六次産業化推進係（TEL:0172-52-2111） 

 

  

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Working_holiday.html
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====================================================================== 

 ＜4＞ 移住・交流イベント情報＠仙台 

====================================================================== 

 

●仙台で交流会！【青森で暮らさ Night】 

仙台にお住まいの皆様、必見！ 

青森への移住や地方での働き方、暮らし方について考える交流会を開催します。 

仙台から三沢市へ Uターンし、起業した立花拓也さんをゲストに迎え、移住のきっかけや

暮らしぶりの変遷についてお聞きします。青森ゆかりの皆さんでざっくばらんに交流しま

しょう♪ 

【開催日時】7月 20 日（土）18:00～20:30（予定） 

【開催場所】TKPガーデンシティ PREMIUM西口 7階 7I（交流会は 7K） 

（仙台市青葉区花京院 1-2-15 JR仙台駅西口から徒歩 3分） 

【参加費】3,200円（40歳以上）／2,200円（40歳未満）／学生は 1,200円  

※飲食代含む 

【詳細情報】https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/720night.html 

【お問合せ】一般社団法人あおつな創出プロジェクト 担当・神（090-2600-4782） 

 

●仙台でじっくり個別相談！【青森暮らし移住相談会 in仙台】 

「故郷の青森への Uターンを相談したいけど、仙台では相談窓口がない」 

「青森県への移住を考えるにあたって、どんな仕事があるの？」そんなお悩みに青森県の

移住相談員がお答え！事前予約によるお一組様ごとの個別相談会です。お申込は 7月 18

日まで！お早目にお申し込みください。 

【開催日時】7月 21 日（日）※予約可能時間①14：30～15：20／②15：30～16：20 

【開催場所】東北工業大学一番町ロビー2階ホール（仙台市青葉区一番町 1-3-1 TMビル） 

【詳細情報】https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_80.html 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

 

 

====================================================================== 

＜5＞ あおもりイベント情報＠首都圏 

====================================================================== 

 

●7/23(火)まで！渋谷東急東横店で「夏祭り ねぶた・七夕 青森・宮城物産展」 

【開催日時】7月 18 日（木）～7月 23日（火）10:00～21:00（最終日は 18:00まで） 

【開催場所】渋谷東急東横店（渋谷区渋谷 2-24-1） 

【注目ポイント】青森県と宮城県の特産品を販売。 

【詳細情報】https://www.tokyu-dept.co.jp/toyoko/event/index.html 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●7/26(金)まで！東戸塚で「第一生命青森フェア」 

【開催日程】5月 8日（水）～7月 26日（金）まで 

【開催場所】第一生命東戸塚教育センター（神奈川県横浜市東戸塚区川上町 89-2） 

【注目ポイント】第一生命東戸塚教育センター内の飲食店各店舗にて、青森県産食材を使

用したメニューを提供！ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●8/31(土)まで！産地と技の饗宴「青森フェア」 

【開催日程】7月 1日（月）～8月 31日（土）まで 

【開催場所】ホテルメトロポリンタン、ホテルメトロポリタン丸の内、ホテルメトロポリ

タンエドモント 

【注目ポイント】ホテル内レストランにて、青森県食材を用いた料理を提供す

るほか、工芸品の展示・PRも実施中！ 

 

https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/720night.html
https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_80.html
https://www.tokyu-dept.co.jp/toyoko/event/index.html
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【詳細情報】 

ホテルメトロポリタン丸の内
https://marunouchi.metropolitan.jp/restaurant/list/tenqoo/menu/aomorifair_190701_0831.html 

ホテルメトロポリタンエドモント 
https://edmont.metropolitan.jp/feature/fair_aomori2019.html 

【お問合せ】青森県農林水産部総合販売戦略課（TEL：017-734-9571） 

 

●8/31(土)まで！「ラロシェル南青山」で青森県産食材メニューが登場！ 

【開催日程】7月 1日（月）～8月 31日（土）まで 

【開催場所】ラロシェル南青山（港区南青山 3-14-23） 

【注目ポイント】青森県産食材を使用したランチ・ディナーメニューを提供。 

【詳細情報】http://www.la-rochelle.co.jp/shop/aoyama/ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

●9/1(日)まで！「和のあかり×百段階段 2019」 

【開催日時】7月 6日（土）～9月 1日（日）まで 

日曜～木曜まで 10:00～17:00（最終入館 16:30） 

金曜～土曜まで 10:00～20:00（最終入館 19:30） 

【開催場所】ホテル雅叙園東京（目黒区下目黒 1-8-1） 

【注目ポイント】百段階段入口にウェルカムねぶたを展示。 

【詳細情報】https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/wanoakari2019 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL：03-5212-9113） 

 

 

====================================================================== 

＜6＞ 「しごと」「働きかた」情報 

====================================================================== 

 

●青森県内の求人情報なら！【あおもり UIJターン就職支援サイト Aomori-Job】 

【URL】https://aomori-job.jp/ 

 

●あなたの経験を活かしてください！【青森県内地域おこし協力隊募集情報】 

【URL】https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_59.html 

 

 

====================================================================== 

＜7＞ 「移住支援策」情報 

====================================================================== 

 

●青森県への移住に関心のある県外の方をバックアップ！【あおもり移住倶楽部】 

青森県への移住に関心のある県外在住者・二地域居住者を応援する無料の会員制サービス

です。主に青森県内の「あおもり移住応援隊」施設で会員証を提示することで各種割引・

特典サービスを受けられます。 
【URL】https://www.aomori-life.jp/club/about.html 

 

●就職活動等を行う際の交通費を助成！【青森県 UIJターン還流促進交通費助成】 

青森県外から青森県内への就職活動やインターンシップ参加のための交通費を助成してい

ます。今年度から県内に実家のない方には宿泊費の助成も始まりました。就職活動の際に

ぜひご活用ください。 

【URL】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/kotsuhijosei.html 

 

 

  

https://marunouchi.metropolitan.jp/restaurant/list/tenqoo/menu/aomorifair_190701_0831.html
https://edmont.metropolitan.jp/feature/fair_aomori2019.html
http://www.la-rochelle.co.jp/shop/aoyama/
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/wanoakari2019
https://aomori-job.jp/
https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_59.html
https://www.aomori-life.jp/club/about.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/kotsuhijosei.html
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====================================================================== 

＜8＞ ふるさと回帰支援センター夏季休業のお知らせ 

====================================================================== 

 

8 月 11日(日)～16日(金)までの間、ふるさと回帰支援センターが夏季休業のため、青森

暮らしサポートセンターもお休みとなります。また、イベントなどでイレギュラーなお休

み、出張等もありますので、ご来訪の際はご予約・ご確認いただきますことをお勧め致し

ます。 

お休み中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

「あおもり暮らし」の最新情報はこちらから 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

●移住・交流の情報源！【青森県移住・交流ポータルサイト「あおもり暮らし」】 

移住・交流イベント情報や、青森県内全 40市町村の移住関連情報、移住者メッセージなど

「あおもり暮らし」の様々な魅力を発信中。 

【URL】https://www.aomori-life.jp/ 

 

●「いいね」「シェア」大歓迎！【青森暮らしサポートセンターFacebookページ】 

青森県への移住関連情報を中心に、青森のモノやコトなど、さまざまなニュースをお伝え

しています。 

【URL】https://www.facebook.com/aomorigurashi/ 

 

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

★『青森暮らしサポートセンター通信』は毎月 15日前後に配信予定です。 

★【配信元】青森暮らしサポートセンター 

東京都千代田区有楽町 2-10-1東京交通会館 8階 

（NPOふるさと回帰支援センター内） 

電話：090-6342-6194 開設日：火曜日～日曜日（10時～18 時） 

Facebook：https://www.facebook.com/aomorigurashi 

※月・祝・夏期・年末年始等お休みです 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

====================================================================== 

https://www.facebook.com/aomorigurashi/
https://www.facebook.com/aomorigurashi

