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

『青森暮らしサポートセンター通信』2020年 12月号 

2020年 12月 2日(水) 
https://www.facebook.com/aomorigurashi 

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

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

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。 

早いもので今年も残すところわずかとなりました！ 

せっかくの年末年始ですが、帰省や旅行がなかなかできず、 

青森が恋しくなっている方もいるのではないでしょうか。 

そんな皆様！ 

今月号のメルマガは、オンラインで青森とつながれるイベント情報が満載です。 

ぜひご覧くださいませ。 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

≪  も く じ  ≫ 

＜1＞ 青森県合同移住フェア、今年も開催します！ 

＜2＞ 相談員イチオシイベント 

 ＜3＞ 12月～1月の移住・交流イベント情報 

＜4＞ オンライン移住相談ご利用ください！ 

＜5＞ 相談員のつぶやき 

＜6＞ 青森県への移住お役立ち情報 

 ＜7＞ 年末年始休業のお知らせ 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

 

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

＜1＞ 青森県合同移住フェア、今年も開催します！

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

「ふるさとに戻りたい」「青森で暮らしたい」を応援する青森県最大の移住イベント「青森県合同移住

フェア」を今年も開催いたします！！ 

今回は、新しい生活様式に対応して、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッドイベントにリニ

ューアル！新型コロナウイルス対策に万全を期して、来場者の皆様の安全・安心を確保いたします。 

恒例となっている三村知事のプレゼンテーションや、「地方でのリモートワーク」「子育て環境」など

皆様の‶知りたい”に応える先輩移住者トーク、市町村をはじめ 50 を超える団体が参加する移住相談会

など、たくさんのプログラムをご用意し、皆様の UIJターンを全力でサポートします。 

皆様のご来場、心よりお待ちしております！ 

※新型コロナウイルスの影響で変更が生じる可能性がございますので、最新情報は下記ページをご覧く

ださい。 

【開催日時】1月 9日(土)10:00～17:00 

【開催場所】CIRQ新宿イベントホール 

（東京都新宿区新宿 3-33-1 IDC OTSUKA新宿ショールーム） 

【URL】http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/chikatsu/goudouijyuu2019.html 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/aomorigurashi
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/chikatsu/goudouijyuu2019.html
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====================================================================== 

＜2＞ 相談員イチオシイベント 

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

初のオンライン開催！12/12(土)は「青森発！ローカルプロジェクト市」 

青森で「何か」したい皆さん、お待たせしました！毎年恒例、関係人口と青森県のマッチングイベント

「青森発！ローカルプロジェクト市」を今年は初めてオンラインにて開催いたします！ 

各プロジェクトのご説明と個別相談はもちろん、青森を面白くする仕掛け人たちのトークセッション、

リモートワーク体験ツアーのご案内、先輩地域おこし協力隊員による交流ブースなど、見どころ盛りだ

くさんな内容でお届け！ 

「移住まではいかないけれど、青森で何かしたい」、「なんかおもしろそう！」そんな皆さんのご参加

をお待ちしております。 

※当初、「TKPガーデンシティ PREMIUM秋葉原」での開催を予定しておりましたが、完全オンライン開

催に変更となりました。ご参加予定の皆様はご注意くださいませ。 

【開催日時】12月 12日(土)14:00～17:30 

【開催場所】オンライン（Web会議ツール・「Zoom」使用） 

【URL】https://platform-aomori.org/local-prj2020/ 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

 

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

＜3＞ 12月～1月の移住・交流イベント情報 

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

●好評開催中！就職とライフプランについて学ぶオンラインセミナー 

青森県への移住を考える上でとても気になる「仕事」や「お金」についてオンラインで学んでみません

か？12 月からは、ファイナンシャルプランナーの粟原さんによる「ライフプラン」編が始まります。途

中からの参加や、1 回のみの参加も可能ですので、興味のある方はぜひお申し込みください！（※定員

になり次第申込を終了します。） 

【イベント名】「移住で気になる『仕事』や『お金』のイロハ学」オンラインセミナー 

【URL】https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1089 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

☆ライフプラン編☆ ※各回とも 13:30～14:30 

第 1回 12月 6日(日)『青森暮らしの生活コスト』 

第 2回 12月 19日(土)『移住後の家計収支予測と改善策』 

第 3回 12月 26日(土)『移住後の暮らしの問題とライフステージの変化』 

【講師】ライフプランニングフォース 代表 粟原 良明さん 

【個別相談】セミナー終了後、講師による個別相談（各回先着 3組限定）を行います。 

こちらもぜひご活用ください！ 

 

●12/5(土)【テレワーク時代に考えるひろさき移住】 

テレワーク時代の今、地方への移住という選択肢を考えてみませんか？ 

弘前の IT 業界のパイオニアである大浦雅勝さんや、テレワーク移住を実現した先輩移住者の皆さんを

ゲストにお招きし、お話をお聞きします！ 

https://www.hirosakigurashi.jp/2020/1120/2962/ 

 

●12/15(火)・12/16(水)【#もっと交流しようぜ 津軽 or南部に移住完了した IT勢】 

青森に UIJターンを完了している ITワーカー向けのオンライン交流会！近いうちに移住を予定している

方や、ITが専門ではないフルリモートワーカーの方も歓迎です。 

12/15(火)は津軽編、12/16(水)は南部編として、エリアごとに分けて情報交換します！ 

https://aoit.jp/news/20201215-1216 

 

https://platform-aomori.org/local-prj2020/
https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1089
https://www.hirosakigurashi.jp/2020/1120/2962/
https://aoit.jp/news/20201215-1216
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●12/19(土)【八戸市オンライン移住相談会】 

ビデオ会議サービス「GoogleMeet」を使用してのオンライン移住相談会です。 

八戸市への移住をご検討の方、ぜひこの機会にご利用ください！ 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/cp_g/ijujoho/15602.html 

 

●12/19(土)【ひろさき圏域移住者と語り合おう！津軽の子育てぶっちゃけトーク】 

弘前圏域 8 市町村の子育て世代の移住者及び移住検討者を対象とした移住者交流会の第 2 回目をオンラ

インにて開催します。圏域での子育てについてざっくばらんに語り合うほか、移住の先輩からも子育て

のリアルをぶっちゃけていただきます！ 

https://hirosaki-ijyuu-vol2.peatix.com/?lang=ja 

 

●12/26(土)【あおもりで“やってみたい”を叶えちゃおう！起業・就農 はじめの一歩セミナー】 

もうすぐ新しい年！心機一転、青森で自分の想いや夢を実現させることを、じっくり考えてみません

か？ちょっぴりハードルが高い感じがする起業や就農の、コロナ禍でのはじめかたを、オンラインでわ

かりやすくお伝えします！ 

イベントの詳細は、近日中に下記「あおもり暮らし」web サイトに公開します！ 

https://www.aomori-life.jp/ 

 

●1/16(土)・1/17(日)【JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア 2021】 

北海道から沖縄まで、400を超える自治体が勢ぞろいする移住・交流フェアです！ 

青森県からも青森県総合ブースのほか、県内市町村が出展予定です。最新情報は JOIN の HP をご覧くだ

さい。 

https://www.iju-join.jp/ 

 

●毎月開催中！12/26(土)・1/23(土)【オーダーメイド型・オンライン相談デスク】 

皆様のご希望や相談内容に合わせたオーダーメイド型の個別オンライン相談会です！ 

青森暮らしサポートセンターやあおもり移住・交流推進協議会が案内役となって、相談者のみなさまと

県内市町村や関係機関の担当者をおつなぎし、移住に向けた心配ごとが解消できるようお手伝いしま

す。 

（例：〇〇市に直接相談したい、就農相談がしたい、〇〇職の県内事情が知りたい、など…） 

https://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=1092 

 

●毎月開催中！12/19(土)・1/16(土)【あおもり UIJターン創業相談会 in東京】 

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html 

 

 

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

＜4＞ オンライン移住相談ご利用ください！ 

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

「オンライン移住相談」を受け付けています！全国どこからでも、ご自宅のパソコン、タブレット、ス

マホからお気軽にご相談くださいませ。 

 

☆移住全般に関するご相談☆ 

「青森暮らしサポートセンター」にてお受けします。 

詳細はこちらをご覧下さい↓ 

https://www.furusato-web.jp/topics/218151/ 

 

 

 

 

 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kohotokeika/cp_g/ijujoho/15602.html
https://hirosaki-ijyuu-vol2.peatix.com/?lang=ja
https://www.iju-join.jp/
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html
https://www.furusato-web.jp/topics/218151/
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☆就職に関するご相談☆ 

「あおもり UIJ ターン就職支援センター」では、UIJ ターン希望者の方々の青森県内への就職相談を行

っています。 

10 月 19日よりオンライン相談（Zoom）を開始しました。 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/a-tokyo/aomoriuta-nnsyuushokusiennsennta-

00.html#01 

 

☆市町村へのご相談☆ 

以下の 7地域がオンライン相談を受け付けております。 

 

●青森圏域（青森市・平内町・今別町・外ヶ浜町・蓬田村） 

【お問合せ】青森市企画調整課（TEL：017-734-5168） 

http://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/kurashi-guide/sumai/iju-

teiju/onlineijyusoudan.html 

 

●弘前市 

【お問合せ】企画課（TEL：0172-40-7121）、 

ひろさき移住サポートセンター東京事務所（TEL：03-6256-0801） 

https://www.hirosakigurashi.jp/2020/0612/2503/ 

 

●八戸市 

【お問合せ】広報統計課（TEL:0178-43-2319） 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/ijujoho/14860.html 

 

●十和田市 

【お問合せ】政策財政課（TEL：0176-51-6712） 

http://www.city.towada.lg.jp/docs/2020081700024/ 

 

●おいらせ町 

【お問合せ】政策推進課（TEL：0178-56-4273） 

https://oigura.info/life/1791/ 

 

●三戸町 

【お問合せ】まちづくり推進課 やわらかさんのへ交流室（TEL：0179-20-1117） 

https://www.ondenya.jp/4515 

 

●五戸町 

【お問合せ】総合政策課 移住・定住担当（TEL：0178-62-7952） 

http://www.town.gonohe.aomori.jp/kurashi/osiease/2020-1016-1642-95.html 

 

 

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

＜5＞ 相談員のつぶやき

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

青森県最大の移住イベント、「青森県合同移住フェア」の情報がついに発表されました！ 

さらにパワーアップした内容でお届けすべく、スタッフ一同気合が入っています。 

今後の状況によっては変更等が生じる可能性もありますが、随時 Facebook等でお知らせしますのでご

注目くださいね。全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が深刻になってきていますが、一日も早い終

息と皆様のご健康をお祈りしています。良いお年をお迎えくださいませ。 

（移住･交流相談員 澤） 

 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/a-tokyo/aomoriuta-nnsyuushokusiennsennta-00.html#01
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/a-tokyo/aomoriuta-nnsyuushokusiennsennta-00.html#01
http://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/kurashi-guide/sumai/iju-teiju/onlineijyusoudan.html
http://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/kurashi-guide/sumai/iju-teiju/onlineijyusoudan.html
http://www.city.towada.lg.jp/docs/2020081700024/
https://oigura.info/life/1791/
https://www.ondenya.jp/4515
http://www.town.gonohe.aomori.jp/kurashi/osiease/2020-1016-1642-95.html
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====================================================================== 

＜6＞ 青森県への移住お役立ち情報

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

●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】 

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。 

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】 

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

 

●青森県への移住・就職で最大１００万円を支給します！【あおもり移住支援事業】 

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ijyuusiennkinn.html 

 

●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】 

https://aomori-job.jp/ 

 

●お役立ち情報満載！青森県公式就活アプリ【シューカツアオモリ】 

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/syukatsuaomori.html  

 

●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】 

https://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/post_59.html 

 

 

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

＜7＞ 年末年始休業のお知らせ 

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

12 月 28日(月)～2021年 1月 4日(月)までの間、ふるさと回帰支援センターが年末年始休業のため、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 1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） 

※月・祝・夏期・年末年始等お休みです 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

https://www.aomori-life.jp/club/about.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/kotsuhijosei.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ijyuusiennkinn.html
https://aomori-job.jp/
https://www.aomori-life.jp/news/oshirase/post_96.html
https://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/post_59.html
https://www.facebook.com/aomorigurashi/

