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STEP

青森暮らしへの

4 STEP

STEP

暮らしの拠点を移すまでには、いくつか段階が必要です。ここでは基本となるステップをご紹介します。
移住後の生活をイメージして、家族と話し合ったら、移住までのステップをシミュレーションしてみましょう。

START!

STEP

1

STEP

2

仕事と生活の
スタイルを決めましょう
暮らしたい家や、取り組みたい仕事が明確に
なれば、暮らし方が決まってきます。居住地

移住セミナーやイベントに
参加してみましょう

域について知ることも大切です。新規就農や

まずは情報を
収集しましょう
「青森ってどんなとこ？」。観光ではなく、生活する場としての青

青森県や市町村が開催する移住関連イベントでは、先輩移住者によ

して、新たな生活への準備を進めましょう。

森県を知るためにも、まずは移住相談窓口や WEB サイトなどを

る体験談を聞けたり、各市町村ブースで個別相談することもできま

利用して情報を集めましょう。居住地域や仕事、子育て環境など

す。参加団体や先輩移住者の生の声を聞いて、パンフレットや WEB

について家族で話し合い、協力しながら進めるとスムーズです。

サイトからだけでは分からない情報を得ることができます。

▶P3~

3

青森暮らしを
体験してみましょう

青森暮らしの
スタート！
移住を実現してからが青森暮らしのスタート
です。ご近所、仕事先、周囲の人たちと良い
関係を築いて、新しい生活を始めてください。

仕事と生活のスタイルが決まった人も、決め
かねている人も一度、
「お試し住宅」や
「お試し移住体験」等のプログラムを利用し
て実際に青森での暮らしを体験してみること
をオススメします。詳しい利用方法は各市町
村へお問い合わせください。

▶P36

UI ターン転職、起業・創業サポートの相談窓
口など、仕事や暮らしの支援策を上手に活用

▶P10~

S NS や メ ル マ ガ を 活 用 し て

▶P16

最新の情報を集めよう

▶P8

ま ず は、W EB で
情 報 収集。

青森県移住・交流ポータルサイト

あおもり暮らし
「あ お もり 暮 らし」で は
青森県への移住を考える
方に役立つ情報を発信し
ています。青森暮らしの
入口がここに！

www.aomori-life.jp
あおもり暮らし

青森暮らしサポートセンター

（略称：あおぐら）

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階
「NPO法人 ふるさと回帰支援センター」内
開設時間

10:00-18:00

月曜日・祝日夏季休業期間及び年末年始

TEL 090-6342-6194
FAX 03-6273-4821
HP:www.aomori-life.jp

■フェイスブック
東京・有楽町にある「青森暮ら
しサポートセンター（あおぐ
ら）
」では専任の移住・交流相
談員が、青森移住にまつわるご
相談を承っています。
Facebookでは、移住関連情報
を中心に、青森のモノやコト、各
地で盛り上がる移住話に至るま
で、青森県にまつわる様々な
ニュースをお伝えしています。

移住関連情報のほか、首都圏における青森県に関する
イベント情報などをお知らせしています。
配信希望の方は、下記にメールてご連絡ください。

メール：aomori@furusatokaiki.net
あおもり移住・定住ガイドブック

青 森
移住全般に関するお問い合わせ

あおもり移住・交流
推進協議会
〒030-8570 青森県青森市長島 1-1-1
青森県地域活力振興課内

TEL 017-734-9174（直通）

FAX 017-734-8027

メール：ijukoryu@pref.aomori.lg.jp

■メールマガジン
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4

あおぐら
facebook.com/aomorigurashi
あおもり移住・定住ガイドブック
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家族構成は？

あおもり移住 NOTE

ご自分のこと、ご家族のこと、移住について話し合ったことを書きこんでみましょう。

移住したい理由を書き出してみましょう。

移住することで、あなたや家族の暮らしはどのように変わるかイメージできますか。

今の暮らしについて、満足しているところは何ですか？

移住して変えたくないことはありますか？

今の暮らしについて、不満なところはありますか？

移住して変えてもいいことはありますか？

移住したら、どんな暮らしがしたいですか？
優先順位をつけてみましょう。
（

）自然（

）住まい（

）子育て（

）医療（

）交通（

）教育（

）仕事（

）買い物（

）その他（

）

相談メモ
住まいの希望条件は何ですか？
賃貸／購入
□戸建て

間取り
□新築

大きさ

4 あおもり移住・定住ガイドブック

坪

□集合住宅

□中古

その他（

）

あおもり移住・定住ガイドブック
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AOM ORI P r o fi l e

青森って、こんなとこ！

01

自慢どころ 6 選！

03
温泉

夏祭り
本州最北の青森は、地域や四季によってまったく異なる表情を見せるワンダーランド。

夏は、冷涼な気候の青森が最も「熱く」

地形が気候を左右し、歴史がさまざまな文化・コミュニティを形成し、アイデンティティとして根付いています。

なる季節。青森の三大ねぶた祭りをはじ

じょっぱり（頑固者）だけど情に厚い。そんな青森県民の気質を育む風土をご紹介します！

め、下北半島最大の「田名部まつり」や、
ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」
に登録された「八戸三社大祭」など、故

位置・地形

青森の言葉

本州の最北端に位置しており、緯度で言えばニューヨークや北

青森と言えば、他県民には難解な独特の方言やイントネーショ

京、ロンドン、マドリードなどとほぼ同じ北緯 40.5 度。北は北

ンが魅力のひとつ。
「津軽弁」
「南部弁」
「下北弁」に大別されます。

海道との間にある津軽海峡、東は太平洋、西は日本海に面してお

共通する部分はあるものの、受ける印象が異なる青森の言葉。会

り、岩手県・秋田県と隣接しています。

話をしていると聞き慣れない単語も多く、はじめのうちは戸惑

変化に富む地形を象徴するのが、中央にそびえる奥羽山脈の北

うこともあるかもしれません。そのときは「方言が分からないの

端・八甲田山です。これを挟んで日本海側には白神山地や津軽半

でゆっくり話してほしい」と相手に伝えることも大切です。

島、太平洋側には八甲田山系東部の丘陵台地と下北半島があり、
らに津軽半島と下北半島に囲まれるように陸奥湾があり、航行
する船を見ることができます。

6

ます。

豊かな自然
世界自然遺産の白神山地や、十和田八幡

青森の人

地に名湯・秘湯があります。千人風呂と
も呼ばれる混浴大浴場が有名な酸ヶ湯温
泉や陸奥湾を望むリゾート・浅虫温泉な
ど、県内にいても足を運びたくなる温泉
がたくさん。

陸復興国立公園などの自然公園が点在す
る青森県。奥入瀬渓流や弘前城の桜など
全国的に有名なスポットも多く、こうし
た自然が、豊かな人間性を育みます。

食

全国屈指のりんごの生産地である青森県
ですが、ほかにもニンニクやながいも、
ホタテ、言わずと知れた大間のマグロな

年間平均気温 11.0 度。冷涼で過ごしやすい青森は、全国的にも台

郷土に関する意識調査によれば東北随一の人見知り。一方、打ち

風が少ない地域として知られています。三方を海に囲まれ、奥羽

どが生産されるまさに食材の宝庫。こう

解けるとすぐに会話が弾むと言われる青森県民。自分たちが思

山脈が県内を二分しているため、地域によって気候が大きく異

した食材を使った郷土料理も数多く、暮

う青森県民のイメージは「がまん強い」が 64.1％と高く、次いで

なります。例えば、冬は冷たく湿った空気が奥羽山脈にぶつかっ

らしの知恵から生まれた味として各家庭

「まじめ」が48.0％。そのほか「素朴」
「世話好き」
「保守的」といっ

で親しまれています。
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農林水産業

農業や漁業など一次産業が盛んな青森。
変化に富む気候と地形、豊かな水が大地

05

の恵みをもたらし、県を囲む３つの海は
漁業・養殖業に最適。八甲田山や白神山
地などの森林資源を活かした林業ではハ
イテク技術の導入で労働負担の軽減を図
るといった取り組みが行われています。

歴史・文化
国内最大級の集落遺跡である特別史跡

て津軽地方に多量の雪を降らせますが、山脈が障壁となり、太平

た意見が多く、温和で照れ屋な「東北人気質」と「じょっぱり」

「三内丸山遺跡」をはじめとする縄文遺

洋側は乾燥した晴天の日が続きます。また、夏はヤマセの影響を

と言われる旧来の頑固さが、青森県全体の県民性として根付い

跡群が数多く遺されています。また、太

受ける太平洋側で低温・多湿の日が多くなります。月別の平均気

ている様子がうかがえます。

宰治や棟方志功、寺山修司などの文化人

温に大きな差は見られませんが、最深積雪量を比較すると一目

を輩出した地域でもあり、そうした人々

瞭然。西側はスキー、東側はスケートが盛んといったように、ウィ

の軌跡から歴史の奥深さを感じることが

ンタースポーツにも違いが見られます。

できます。

あおもり移住・定住ガイドブック

28 年 3 月末現在）を誇る青森県には、各

平国立公園、平成 25 年に創設された三

04

青森の気候を二分しています。中央部には青森平野が広がり、さ

気候

郷を愛する人たちの情熱が人々を魅了し

02

温泉地数・湧出量ともに全国 4 位（平成

あおもり移住・定住ガイドブック
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数字で見る

青森県のココがすごい！

一次産業が盛んな青森県には、全国屈指の生産量を誇る農林水産物がたくさん。
さらにランキングからは、子育てにもぴったりな場所であることが見えてきます。

野菜・果物部門

魚介部門

畜産・林業部門

全国１位

全国１位

全国１位

全国2位

りんごの収穫量

ひらめの漁獲量

豚の飼養頭数
飼養者1戸あたり

雪日数

415,900t
（平成29年度）

1,045t
（平成28年度）

4,551頭
（平成30年度）

くらし・環境・産業部門

年間 95日
（平成28年度）

AOMORI
雪 国 くらし
青森には雪が極端に多い地域もあれば、気温がぐっと冷

こども部門

え込む地域もあります。雪国ならではの生活の仕方を覚
え、青森の冬と上手に付き合っていきましょう。

平均身長
小学5年生男子

140.6cm

県南エリア

エリア別積雪量
青森県は青森市や弘前市などがある「津軽」
、八戸市を中
心とした「県南」
、むつ市を中心とした「下北」エリアに分
かれます。
「青森県は雪国」といっても、実はエリアによっ
て積雪量はまちまち。とくに県南エリアは津軽、下北エリ

全国１位

全国１位

ニンニクの収穫量

いか類の漁獲量

13,700t
（平成29年度）

25,531t
（平成28年度）

全国１位
ヒバ蓄積量

公衆浴場数
人口10万人あたり

12,830 千㎥
（平成29年度）

ごぼうの収穫量

50,100t
（平成29年度）

全国１位
ほたてがいの生産量

120,348t
（平成28年度）

全国１位
採卵鶏（成鶏メス）の飼養羽数
飼養者1戸あたり

204 千羽

（平成30年度）

80〜99ｃｍ

60〜79ｃｍ

40〜59ｃｍ

0〜39ｃｍ

雪を思いっきり楽しもう！
全国１位

知っておきたい

冬は寒くて辛い……ばかりではありません。津軽エリアでは
スキーやスノーボード、県南エリアではスケートやアイス

平均身長
小学6年生女子

雪国豆知識
県南エリアは雪が少ないものの、まったく降らないという

した雪まつり・冬祭りも開催されるので、ぜひ雪国らしい冬

（平成29年度）

ことはありません。雪と上手に付き合っていくための豆知

レジャーを満喫してください。

148.6cm
全国１位

100ｃｍ〜

1981年〜2010年の最深積雪の平年値を参考に作成 （出典：青森地方気象台）
※観測のデータがある地点のみ掲載しています。

アと比べて雪が少ない傾向にあります。

24.5か所
（平成27年度）

津軽エリア

全国１位

（平成29年度）

全国1位

下北エリア

全国1位

ホッケーといったように、さまざまなウィンタースポーツが
長期間にわたって楽しめます。また、各地では雪や氷を活用

識をご紹介します！

第1次産業就業者比率
対就業者

1 My 雪かきグッズを準備しよう

12.0％

雪かきは雪国で暮らす人々にとって避
けては通れない道。雪かき用のスコップ
はもちろん、スノーダンプもあると便利
です。家庭によっては小型除雪機を備
えていることも。

（平成27年度）

２ 車内の備えも万全に
全国2位
ながいもの収穫量

53,800t
（平成29年度）

全国1位
消防吏員数
人口10万人あたり

204.3 人

全国１位
保育所数
0〜5歳人口10万人あたり

889.9か所
（平成27年度）

（平成28年度）

冬場はスタッドレスタイヤが必要なほ
か、チェーンや、車内にも雪かきグッズ
を常備しておくと万が一のときにも安
心です。また、寒冷地仕様の車を購入
するのもお薦めです！

３ 暖房費用に要注意
都会と比べて暖房器具への依存度が高
い青森。機種によって異なりますが、移
住後のコストとして冬場は灯油代や電
気代等の暖房費がかかってしまうこと
は念頭に置いておきましょう。

MO V I E

「さむイイネ！冬の青森」
冬レジャー、雪道のドライ
ブ、おしゃれな防寒アイテ
ムなど、青森の雪国くらしを
動画でぜひご覧ください！

出典：青森県企画政策部統計分析課 「ピカイチデータ 数字で読む青森県2018」
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青森県で働こう

さまざまな分野のしごと・支援の相談にお応えします。
お気軽にご相談下さい。

IT関連産業の就職支援

看護職支援 公益社団法人青森県看護協会

青森県ナースセンター

青森県新産業創造課 情報産業振興グループ

看護職のための相談や職業紹介を無料で行っています。また、復職のサ
ポートとして「再就業支援研修会」も開催しています。

〒030-8570 青森市長島1-1-1

〒030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ3階

青森

青森県労政・能力開発課 就業支援グループ

青森県内で働きたい方に対し、情報提供や相談等による支援を国や
関係支援機関と連携して行っています。
〒030-8570青森市長島1-1-1 青森県商工労働部 労政・能力開発課

TEL 017-734-9398
青森県庁HP

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/roseinoryoku

相談窓口

東京

あおもりUIJターン就職支援センター

あおもりUIJターン就職支援サイト（Aomori-Job）

県外在住の学生さんや求職者の方々に、県内の企業情報、求
人情報やインターンシップ情報等のほか、各種事業等の情報
を発信しています。

https://aomori-job.jp/

就職活動支援

あおもりで働く

青森県では、青森県東京事務所内に「あおもりUIJターン就職支援セ
ンター」を開設し、首都圏等に在住するUIJターン希望者の方々の青
森県内での就職相談に応じています。首都圏等にいながらにして、青
森県の就職情報をリアルタイムに知ることができます。
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館7階 青森県東京事務所内

①直近の５年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏（埼玉県・千
葉県・東京都・神奈川県）に在住し、東京23区内に通勤していた方

あおもりUIJターン就職支援センターのことや青森県内の求人情
報は、青森県庁のホームページでもご覧いただけます。

http://www.pref.aomori.lg.jp

あおもりUIJターン

15歳から45歳未満の方を対象に、職業に関する相談や情報収集、各種
セミナー等、働きたい皆さんの就職活動を支援しています。
〒030-0803 青森市安方1-1-40青森県観光物産館アスパム3階

TEL 017-731-1311
http://www.jobcafe-aomori.jp

ジョブカフェあおもり

②県庁HP（Aomori Job）に掲載している対象求人に、平成31年4月1日以降に
新規就業した方。または青森県の起業支援金の交付決定を受けた方。

■支給額
・２人以上の世帯での移住の場合：最大100万円
・単身での移住の場合：最大60万円
■申請先 移住先の市町村担当窓口
詳しくは県庁HP

青森県庁HP

就職活動支援

ネクストキャリアセンターあおもり(あおもり中高年就職支援センター)
〒030-0803 青森市安方1-1-4 青森県観光物産館アスパム7階

TEL 017-723-6350
http://a-ckn.ims-hirosaki.com

あおもり キャリア

http://www.pref.aomori.lg.jp

青森県UIJターン還流促進交通費助成

青森県内で就職活動等を行う際の交通費を助成します。
■助成金額
①開催場所までの交通費の２分の１に相当する額（上限17,000円）
②宿泊費の2分の1に相当する額（上限5,000円）
※県内に実家のない方のみ対象
■助成対象
①県内で開催される就職説明会に参加する場合
②県内で実施される採用試験又は面接を受ける場合
③県内で実施されるインターンシップに参加する場合

福祉人材支援

青森県福祉人材センター

福祉分野の無料職業紹介、職場体験、研修・講座などを行い、福祉の
職場で働きたい皆さんを支援しています。

創業・起業もバックアップします。今こそチャレンジ。
青森で創業・起業支援に関する問合せ

青森県地域産業課 創業支援グループ

青森県庁HP
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http://www.pref.aomori.lg.jp

TEL 017-777-0012
・弘前福祉人材バンク TEL 0172-36-1830
・八戸福祉人材バンク TEL 0178-47-2940
https://www.fukushi-work.jp 福祉のお仕事

あおもり移住・定住ガイドブック

保育職支援

青森県保育士・保育所支援センター

保育士資格をお持ちの方を対象に、希望に応じた求人・求職のマッチン
グ、再就職支援、相談支援や資質向上のための研修を行っています。
〒030-0822 青森市中央3-20-30 青森県社会福祉協議会内

あおもりUIJターン

創業・起業の支援

青森県での創業・起業を考えている方を応援するため、
「あおもり創業
応援隊！」のFacebookページも公開しています。
facebook.com/aomorisogyo

Facebook

あおもり創業応援隊

TEL 017-734-9374
訪問型・伴走型の個別相談支援

個別相談支援

あおもりUIJターン創業相談会in東京

公益財団法人
21あおもり産業総合支援センター

青森県でUIJターン創業を考えている方・関心のある方向けに東京で
相談会を開催しています。相談会では、これまで青森県内で多くの創
業・起業に携わってきたインキュベーション・マネジャー (創業・起業
の支援者)が皆様の相談をお受けします。

21あおもり産業総合支援センターではインキュベーション・マネジャー
(IM)が創業に関する様々な相談を受け付けております。事前に相談予約
を入れていただき、
内容に応じて担当IMが訪問・伴走してサポートします。

■対象者：青森県でのUIJターン創業をお考えの方、又は関心のある方
■会場：東京交通会館(千代田区有楽町)
■定員：各回3名
■開催日程：毎月1回開催(詳細な日にち・場所等は、上記「あおもり創業応援隊！」
フェイスブックでご確認ください。)
■時間：第1回10:10〜11:40 ／第2回13:10〜14:40 ／第3回15:10〜16:40

〒030-0801 青森県新町2-4-1 青森県共同ビル7階

TEL 017-777-4066

https://www.21aomori.or.jp

資金面での支援

人材育成面の支援

あおもり起業家養成講座
創業・起業をお考えの方や興味をお持ちの方に、創業・起業に関する基
礎的な知識を身につけていただくことを目的として、
「あおもり起業家養
成講座」を開催します。この研修では、起業の思いを形にするための重
要な準備となる「事業計画書」の作成方法をはじめ、
「経営」
、
「財務」
、
「販
路開拓」
、
「人材育成」の基礎を学んでいただきます。

青森県特別保証融資制度
「選ばれる青森」への挑戦資金

■対象者：創業・起業に興味・関心がある、又は、検討している一般の方、学生の
方(年齢は不問です)
■受講料：無料
■場所等：詳細が決まりましたら、
「あおもり創業応援隊！」のフェイスブック等
で告知します

■対象／県内で中小企業者として創業する(創業後5年未満の中小企業者を含む)方
■支援内容／運転資金、設備資金
■融資利率／ 0.9%(若者、女性、シニア、UIJターン創業の場合0.7%、雇用創出
要件を満たす場合0.7％又は0.5%)

青森県商工政策課 商工金融グループ

〒030-8570 青森市長島1-1-1

TEL 017-734-9368

http://www.pref.aomori.lg.jp

TEL 017-718-2225
https://hoikubnk.pref.aomori.lg.jp

青森県保育士人材バンク

青森

企業の本社機能移転支援

青森県に本社機能(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業等の各部門、研
究所、研修所)の移転を検討している企業様向けに、相談の受付、アドバイス、助
成制度の活用等によりサポートしています。

※１人につき１回限り。ただし、
③に参加する場合は２回まで。

くわしくは下記ホームページをご覧ください。

http://www.pref.aomori.lg.jp

青森県庁HP

青森県融資制度

〒030-0822 青森市中央3-20-30県民福祉プラザ2階

（①②どちらか１回と③１回の組み合わせでも可）

■申請先／青森県UIJターン還流促進交通費助成事業事務局
〒036-8035 弘前市百石町38-1 NPO法人あおもりIT活用サポートセンター内
TEL：050-3591-0252 メール：info@aomori-job.jp

facebook.com/ITkenkyukai.aomori 新時代ITビジネス研究会

相談窓口（中高年）

45歳以上の中高年齢者を対象に、就職活動に関するアドバイスなどを
行うキャリアカウンセリング、再就職支援セミナーを行っています。

あおもり移住支援金

Facebook

http://aomori-nurse.jp

〒030-8570 青森市長島1-1-1

相談窓口（若年者）ジョブカフェあおもり

青森県内に移住して就業・起業した方を対象に、最大で100万円の移
住支援金を支給します。
■支給対象者（①、
②のいずれにも該当する方）

TEL 017-723-4580

県内において、創業・起業の増加が図られるよう、起業構想段階から
起業初期段階までのそれぞれの段階に応じた支援を実施しています。

メール：a-careercenter@pref.aomori.lg.jp
■ ご利用時間／ 10:00〜17:00
■ 開所日／土曜・日曜・祝日・年末年始

青森県庁HP

あおもり移住支援事業

TEL 017-734-9418

メール：sozoka@pref.aomori.lg.jp

UIJターンの職業紹介を無料で行っています。

TEL 03-3238-9990

就職活動支援

青森県のIT関連産業で働きたい方に対して、
情報提供や相談対応を行っています。

青森県産業立地推進課 立地推進グループ

〒030-8570 青森市長島1-1-1

TEL 017-734-9381

東京

青森県東京事務所 企業誘致課

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館7階

TEL 03-5212-9113

青森県で住まいをみつけよう。
民間住宅・空き家等

高齢者•障がい者の住まい

民間の住宅•アパート等の情報は、各地域の宅地建物取引業者にお問い合わせください。

（公社）
青森県宅地建物取引業協会

TEL 017-722-4086

http://www.aomori-takken.or.jp/

（公社）
全日本不動産協会青森県本部

TEL 017-775-3891

http://www.aomori.zennichi.or .jp/

高齢者・障がい者等の住まい又は、空き家をお探しの方

青森県居住支援協議会

TEL 017-722-4086

http://aomori-kyoju.com/
あおもり移住・定住ガイドブック
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農業を始める

林業を始める

全国トップの生産量を誇るりんご、にんにく、ながいも、ごぼうをはじめ、多彩で豊富な農業物を生産し、県経済や地域社会を支える基幹産業となって

青森県には全国第9位の面積を有する森林が広がっており、木材の生産をはじめ保健休養の場などに利用されています。また、全国第4位を誇るスギ

います。農業産出額は果実、野菜、畜産、米とバランスのとれた構成となっており、就農したい場合は様々な農業に取り組むことができます。

人工林等の森林資源が本格的な利用期を迎える中で、平成27年に国内最大規模となるLVL工場が稼働したことなどにより、丸太の生産量が増加傾向
で推移しているほか、林業の現場では高性能林業機械の導入が進み、労働負担の軽減が図られています。

1

STEP

情報収集・就農相談

STEP

2

STEP

農業体験・農業研修等

3

就職・就農

STEP

1

情報収集・
就業相談

STEP

2

林業体験・
林業研修等

STEP

3

STEP

4

技術の習得・向上

就職・就業

林業への就業に関するお問い合わせ
青森県林業労働力確保支援センター

(公益社団法人あおもり農林業支援センター内)

無料職業紹介など、林業に就職しようとする方の支援等を行っています。
〒030-0801 青森市新町2-4-1 県共同ビル6階

TEL 017-732-5288
青森県林業労働力確保支援センター HP

職業としての農業がしたい方
青森県構造政策課 担い手育成グループ
就農までの手続や研修先の紹介、就農後の経営・栽培技術相談など、
農業に就職しようとする方や就農後の支援等を行っています。
〒030-8570 青森市長島1-1-1

TEL 017-734-9463
東京

いきいき青森・就農センター 青森県東京事務所

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館7階

TEL 03-5212-9113
大阪

いきいき青森・就農センター 青森県大阪情報センター

TEL 06-6341-2184
“A” Life Park 〜青森県で農業を始めませんか〜 青森県庁 A Life Park

農業体験をしてみたい方
青森県構造政策課 農村活性化グループ
交流人口の拡大に向けて、国内外の旅行者が農山漁村に滞在しなが
ら、地域ならではの生業や暮らしに根ざしたプログラムを体験する
「グリーン・ツーリズム」を推進するための業務を行っています。

TEL 017-734-9534
グリーン・ツーリズムを体験してみませんか
青森県庁HP

http://www.pref.aomori.lg.jp

青森県庁 グリーンツーリズム
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(公益社団法人あおもり農林業支援センター内)

就農相談、就農関連情報の提供、農業法人等の求人あっせん、農業研
修生に対する農業次世代人材投資資金(準備型)の交付など、新規就
農を希望する方への支援等を行っています。
〒030-0801 青森市新町2-4-1 県共同ビル6階

TEL 017-773-3131

あおもり移住・定住ガイドブック

漁業を始める

http://www.aoimori-norin.jp/syuno/syuno.html
青森県農業労働力求人マッチングサイト

【農業の上手い人たち】

1

STEP

2

STEP

3

青森県は全国6位の海面漁業・養殖業産出額(平成28年)となる水産県です。
方から寒流に乗って南下してくるサケ、サクラマスなどが漁獲され、寒流と
暖流がぶつかり合う八戸沖には多くの魚が集まり漁獲されています。また、
周囲を陸で囲まれ波の穏やかな陸奥湾では、ホタテガイ養殖が盛んで全国
有数のホタテガイの生産地となっています。

青森県の農業に関する求人情報を多数掲載しています。

https://www.aomori-agrijob.com

趣味として農業がしたい方
青森県構造政策課 農地活用促進グループ
県内の市民農園の開設状況を取りまとめ、ホームページ等で情報提
供を行っています。

漁業への就業に関するお問い合わせ
青森県漁業就業者確保育成センター
(青森県水産振興課 企画・普及グループ)

青森県の漁業に関する情報提供や、体験教室等の開催支援を行っています。
〒030-8570 青森市長島1-1-1

TEL 017-734-9592

漁業体験・
漁業研修等

情報収集・
就業相談

就職・就業

漁業就業希望者の漁業知識・技術の習得・向上
賓陽塾（ひんようじゅく）

(独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所 内)

これから漁師になりたい人、漁師の後継者になりたい人のための
養成塾です。
［主な内容］
沿岸漁業実習（ホタテガイ養殖、刺網など）
、ロープワーク、水産業
に関する講義など
［資格取得講習の実施］
一級・二級小型船舶操縦士、第三級海上特殊無線技士、潜水士
〒039-3381 東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

TEL 017-734-9462

TEL 017-755-2155

青森県内の市民農園
青森県庁HP

STEP

本県では、日本海を暖流に乗って北上してくるスルメイカ、マグロ、ブリ、北

〒030-8570 青森市長島1-1-1

〒030-8570 青森市長島1-1-1

青森県林業労働力確保支援センター

青森県青年農業者等育成センター

青森県青年農業者等育成センター HP

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-900 大阪駅前第1ビル9階

http://www.aoimori-norin.jp/forest/forestry.html

http://www.pref.aomori.lg.jp

青森県庁 市民農園

賓陽塾 来たれ！ 青い海の漁師になるために！！

青森県産業技術センター HP
http://www.aomori-itc.or.jp/index.php?id=2461

あおもり移住・定住ガイドブック
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あおもり移住倶楽部について

青森県市町村マップ

RD

ERʼS CA

MEMB

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度です。

会員特典

主に青森県内の
「あおもり移住応援隊」
施設で会員証を
提示すると各種割引・特典サービスを受けられます。
青森県への移住前後にお使いいただける、宿泊料金割引 /レンタカー料金割引 / 住宅リフォーム
代割引 / 住まいの契約金、仲介手数料等割引 / 金利の優遇
（地方銀行、信用金庫等）
/引越料金割
引 /自動車学校割引 etc

青森県及びあおもり移住・交流推進協議会から
移住関連情報を定期的にお届けします。
会員限定クリアファイルプレゼント！

青森県への移住報告をいただいた方には記念品も!!

隣接する市町村が連携して、移住・定住促進に取り組んでいます。

交付対象者
①青森県外に居住し、青森県への移住を希望する方
②青森県内と青森県外にそれぞれ就労や生活の拠点を有するとともに、
住所の所在地が青森県外にある方（二地域居住者）

青森県には、10の市と22の町、8の村の40市町村があります。

あおもり
移住倶楽部
ホームページ

弘前圏域移住交流デザイナー
のぐち たくろう

弘前圏域

お問合せ・お申込み先

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

八戸圏域

青森県企画政策部 地域活力振興課 移住・交流推進グループ
〒030-8570 青森県青森市長島 1-1-1
TEL:017-734-9174 FAX：017-734-8027
メール：ijukoryu@pref.aomori.lg.jp
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あおもり移住・定住ガイドブック

弘前圏域の各市町村への
移住相談を行っています。

問い合わせ :0172-40-7121（弘前市企画課内）
メール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp

お申込み方法
ホームページに掲載の申込書をFAXまたは郵送、メールで送付ください。

野口 拓郎氏

弘前市 / 黒石市 / 平川市 / 西目屋村 /
藤崎町 / 大鰐町 / 田舎館村 / 板柳町

上北圏域

八戸市 / 三戸町 / 五戸町 / 田子町 / 南部町 /
階上町 / 新郷村 / おいらせ町

十和田市 / 三沢市 / 野辺地町 / 七戸町 /
六戸町 / 横浜町 / 東北町 / 六ヶ所村 /
おいらせ町 / 秋田県小坂町

八戸圏域連携中枢都市圏

半都半邑の楽しさ

https://hachinohe-toshiken-iju.com/

上十三・十和田湖
広域定住自立圏エリア

移10生活

http://towada-iju.com/kamitousan/

あおもり移住・定住ガイドブック
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青森市

今別町

青森県の県都として行政・経済の中枢を担い、高
度な都市機能を有する青森市。八甲田連峰や陸
奥湾などの美しい自然、ホタテやりんごなどの豊

［あおもりし］

地域資源を活かし交流促進で賑わいを創出する
今別町は、きれいな海、緑豊かな自然に囲まれた
町です。子どもからお年寄りまで安心して暮らせ

［いまべつまち］

かな食材に加え、青森ねぶた祭や三内丸山遺跡

る町づくりのため子育て環境の充実にも取り組

などに代表される歴史や文化の薫り高いまちで

んでいます。

もあります。
アスパムと青森港

タウンインフォメーション

企画調整課

人口 282,061 人、世帯 136,456 世帯（H31.3.31時点）

青森市中央1-22-5
子育て

電話：017-734-5168（直通）
メール：kikakuchousei@city.aomori.aomori.jp
HP：www.city.aomori.aomori.jp
移住のご相談をお待
ちしています！

保育園 /54 園
認定こども園 /47 園

イチオシの支援

教育

医療

移住の支援

住まいの支援

お試し移住・交流体験事業
医療の支援

き、本市を将来の移住候補地に選んでいただくため、温泉で有名な浅虫地区
で「お試し移住・交流体験事業」を始めました。宿泊場所は築100年超のお屋
敷「石木邸」
。地域イベントや交流体験を通じ、観光とは一味違う視点で浅虫

お試し体験

専門相談員

子育て

認定こども園 /1 園

イチオシの支援

泊半島が突出し、美しい海と山に囲まれた自然豊
かな町です。また、地域住民の交流も盛んで、子

教育

医療

移住の支援

診療所 /2 院
歯科医院 /1 院

小学校 /1 校
中学校 /1 校
高校 /1 校

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

お試し体験

専門相談員

みんな活き活き健康長寿奥津軽いまべつタウン

住宅の購入・増改築を実施した場合、100万円を上限に助成しています。また、
建物の所有者等の間で賃貸借契約を締結し、居住している方に２年間、月２
万円を上限に補助しています。子育て環境では、出産祝い金として20万円の
支給や乳児おむつ購入費用の一部助成を実施しています。その他、小・中学校
給食費の無料化、中学校卒業までの医療費の無料化等も行っています。

外ヶ浜町

青森県のほぼ中央に位置し、北方は陸奥湾に夏

［ひらないまち］

自然豊かな今別町
で一緒に暮らしま
しょう！

企画財政課
古村 優斗さん

企画調整課
江刺家 勝義さん

子育ての支援

人口 2,６３６人、世帯 1,419 世帯（H31.3.31時点）

東津軽郡今別町大字今別字今別167
電話：0174-35-3012（直通）
HP：www.town.imabetsu.lg.jp

仕事の支援

移住を考えている方に、青森市での暮らしや住民との交流を体験していただ

タウンインフォメーション

企画財政課

メール：kikaku@town.imabetsu.lg.jp

病院 /20 院
診療所 /222 院
歯科医院 /138 院

幼稚園 /13 園
小学校 /45 校
中学校 /21 校
高校 /13 校

を見てください。

平内町

子どもたちの健やかな成長を願う

［そとがはままち］

育て環境の充実にも取り組んでいます。

外ヶ浜町は、青森県津軽半島の北東部に位置し、
北は津軽海峡、東は陸奥湾に囲まれた自然の恵み
とともに生きる風光明媚な町です。基幹産業であ
る農林漁業のほか、観光振興などにも力を入れて
います。
また、青森県の県庁所在地である青森市との距離
が約30km程度と、アクセスも｢意外と｣便利です。

夏泊半島と大島

タウンインフォメーション

企画政策課 企画政策係

人口 11,016 人、世帯 4,951 世帯（H31.3.31時点）

東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
子育て

電話：017-718-1325（直通）
メール：kikaku@town.hiranai.aomori.jp
HP：www.town.hiranai.aomori.jp
平内町に興味があり
ましたら気軽にご相談
ください！

保育園 /6 園
認定こども園 /1 園

イチオシの支援

医療
幼稚園 /1 園
小学校 /3 校
中学校 /3 校
高校 /2 校

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

経済的負担を軽減し、より子育てしやすい環境を整えるため保育料（平内町
が定める利用者負担額）の完全無料化や中学生以下医療費無料化を行ってお
ります。また、新築・家賃・リフォームに対する補助や空き家バンク制度も実

子育て

電話：0174-31-1111（代表）
HP：www.town.sotogahama.lg.jp

仕事の支援

お試し体験

専門相談員

タウンインフォメーション

人口 6,024 人、世帯 2,892 世帯（H31.3.31時点）

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2
メール：ijuu@town.sotogahama.lg.jp

人と自然が創り出す地域が躍進する町

平内町は子育て世代への支援策が豊富に整備された町です！子育て世代の

総務課 まちづくり振興班

移住をご検討の皆様
からのご相談お待ちし
ております！

認定こども園 /1 園

イチオシの支援
右から総務課
まちづくり振興班
福士 伸也さん
広海 亘さん

企画政策課
企画政策係
佐々木 壮人さん
あおもり移住・定住ガイドブック

移住の支援

病院 /1 院
診療所 /3 院
歯科医院 /3 院

施しており、住環境の整備に関わる制度も充実しております。

16

元気に遊び回る風のまちこども園の子どもたち

教育
小学校 /2 校
中学校 /2 校

医療
病院 /1 院
診療所 /3 院
歯科医院 /1 院

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

子育て世代にうれしい支援あります！

高校卒業までの医療費助成制度をはじめ、子どもたちの健やかな成長ととも
に、保護者の皆様が安心して出産や子ども達の教育に専念できるような環境
づくりに力を入れています。ご出産時のお祝い金、第３子以降の出産・進学を
支援する制度や、給食費助成、遊びや体験活動を提供する学童教室、中学卒
業後の進学への奨学金制度等、お子様の出産から学校卒業までをサポート。

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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蓬田村

黒石市

青森市に隣接し、市街地までは約20km（車で約
30分）と近距離で、青森空港などへも１時間以内
で行ける条件の良いところです。豊かな自然に囲

［よもぎたむら］

［くろいしし］

黒石市は青森県のほぼ中央に位置し、豊かな自
然と豊富な温泉に恵まれ、味の良い「黒石米」と
「黒石りんご」の産地として知られる古くからの

まれ、稲作、トマト、ホタテの生産が盛んです。近

城下町です。

年では玉ねぎの生産にも力を入れています。

重要伝統的建造物群保存地区の「中町こみせ通
り」や紅葉の名所「中野もみじ山」
、B級グルメの
「黒石つゆやきそば」が全国的にも有名です。
農業で活躍する黒石市地域おこし協力隊

移住してミニトマト農家を営む増尾さん夫妻

タウンインフォメーション

総務課 企画財政班

人口 2,792 人、世帯 1,155 世帯（H31.3.31時点）

東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3
電話：0174-27-2111（代表）

子育て

メール：yomogitamura@vill.yomogita.lg.jp
HP：www.vill.yomogita.lg.jp

認定こども園 /1 園

教育
小学校 /1 校
中学校 /1 校

医療

移住の支援

イチオシの支援

就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金

子育ての支援

合は、夫婦合わせて年間225万円）です。期間は最長で5年間となります。

弘前市
［ひろさきし］

ひろさき移住サポートセンター
弘前市大字上白銀町1-1

タウンインフォメーション

電話：0172-40-7121（直通）
東京都千代田区有楽町2-10-1
メール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp
HP：www.hirosakigurashi.jp

18 あおもり移住・定住ガイドブック

子育て

保育園 /39 園
認定こども園 /28 園

イチオシの支援

［ひらかわし］

保育園 /5 園
認定こども園 /11 園

イチオシの支援

教育

医療

移住の支援

病院 /3 院
診療所 /14 院
歯科医院 /11 院

幼稚園 /1 園
小学校 /9 校
中学校 /2 校
高校 /2 校

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

妊婦さん・産婦さんデイケアサービス〜ポムハウス〜

がらお互いの話を聞いたり、保健師や助産師、栄養士による相談支援を行っ
ています。ママ友作り、情報交換、育児グッズの紹介や説明、経験談や各種相
談、マタニティヨガなど目的に合った様々なサービスを行っている場です。

お試し体験

専門相談員

新緑が美しい春、ねぷた祭りが熱い夏、食があふ
れる収穫の秋、雪が舞う白い冬。津軽地方の南東
部に位置する平川市は、自然豊かな内陸の里で
四季の流れを鮮明に体感できます。近隣市への
アクセスも良いため、買い物や通学・通勤にも便
利です。

ねぷたまつりに参加する子どもたち

謎解きゲームを企画した協力隊の畳指さん

人口 170,508 人、世帯 71,458 世帯（H31.3.31時点）
教育

幼稚園 /8 園
小学校 /39 校
中学校 /22 校
高校 /13 校

平川市

医療

移住の支援

HP：www.city.hirakawa.lg.jp
仕事の支援

住まいの支援

ひろさき移住サポートセンター東京事務所
子育ての支援

お試し体験

医療の支援

専門相談員

タウンインフォメーション

人口 31,282 人、世帯 11,975 世帯（H31.3.31時点）

平川市柏木町藤山25-6
電話：0172-44-1111（内線1433）
メール：kikaku@city.hirakawa.lg.jp

病院 /15 院
診療所 /166 院
歯科医院 /96 院

首都圏在住の人が気軽に移住の相談ができるよう、
「ひろさき移住サポートセ
ンター東京事務所」を開設しています。職員が相談に応じ、弘前市への移住実
現に向けたサポートを行っています。弘前に興味のある人や移住を検討して
いる人が気軽に利用できるスペースとなっています。
■開所時間（月）〜（金）午前9時00分〜午後5時45分（土日祝、年末年始は
閉所）メール：tokyo@city.hirosaki.lg.jp

企画財政課 企画調整係

「ひらかわ暮らし」して
みませんか？ご相談お
待ちしています。
企画財政課
企画調整係
奈良 香菜子さん

相談者それぞれの状況に合わ
せた弘前移住に対応します。
お気軽にご相談ください！

右から東京事務所 尾崎 健一さん
太田 尚亨さん 比内 瑛里衣さん︑
原田 さやかさん

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

「お城とさくらとりんごのまち」と言われる弘前市
は、城下町として栄えた歴史と伝統・文化のある街
です。中でも、重要無形文化財である「弘前ねぷた
まつり」は、地域のコミュニティを基盤に作り上げ、
人々の暮らしの中に根付いています。また、医学部
を備えた弘前大学をはじめ、
６つの高等教育機関
を有する学園都市でもあります。ライフスタイルに
応じて、通勤・通学、生活に便利な市街地での暮ら
しと、田園風景が広がる自然豊かな郊外での暮ら
しの両方が選べるのが特徴です。

専門相談員

子育て

妊婦さん・産婦さんデイケアサービス「ポムハウス」では、ママ同士交流しな

医療の支援

を給付します。給付金額は１人あたり年間150万円（夫婦で農業経営をする場

お試し体験

黒石市は自然や温泉、
美味しいものがいっぱ
いです！

企画課
企画調整係
今 敏光さん

総務課
企画財政班
福井 飛雄馬さん

給付金を活用して就農してみませんか？

人口 33,284 人、世帯 13,750 世帯（H31.3.31時点）

黒石市大字市ノ町11-1

HP：www.city.kuroishi.aomori.jp
住まいの支援

タウンインフォメーション

電話：0172-52-2111（内線236）
メール：kikaku@city.kuroishi.aomori.jp

診療所 /1 院
仕事の支援

まずはご相談
ください！

企画課 企画調整係

子育て

保育園 /3 園
認定こども園 /10 園

イチオシの支援

教育
幼稚園 /1 園
小学校 /9 校
中学校 /4 校
高校 /2 校

医療
病院 /1 院
診療所 /19 院
歯科医院 /8 院

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

平川市への移住体験ツアー開催！

UIJターンを検討している方を対象に、首都圏や仙台市で対話型の交流会を
実施しているほか、平川市への移住体験ツアーを開催しています。
また、移住者や子育て世帯が住宅を新築・購入する際には、経費の一部を助
成いたします。

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック

19

西目屋村

大鰐町

西目屋村は、津軽地域の西部に位置し、四季折々
に表情を変える豊かな自然に囲まれています。広
大なブナの原生林を抱く世界自然遺産白神山地

［にしめやむら］

青森県津軽地方の南端に位置する大鰐町は、豊か
な自然と緑に恵まれています。800年の歴史ある
温泉街は、近代的な宿と昔ながらの公衆浴場が軒

［おおわにまち］

と、東北地方でも有数の大きさを誇る津軽ダム・

を並べ、湯の町の情緒漂う温泉郷です。また、町内

津軽白神湖を有し、
「世界遺産と水源の里」を

にはスキー場もあり、ウィンタースポーツを行う環

キャッチフレーズに、自然と共生した地域づくり

境が整っています。スキーや温泉好きの方は大鰐

が進められています。

町で田舎暮らしをはじめてみませんか？
400 年の歴史！温泉で育てた大鰐温泉もやし

白神山地の名勝のひとつ暗門の滝

政策推進室

タウンインフォメーション

中津軽郡西目屋村大字

人口 1,367 人、世帯 545 世帯（H31.3.31時点）

田代字稲元144
子育て

電話：0172-85-2111（代表）
メール：nishimeya-soumu@vill.nishimeya.lg.jp

充実した子育て支援で
サポートします！お気軽
にご相談ください。

教育

HP：www.town.owani.lg.jp
仕事の支援

イチオシの支援

住まいの支援

土地代無料！
！子育て定住エコタウン

移住希望者には、住宅建築を条件に土地を無償譲渡いたします。また、住宅団

子育ての支援

地内道路は、道路融雪機能を完備し、安心して快適に子育てできる環境となっ

専門相談員

田舎館村

地環境にあります。町内には国道が走り、
ＪＲの
駅が３つ存在しています。交通の利便性の良さか

［いなかだてむら］

経営戦略課 企画調整係
西豊田1-1
電話：0172-88-8258（直通）
メール：kikaku@town.fujisaki.lg.jp

移住のご相談は
お気軽にどうぞ！

右から経営戦略課
石澤 岩博さん
久保田 育子さん
石澤 妙子さん
佐藤 一敏さん

HP：www.town.fujisaki.lg.jp

小学校 /1 校
中学校 /1 校

病院 /1 院
診療所 /4 院
歯科医院 /2 院

子育て世帯の住宅の新築及び住宅（空き家を含む）リフォームをされる方に

記リフォーム補助額に上限20万円を上乗せした額となります。

保育園/3園
認定こども園/3園

イチオシの支援

教育

幼稚園/1園
小学校/3校
中学校/2校

医療

しめる村を目指しています。

病院/1院
診療所/3院
歯科医院/7院

移住の支援

メール：kikaku@vill.inakadate.lg.jp
HP：www.vill.inakadate.lg.jp
仕事の支援

田舎館村の移住者
向けパンフレットも
見てね！
医療の支援

補助します。所定の要件を満たす世帯が対象となります。また、町内に転入し、
お試し体験

保育園 /3 園
認定こども園 /1 園

専門相談員

イチオシの支援
企画観光課
企画係
阿保 和紀さん

子育ての支援

子育て

人口 7,818 人、世帯 2,775 世帯（H31.3.31時点）
教育

小学校 /1 校
中学校 /1 校

医療

移住の支援

診療所 /1 院
歯科医院 /1 院

住まいの支援

藤崎町に住みませんか？

を満たす世帯及び住宅が対象となります。

電話：0172-58-2111（代表）

専門相談員

むらの自慢はやっぱり「田んぼアート」

タウンインフォメーション

田舎舘字中辻123-１

お試し体験

約2100年前の弥生時代から稲作が行われていた

ています。また、冬には雪原に足跡でアートを描

子育て

医療の支援

津軽平野南部に位置する風光明媚な田園地域。

く「スノーアート」を作成。四季折々にアートを楽

南津軽郡田舎館村大字

子育ての支援

田舎館村は東に八甲田連峰、西に岩木山を望む、

休日に周辺地域へ出かけるにも便利で、オンもオ

企画観光課 企画係

住まいの支援

対して、その経費の一部を助成します。新築は工事費の３％以内で上限50万

フも広域でアクティブに楽しむことができます。

人口 15,084 人、世帯 6,047 世帯（H31.3.31時点）

仕事の支援

円、リフォームは工事費の30％以内で上限30万円、空き家リフォームは、上

であり、年々芸術性を高め、全国的な注目を集め

タウンインフォメーション

移住の支援

定住促進・子育て住宅支援事業

青森市、黒石市など近隣市町村で働いています。

新築住宅を取得する満45歳未満の夫婦に補助金を交付します。所定の要件

あおもり移住・定住ガイドブック

医療

歴史のある村です。
「田んぼアート」は発祥の地

町内に転入し、民間賃貸住宅に居住する子育て世帯に、最大２年間家賃等を

20

教育

ら、藤崎町に住む就業者のうち、約半数が弘前市、

りんご農家の手伝いをする地域おこし協力隊

南津軽郡藤崎町大字

保育園 /2 園
認定こども園 /2 園

イチオシの支援

医療の支援

藤崎町は、弘前市、青森市と隣接する恵まれた立

［ふじさきまち］

一度大鰐町へお立ち
寄り下さい！

ています。
お試し体験

藤崎町

子育て

メール：kikaku@town.owani.lg.jp

小学校/1校

保育園/1園

人口 9,556 人、世帯 4,215 世帯（H31.3.31時点）

南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話：0172-48-2111（代表）

企画観光課
企画係
関 光太さん

右から 住民課 成田 彰宏さん
総務課 西澤 綾野さん
政策推進室 三上 和規さん

HP：www.nishimeya.jp

移住の支援

タウンインフォメーション

企画観光課 企画係

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

子育て世代が住みやすい村を目指します！

村民の0歳〜中学校3年生までの乳幼児・子どもの医療費の全額助成や、出
産祝金の支給、第2子以降の保育料軽減、第3子以降の小中学校入学祝金の
支給など、田舎館村で安心して子育てができるよう、子育て世代に様々なサ
ポートを行っています。また、近年では保育所入所の待機児童・保留児童がと
もに０のため、共働きの方も安心です！

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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五所川原市
［ごしょがわらし］

企画課 企画調整係

タウンインフォメーション

五所川原市字
布屋町41-1
電話：0173-35-2111（内線2234）
メール：kikaku@city.goshogawara.lg.jp

子育て

保育園 /4 園
認定こども園 /19 園

イチオシの支援

鰺ヶ沢町

に移り変わる風景は見る人を魅了します。
また、豊かな環境の中で育ったお米・長いも・スイカ・メロン・生干し
イカ・赤石川の金アユ・幻の魚「イトウ」といった、おいしい自然の恵
みがたくさんあります。
移住者と親交を深める地域おこし協力隊

教育

［つがるし］

ヒラメといったら

移住の支援

医療
病院 /6 院
診療所 /45 院
歯科医院 /23 院

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

皆様の楽しい移住生
活に向けて、全力でサ
ポートします！

医療の支援

の経済的負担を軽減します。また、入院時に要する経費の無償化の対象を中
学生まで拡大します。

ほとんどが平野で自然災害も少なく、居住環境や

［ふかうらまち］

つがる市東京事務所
東京都新宿区神楽坂3-6-92 新谷ビル3F
電話：03-5946-8505（代表）
メール：happy@city.tsugaru.aomori.jp

人口 32,240 人、世帯 13,483 世帯（H31.3.31時点）
教育

医療
病院 / １院
診療所 / ６院
歯科医院 / ９院

移住の支援

あおもり移住・定住ガイドブック

深浦字苗代沢84-2
電話：0173-74-2122（直通）
HP：www.town.fukaura.lg.jp

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

す。第2子児童の保育所等の利用料無償化や中学生までのインフルエンザ予
を行っています。

西津軽郡深浦町大字

メール：sougousenryaku@town.fukaura.lg.jp

充実した子育て支援事業

0歳児〜中学校修了までのお子さんの保険診療分の医療費、診療費が無料で

総合戦略課

お試し体験

専門相談員

まずはお気軽にご相
談ください。
総合戦略課
山﨑 信行さん

右から地域創生対策室
館山 花奈子さん
石岡 祐輔さん

イチオシの支援

医療の支援

納者には運賃を無料としています。町全体に運行していますので、自動車免
お試し体験

専門相談員

世界自然遺産白神山地と日本海に抱かれた自然
豊かな深浦町。神秘の湖青池をはじめ、漁獲量県
内一のクロマグロや種苗から海面養殖まで一貫

ポットも数多くあります。

現在活動中の地域おこし協力隊

小学校 / ８校
中学校 / ５校
高校 / １校

子育ての支援

合した、子どもも大人も一緒に利用できる乗合バスです。自動車免許自主返

が、ドライブ好きにもってこいの夕陽の絶景ス

防接種無償化、妊産婦の健康診査の費用助成など、切れ目のない子育て支援

22

地域の足として、町内一律1乗車100円（中学生以下は無料）で利用できるコ

住の方々の移住相談にいつでも答えられるよう

保育園 / ４園
認定こども園 /11 園

住まいの支援

ミュニティバス「あじバス」を運行しています。スクールバスと路線バスを結

になりました。

子育て

仕事の支援

町を繋ぐ！コミュニティバス「あじバス」

源がいっぱい。沿岸部は、夏涼しく冬は比較的雪

HP：www.city.tsugaru.aomori.jp
つがる市への移住に関して
は私たちにお任せください。

診療所 /3 院
歯科医院 /3 院

小学校 /2 校
中学校 /1 校
高校 /1 校

が少ない気候です。車が生活の必需品となります

タウンインフォメーション

移住の支援

医療

また、今年から東京事務所が開設され、首都圏在

地域創生対策室
つがる市木造若緑61-1

教育

生産の深浦サーモン、夏秋トマトなど魅力的な資

子育て支援制度が整った住みやすい街です。

電話：0173-42-2271（直通）

保育園 /1 園
認定こども園 /4 園

鰺ヶ沢！！

人口 9,920 人、世帯 4,616 世帯（H31.3.31時点）

許をお持ちでない方でも気軽に利用でき、お買い物にも便利です。

深浦町

米をはじめとした、様々な農作物の生産地。市の

子育て

イチオシの支援

専門相談員

つがる市は、全国有数の生産量を誇るメロンやお

タウンインフォメーション

西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2
電話：0173-72-2111（内線231）
HP：www.town.ajigasawa.lg.jp

子育て世代にうれしい支援あります！

市立小中学校に在学するお子さんの学校給食費の一部を助成し、子育て世代

政策推進課 地域経営戦略班

メール：ajikoho@town.ajigasawa.lg.jp

お試し体験

つがる市

界自然遺産「白神山地」
、町を流れる3本の川「赤石川」
「中村川」
「鳴
沢川」と、海・山・川の3拍子揃った豊かな自然があります。四季折々

［あじがさわまち］

人口 54,318 人、世帯 25,511 世帯（H31.3.31時点）

幼稚園 /3 園
小学校 /11 校
中学校 /6 校
高校 /6 校

鰺ヶ沢町には、日本海をはじめ、南側には別名津軽富士「岩木山」
、世

右から政策推進課
地域経営戦略班
澤田 亮太さん
佐藤 芽衣さん

右から企画課
企画調整係
永澤 大地さん
山下 貴さん︵地域おこし協力隊︶
工藤 吏生さん

髙瀬 祥彰さん︵地域おこし協力隊︶
山田 大輔さん

HP：www.city.goshogawara.lg.jp
私たちがごしょ
ぐらしをお 手
伝いします！

五所川原市は、高さ約23ｍ・重さ約19ｔの巨大な山
車「立佞武多」
、太宰治の生家「斜陽館」
、津軽三味
線発祥の地として有名です。また、津軽鉄道のス
トーブ列車は冬の風物詩となっており、車窓から
は銀世界を眺め、ノスタルジックな雰囲気を満喫
できます。さらに、農林水産省のGI保護制度に認
定登録された大粒の「十三湖産大和しじみ」や、冬
の厳しい地吹雪のなかで肥育した絶品の馬肉な
ど、おいしい地域資源にも恵まれた街です。

タウンインフォメーション
子育て

保育園 /6 園
認定こども園 /2 園

夕陽を浴びるリゾートしらかみ

人口 8,127 人、世帯 3,726 世帯（H31.3.31時点）
教育

小学校 /3 校
中学校 /3 校
高校 /1 校

医療

移住の支援

診療所 /2 院
歯科医院 /2 院
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

イチオシの支援
45歳以下の移住者や新婚者、子育て世帯の住宅整備費用を補助（新築・購入
費用の25％、上限50万円、リフォーム費用の5％、上限10万円）するほか、高
校生までの医療費は0円！深浦町は子育て世帯を応援します。
お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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板柳町

中泊町

津軽平野の中央に位置する国内有数のりんごの
生産地です。
『生きてるりんごの博物館・板柳町
ふるさとセンター』を拠点として、りんごの加工

［いたやなぎまち］

津軽平野と日本海に面する中泊町は、
農業と漁業の
まち。
「食で季節を感じる贅沢」
を味わうことができま
す。朝に採れた野菜や、
水揚げされたばかりの魚介

［なかどまりまち］

品の生産、観光にも力を注ぎ、また、読書のまち

類をいただけるのが大きな魅力です。

宣言、土井遺跡出土品の保存・展示など歴史と文

夏は朝夕涼しく、
海沿いの小泊地域では扇風機だけ

化を大切にしている町です。

で過ごす家庭もあります。冬場は気温がぐっと下が
りますが、
約3ヶ月の厳しい寒さを乗り越え、
春を迎え
る喜びを感じられるのは雪国ならではです。

歴史と文化とりんごの香り高い町

タウンインフォメーション

企画財政課 企画調整係

人口 13,591 人、世帯 5,463 世帯（H31.3.31時点）

北津軽郡板柳町大字
子育て

板柳字土井239-3
電話：0172-73-2111（内線222）
メール：ita-kizaika@town.itayanagi.aomori.jp

保育園 /4 園
認定こども園 /2 園

ご不明な点などござい
ましたら、お気軽にご
相談下さい。

イチオシの支援

医療
病院 /1 院
診療所 /4 院
歯科医院 /7 院

小学校 /4 校
中学校 /1 校
高校 /1 校

企画財政課
企画調整係
田中 秀典さん

新婚世帯への家賃補助や子育て世帯への住宅取得助成、子ども医療費助成

子育て

電話：0173-57-2111（代表）
メール：kikaku@town.nakadomari.lg.jp

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

私もUターンしました！

医療の支援

鶴田字早瀬200-1
電話：0173−22−2111（内線263）
メール：kikaku@town.tsuruta.lg.jp
HP：www.town.tsuruta.lg.jp

保護者と子どもが中泊町に住民登録をしていれば、町外のこども園を利用し

お試し体験

専門相談員

八戸市
［はちのへし］

にちなんだ取組みや特産「スチューベンぶどう」に

えんぶり」といった伝統行事のほか、活気ある「館

力を入れ、
「鶴の舞橋」や道の駅の拡充など、地域

鼻岸壁朝市」や「南郷サマージャズフェスティバ

資源を活かした観光施策を進めています。

ル」などは多くの人で賑わいます。

幼稚園 /1 園
小学校 /6 校
中学校 /1 校
高校 /1 校

『ツル多はげます会』と交流する協力隊。

人口 12,870 人、世帯 5,399 世帯（H31.3.31時点）
移住の支援

HP：www.city.hachinohe.aomori.jp
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

出産・子育て・定住・教育まで、切れ目なく支援します。一例として、第３子誕
生で100万円を支給する他、
住宅取得に際し5万円を3年間交付する支援金
（上
限あり）などがあります。就農に関しても、多様な経歴会員で構成する若手農
業団体を通して仲間づくりができます。

お試し体験

専門相談員

八戸市への移住相談
はお任せください！
広報統計課
シティプロモーション推進室
熊野 健一さん

右から企画観光課
まちづくり班
澁谷 育子さん
坂本 博之さん
佐々木 智寿さん

100年住みたい「ふるさと」鶴田

タウンインフォメーション

全国最大規模の「館鼻岸壁朝市」

人口 228,622 人、世帯 108,405 世帯（H31.3.31時点）

八戸市内丸1-１−１
電話：0178-43-2320（直通）
メール：iju@city.hachinohe.aomori.jp

診療所 /3 院
歯科医院 /3 院

全世代を通して健診や保健指導が充実している他、若い方に向けては、妊娠・

広報統計課シティプロモーション推進室

専門相談員

された蕪島や種差海岸があり、美しい自然に囲ま
「八戸三社大祭」
、国重要無形民俗文化財「八戸

保育園 /3 園
認定こども園 /3 園

医療の支援

工業都市である一方、三陸復興国立公園に指定

え合う住みよいまちを目指しています。また、
「鶴」

医療

子育ての支援

八戸市は日本有数の水産都市、北東北最大級の

れた都市でもあります。ユネスコ無形文化遺産

教育

住まいの支援

お試し体験

空き家リフォームに関する補助制度もあります。

消を推進し、食育を通して、住民が健康で共に支

子育て

仕事の支援

町外のこども園でも0歳から保育料無料

の確保に係る費用の補助など、新規就農者を支援します。

イチオシの支援

あおもり移住・定住ガイドブック

病院／ 1 院

小学校 /4 校
小学校 /4 校
中学校 /2 校
高校 /1 校

ルエンザの予防接種（町内医療機関を利用した場合）も高校等卒業まで無料

タウンインフォメーション

移住の支援

医療

としています。

条例を制定し、安全安心な農産物の生産や地産地

企画観光課 まちづくり班

教育

ても保育料が0歳から無料になります。医療費は高校等卒業まで無料、インフ

す。
『早寝早起き朝ごはん』を合言葉に、朝ごはん

北津軽郡鶴田町大字

イチオシの支援

人口 11,068 人、世帯 5,124 世帯（H31.3.31時点）

家賃補助、農業経営技術・手法を取得するための研修経費の支援、経営農地

鶴田町は、津軽平野の中央に位置する農村地帯で

［つるたまち］

認定こども園 /4 園

HP：www.town.nakadomari.lg.jp

など若い世代の定住支援をしています。また、新規就農者に対する２年間の

鶴田町
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中里字紅葉坂209

住みごこちよく、安心して子育てできるよう支援します

※上限額の設定あり。

オール鶴田でサポー
ト！お気軽にご相談く
ださい。

移住の支援

タウンインフォメーション

総合戦略課
外崎 健太さん

HP：www.town.itayanagi.aomori.jp

教育

総合戦略課 企画係
北津軽郡中泊町大字

豊洲市場などに出荷されるメバルの網外し

子育て

保育園 /18 園
認定こども園 /66 園

イチオシの支援

教育
幼稚園 /13 園
小学校 /43 校
中学校 /26 校
高校 /13 校

医療
病院／ 21 院
診療所／ 171 院
歯科診療所／ 95 院

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

ほんのり温ったか八戸移住計画支援事業

北東北以外に居住している45歳未満のUIJターン就職希望者に、就職活動や
住居確保に要する交通費、移住のための引越費用のほか、高校生以下のお子
さんがいる世帯には、住宅費（家賃）や学用品等購入費の一部を助成します。
（その他の交付要件は要問合せ）

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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三戸町

田子町

豊かな自然に囲まれ、
りんごなどの栽培が盛んな
三戸町。かつては三戸城が置かれ、城下町として
栄えた歴史もあります。人気の絵本「11ぴきのねこ」

［さんのへまち］

く星空が、
この町にはまだまだ残っています。
町内全

ら、町の中では、可愛らしいねこたちに出会うこと

世帯に高速ブロードバンドを活用した防災緊急告知

ができます。現在、
３人以上の子どもを育てる家庭

端末を配置。
これによるケーブルテレビ放送により、

の負担を軽くするため、
【子育てサポート祝い金】

地上デジタル放送の難視聴区域を無くし、
さらに快

タウンインフォメーション
子育て

メール：iju@town.sannohe.lg.jp

保育園 /2 園
認定こども園 /2 園

HP：www.ondenya.jp

人口 10,027 人、世帯 4,283 世帯（H31.3.31時点）

五戸町

病院 /1 院
診療所 /2 院
歯科医院 /3 院

小学校/３校
中学校/２校
高校/1校

三戸町への移住を考えている方のために最長１ヶ月間のお試し暮らしを体験

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

専門相談員

南部町

かなまちです。五戸の「戸」とは牧場のことで、鎌

電話：0178-62-7953（直通）
メール：sousei@town.gonohe.aomori.jp
HP：www.town.gonohe.aomori.jp

医療

教育

診療所 /2 院
歯科医院 /2 院

幼稚園 /1 園
小学校 /3 校
中学校 /1 校
高校 /1 校

移住者が賃貸用住宅に入居する場合、月々の賃料の一部（上限２万円）を、毎

ているので、相談にのることもできます。就業場所が町外の場合でも、定住す
れば年間３万円の通勤助成が受けられます。

した「達者村」事業を独自で展開し、多方面にわ

意を表す一方、その命を頂いて自分の活力に変え

たり交流を図っています。

右から
総合政策課
中村 知広さん
橋本 智春さん

イチオシの支援

都会とは違った農のある暮らしを満喫中！

移住の支援

タウンインフォメーション

苫米地字下宿23-1
電話：0178‐84‐2123（直通）

子育て

保育園 /3 園

HP：www.town.aomori-nanbu.lg.jp
住まいの支援

「自分らしさ」を大切にする五戸の暮らし

五戸町の先輩移住者の中には、
「少量多品目栽培」
「無農薬栽培」など、こだわ

交流推進課 地方創生班
三戸郡南部町大字

メール：noson@town.aomori-nanbu.lg.jp
仕事の支援

子育ての支援

医療の支援

りの農業に取り組んでいる方もたくさんいます。また、ごのへ郷土館では、
「五

南部町暮らしのことはお任せ
ください！空き家の紹介、各種
支援制度について親身になっ
て説明させていただきます。

イチオシの支援

人口 18,101 人、世帯 7,443 世帯（H31.3.31時点）
医療

教育
幼稚園 /1 園
小学校 /8 校
中学校 /4 校
高校 /1 校

病院 /2 院
診療所 /4 院
歯科医院 /5 院

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

子育て世代向け宅地分譲

子育て世代の移住・定住を促進するために、若年夫婦やお子さんのいる家族
向けに特別な分譲地を供用しています。申込者が町内外の別、年代、お子さん

戸バオリ」
「南部菱刺し」
「南部裂き織」など、伝統手工芸の保存伝承のための

の人数により、価格が変動します（例：町外在住の40代未満の夫婦で子ども

体験会も行っています。大自然に囲まれ、地域の方々とふれあいながらのライ

２人がいる世帯、100坪の土地を購入⇒198,000円）
。町内への移住・定住を

フスタイルはいかがですか？

専門相談員

四季を通じて楽しめるフルーツ狩り

人口 17,204 人、世帯 7,043 世帯（H31.3.31時点）

病院 / １院
診療所 / ３院
歯科医院 / ７院

お試し体験

らんぼ、りんご、もも、なしなど、多種多様な果物

のが浸透したのは、役目を終えた馬たちに感謝の

幼稚園 / ２園
小学校 / ４校
中学校 / ３校
高校 / １校

医療の支援

んでからの仕事や暮らしについても、元・地域おこし協力隊員が定住し起業し

の産地です。究極のグリーン・ツーリズムを目指

認定こども園 / ５園

子育ての支援

た自然豊かな美しい町です。農業が盛んで、さく

［なんぶちょう］

医療

住まいの支援

月３年間助成します。しかも移住者の方には年齢制限がありません。また、住

戸町では馬肉料理が有名ですが、馬肉を食べる

教育

仕事の支援

移住者への住宅料助成は年齢制限なし！

が年間を通して収穫される、県内有数のフルーツ

子育て

移住の支援

南部町は、山（名久井岳）と川（馬淵川）に抱かれ

右から︑交流推進課
地方創生班
塚本 悠太さん
川村 賢治さん︑
最上 佳亮さん

移 住・定 住、起 業・創
業、なんでもご相談く
ださい！

人口 5,499 人、世帯 2,168 世帯（H31.3.31時点）

倉時代から馬産地として名をはせてきました。五

タウンインフォメーション

三戸郡五戸町字古舘21-1

保育園 /2 園

イチオシの支援

商店街にも近く好立地です。家具、家電、電動アシスト付自転車、Wi-Fiを完備
お試し体験

タウンインフォメーション
子育て

イチから住まで、
休日農家の私が
お手伝いします！

できる住宅をご用意しています。果樹畑に囲まれた住宅地にあり、役場・中心
しています。

地域の無病息災を願う、虫おい

三戸郡田子町大字田子字天神堂平81
電話：0179-23-0678（直通）
HP：www.town.takko.lg.jp

からは車で30分ほどの田畑と森林が広がるのど

総合政策課 地方創生班

住民課 子育て定住移住支援室

メール：takko0303a@town.takko.lg.jp

お試し暮らし住宅あり！
！

るためとの説があります。

あおもり移住・定住ガイドブック

移住の支援

五戸町は首都圏から新幹線で約3時間、八戸駅

［ごのへまち］
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医療

教育

イチオシの支援

適なインターネット環境が整っています。

町長から新生児へ絵本を２冊プレゼント

住民課
子育て定住移住支援室
梅内 義幸さん

左からまちづくり推進課
地方創生推進班
原田 順友さん
北村 洸香さん
森 寿野さん︵地域おこし協力隊︶

移住の相談お待
ちしています！！

かな大地が生み出す澄んだ空気、
深く蒼い夜空に輝

［たっこまち］

三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話：0179-20-1117（直通）

いる田子町。
湧き水100パーセントの水道水と、
緑豊

の作者、馬場のぼるさんの出身地でもあることか

の支給など、子育て支援に力を入れています。
まちづくり推進課 地方創生推進班

青森県の最南端に位置し、
岩手県と秋田県に接して

お試し体験

専門相談員

検討している方は必見です。URL：https://www.cherry-town-nanbu.jp/

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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階上町

十和田市

階上町は青森県の最東南端に位置し、県内で最
も早く朝日が昇る町です。北西は八戸市、南は岩
手県に接しています。海・里・山がコンパクトにバ

［はしかみちょう］

十和田市は、十和田湖や奥入瀬渓流などの大自
然、十和田市現代美術館を拠点としたアート、近
代都市計画のルーツといわれ碁盤の目に整備さ

［とわだし］

ランスよく立地しています。釣りや階上岳登山、

れた街並みが調和する美しい街です。田舎過ぎ

みちのく潮風トレイルのウォークなど、身近にア

ず、都会過ぎない暮らしを求める方にとって、

ウトドアを楽しむことができる階上町に移住しま

“ちょうどいい” 街の規模です。

せんか？
自然に恵まれた光と風を感じるまち

総合政策課 政策推進グループ

タウンインフォメーション

人口 13,498 人、世帯 5,929 世帯（H31.3.31時点）

三戸郡階上町大字道仏字天当平1-87
電話：0178-88-2113（直通）

子育て

メール：seisaku@town.hashikami.lg.jp
HP：www.town.hashikami.lg.jp

保育園 /1 園
認定こども園 /3 園

十和田市中心市街地の街並み

医療

教育
小学校 /6 校
中学校 /2 校

移住の支援

総合政策課
政策推進グループ
小笠原 綾香さん

新郷村

住まいの支援

子育ての支援

めになりやすい価格で分譲しています。さらに、5年以内に新築する方や、若
宅を取得する方には、
「はしかみ移住定住新築応援プロジェクト事業」として、

お試し体験

三沢市

で賑わいます。周辺には奥入瀬渓流や十和田湖

［みさわし］

から、東の玄関口とも呼ばれています。
新郷ふるさとまつり

電話：0178-78-2111（代表）
メール：kikaku@vill.shingo.lg.jp
HP：www.vill.shingo.aomori.jp

認定こども園 /1 園

人口 2,458 人、世帯 922 世帯（H31.3.31時点）
医療

教育
小学校 /2 校
中学校 /2 校

企画商工観光課
松原 健夫さん
あおもり移住・定住ガイドブック

住まいの支援

入居後22年で土地、家屋を無償譲渡

新郷村定住促進住宅の入居者を募集しています。新たに村に住所を有しようと

子育ての支援

医療の支援

する夫婦、または家族であり、世帯主が45歳以下の方が優先となります。入居
者に18歳以下の同居している子どもがいる場合、家賃から子ども一人あたり家
賃から5,000円減額。将来にわたって新郷村に定住し、村の行事や地域活動に

電話：0176-53-5111（内線532）
HP：misawa-iju.com

仕事の支援

イチオシの支援

タウンインフォメーション

メール：msw̲kikaku@misawashi.aomori.jp

診療所 /1 院

積極的に取り組み、村の活性化に寄与する意思のある方大歓迎です。
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移住の支援

政策調整課企画戦略係
三沢市桜町1-1-38

お試し体験

専門相談員

みて、
きて
さわって
ワンダフル！

子育て

保育園 /11 園
認定こども園 /7 園

政策調整課 企画戦略係
山内 智史さん

私も移住者だったりし
ます。気軽にご相談く
ださい。

子育て

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

移住についてじっくり考えてみませんか？

三沢市は、米軍基地や航空自衛隊三沢基地が立
地し、様々な地域の方々が行き交う「国際文化都
市」です。また、市内北部には、田畑や畜産などの
田園風景が広がっているほか、東西は豊富な水産
資源を育む大海原と湖に囲まれ、多種多様な食や
行事、
レジャーを味わうことができます。また、三
沢空港には東京、大阪、札幌への定期便が就航し
ており、三沢駅からは新幹線のあるJR八戸駅まで
20分で接続できる等、アクセスもグローバル！

役場から十和田湖まで車で約40分で行けること

三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10

病院 /5 院
診療所 /34 院
歯科医院 /26 院

幼稚園 /2 園
小学校 /16 校
中学校 /10 校
高校 /4 校

「まちなか住宅」市中心部にある住宅街で、利便性の高い暮らしを体験！

専門相談員

といった県を代表する観光スポットがあります。

タウンインフォメーション

医療

「やけやま住宅」奥入瀬渓流の麓にある別荘地内で、自然と温泉を体験！

菜の宝庫。シーズン中は山菜を求める大勢の人

企画商工観光課

教育

まずは現地を訪れ、移住についてじっくりとゆっくりと考えてみませんか。

年夫婦世帯、子育て世帯の方には助成を拡大しています。このほかに、新築住
最大110万円の補助金を交付しています。

イチオシの支援

人口 61,210 人、世帯 27,483 世帯（H31.3.31時点）

十和田市では、異なる特徴を持つ２棟の移住お試し住宅を利用できます。

医療の支援

神秘とロマンに溢れる新郷村は、自然豊かで山

［しんごうむら］

ぜひ移住お試し住宅
を活用し、十和田市に
お越しください。

子育て

保育園 /20 園
認定こども園 /10 園

HP：towada-iju.com

階上町で夢のマイホームを！

「駅前中央団地移住定住促進助成制度」として、駅前中央団地の土地をお求

電話：0176-51-6712（直通）

右から︑
政策財政課
沼田 将仁さん
立崎 朱里さん
漆舘 一樹さん

イチオシの支援

タウンインフォメーション

十和田市西十二番町６-１
メール：seisakuzaisei@city.towada.lg.jp

診療所 /2 院
歯科医院 /3 院
仕事の支援

気になることは地元の
人に聞くのが一番！

政策財政課

イチオシの支援

専門相談員

誰もが気軽に国際交流

人口 39,637 人、世帯 19,289 世帯（H31.3.31時点）
教育

幼稚園 /3 園
小学校 /7 校
中学校 /5 校
高校 /2 校

お試し体験

医療
病院 /3 院
診療所 /19 院
歯科医院 /18 院

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

切れ目ナシ
！
ステージごとの子育て支援

三沢市に住む、中学校3年生までの医療費（保険適用分）の全額を助成して
います。
また、
2019年4月にオープンした
「三沢キッズセンターそらいえ」
では、
天候に左右されず自由に遊べる場所として、無料で利用することができます。
ほかにも、妊娠・出産・子育てなどそれぞれのステージに合わせた切れ目の
ない支援制度があり、安心して子育てすることができる環境があります。

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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野辺地町

六戸町

北前船の寄港地として栄えた港町としての歴史
があり、祇園まつりや郷土料理など当時の文化が
今も大切に伝えられています。

［のへじまち］

［ろくのへまち］

紅葉、冬はスキーなどウィンタースポーツが盛ん

んびり暮らしたいけど、便利であってほしい！」と

であり、四季のうつろいを強く感じられる自然豊

いう思いに応えられる環境です。雪が少ない地域

タウンインフォメーション

で、稲作やにんにく、ながいもを中心とした畑作
が盛んな六戸町へぜひお越しください。

人口 13,207 人、世帯 6,486 世帯（H31.3.31時点）

上北郡野辺地町字野辺地123-1
子育て

メール：chiiki-kikaku@town.noheji.lg.jp
HP：nohejimachi.com
気軽にご相談
ください！

保育園 /5 園

イチオシの支援

［しちのへまち］

医療

教育

病院 /1 院
診療所 /4 院
歯科医院 /9 院

幼稚園 /1 園
小学校 /3 校
中学校 /1 校
高校 /2 校

移住の支援

犬落瀬字前谷地60
電話：0176-55-4583（直通）
HP：www.town.rokunohe.aomori.jp

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

を全国から受け入れ、当町への就農移住を推進しています。地域の農業者と
協調して、積極的かつ誠実に活動を行っています。また、就農移住に興味のあ
る方には、体験ツアーも開催します。
（要相談）

上北郡六戸町大字

メール：kikakuzaisei@town.rokunohe.aomori.jp

就農移住事業

野辺地葉つきこかぶをはじめとする農業を生業とすることに意欲がある人材

企画財政課

お試し体験

移住の相談は企画
財政課へどうぞ！
企画財政課
吉田 真樹子さん

移住コーディネーター
阿部 博一さん

七戸町

す。いずれも車で約30分圏内で、通勤・通学、病
院や買い物などの施設が比較的近く、
「田舎での

こかぶをつくっている地域おこし協力隊員

電話：0175-64-2111（代表）

戸・三沢・十和田三市の中間地点に位置していま

春は桜、夏は陸奥湾で海水浴場、秋は烏帽子岳の

かで、歴史と文化に育まれた町です。

地域戦略課 企画政策班

六戸町は、青森県南部地方の主要都市である八

専門相談員

で約3時間、また、県庁所在地の青森市や地方都
市の八戸市へは、車で50分と、交通の便が良い

子育て

保育園 /1 園
認定こども園 /4 園

イチオシの支援

人口 11,030 人、世帯 4,475 世帯（H31.3.31時点）
教育

［よこはままち］

移住の支援

医療
診療所 /4 院
歯科医院 /3 院

小学校 /3 校
中学校 /2 校
高校 /1 校

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

移住の相談は企画財政課へどうぞ！

ずっと住み続けたい方のために住宅建設費を補助（最大60万円）
、家を建てる
までは・
・
・という方には40歳までの若者夫婦へのアパート家賃補助（月２万円・
最大２年間）
。
住環境だけでなく、
中学生までの医療費自己負担分を実質無料化、
第3子以降の保育料無料化など、子育てをする方たちが安心して暮らしていけ
る支援も行っています。

横浜町

七戸町は、新幹線で東京駅から七戸十和田駅ま

タウンインフォメーション

ベジタランドろくのへ

お試し体験

専門相談員

横浜町は、周囲を海や山など豊かな自然に囲まれ
た町です。
「菜の花」の町として知られ、シーズン
には多くの人々が町外や県外から訪れます。

ところです。清らかな水と肥沃な土壌で育てられ

また、冬には横浜なまこ漁が解禁され、地域のブ

た味の濃い野菜、全国で最優秀賞に輝いた和牛、

ランドとして県内外で人気を博しています。

江戸時代から続く地酒など、食材が豊富にありま
す。七戸町への移住は冬に雪対策が必要ですが、
町営スキー場で思いっきり楽しめます！
地域おこし総合戦略課
上北郡七戸町字森ノ上131-4
電話：0176-68-2422（直通）
メール：home@town.shichinohe.lg.jp
HP：www.7iju.jp

タウンインフォメーション
子育て

保育園/1園
認定こども園/5園

七戸町へ実際に移住した
私たちがサポートします！

あおもり移住・定住ガイドブック

人口 15,603 人、世帯 6,794 世帯（H31.3.31時点）
教育

小学校/3校
中学校/2校
高校/1校

5 月には満開の菜の花がお迎え

医療

病院/1院
診療所/3院
歯科医院/5院

移住の支援

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

いるほか、新築される方への建設費も補助しています。また、妊婦健診の交通
費、妊婦歯科健診、産婦健診への助成も行っています。中学生までの医療費、
給食費を無償化しているほか、各小学校に設置している学童保育クラブや児
童館は無料で利用できますので、安心して子育てできる環境です。

お試し体験

専門相談員

タウンインフォメーション

人口 4,514 人、世帯 2,084 世帯（H31.3.31時点）

電話：0175-78-2111（代表）
メール：koho@town.yokohama.lg.jp
HP：www.town.yokohama.lg.jp

子育てを応援します！

七戸町では、転入される新婚・子育て世帯の民間賃貸住宅の家賃を補助して

企画財政課
上北郡横浜町字寺下35

移住相談や、町につ
いての質問も受付中
です！
右から企画財政課
新渡 翔梧さん
中島 啓太さん

右から地域おこし総合戦略課
しちのへ暮らしコンシェルジュ
花松 美佐さん
葛生 悦子さん
30

イチオシの支援

自然の中にいると子ども達の目が輝きます！

子育て

保育園 /2 園

イチオシの支援

教育
幼稚園 /1 園
小学校 /1 校
中学校 /1 校

医療

移住の支援

診療所／ 1 院
歯科診療所／ 1 院
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

町への移住希望者を応援しています！

横浜町は、子育て支援に力を入れています。子ども（0歳〜 18歳）の医療費が
無料になる支援や、子育て中の悩み相談が受けられる支援など、幅広く取り
組んでいます。

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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東北町
［とうほくまち］

六ヶ所村

東北町は青森県の東部、上北地方のほぼ中央部に
あり、近くには三沢空港や東北新幹線七戸十和田
駅、上北自動車道など、首都圏からの乗り入れや県

［ろっかしょむら］

本州最北端下北半島に位置する六ヶ所村は、明
治22年に６つの村が一つになって誕生しました。
主要産業は漁業・農業・酪農業で、近年では、原

内各地を結ぶ恵まれた立地条件にあります。

子燃料サイクル施設、国家石油備蓄基地、風力・

広大な緑の大地と県下最大の小川原湖が輝く優れ

太陽光発電や各種研究開発施設が集積する、エ

た自然環境・景観を誇ります。特色ある農林水産業

ネルギーの村として知られています。多様な「生

の盛んな町であるとともに、温泉資源をはじめ、多

業」
、充実した「暮らし」と、豊かな自然の恵みに

彩で魅力ある観光・交流資源を有する町です。

よる「癒し」が六ヶ所村の魅力です。

中学生による赤ちゃんふれあい体験

六ヶ所村で酪農業の知識・経験を積む農業支援員

企画課
上北郡東北町上北南四丁目32-484
電話：0176-56-4082（直通）
メール：kikaku@town.tohoku.lg.jp
HP：www.iju-navi.soumu.go.jp
右から企画課
沼尾 享彦さん
吹越 敬宏さん
中村 勇斗さん

子 育て支援
が 豊富な東
北町へ移住
しませんか？

タウンインフォメーション
子育て

保育園 /6 園
認定こども園 /6 園

イチオシの支援

人口 17,597 人、世帯 7,269 世帯（H31.3.31時点）
教育

医療

小学校 /3 校
中学校 /2 校

病院 /1 院
診療所 /4 院
歯科医院 /5 院

移住の支援

住まいの支援

医療の支援

降35万円）
、０歳児から高校生までの「医療費助成」
、小・中学校の「給食費無
室」など、子育て世代にうれしい支援がたくさんあります。

おいらせ町
［おいらせちょう］

政策推進課
上北郡おいらせ町中下田135-2
電話：0178-56-4273（直通）
メール：seisaku@town.oirase.lg.jp
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雪も比較的少なく暮ら
しやすい町です。お気軽
にご相談ください！

あおもり移住・定住ガイドブック

タウンインフォメーション
子育て

認定こども園 /13 園

イチオシの支援

むつ市
［むつし］

人口 10,364 人、世帯 4,885 世帯（H31.3.31時点）
教育

小学校/4校
中学校/4校
高校/1校

医療

移住の支援

診療所/3院
歯科医院/2院
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

六ヶ所村はあなたの挑戦を応援します

六ヶ所村へ移住してきた方や村民が中心となり、カフェや美容室をオープン
したり、本州最北端の音楽フェスやフリーマーケットの企画・運営を行ったり
と、住民主体の地域づくり活動が活発化しています。六ヶ所村は、みなさんの
「チャレンジしてみたいコト」の実現を全面的に応援しています。

お試し体験

専門相談員

豊かな自然環境やさまざまな伝統文化など、特色
ある地域資源に恵まれたむつ市。下北地域の中
心都市としての役割を担うとともに、人と自然が
ともに輝く持続可能なまちづくりを目指します。

子どもたちと自然で遊ぶ澤口地域おこし協力隊

人口 25,107 人、世帯 10,290 世帯（H31.3.31時点）
教育

幼稚園 /1 園
小学校 /5 校
中学校 /3 校
高校 /1 校

専門相談員

医療
病院 /2 院
診療所 /8 院
歯科医院 /6 院

移住の支援

企画調整課 地方創生グループ
電話：0175-22-1111（内線2353）
HP：www.city.mutsu.lg.jp

仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

ゼロ！第3子以降の保育料がゼロ！児童館、放課後児童クラブの利用料がゼ
ロ！待機児童がゼロ！子育て世帯におすすめの町です。
お試し体験

専門相談員

タウンインフォメーション

人口 57,186 人、世帯 28,921 世帯（H31.3.31時点）

むつ市中央1-8-1
メール：mt-kikaku@city.mutsu.lg.jp

充実の子育て支援制度！
！

中学校卒業までの子どもの医療費（保険適用分）が原則ゼロ！学校給食費が

釜臥山からの夜景「光のアゲハチョウ」

本州最北の中心市で、
海と大地に交わる生
活はいかがですか？
企画調整課
地方創生グループ
成田 一郎さん

右から澤口 瑠瑞さん︵地域おこし協力隊︶
政策推進課 袴田 健裕さん

HP：oirase-iju.com

おいらせ町は、青森県内で最も人口の多い町で、人口
が増加傾向にある町です。近隣を市部に囲まれ、青い
森鉄道、高速道路のインターチェンジや東北新幹線
八戸駅・八戸港・三沢空港など交通網の結節点に近
く、通勤・通学に便利なため周辺市のベッドタウンと
して最適です。水と緑に囲まれた自然豊かな町であり
ながら、大型ショッピングモール「イオンモール下田」
が立地し、買い物が大変便利で、居住地域と自然の
距離が近い大変暮らしやすい町です。

お試し体験

保育園/1園
認定こども園/3園

イチオシの支援
政策推進課
政策推進グループ
尾ヶ瀬 順さん

子育ての支援

ろっかしょ暮らしを全
力でサポートします

やさしく住みやすい町です。
「赤ちゃん祝金」の支給（第２子25万円、第３子以
償化」
、小学校の放課後や土曜日・長期休業日を対象とした「放課後子ども教

子育て

HP：www.rokkasho.jp
仕事の支援

タウンインフォメーション

上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話：0175-72-2111（代表）
メール：rks99003＠rokkasho.jp

手厚い支援で子育て世代をサポート！
！

妊娠・出産から高校卒業まで切れ目のない子育て支援があり、子育て世帯に

政策推進課 政策推進グループ

子育て

保育園 /14 園
認定こども園 /2 園

イチオシの支援

教育
幼稚園 /8 園
小学校 /13 校
中学校 /9 校
高校 /4 校

医療

移住の支援

病院 /2 院
診療所 /23 院
歯科医院 /19 院
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

むつ市空き家等利活用推進事業補助金

安全・安心で暮らしやすいまちの実現に向けて、居住誘導区域内の人口密度
の維持と都市環境の改善を図るため、むつ市空き家空き地バンクに登録され
ている空き家や空き家を利活用し居住する際に、最大50万円を補助します。

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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大間町
［おおままち］

風間浦村

大間町は本州最北端に位置し、マグロ一本釣り
で知られる町です。漁業が盛んでマグロの他、昆
布・ウニなど海産物に恵まれています。また、農

［かざまうらむら］

青森県風間浦村は、本州最北端の地・青森県下
北半島の北西部に位置する自然に恵まれた地域
です。幾百年もの間、湯治場として親しまれてき

業では馬鈴薯の希少品種である三円薯「オコッ

た下風呂温泉と、津軽海峡の豊富な資源に恵ま

ペいもっこ」や大間牛「陸マグロ」のブランド化

れた風間浦村で暮らしてみませんか。

に力を入れています。大間から函館までは最短距
離17.5キロと近く、フェリーで本州と北海道を90
分で結んでいます。
企画経営課
下北郡大間町大字

津軽海峡でのマグロ一本釣り漁

タウンインフォメーション

人口 5,279 人、世帯 2,512 世帯（H31.3.31時点）

大間字奥戸下道20-４
電話：0175-37-2111（代表）
メール：kikaku01@town.ooma.lg.jp
HP：www.town.ooma.lg.jp
移住相談は
私まで！

［ひがしどおりむら］

保育園 /2 園

イチオシの支援

教育

移住の支援

医療

住まいの支援

子育て応援医療費助成事業と保育料軽減事業
子育ての支援

医療の支援

療費自己負担額を助成します。
大間町にお住まいの生計を一にする子どもについて、第２子以降の子どもは
課税状況により保育料が軽減されます。

易国間字大川目28-5
電話：0175-35-2111（代表）
HP：kazamaura.jp

仕事の支援

大間町に住む中学校３年生までの子どもの通院、入院に係る保険診療分の医

下北郡風間浦村大字

メール：info@kazamaura.jp

病院 /1 院
歯科医院 /1 院

幼稚園 /1 園
小学校 /2 校
中学校 /2 校
高校 /1 校

企画政策課 企画調整グループ

お試し体験

専門相談員

風間浦村で暮ら
してみませんか！
企画政策課
企画調整グループ
佐々木 麻衣さん

企画経営課
傳法 政仁さん

東通村

子育て

歴史ある「湯」
、恵まれた「海」と共に生きる「ゆかい村」

佐井村

四季折々の美しい自然、山海の恩恵を受けた多く
の地場産品、そして人と人とのふれあいを大切に
する村。中心地には、
「ひとみの里」住宅団地があ

［さいむら］

り、その周辺に公共施設、保健・医療・福祉施設、

タウンインフォメーション
子育て

保育園 / １園

イチオシの支援

人口 1,899 人、世帯 926 世帯（H31.3.31時点）
教育

医療

小学校 / １校
中学校 / １校

移住の支援

診療所 / １院
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

お試し体験

専門相談員

保育料無料化

女性の社会参加と子育て世帯の負担軽減を目的に、村内の保育所に入所する
際は保育料の負担はありません。

佐井村は、下北半島の西側に位置しています。
２㎞
にわたり奇岩が連なる仏ヶ浦は凝灰岩が長年の強
風や荒波にさらされて形成されたもので仏像を思
わせる姿から観光名所として知られています。

教育施設が整備され、すべてがコンパクトにまと

「日本で最も美しい村」連合に加盟し、2030年の佐

まっており快適な定住環境が整っています。

井村を「日本で最も小さくかわいい漁村」
として、そ
の実現に向けて28のアクションプランを掲げ、新た
な村づくりに挑戦しています。

移住者が起業し地元を中心に活躍中

経営企画課 地域戦略グループ

タウンインフォメーション

人口 6,415 人、世帯 2,836 世帯（H31.3.31時点）

下北郡東通村大字
砂子又字沢内5-34
電話：0175-27-2111（代表）
メール：kikaku@vill.higashidoori.lg.jp

子育て

認定こども園 /1 園

教育
小学校 /1 校
中学校 /1 校

医療

あおもり移住・定住ガイドブック

土地代半額助成！借地もＯＫ
！

村の中心部に位置する「ひとみの里」住宅分譲地は、公共施設、保健・医療・

子育ての支援

医療の支援

福祉施設、教育施設のすべてが徒歩圏内に揃う分譲地です。現在、分譲価格
の半額を上限とした購入補助を行っており、定期借地権制度と合せて、気軽
な定住を応援しています。

お試し体験

専門相談員

小さくてもキラリと光る村
を目指しています。気に
なったらぜひ、ご相談を！

総合戦略課
企画制作係
館脇 美樹さん

経営企画課
地域戦略グループ
四ツ谷 隆徳さん
34

住まいの支援

アクションプランの一部「ホップの試験栽培」

タウンインフォメーション

人口 2,005 人、世帯 948 世帯（H31.3.31時点）

佐井字糠森20
電話：0175-38-2111（代表）
HP：www.vill.sai.lg.jp

仕事の支援

イチオシの支援

下北郡佐井村大字

メール：sai̲senryaku@vill.sai.lg.jp

診療所 /1 院
歯科医院 /1 院

HP：www.vill.higashidoori.lg.jp
皆様の疑問１つ
１つに丁寧に対
応します

移住の支援

総合戦略課 企画政策係

子育て

保育園 /1 園

イチオシの支援

教育
小学校 /1 校
中学校 /2 校

医療

移住の支援

診療所 /1 院
歯科医院 /1 院
仕事の支援

住まいの支援

子育ての支援

医療の支援

子育て支援「保育料軽減」

18歳未満の児童生徒が2人以上いる世帯について、2人目の児童の保育料が2
分の1、3人目以上の児童が無料となります。

お試し体験

専門相談員

あおもり移住・定住ガイドブック
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青森県のお試し住宅・お試し移住体験
移住先地域が決まっていない方、いきなり移住するのは
不安！という方には、
「お試し暮らし住宅」
「お試し移住体

十和田市

験」等のプログラムを利用し青森県に滞在してみること

お試し移住体験

政策財政課
TEL 0176-51-6712
やけやま住宅：十和田市大字法量字焼山36-126
まちなか住宅：十和田市西二十二番町24-38

をオススメします。

青森市

六ヶ所村

利用方法は各自治体へお問い合わせください。

お試し住宅
七戸町

しちのへ移住サポーターの会事務局
（地域おこし総合戦略課内）
TEL 0176-68-2422

上北郡七戸町字天王 64 番地 1

天王教職員住宅 104 号

メール：seisakuzaisei@city.towada.lg.jp
HP：http://www.city.towada.lg.jp/docs/2016061000017/

三戸町

まちづくり推進課
地方創生推進班
TEL 0179-20-1117（直通）

三戸郡三戸町大字梅内字松原 16-10

あさむしぐらし、してみませんか。
温泉で有名な浅虫地区で、本市での暮らしや住民との交流
を体験していただく「お試し移住・交流体験事業」を始めま
した。体験メニューとして、名所を巡る「早朝散歩」をはじめ、
「ほたる鑑賞」
「海釣り」など、季節に応じたさまざまなアク
ティビティをご用意しています。
お問い合わせ

メール：shichiijusapo@gmail.com
HP：https://www.7iju.jp/news/190507̲132241

西目屋村

政策推進室
TEL 0172-85-2111

中津軽郡西目屋村大字村市字稲葉 213 番地 1

メール：nishimeya-soumu@vill.nishimeya.lg.jp
HP：http://www.nishimeya.jp/kurashi/kankyo/cat687/post-139.html

南部町

交流推進課 地方創生班
TEL 0178-84-2123

三戸郡南部町大字平字虚空蔵 29 番１

メール：iju@town.sannohe.lg.jp
HP：https://www.ondenya.jp/

田子町

住民課・子育て定住移住支援室
TEL 0179−23−0678

三戸郡田子町大字田子字天神堂平 81

メール：takko0303a@town.takko.lg.jp
HP：http://www.town.takko.lg.jp/

弘前市

企画課(人口減少対策担当）
TEL 0172-40-7121（弘前市企画課内）

青森県弘前市土手町（集合住宅の一室）
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メール：kikaku@city.hirosaki.lg.jp
HP：https://www.hirosakigurashi.jp/executive-service/trial-house/

ちょこっとClassでは、
六ヶ所村の自然と人、
食、
文化など六ヶ
所村の暮らしをまるごと体験できます。オーダーメイドのお
試し移住体験で、笑顔と出会いにあふれるろっかしょ暮らし
をしてみませんか。
お問い合わせ

浅虫まちづくり協議会
移住体験事務局

六ヶ所村役場
政策推進課政策推進グループ

TEL 080-1804-5017

TEL 0175-72-2111

※開催時期、募集状況についてはお問い合わせください。

鶴田町

観光ガイド付きの町内観光と、
農家と一緒に農作業体験
県外からの移住及び交流人口を増やし、町内グリーンツー
リズム受入農家を増やすため、お試し移住農業体験を開催
します。
お問い合わせ

メール：noson@town.aomori-nanbu.lg.jp
HP：http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp

ちょこっとClassはじめました！！

※開催時期、募集状況についてはお問い合わせください。

平川市

平川市お試し・交流ツアー
平川市での仕事や暮らしに関するプログラムを体験し、地
元の人との交流をしていただきます。
ツアーは平川市の仕事や暮らしを味わっていただくため
「秋」と「冬」２回行っています。
お問い合わせ

鶴田町役場
企画観光課まちづくり班

平川市役所
企画財政課企画調整係

TEL 0173-22-2111

TEL 0172-44-1111

※開催時期、募集状況についてはお問い合わせください。

※開催時期、募集状況についてはお問い合わせください。

あおもり移住・定住ガイドブック
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