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令和元年度「あおもりチャレンジゼミ」～将来の夢と“あおもり暮らし”の魅力～ 

（第１部：トークイベント）概要 

 

 首都圏に住む青森県出身の大学生等に、県内就職を選択肢の一つに考えてもらうため、知事や先

輩社会人を交えての交流会「あおもりチャレンジゼミ」を実施し、トークや意見交換を通じて、本

県の働く場や暮らしの魅力などを発信するとともに、就職に向けたアドバイスや情報提供などを行

いましたので、その概要をお知らせします。 

 日時：令和元年１０月１８日（金）１７：３０～２０：００ 

（うち第１部トークイベント １７：３０～１９：００） 

 場所：ＧＬＯＣＡＬ ＣＡＦＥ 池袋店 

（東京都豊島区東池袋３－１－１ サンシャインシティアルパ１階） 

 参加学生：１５名 

 

 

【第１部：トークイベント】 

（司会・広報広聴課） 

今回の企画は、本県出身で首都圏在住の大学生の皆さんに、青森県での「働く場」「暮らしやすさ」

について、今までとは違う点、大きく伸びている点を是非知っていただき、皆さんの将来の夢を叶え

る場所として、青森県も候補に入れてほしいとの思いから企画をしたものです。 
三村知事や県内で活躍をしている先輩社会人の方々との交流を通じて、「青森県のリアルな今」と

「皆さんの可能性溢れる未来」を重ねて、今後の進路選択の参考にしていただければと思います。 
では、早速始めます。三村青森県知事から「若者から『選ばれる青森』へ」です。よろしくお願い

します。 
 
（青森県知事 三村申吾） 

 皆さん、こんばんは。 
自分も元は新潮社というところで純文学をずっとやっ

ていました。 
私らが高校にいた頃、高校の先生が何を言ったかとい

うと、「こったら八戸だの百石に残っていてはダメだ。皆、

東京さ行かねば。頑張って勉強して東京に行け」と、そう

いう時代でした。感覚的に青森には何もないと、親も学

校の先生もそういうことを積極的に言っていました。 
地元に戻って同級生を探してみると、当時八戸高校は８クラスでしたけれど、学年で 30 数人しか

県内に残っていないというほどでした。青森県では「人財」、人の財（たから）という字を当ててい

ますが、人財供給県だとしみじみ思いました。 
毎年 18 歳、20歳、22 歳で、首都圏をはじめとした県外に出て行く、というより、行ってみたいの

だと思います。行ってみたいという気持ちは止めることはできないと思います。大都市に行ってみて、

いろんなことを感じるというのはとても大事です。日本でなくてもいい。いろんな所に行って、いろ
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んなことを感じて、自分の人生をどう歩むかということを自分で決めていけるというのが大事だと

思います。 
ただ、自分でも驚くほど青森県は変わってきました。チャレンジングなこと、つまり、多様性・可

能性があり、いろんなことが始まっているということや、働く場や暮らしの魅力、若い方に戻ってき

てもらうための取組などを話したいと思います。 
 
まず、青森県の「働く場」です。 
かつては働くところが充分ではありませんでした。有効

求人倍率が 0.29、0.30 の時からずっと知事をやっていま

すが、そこから企業の誘致や増設、あるいは農業を元気に

する取組など、いろいろな施策により「経済を回す」仕組

みづくりを進めてきた中で、団塊の世代、今 70歳近い方々

がどんどんリタイアしていったこともあり、全体として有

効求人倍率も上昇してきました。 

上場企業の関連企業も誘致してきました。働く場所は製

造業だけでなく、様々な分野に広がっています。 
君たちも「やっぱり、クリエイティブな産業は青森県にはない」と思っているのではないでしょう

か。あります。急に 500 名雇用したいとお願いされて困るほどです。システムやゲームアプリの開発

といった面白い事業所も県内にいろいろできています。 
日本の様々な分野をリードしていく基礎技術でも青森県には他県にない技術力を持った企業があ

ります。 
今日、先輩社会人に来てもらっている多摩川精機には、ハイブリッド自動車やロボット、宇宙ロ

ケットの関連部品で他の企業では作れない製品があります。本社がある長野県飯田市よりも青森県

内にある工場の方がラインが多いくらいです。他にも、半導体の検査機器を作っている世界トップ

シェアの日本マイクロニクスや、プラスチックではなく金属で非常に細かい合金粉末を作れるエプ

ソンアトミックス、世界最高の半導体製造装置メーカー、カテーテルなど医療機器のメーカーの事業

所もあります。 
製造業もそうですが、青森県には何か独特なものが集まってくるという感じで、今、青森県で元気

になっているのは、起業・創業です。大学院を卒業し、国家公務員になるのが決まっていたのに、ス

トリートダンス教室を起業した方もいます。かつては起業・創業件数が年間で１桁でしたが、そうい

うやりたいことがあるいろんな人を応援していったら、ここ数年は年間 100 件以上になっています。 
また、起業・創業者の４割が女性というのが青森県の特徴でもあります。とても女性が元気にやっ

ています。 
さらに元気なのが農業関係です。農家戸数は減っていますが、販売農家１戸当たりの農業所得は平

成 14 年当時の 2.2 倍になっています。倍以上です。これは兼業農家も含んだ数字ですので、兼業農

家を除けば、実際はもっと増えていることになります。 
「攻めの農林水産業」を掲げ、販売にも力を入れています。今日もこれから京都に行って、明日の

朝からは大阪府内のショッピングセンター内での営業活動で、マグロの解体ショーをやります。その

ようなことをやりながら全国に販路を広げて、青森県産品が売れる仕組みを作っており、輸出促進も
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私自らが積極的に行っています。 
新規就農者も増えています。最近はＩターン就農者が多いことに我々も驚いていますが、青森県の

農業は若い人たちが帰ってきてくれる状況になっています。イメージが変わったでしょう。農業は今、

花形産業です。 
 
次に青森県の観光です。外国人延べ宿泊客数は震災前の

平成 22 年当時の５倍になっています。台湾、韓国、香港

など、いろんな所に営業活動で行って、青森の観光コンテ

ンツの面白さや楽しみ方をアピールしてきました。 
観光は関連産業が多いので、先ほどの起業・創業や農林

水産業にもつながるので、新しいビジネスがいろいろ展開

されてきています。 
青森県と言えば、「津軽海峡・冬景色」や「俺ら東京さ行

ぐだ」のイメージがあると思いますが、これは忘れてほしい。どんどん産業の状況が変わってきてい

ます。起業・創業だって食えなければ創業しません。 
 
次に、青森県の「暮らしやすさ」です。 
通勤時間は圧倒的に短いです。神奈川県は毎日往復 110 分、大変ですね。青森県はトータル片道 30

分以内で自宅から職場まで着くということです。 

住宅地や家の単価が安い。待機児童はゼロ。子どもが少ないからということではなく、認定こども

園の認可・認定件数が全国１位だったり、学童保育の充実度は全国 11 番目だったり、妊産婦の支援

の状況も全国３位だったりとか、子育て支援を一生懸命やっています。 

なぜなら、働く女性が多いので、いろいろ応援をしなければいけないということがあります。女性

創業者も多く、女性社長の比率が日本で一番高いのは青森県です。役員の比率も高い。女性の管理職

の比率も全国５位です。 
一方、依然として平均寿命は短いです。健康づくりは長

年の積み重ねであり、過去の生活習慣が今影響をしている

わけで、全国最下位です。 
しかし、健康寿命、自分はどれだけ元気で働けるかとい

う数値は大きく改善しています。今はもう男性 34 位、女

性 20位にまで上昇しています。 

君たちは「だし活」（※だしを使った減塩、県産品消費拡

大運動）を知っていますか。（「だし活」ダンスをしながら）

こういうことで県民の健康づくりを一生懸命やって、改善

してきたので、これからもますます頑張ります。青森県の課題は食べ物が良すぎて、たくさん食べる、

飲むということなので、最近は、「控えましょう」「食べるなら野菜にしてください」「塩辛い魚卵類

より野菜を食べましょう」と言っています。 
収入面を比べてみましょう。東京はすごく給料をもらっていてリッチだと感じるかも知れません

が、収支差額にすると、青森県と 8,900 円程度の差しかありません。そこに先ほどの家の広さ、通勤
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のしやすさといった、いろんな青森県の「暮らしやすさ」を加味すると、東京圏でなくてもいいじゃ

ないかという感じです。 
 
そして、県としてどういう取組をしているか、知っても

らわなければいけません。 
青森県内にどんどん企業が進出していますが、どのよう

に働いていて、どんな意義ある人生を送れるかということ

は伝わりにくいので、インターンシップに来てもらって、

しっかりと見てもらう取組をしています。 
なかなか民間だけでは戻りにくいということであれば、

民間企業と県庁を両方体験できるハイブリッド型イン

ターンシップがあります。女性技術者が増えている建設系企業のインターンシップもあります。県内

企業への就職活動やインターンシップなどに交通費の助成もしています。 
また、マッチングも親身になってやっています。自分への適性をあまり考えないで就職するケース

が意外に多く、名前で就職先を選んで、入ってから辛い、どうしようということがあるので、丁寧に

マッチングをしています。 
先ほど女性の社長の話をしましたが、青森県では女性が元気に一緒に活動してくれています。 
１つは、「あおもりなでしこ」。女性が働きやすく、子育て支援等も充実していることを、それぞれ

の企業から集まったメンバーがＰＲし、青森はこんなに変わったということを皆に知ってもらう取

組をしています。 
また、「林業女子会＠青森」では、技術者も含め林業に携わるいろんな方々が山の仕事の魅力を

ＰＲしていますし、「ドボジョ」と呼んでいる土木系女子のチームは、ダムや堤防、防潮堤を作った

りする地図に残る仕事の魅力をＰＲしています。土木というとおじさんのイメージですが、全然違い

ます。女性技術者や女性オペレーターが増えて、最前線で仕事をしています。 
なお、今日は女性の学生の参加が多いので、女性向けのお知らせをひとつ。青森でどんな働き方を

したいか、青森での就職、起業、仕事を持つこと、結婚・出産のこと、育児のことなど、様々なこと

についてアドバイスできる「あおもりなでしこ」の交流会を今度東京で予定しています。 
 
今日、一番伝えたかったことは、青森県にもこんな企業があるとか、農業や観光をはじめ、経済が

回っているし、健康づくりでも改善してきたし、青森は昔とは大きく変わっているということです。 
私の親や私の若い頃は、「青森さ居てもどうもなんねー。取りあえず東京さ行ぐが。」という感じで

した。でも今は違う。自分のやりたいこと、キャリアにしたいこと、起業・創業したいこと、県と民

間で支援体制を取り、多様な生き方、多様な人生を送れる仕組みづくりが、どんどん青森で進んでい

ます。 
そして可能性。青森県はこの日本の中でもフロンティア。いろんな分野でチャレンジをしていくと

いろんなことが次々とできてくる。そういう土地柄でもあります。 
自分の人生を決めるのは自分だし、やってみたいことをやるのはとても大事ですが、その意識の中

で、「青森っていろいろ変わってきたな」「青森っていろんなことにチャレンジできるんだな」と感じ

てくれたら嬉しいです。 
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すぐ帰ってこいとは言いません。大学４年を終わって、それから大学院に行きたい、どこかに勤め

たい、資格を取りたいとか、いろいろあると思います。いろんな場面の中で、自分の人生をいつかこ

の青森で、ということを何となく感じてくれたら嬉しいです。 
青森は皆さんのキャリアをデザインします。キャリアがデザインできる青森になったということ

を今日はお伝えしたかったんです。 
授業があって、金曜日で明日休みという時に来てもらって申し訳なかったですが、せっかくなので、

若いお兄さんとお姉さん（先輩社会人）もいるのでいろんな話を聞いてみてください。 
今日はよく来てくれました。本当にありがとう。健康で、しっかりと東京で学べ。 

 

（司会） 

 それでは、知事と先輩社会人によるトークセッションに入ります。 
トーク参加者を御紹介します。 
三村青森県知事です。 
続いて、先輩社会人の方々にそれぞれ簡単な自己紹介をお願いします。 
まず、株式会社青森銀行の東秀幸さんです。 

 
（青森銀行 東秀幸さん） 

皆さん、よろしくお願いします。青森銀行人事部の東と申しま

す。今、32 歳で、妻１人、子２人です。 

十和田市出身です。私は首都圏にある大学に進学し、Ｕターン

就職で青森銀行に勤めています。 

限られた時間ですが、銀行に勤めた後、東京で１年間勤務した

経験などもあります。就職活動のこと、東京に勤務した時のこと

も合わせて皆さんに伝えられればと思っていますので、今日は

よろしくお願いします。 
 

（司会） 

多摩川精機株式会社の髙橋一也さんです。 
 

（多摩川精機 髙橋一也さん） 

 髙橋と申します。 
八戸市出身で、都内にある大学を卒業後、八戸市に帰ってきま

した。大学院に行きたかったのですが、大学４年生の時に試験に

落ちてしまい、東京と青森で並行して就職先を探して、今は青森

県内で働いています。 
よろしくお願いします。 

 

（司会） 
株式会社ＮＴＴデータスマートソーシングの木村真理子さんです。 
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（ＮＴＴデータスマートソーシング 木村真理子さん） 

 皆さん、こんばんは。ＮＴＴデータスマートソーシングで採用

担当をしております木村と申します。 
皆さんと同じく首都圏の大学に進学し、その後、夢だった仕事

に就くことができました。今は青森県内で働いています。 
なぜ青森に帰ったのかを今日、皆さんにお伝えをしていきたい

と思っています。「あおもりなでしこ」メンバーでもありますの

で、是非１つの材料にしていただければなと思います。 

 

（司会） 

このほか、青森県庁の職員も参加しています。 

それでは最初の話題としまして、青森で就職をしたきっかけ、首都圏の大学から青森県内に就職し

た決め手は何だったのかを伺っていきたいと思います。 

 

（東さん） 

 私は、最初は東京で就職活動をしていました。生損保の会社を受けたり、マスコミ関係を受けたり

していました。同時に青森銀行も、「青森県出身なので受けておくか」みたいな軽いノリで受けてい

ましたが、徐々に就職というのが現実味を帯びていった時に、将来的にどういう暮らし、生活をして

いきたいのかと考えるようになりました。 
「軸」が出てきたんです。私の軸は「いいパパになりたい」ということだったんですね。仕事はど

こに行っても何となく頑張れると思うし、企業から聞く情報はいい情報ばかりなので、ただ自分がど

ういう場で一番力を発揮できるかと、自分がどう生きたいかとなった時に、自分は「いいパパになり

たい」と。 
では、どういうのがいいパパと思った時に、子どもにはおじいちゃん、おばあちゃんと触れ合いを

させたいし、子どもに何かあった時にはサポートしてもらえる場所がいい。そういうことを考えて

いった時に、やっぱり地元青森っていいなと素直に思えるようになりました。 
今すぐではなく 10年後、20 年後を考えて、自分が自分らしく働ける場所、自分が思いっきり生活

も充実できること、そこを考えて青森で働くことを決めました。 
 
（髙橋さん） 

 私は理系で、高校も大学も理系でしたので、やはり研究、開発、設計の職業に就きたいという思い

がありました。ただ、具体的にこういう設計をしたいというよりも、幅広な業種として設計や開発を

やってみたいと思って就職活動をしていました。 
最初は東京の企業しか探しませんでした。というのは、やはり青森にはそういう開発職とかないの

ではないかと思って、勝手に何も調べず、思い込みで東京の企業を受けていたんです。 
そこへ両親からたまたま「こういう会社があるよ」と紹介してもらったのが、今の会社で、そこも

実際に設計、開発と、私がやりたい仕事があったので受けてみました。東京の企業も１社受かって、

今の会社にも受かって、最終的に本当にどういう仕事をしたいのかなという根本を突き詰めたら、青
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森の会社の方がやりたいことができると思ったので、今の会社に就職しました。 
 
（木村さん） 

私は、まず何となく経済学部に進学しました。何をしようかなと考えた時に、「好きなことを仕事

にしよう」と思い、ブライダル関係のフラワーコーディネーターになりました。ゆくゆくは世界に行

こうとか、勝手に夢を持っていたんですが、１年くらい経ったら都会の生活に疲れてきちゃったんで

す。通勤時間が長かったり、家賃も高かったり、いろんなお店があって、いろんなおしゃれなところ

があっても、それよりも疲れてしまうということがあったので、これは地元に帰って、通期時間も短

くて暖かいご飯が家にあって、お金もそんなにかからなくて、というようなメリットを採ってＵター

ンすることにしました。 
好きなことをやったら幸せだったのですが、本当の幸せは何だろうと考えた時に、温かい家庭を作

りたかったんです。東さんと似ているんですが、温かい家庭を作る上で、出会いとかご縁とか、それ

から生活の基盤、そういうところをしっかりしたいなと思った時に、地元がやっぱり一番いいと思い

ました。 
 
（司会） 

次に、青森暮らしのメリット等、実際、社会人になって暮らしてみて、学生時代には気づかなかっ

た点、いいところがあると思いますが、そのあたりをどう感じているのか、お願いします。 
 
（髙橋さん） 

 メリットと考えると難しくて、例えば、地元の友達は地

元に就職をする場合が多いので、地元に就職すると地元の

友達には会えます。ただ、そうすると東京でできた友達は

やはり距離が出来てしまうのでなかなか会いづらくなる。 
地元の友達と会えるのがメリットだとすると東京の友

達と会えないのはデメリット。結局、何かを選択すると何

かを我慢しなくてはいけないと思います。 
そういうところを積み重ねていった時に、自分が最終的

には後悔をしないような選択を意識しながら、仕事をするのもあるんですが、プライベートもしっか

り充実できる環境とか、自分の中でどういうものが一番いいのかというところを考えてもらえれば

なと思います。 
 

（木村さん） 

メリットとしては、自分の時間がすごく持てるというところです。電車の中で本を読んでいる人が

いると思いますが、あれは結構難しいと思います。寝てしまいます。私もすぐ寝てしまいました。 
自分の時間を作るとなった時に、１人で暮らすのもいいですが、最初は全然慣れないので、炊事・

家事・洗濯とか、お母さんやお父さんから手助けをしてもらえるというのは１つの方法だと思ってい

ます。全然恥ずかしいことではないと思っています。私自身、自分の時間が持てましたので、Ｕター

ンした後に、実は副業でシナリオライターをやっていました。 
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今はインターネットでつながっているので、買い物も通販サイトがいっぱいありますし、買いたい

ものは買えます。私の学生時代はそういうのがあまりなかったので、本当に今の学生さんは青森にい

ても何でもできると思っています。そこが一番大きなメリットですかね。 
 

（東さん） 

２つあります。１つ目が、今、子ども２人がまだ小さいので、すぐに病気とかをしてしまいますが、

自分の親が面倒をみにきてくれることです。子どもは急に熱を出したりするので、結構ありがたいで

す。会社を休めない時にも親がすぐ来てくれる。仕事も充実できる要素です。子育てがしやすい環境

として、何といっても、やっぱり親が近くにいるというのはすごく大きいと思います。 
２つ目は、皆さん、豪邸に住みたいと思っているでしょう。テレビを見た時に、芸能人はいい暮ら

しをしているなと思いませんか。私は最近、家を建てました。豪邸ではありませんが、家の庭でバー

ベキューをして、そんなに大きい庭ではありませんが、ビニールプールに子どもを入れて、「でも、

これって東京でやったら何億の暮らしだ？」と考えてしまいます。家でバーベキューをやって、ビ

ニールプール、これ、すごくいい生活をしているなと思っています。 
そういう意味での生活の充実は、やっぱり地元がかなりいいのかなと思います。 

 

（農村整備課） 

青森県農林水産部農村整備課の野呂です。採用、２年

目です。 

私は、大学は仙台にある大学に通っていました。私も

仙台で就職をしようかなと軽いノリでしたが、大学時代

４年間住んでみて、やっぱり青森に帰りたいという気持

ちになり、Ｕターンしました。 

メリットはご飯がおいしいこと、デメリットは Suica

が使えないことです。 

 
（司会） 

 今日は１年生から４年生まで参加していますが、学生の皆さんの卒業後の進路選択について、アド

バイスをお願いします。 
 
（木村さん） 

やはり、いろんな会社があることを知っておいた方が、本当に自分のためになると思います。友達

が、親戚が、親が、という理由で決めるのではなく、自分が何をしたいか、何をしたいか分からない

状態でもいいので、いろんな会社を見ていくと、「こういうのは面白そうだな」と思うことが出てく

ると思います。青森にも本当にいろんな会社があります。皆さんも知らなかったですよね、こんなに

会社があるんだということを。 
調べればたくさん出てくるので、１つの判断材料にしてもらえればと思います。 

 
（東さん） 
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ワーク・ライフ・バランスという言葉を皆さん聞いたこ

とがあると思います。仕事と生活のバランスをとる。でも

今、ワークとライフが一緒という考え方も実は増えてきて

います。実は社会人ってそうなんですよ。仕事と生活って

一緒なんです。両輪、仕事があるから生活があるし、生活

があるから仕事がある。 
何を言いたいかというと、就職活動をしていくと、どう

いう仕事に就きたいとか、これを仕事にしてこうしたいと

思う部分が出てくると思います。そこは是非大事にしてほ

しいです。 
ただ一方で、自分自身がどういう生活をしたいか、生きたいかということを、今、皆さん１回決断

をする時期なので、自分でいろいろ考えて、考え抜いていい決断をしてもらえればなと思います。そ

れが青森に帰らないことにつながったとしても、１回そういう決断をすれば、きっと皆さん、就職を

した後に社会人として活躍できると思いますので、よく考える機会にしてもらえれば嬉しいです。 
 

（髙橋さん） 

 私は働いてもう 10 年経ちます。仕事は仕事、プライベートはプライベートで割り切るようなイメー

ジもあると思いますが、例えば、仕事が辛かった時、あとは自分がやりたいことではなかった時に、

どんどん不満が蓄積されていって、周りの友人とかを見ていると、最終的に爆発をしてしまったり、

辞めてしまったりというケースはどうしてもあります。 

 自分が何をやりたいのか、今やりたいことがなくても何をやりたいのかを考えることで、最終的に

は、就職して後悔しなくて済むので、とにかくよく考えてみることを念頭に置いて取り組んでほしい

です。 

あとは、「どうせ私のやりたいことや自分のやりたいことは青森にはない」という考えは、一切捨

ててもらっていい。私が実際、ないと思っていたらありましたので。皆さんのやりたいことは必ず、

ほぼ青森にあると思うので、青森も選択肢の１つとしてまずは探してみてください。そうすれば面白

い自分のやりたいものが見つかると思います。 

 
（農村整備課） 

就活はとても難しいと思います。職種も選べるし、場所も選べるし、公務員か民間かということも

あるし。本当に私も苦労をしましたが、他の皆さんもおっしゃっているとおり、自分の軸、これは譲

れないなという条件を決めることが大事だと思います。 
ここで働きたいとか、こういうことをしたいという軸を見つけて、そうすればだんだん絞れていく

と思います。絞り込めてきたら説明会に行ったり、インターンに積極的に参加したりして、ここだと

いうところを見つけます。 
とても悩むし、勉強や卒論もあるので、両立が大変だと思いますが、たまに息抜きをしながら、自

分の本当にやりたい仕事に就いてほしいと思います。 
 
（人事課） 
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 私は東京の大学に進学し、浪人時代も含めて５年間東京

で暮らしました。当時はすごく楽しくて、東京はいいなと

思っていましたが、青森に就職で戻って来た理由は、東京

は暮らすところではないと思ったことです。 

 自分がどう生きたいかを考えたということと、一番はや

はり言葉、自分の気持ちを本当にどう伝えるのかがすごく

大事だなと思った時に、自分の育った言葉とかニュアンス

とかが大事だなと思ったというのが帰るきっかけの１つ

でした。 

 私が学生時代だった 20 年前と比べると、津軽弁もゆっくり話せば分かるということが就職して分

かったので、やっぱり戻って来て青森県のために働けて良かったなと今はすごく思っています。 
 
（秘書課） 

私は仙台の大学で、仙台は東京に比べたら都会ではない

ですが、それでもずっと青森で過ごしてきた身としては馴

染めないところもあり、青森の方が落ち着くなと思って

戻って来ました。やりたいことを特に考えないまま戻っ

て、公務員になりました。 
県庁で働いてみて、いろんな種類の仕事がある環境にい

て思うのは、結局、自分が何をやりたいのかは、実際やっ

てみたり、体験してみないとはっきり分からないこともあ

るんじゃないかということです。今、秘書課ですが、その前は漁港事務所で作業着を着て働いていま

した。いろんな仕事を経験する中で、こういう仕事は好きだなと気づいたり、実感できたりするとい

う意味では、公務員になって良かったなと思います。 
まさか秘書課で知事と一緒に、「だし活」ダンスを踊ることになるとは思いませんでしたが、「だし

活」という言葉が、ダンスと一緒の方が見ている人の印象に残りやすいと思うので、効果があると

思っています。 
 
（司会） 

 いろんな仕事や新しい取組もしているので、やる気のある人は、どんどんそれを生かすチャンスが

あるということを感じていただけたでしょうか。 
 
（知事） 

 皆さんも分かってくれたと思いますが、それぞれ自分がどう生きるかを自分で決めて、思いっきり

生きるというのはすごくいいと思います。 
 

＜ 休 憩 ＞ 

 

（司会） 
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 学生の皆さんから、アンケートの中でいろいろ質問をいただきましたので、ここで発言してもらい

ます。 
 
（学生１） 

 地方就職をする際に、地方の企業の情報を集めた方がいいというアドバイスがあったと思います。

その情報は、インターネットを使うにしても、調べ方の工夫も含め、どのように集めたのかお聞きし

たいです。東京にいながら、実際に青森県内の企業に行ってみるのは難しいと思うので、どのように

調べたのか気になりました。 
 
（労政・能力開発課） 

 昨年度から「あおもりジョブ」というＵターン専用の就

活のサイトを立ち上げました。「あおもりジョブ」で検索し

ていただければそこのページが開かれますので、そこに現

在は 200 社ぐらいの企業が登録しています。 

 その他に、今年度ですと５月に合同企業説明会を開催し

ています。６月には新宿のミライナタワーでも開催してい

ます。年明け３月にも、日程は未定ですが、都内で合同説

明会を開催します。県内の企業とフェイス・トゥ・フェイ

スでお話ができますので、参加をお願いします。 

 
（知事） 

 １つ補足しますと、首都圏や仙台にあるいろんな大学と提携しています。なぜ提携したかというと、

大学側からも言われているのは、青森の様々な就職情報が直接学生たちに伝わっていないからです。

企業も含めて大学に情報を出すと、その大学の方から本県出身の学生に流してくれる仕組みも始まっ

ています。 
 
（東さん） 

 実体験を申し上げると、青森県の企業は、私は銀行２行

しか受けていません。そもそも東京メインで最初は就職活

動をしていて、いいパパになろうと決断をしたのがだいぶ

遅かったので。 
 今、人事部で採用担当をやっています。インターネット

情報だけで皆さんが就職先を決断するというのは難しい

ですし、合同企業説明会などで、人事担当にだけ会って決

めるというのも難しいと思います。 
 では、どうすればいいかというと、電話１本でいいと思います。気になる会社があったら、少し行

動力が必要ですが、電話１本入れて、先輩社員に会わせてくれとお願いしてみる。多分、県内の企業、

きちんと学校名を言って、こういうことで志望するので会わせてくださいと言われて、断る企業はな

いと思います。 
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 多分、皆さんからすると、会社に直接電話をするのは抵抗があると思いますが、企業からすればウ

エルカムです。むしろ、そのように聞いてもらうというのはすごくありがたいことだと思っています。

実際に会社に行かないといけませんが、帰省ついでにお願いをしてみて、会うというのは一番大事だ

と思いますし、皆さんが就職先を決める上では一番有効だと思います。 
 
（学生２） 

 今、大学２年生ですが、就職前に学生のうちに何かやっておいた方がいいこととかあったら教えて

ください。 
 
（木村さん） 

 一度は飲食店でアルバイトをしてみるのがいいのではないかと思います。飲食店の何がいいかと

いいますと、私は元々飲食店で働きながら大学に行っていましたが、マナーや礼儀が学生のうちから

身に付けられます。あとは、食べ物の大切さが分かること、社会人になるとお客様と接していかなけ

ればいけないのですが、お客様に対してどうしたらいいかというのが若いうちから身に付けられる

こと、それはすごくいいと思っています。 
 
（学生３） 

 私は公務員を目指していますが、民間企業もいいなと最近感じています。民間企業と公務員の魅力

を教えていただきたいです。 
 
（髙橋さん） 

 公務員の友人から聞いた話だと、公務員の場合はいろいろな課を回れることが魅力なんだと思い

ますが、民間だと逆に積み重ねることでノウハウが生まれて、さらにスキルもアップされるというと

ころが魅力の１つなのではないかと思います。 
 
（企画調整課） 

 民間企業の場合は、特定の業種でまずは利益を上げると

いうことが最大の目的であって、それを達成するのが非常

に大きな魅力だと思います。公務員の場合は、個別に儲け

るという話ではなく、なかなか県庁にいると実感すること

は少ないですが、県民や地域の皆さんのために働いている

ということ、積み重ねてきたことが形になってそれが残っ

ていくということが魅力としてあります。 
 例えば、私の場合は、航空路線の誘致などに取り組んで

きました。最近、（台湾の）エバー航空の青森・台北線がで

きましたが、自分一人だけではなく、今まで過去の人がずっとやってきたことが成果として、今、形

になっているというのがやりがいだと思っています。 
 

（学生４） 
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青森か都会のどちらで働くかというのはまだ決めかねているのですが、皆さんが決断をされたの

は具体的にいつ頃なのかをお聞きしたいです。 
 
（農村整備課） 

 私も、民間か公務員かをすごく悩み、仙台で就職するか青森に帰るかも悩んで、結局、公務員も民

間も両方受けました。仙台の会社からも内定をもらっていましたし、東京の会社も受けたりしていま

したが、最終的に青森と決めたのは４年生です。私の研究室の先生に相談をした時に、「女性だから

結婚をして子育てをするとなっても、公務員はいいと思うよ」「地元の方が両親とかいろんな人のサ

ポートも受けられるし、地元の方がいいのではないか」と助言され、自分でもそうだなと思い、青森

に決めました。 
 
（東さん） 

 私の場合は、内定が出てから決めました。内定が出るまではどっちも悩んでいました。「東京で就

職をしたい」と思っていましたが、結果、東京で内定を得られなかったというのもあります。 
 だから、頑張るだけ頑張って、取捨選択はしましたが、青森の企業も東京の企業も両方受けてきま

した。最後の決断としては、自分がどう生きたいかを考えて、内定をもらったところで決断をしまし

た。 
 
（髙橋さん） 

 「運命」という言葉を使ってしまいますが、先ほどのとおり両親からの紹介で、それでも取りあえ

ず受けてみるかということで受けました。他の就職に比べてスムーズに進んで、「これはひょっとし

て、この企業が自分を引き寄せているのではないか」と思い、自分がやりたいことにも通じたので、

運と運命で私は今のところを選びました。 
 
（木村さん） 

 帰って来たタイミングはだいぶ後で、東京で４年半働いて

からですが、心を決めていたのは、学生時代です。 
 なぜかと言いますと、実は大学卒業間際に東日本大震災が

あり、その時ちょうど、インターンシップのような形で就職

先の会社にいました。東京タワーの近くでしたが、目の前で

高いビルが波を打って揺れるんですよ。東京タワーの先端も

折れたり。それを見て、東京で死にたくないと、本当にその

時に思ったんです。青森の土を踏んで死にたいと思いまし

た。 
 骨を埋めるまでこの会社に勤めようと思わなくてもいいのではないかとも思っていました。私自

身、転職を３回ほどしています。いろんな会社を巡ってきたら、それぞれの会社のいいところが分

かってきて、今の会社に最終的に落ち着きました。自分にとっていいところ取りをしたような、全て

揃っている会社が今勤めている会社でした。いろんな会社を知るという意味でも転職は怖くないこ

となので、そういう選択肢もあると思います。 
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（司会） 

 最後に、知事からお願いします。 
 
（知事） 

 全体を通じて言いたいのは、（今日来てくれて）ありがと

うということと、自分の人生を自分でしっかりと歩んでほ

しいということです。そのために大学に行って勉強をして

いるのではないでしょうか。それに気がつくための時間を

もらえたというのは素晴らしいことだと思います。 
今はこの東京で吸収できるものをとにかく吸収して、そ

れがいつかそれぞれのためだけではなく、故郷のために役

立てたい、何かやろうと思ったら、また青森を応援してく

ださい。 
 繰り返しになりますが、私たち青森県はいろんな意味で変わってきました。そして、それをさらに

変えていくとすれば君たちです。常に新しい世代が新しい感性、いろんな感覚を持って変えていきま

す。青森を変えてくれたのは若い力、若さの力だと思っています。意外と青森には、受け入れるとい

うか、「やらせてみればいい」「やってみないか？」という風土があります。 
 青森は皆さんのキャリアをしっかりデザインできるようになりました。その青森のことを是非心

にとめていただければ嬉しいと思います。 
 今日は本当にありがとうございました。 
 


