Ⅳ 人材育成関係
１ 中南地域ものづくり企業等若手人財確保事業
中南地域のものづくり産業の将来を担う人財を確保するため、管内の関係機関が一体となった取組を促
進するとともに、地元のものづくり企業等と中南地域の専門高校生の相互理解を進める場を創出します。
（１）地域一体となった若手人財の確保
管内の市町村、商工団体及び学校関係者等で組織する関係機関連絡会議を設置し、関係機関による主
体的な取組に向けたネットワークの構築を図り、地域一体となった若手人財の確保の取組を促進します。
（２）地元企業と高校生の相互理解促進
管内専門高校生を対象に、企業担当者と高校生が就職後の地元暮らしや人生設計等をワールドカフェ
形式（少人数での入れ替え制）で意見交換し、互いの理解を深め合います。
【担当窓口】 県中南地域県民局 地域連携部 地域支援チーム
TEL 0172-32-2407

FAX 0172-32-2451

２ ものづくり企業職場力向上支援事業
県内ものづくり企業の雇用環境の改善を図り魅力ある企業を増加させることによって、人材の県内定着
及び職場定着を図ります。
（１）コンサルティングの実施
雇用環境の改善意欲のある企業30社程度を対象に、1～3回程度コンサルティングを実施します。
（２）雇用環境の改善を促進するための気運醸成
雇用環境の改善や人材育成等に係る県内外の優良取組事例集を作成するとともに、雇用環境改善 コ
ンサルティングの成果報告会を開催し、雇用環境改善の気運醸成を図ります。

【担当窓口】 県商工労働部 産業立地推進課 産業人材グループ
TEL 017-734-9386
FAX 017-734-8109
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３ 企業個別ニーズ対応型生産性向上研修事業
企業の個別ニーズに沿った４つの成長分野におけるオーダーメイド型技術研修を実施します。
（１）実施時期
５月～２月
（２）対象者
県内企業に所属する実践技術者等
（３）開催場所
オーダーに応じた講師派遣もしくは産業支援機関等※での集合研修
（※青森職業能力開発短期大学校、青森職業能力開発促進センター、青森産業技術センター（工業部門、
食品加工部門）
）
（４）研修コース
①ＡＩ・ＩｏＴ/自動車分野 ②食品加工・製造分野 ③美容・健康分野 ④環境・エネルギー分野
（５）受講料
オーダー内容に基づき都度決定

【担当窓口】 県商工労働部 産業立地推進課 産業人材グループ
TEL 017-734-9386
FAX 017-734-8109

４ 女性マーケティング人財育成事業
女性視点を踏まえた商品・サービス開発が有効な食品等の消費財の分野において、県内企業の女性マー
ケティング人財を育成し、消費者ニーズへの対応が可能な元気な県内企業による新事業の展開を推進しま
す。
（１）女性マーケティング人財の育成
外部専門家、コンサルタント等の活用により、県内企業における女性マーケティング人財を育成しま
す。人財の育成を希望する県内企業を公募し、モデル的に７社程度選定し、女性社員に対しマーケティ
ングの基礎的な研修を行います。
（２）新事業展開のマーケティング支援
女性マーケティング人財が行う新事業展開の取組に対し、外部専門家、コンサルタント等による伴走
型支援（商品企画～試作～テストマーケティング）を通じて、より実践的な人財育成を行います。また、
広く成果を発信し、県内に効果を波及させます。
（３）成果発表会（首都圏向けプロモーション活動支援）
首都圏を中心とした食料品のバイヤー及び消費者への販路構築手法等を学ぶ機会を提供します。
【担当窓口】 県商工労働部 産業立地推進課 産業人材グループ
TEL 017-734-9386

FAX 017-734-8109
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５ 在職者訓練
在職者の方を対象に、今の仕事のスキルを高め、より充実させるための短期間の職業訓練を開催します。
（１）開催場所
県内４ヵ所にある県立職業能力開発校（青森、弘前、八戸、むつ）で開催します。
（２）訓練コース
２０２０年度は、県立職業能力開発校４校で計３５コースを開催予定です。
訓練内容は、電気工事、土木施工、木造建築、造園、配管など、仕事に必要な知識・技能の向上や資
格取得を目的とした内容となっています。
（３）受講料
受講料は各コースの設定時間によって異なり、１２時間までは１コース 1,000 円、１時間超過毎に 100
円が加算されます。この他、訓練コースによっては、テキスト代や材料費などを実費で負担して頂く場
合があります。
（４）その他
各コースの詳細は、各職業能力開発校のホームページに掲載しています。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 職業能力開発グループ
TEL 017-734-9415

FAX 017-734-8117

６ 地域活性化雇用創造プロジェクト推進事業
成長三分野の核となる製造業の関連産業において、安定的かつ良質な雇用の創出を図ります。
（１）本事業の効果的な実施のための体制整備
青森県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会を運営する他、本プロジェクトの事業統括者及び
地域人材コーディネーターを配置します。
（２）事業統括者が行う機動的なセミナーの開催
地元経済の動向や企業ニーズに基づいた企業の成長や雇用環境の改善等起業の雇用拡大に資するセミ
ナーを開催します。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 雇用促進グループ
TEL 017-734-9401

FAX 017-734-8117

７ あおもりの強みを生かす人財確保育成事業
成長三分野の核となる製造業の関連産業において、安定的かつ良質な雇用の創出を図ります。
・県内企業が求職者を正社員として雇用した上で、当該企業のニーズを満たす人財に育成する取組につい
て、県からの委託事業として実施します。
① 委託期間

４か月以内

② ＯＪＴによる人材育成のほか、早期離職を防止し、職場への定着促進を図るためのＯＦＦ－ＪＴや
新しい福利厚生制度の導入等の取組を支援します。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 雇用促進グループ
TEL 017-734-9401

FAX 017-734-8117
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８ あおもりインターンシップ・就活応援事業
県内大学生・本県出身県外大学生等に対し、就職活動前の県内企業でのインターンシップ参加促進や就
職活動時期の県内企業とのマッチングの機会の提供等を行い、卒業後の県内就職を促進します。
（１）インターンシップ推進事業
・インターンシップ総合窓口の設置
インターンシップに係るワンストップ窓口を設置し、インターンシップ推進員を配置します。
・インターンシップマッチング会の実施
インターンシップマッチング会を実施します。
（東京、青森各１回）
・受入力向上研修等の開催、受入ハンドブックの作成
（２）就活応援事業
・青森県企業ガイドブックの作成
働き方改革認証起業などが一目でわかる県内企業情報誌を作成・配付します。
・青森県合同企業説明会の開催
新規大学等卒業予定者等を対象に県内外において開催します。併せて県特設ブースを設置し、あら
ゆる相談に対応します。
（県・あおもりなでしこブース）
・学内就職セミナー-、相談会等への職員派遣
県内外の大学等が実施する学内就職セミナー、相談会、保護者会等へ職員を派遣し、講演・情報提
供・相談対応を実施します。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 就業支援グループ
TEL 017-734-9398

FAX 017-734-8117

９ 若者しごと定着魅力発信事業
本県の若年者の高い離職率を踏まえ、高校生・大学生等に対する就労意識形成支援を行うとともに、マ
スメディアとの連携等により、若者の県内でのしごと定着に向けた意識啓発を図りながら、県内企業の若
手社員に異業種企業交流の場を提供するなど、若手社員の離職防止と職場定着を促進します。
（１）高校生・保護者に向けた取組
・就労意識形成セミナー開催
高校生と保護者を対象に学校単位で就労意識形成セミナーを開催
（２）県内企業等の魅力・情報発信
県内マスメディア等と連携して、魅力ある県内企業や県内企業で活躍する若手社員の紹介等のほか、
県外の大学生等に対して、県内の現況やトピックス、青森の魅力、県内企業情報等を発信するなどし、
大学生等のＵターン就職も含めた若者の県内定着に資する取組を実施します。
・新聞社と連携したタブロイド版製作・学校等配布
・ネットメディア活用による情報発信・拡散等
（３）企業人財定着促進（若手社員異業種交流会）
若手社員定着に向けて、県内企業の意識啓発を図るとともに、県内企業の若手社員に異業種企業交流
の場を提供し、県内若手社員の連帯感を図り、県内でのしごと定着を促進します。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 就業支援グループ
TEL 017-734-9398

FAX 017-734-8117

- 35 -

10 攻めのＵＩＪターン就職推進事業
大都市圏に在住している県出身者等の県内企業への就職を促進し、地域経済を支える人材の地方への還
流促進を図ります。
・県内企業の企業情報や採用情報等の発信のため、民間転職サイトへの広告掲載を支援します。
・民間転職支援事業者主催の首都圏転職フェアへの県内企業のＰＲブース出展を支援します。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 就業支援グループ
TEL 017-734-9398

FAX 017-734-8117

11 選ばれる県内企業魅力発信事業
高校生・大学生やその保護者等に対し、県内就職に関する情報を強力に発信するとともに、県内企業の
自助努力への支援を併せて行い、生徒・学生の県内就職の促進を図ります。
（１）
「新規高卒予定者向け県内求人採用予定情報」の早期提供
求人票公開前に県内企業の求人採用情報をとりまとめ、各高校に発信し、生徒等にいち早く県内就職
先の選択肢を提供します。
（２）
「あおもりものづくり企業バンク」の整備・運営
生徒、保護者、教員に県内ものづくり企業についての理解を深めてもらうため、企業情報を収集・整
理し、ＨＰ等で情報発信します。
（３）
「あおもりものづくり企業ＰＲイベント」の開催
県内のものづくり企業を対象に、自社の魅力を直接高校生等にＰＲするイベントを開催します。
（４）
「ものづくり企業魅力発見ツアープログラム」の実施
大学生等に対し、ものづくり企業を実際に訪問して実施する職業体験、社員との交流等の機会を提供
します。
（５）
「保護者・教師のための県内企業説明会」の開催
生徒の進路に影響が大きい保護者等の県内企業への関心を喚起するため、保護者・教師に特化した県
内企業説明会を開催します。
（６）企業代表者向け意識醸成のための講演会の開催
県内企業の人材確保に向けた意識を醸成し、自助努力を促すため、企業が今すべき取組やその重要性
をテーマにした講演会を開催します。
（７）担当者向け企業の人材確保力向上に資する実践的セミナーの開催
効果的な採用活動や企業ＰＲ手法等を学ぶ実務担当者向けの実践的なセミナーを開催します。
【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 雇用促進グループ
TEL 017-734-9401

FAX 017-734-8117
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12 風力発電メンテナンス県内受注拡大事業
県内企業による風力発電に係るメンテナンス業務への新規参入・事業拡大を図るため、事業者を対象と
した研修を実施します。
（研修内容等詳細については、別途ホームページ等でお知らせします。
）
（１）風力発電設備定期安全管理研修（前期）
メンテナンス業務に参入を希望する県内企業に対し、定期点検を実施するために必要となる知識・定
期点検技術を習得するための研修を実施します。
（２）風力発電設備定期安全管理研修（後期）
県内企業におけるメンテナンス業務に係る知識・定期点検技術の一層の定着を図るため、実技の反復
練習を中心とした研修を実施します。
【担当窓口】 県エネルギー総合対策局 エネルギー開発振興課 環境・エネルギー産業振興グループ
TEL 017-734-9378

FAX 017-734-8213

13 原子力関連研修
原子力関連施設でのメンテナンス業務への県内企業の新規参入や従事する人材の育成を図るため、県内
企業を対象とした研修を実施します。
（研修内容等詳細については、
別途ホームページ等でお知らせします。
）
（１）原子力発電施設等研修事業
原子力発電施設等のメンテナンス業務への参入を図る、又は参入済みの県内企業に対し、従事に必要
な知識・技術の習得や資格等の取得につながる研修を実施します。
（２）原子力関連技術研修事業
メンテナンス業務を中心に、県内企業の原子力施設関連業務への参入を促進するため、基礎的な研修
及び基礎研修修了者等向けの現場実務研修等を実施します。
【担当窓口】 県エネルギー総合対策局 エネルギー開発振興課 量子科学振興グループ
TEL 017-734-9725

FAX 017-734-8213

14 産学官金連携人材育成支援事業
人材育成に前向きな企業を支援し、有為な人材の確保と企業の成長発展に貢献するため、産学官金が連
携して人材育成研修を実施します。
（１）連携機関
中小企業大学校仙台校、協同組合青森総合卸センター、ポリテクセンター青森 等
（２）対象者
人材育成に取り組む中小企業等の経営者及び管理者並びに中堅・若手社員等の従業員
（３）受講料
研修毎に定められた受講料をお支払いいただきます。なお、当センターの賛助会員には、受講料の助
成があります。
【担当窓口】 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 連携推進室
TEL 017-777-4076 FAX 017-721-2514
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