
１　あおもり女性活躍推進協議会において連携して進める事業

NO. 名　　　　称 問　合　先 備考

1
県内モデル企業での女性活
躍実践支援

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
（TEL）017-734-9228
（FAX）017-734-8050

２　あおもり女性活躍推進協議会との共催予定事業

NO. 名　　　　称 テ　ー　マ 講　　師 対　　象 主催者 開催日時 開催場所 費用 問　合　先 備考

1 はじめての旦那ごはん部

家事・育児の中でも、夫婦間の
時間格差と妻の負担感が最も
大きい「料理」への男性の参画
を支援する料理教室を開催す
ることにより、夫婦の対等な
パートナーシップ形成の促進を
図る。

第１回：料理研
究一家「古川家」

第２回：おおわに
自然村生ハム工
房　石澤輝氏

県内の夫婦 青森県

第１回：R1年9月
20日

第２回：R1年10
月5日

第１回：アピオあ
おもり

第２回：おおわに
自然村生ハム工
房

無料

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
（TEL）017-734-9228
（FAX）017-734-8050

女性活躍推進関連事業一覧

目　　　　的

　労働力人口が減少する中、県内中小企業等が
持続的に発展していくためには、働きたい女性が
活躍できる職場づくりの拡大促進と、その職場環
境づくりを支えるためのイクボス的マネジメントの
普及促進が必要であることから、モデル企業にお
いて女性活躍の実践を支援することにより、具体
的な実践事例を形成し、県内企業へ波及させて
いくことを目的とする。

　モデル企業（５社）における女性活躍推進に向けた取組
について、専門コンサルタント（中小企業診断等）がコン
サルティングを実施することにより支援する。
（１）コンサルティング期間
　　令和元年７月頃から令和２年３月まで
（２）支援の手順（予定）
　①女性活躍の現状の確認及び課題の把握
　②各企業等の実情に応じた目標の設定
　③課題の解決及び目標の達成に向けた取組の実施
　④取組成果の確認及び新たな目標の設定

実施内容

○それぞれの会員や傘下
団体等に対するモデル企
業への応募の呼びかけ
（候補企業の推薦）

○モデル企業での実践成
果の研修会等での発表等
による女性活躍実践の波
及

連携内容

資料５
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３　共催等の連携が可能な事業

NO. 名　　　　称 テ　ー　マ 講　　師 対　　象 主催者 開催日時 開催場所 費用 問　合　先 備考

1
自分たちにできることを考え
るワークショップ（むつ市）

地域防災・復興の場で女性の
視点を活かし、女性たちが主体
的に関わることができる女性
リーダーの育成

一般社団法人男
女共同参画地域
みらいねっと
小山内世喜子理
事

一般県民等 青森県

第１回：R1年6月9日
第2回：R1年6月30日
第3回：R1年9月8日
第4回：R1年10月20日

下北文化会館
（第4回未定）

無料

青森県危機管理局
防災危機管理課
危機管理対策グループ
（TEL）017-734-9088
（FAX）017-722-4867

2
自分たちにできることを考え
るワークショップ（五所川原
市）

家庭でできる防災対策など、防
災が身近な問題であることを理
解し、女性の視点を活かした防
災を推進する

日本赤十字社青
森県支部　吉川
総務課長兼組織
振興課長

一般県民等 青森県

第１回：R1年6月23日
第2回：R1年7月28日
第3回：R1年9月1日
第4回：R1年10月6日

五所川原市役所
2階　2Ｂ・2Ｃ会
議室（第4回未
定）

無料

青森県危機管理局
防災危機管理課
危機管理対策グループ
（TEL）017-734-9088
（FAX）017-722-4867

3

若者・女性の学び直しを通じ
たキャリア形成支援事業に
係る「考え・学び・輝く未来へ
つなげるキャリアプランニン
グ講座」

若者・女性を対象とし、就業に
向けた学び直しの動機付けと
なる研修を行う

キャリアコンサル
タント、就職支援
アドバイザー等

自身の適性や能力を発
揮したいと考えている若
者世代の方（40歳以
下）、子育て世代の女性

青森県 無料

青森県教育庁
生涯学習課
企画振興グループ
（TEL）017-734-9889
（FAX）017-734-8272

4
建設女子のためのキャリア
セミナー

先輩技術者の講演を通じて、
若手女性の将来イメージ形成
などにより、就業継続に向けた
意識を向上させ、建設業定着を
図る

未定
県内建設企業で働く女
性

青森県
未定
（R1年7月頃）

未定
（八戸市内）

無料

青森県県土整備部
監理課
建設業振興グループ
（TEL）017-734-9706
（FAX）017-734-8178

県内３地区×年５回
むつ市：7/6,8/24,9/21,10/19,11/16
黒石市：7/13,8/31,9/29,10/26,11/23
三沢市：7/20,9/7,10/12,11/2,11/30
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３　共催等の連携が可能な事業

NO. 名　　　　称 テ　ー　マ 講　　師 対　　象 主催者 開催日時 開催場所 費用 問　合　先 備考

5 はちのへ女性創業スクール

全4回の講義やグループワー
ク、個人ワークを通じて、創業
準備から創業後までの流れに
関する基礎情報を学ぶ。

未定
創業を予定している女
性、創業に興味・関心の
ある女性

八戸商工会議
所

未定
（R1年9～10月
頃）

未定
（八戸商工会議
所内予定）

無料

八戸商工会議所 中小企
業相談所 はちのへ創業・
事業承継サポートセンター
TEL0178-51-9593
FAX0178-51-9594

6 建設業女性活躍事例発表会
建設業における女性活躍の好
事例について

未定
（県内建設企業）

県内企業・団体の経営
者、役員、管理職等

青森県
未定
（R1年11月頃）

未定 無料

青森県県土整備部
監理課
建設業振興グループ
（TEL）017-734-9706
（FAX）017-734-8178

7
あおもり働き方改革取組事
例発表会

実践につながる働き方改革の
取組過程の発表会

モデル企業等
県内企業・団体の経営
者、役員、管理職等

青森県
未定
（R1年11月頃）

未定
（青森市内）

無料

青森県健康福祉部
こどもみらい課
子育て支援グループ
（TEL）017-734-9301
（FAX）017-734-8091

8 奥入瀬サミット２０１９
健康に活躍する女性人財の育
成と女性経営者等のステップ
アップ、ネットワーク構築・拡大

未定
女性人財の育成とネット
ワークづくりに関心を持
つ県内外の男女

奥入瀬ｻﾐｯﾄ
実行委員会
（民間事業者
等で組織）

令和元年9月28
日～30日

八戸パークホテ
ル、十和田市民
文化センター生
涯学習ホール

未定

青森県企画政策部
地域活力振興課
人づくりグループ
（ＴＥＬ）017-734-9133
（ＦＡＸ）017-734-8027

協賛
のみ
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４　その他活用可能事業
（１）セミナー・研修会等

NO. 名　　　　称 テ　ー　マ 講　　師 対　　象 主催者 開催日時 開催場所 費用 問　合　先 備考

1 女性マーケター育成研修
女性視点を踏まえた食料品を
開発する際に必要なマーケティ
ング知識を習得する

㈱HERSTORY
代表取締役　日
野　佳恵子氏

県内企業（食料品製造
業）の女性社員

青森県 R1年5月～7月 青森市内 無料

青森県商工労働部
産業立地推進課
産業人材グループ
(TEL)017-734-9386
(FAX)017-734-8109

2
女性人財キャリアビジョンセ
ミナー

これまで奥入瀬サミットに参加
した女性経営者や女性管理職
が次の世代として活躍する女
性人財を育成する

㈱Will Lab代表
小安美和氏

若手・中堅の女性社員
や女子学生、職場復帰
をめざす女性等

青森県
R1年7月5日、7
月6日、7月27日

アスパム、弘前
商工会議所会
館、デーリー東
北ホール

無料

青森県企画政策部
地域活力振興課
人づくりグループ
（ＴＥＬ）017-734-9133
（ＦＡＸ）017-734-8027

3
育児等体験交流講座
イクメン☆チャレンジ

固定的性別役割分担意識の解
消と積極的に子育てを楽しむこ
とができるための体験講座

NPO法人ファ
ザーリング・ジャ
パン東北青森支
部副代表

青森県内に住む3歳～6
歳までの子どもとその
父親・祖父

青森県男女共
同参画セン
ター

R1年7月14日
（日）

アピオあおもり 無料

青森県
男女共同参画センター
（TEL）017-732-1085
（FAX）017-732-1073

4
女性チャレンジ講座開催事
業

年7回
（アサーティブコミュニケーション研修、
問題（課題）解決力向上研修、行政講
座、ビジネススキル研修、プレゼンテー
ション研修、褒め方・叱り方研修、企画
提案発表会）

講師派遣業務
受託者講師

20歳以上49歳以下の女性で
八戸圏域（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）で働
いている方又は八戸圏域在
住の方

八戸市

7月18日、8月22
日、9月19日、10
月17日、11月21
日、12月19日、2
月6日

八戸市庁及び八
戸ポータル
ミュージアムはっ
ち

無料

八戸市総合政策部
市民連携推進課
男女共同参画グループ
（TEL）0178-43-9217
（FAX）0178-47-1485

5
あおもりウィメンズアカデミー
働く女性リーダーコース

指導的地位や意思決定の場に
参画し、キャリアアップを図り、
活躍できる人材の育成

（株）NTTデータ法
人コンサルティン
グ＆マーケティン
グ本部コンサル
ティング部課長
角田仁美氏　他

県内企業・団体におい
て今後管理職・リーダー
等となることを期待する
女性

青森県男女共
同参画セン
ター

R1年9月20日
（金）
10月24日（木）
11月18日（月）

アピオあおもり 無料

青森県
男女共同参画センター
（TEL）017-732-1085
（FAX）017-732-1073

6
職場のハラスメント対策支援
セミナー

職場のハラスメント対策につい
て

未定
人事労務担当者や経営
者

厚生労働省委
託事業（委託
先：東京海上日
動リスクコンサ
ルティング株式
会社）

R1年9月25日
青森観光物産館
アスパム

無料
東京海上日動リスクコンサ
ルティング株式会社

7
女性チャレンジ講座開催事
業（公開講座）

ビジネススキル研修
講師派遣業務
受託者講師

20歳以上49歳以下の女性で
八戸圏域（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）で働
いている方又は八戸圏域在
住の方

八戸市 R1年10月18日 八戸市庁 無料

八戸市総合政策部
市民連携推進課
男女共同参画グループ
（TEL）0178-43-9217
（FAX）0178-47-1485

8
女性のための起業応援セミ
ナー

起業のための知識や手法につ
いて(仮)

未定

起業に関心がある方、
起業を予定している又
は既に起業している女
性

青森市、日本
政策金融公庫

R1年10月30日
(予定)

未定
（青森市内）

無料

青森市市民部人権男女共
同参画課
（TEL）017-734-2296
（FAX）017-734-5765
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４　その他活用可能事業
（１）セミナー・研修会等

NO. 名　　　　称 テ　ー　マ 講　　師 対　　象 主催者 開催日時 開催場所 費用 問　合　先 備考

9 家事等体験交流講座
男性の生活的自立の促進及び
他者と共に生きていく力をつけ
るための体験講座

①ふじわら陶房
藤原誠氏・京子氏
②フードコミュニケー
ション代表取締役
なぎさなおこ氏

未婚の男女各10名
青森県男女共
同参画セン
ター

①R1年12月7日
（土）
②R2年1月25日
（土）

アピオあおもり
材料費
3,000円
(2回分）

青森県
男女共同参画センター
（TEL）017-732-1085
（FAX）017-732-1073

10
女性活躍推進異業種交流会
hirosaki　smart　project

女性活躍支援制度の取組につ
いて　など

未定

弘前市内企業・団体等
の女性職員（経営者・男
性職員はオブザーバー
として参加）

弘前市・ひろさき
地方創生パート
ナー企業損害保
険ジャパン日本興
亜株式会社

未定（R1年7
月,10月,11月,R2
年2月実施予定）

弘前市内 無料

弘前市企画部企画課
ひとづくり推進室
（TEL）0172-35-1111内線490

（FAX）0172-35-7956

11
「あおもりなでしこ」交流会・
企業見学会

県内外の女子学生等の県内就職・定
着を促進するため、県内企業で活躍す
る女性社員等２０名による「あおもりな
でしこ」を結成し、学生等との交流会・
企業見学会を実施する。

「あおもりなでし
こ」

県内外の大学等に通う
女子学生

青森県
未定
（R1年8月頃～
R2年2月頃）

青森市、弘前
市、八戸市、東
京都、仙台市

無料

青森県商工労働部
労政・能力開発課
就業支援グループ
（TEL）017-734-9398
（FAX）017-734-8117

12
中小企業のための女性活躍
推進事業説明会

女性活躍推進法に基づく行動
計画の策定等の取組方法やえ
るぼし認定のメリット等につい
て

未定
労働者数300人以下の
中小企業の人事労務担
当者や経営者

厚生労働省委
託事業（委託
先：一般財団法
人女性労働協
会）

未定
（R1年11月頃）

青森観光物産館
アスパム

無料

一般財団法人女性労働協
会
（TEL）03-3456-4412
（FAX）03-6809‐4472

13
農山漁村女性の日青森県大
会

本県の農林水産業の振興や農
山漁村地域の男女共同参画を
推進し、女性の能力発揮による
農林水産業と農山漁村の発展
を図る

未定 県内女性農林漁業者 青森県
未定
（Ｒ２年２月頃）

未定
（青森市内）

無料

青森県農林水産部
農林水産政策課
農業改良普及グループ
（TEL）017-734-9473
（FAX）017-734-8133

14 みさわ女性まちづくり講座

地域づくりや社会に関わる女性同士の
ネットワークの構築やキーパーソンの
発掘を通じ、多くの女性が自分らしく生
活を送りながら、多方面で活躍できる
地域社会の実現を目指す。

未定 三沢市在住・在勤の方 三沢市 未定
未定
（三沢市内）

無料

三沢市政策部
広報広聴課
（TEL）0176-53-5111
（FAX）0176-52-5655

15 男性向け講座
男性の家事・育児参画及び
パートナー理解につながる講座

未定 三沢市在住・在勤の方 三沢市 未定
未定
（三沢市内）

無料

三沢市政策部
広報広聴課
（TEL）0176-53-5111
（FAX）0176-52-5655
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（２）講師、専門家等の派遣

NO. 名　　　　称 内　容　・　テーマ 対　　象 派遣者 派遣時間 派遣日時 派遣場所 費用 問　合　先 備考

1
中小企業のための女性活躍
推進事業

女性活躍推進法に基づく行動
計画の策定等を支援する

労働者数300人以下の
中小企業の人事労務担
当者や経営者

女性活躍推進ア
ドバイザー

― 随時 指定の場所 無料

一般財団法人女性労働協
会
（TEL）03－3456－4412
（FAX）03－6809－4472

2 出前トーク

どんな職場で働きたいです
か？～人を大切にする「あおも
りイクボス宣言企業」について
～

高校生以上 県職員 ３０分程度 随時 指定の場所 無料

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
（TEL）017-734-9228
（FAX）017-734-8050

4
新商品開発のための伴走型
支援

商品企画、試作、テストマーケ
ティングの伴走型支援を通じ、
女性視点の食料品開発を行う

県内企業(食料品製造
業）の女性社員

The企画エル
サーチ㈱　代表
取締役　　蒔苗
正子氏

要相談
R1年7月～R2年
1月

参加企業の県内
事業所及び東京

無料

青森県商工労働部
産業立地推進課
産業人材グループ
(TEL)017-734-9386
(FAX)017-734-8109

5 出前トーク 農山漁村女性が輝く起業活動 一般 県職員 ３０分程度 随時 指定の場所 無料

青森県農林水産部
農林水産政策課
農業改良普及グループ
（TEL）017-734-9473
（FAX）017-734-8133

6 出前トーク
男女（みんな）の意欲を引き出
す家族経営協定

一般 県職員 ３０分程度 随時 指定の場所 無料

青森県農林水産部
農林水産政策課
農業改良普及グループ
（TEL）017-734-9473
（FAX）017-734-8133

7 出前講座
育児休業からの復帰、ワーク・
ライフ・バランスなどをテーマ
に、働き方・暮らし方を考える

育児休業からの復帰を
予定している女性とそ
のパートナー、事業所
職員など

指定管理者ス
タッフ

1時間～1時間
半程度

随時 指定の場所 無料

青森市男女共同参画プラ
ザ「カダール」
（TEL）017-776-8800
（FAX）017-776-8828

8 女性活躍推進支援事業
一般事業主行動計画の策定を
支援するため、制度の周知及
び計画策定支援を実施

八戸圏域内に本社があ
る中小企業など

社会保険労務士 未定
随時
（R1.8.1～実施予
定）

指定の場所 無料

八戸市総合政策部
市民連携推進課
男女共同参画グループ
（TEL）0178-43-9217
（FAX）0178-47-1485
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（３）提供可能なパンフレット・チラシ等

NO. 名　　　　称 提供可能部数 問　合　先 備考

1

女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律に基
づく一般事業主行動計画を
策定しましょう！！

要相談

青森労働局
雇用環境・均等室
（TEL）017－734－4211
（FAX）017－777－7696

2

「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
に基づく認定を取得しましょ
う！

要相談

青森労働局
雇用環境・均等室
（TEL）017－734－4211
（FAX）017－777－7696

3
「女性の活躍推進企業デー
タベース」がスマートフォン版
になりました

要相談

青森労働局
雇用環境・均等室
（TEL）017－734－4211
（FAX）017－777－7696

4
人材確保・業績アップの第一
歩に女性の活躍推進に取り
組みませんか？

要相談

一般財団法人女性労働協
会
（TEL）03－3456－4412
（FAX）03－6809－4472

5
中小企業における女性活躍
推進の取組のための好事例
集及び改善取組事例集

要相談

厚生労働省
雇用環境・均等局
雇用機会均等課
（TEL）03－5253－1111

6
人手不足対策のために女性
の活躍推進に取り組みませ
んか？

要相談

青森労働局
雇用環境・均等室
（TEL）017—734—4211
（FAX）017—777—7696

7

職場におけるセクシュアルハ
ラスメント対策や妊娠・出産・
育児休業・介護休業等に関
するハラスメント対策は事業
主の義務です！！

要相談

青森労働局
雇用環境・均等室
（TEL）017—734—4211
（FAX）017—777—7696

8 女性活躍推進ガイドブック 要相談

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
（TEL）017-734-9228
（FAX）017-734-8050

9 あおもりイクボスガイド 要相談

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
（TEL）017-734-9228
（FAX）017-734-8050

企業の女性活躍に関する取組や、女性活躍に関する情報を公表するデー
タベースの案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000091025.html

「課題分析のやり方が分からない」「どういう行動計画にすればいいか悩ん
でいる」など、従業員数300人以下の中小企業の女性活躍推進法に基づく
課題分析、行動計画策定、認定取得等について支援する事業の案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000091025.html

既に行動計画を策定し、女性活躍推進の取組を行っている企業の事例を
紹介

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000091025.html

内　　　　容 掲載ＨＰ

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000091025.html

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主が取得できる「えるぼし」
認定について説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000091025.html

男女とも活躍でき、働きやすい職場とするための実践ポイント等、女性活
躍推進の取組方法の紹介

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/H29_j
oseikatsuyaku_guide.html

イクボスの好事例やイクボスの必要性等についての解説
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/aomo
ri-ikuboss-guide.html

労働者数300人以下の中小企業向けに女性活躍推進法に基づく取組を簡
単に紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_k
intou/hourei_seido/seido05.html

職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護
休業等に関するハラスメント対策について説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06
/index.html
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（３）提供可能なパンフレット・チラシ等

NO. 名　　　　称 提供可能部数 問　合　先 備考内　　　　容 掲載ＨＰ

10
あおもりイクボスケーススタ
ディ

要相談

青森県環境生活部
青少年・男女共同参画課
男女共同参画グループ
（TEL）017-734-9228
（FAX）017-734-8050

11 夫婦deミーティング 要相談

青森県
男女共同参画センター
（TEL）017-732-1085
（FAX）017-732-1073

12
あおもり働き方改革推進企
業取組好事例集（H29、H30）

参加人数分

青森県健康福祉部
こどもみらい課
子育て支援グループ
（TEL）017-734-9301
（FAX）017-734-8091

13
「選ばれる青森」への挑戦資
金

制限無し

青森県商工労働部
商工政策課
商工金融グループ
（TEL）017-734-9368
（FAX）017-734-8106

14
あおもり女子就活・定着サ
ポーターズPRブック

要相談

青森県商工労働部
労政・能力開発課
就業支援グループ
（TEL）017-734-9398
（FAX）017-734-8117

15
「農業っていいかも♪　～あ
おもり農業女子のススメ～」

要相談

青森県農林水産部
農林水産政策課
農業改良普及グループ
（TEL）017-734-9473
（FAX）017-734-8133

16
「就農環境向上のために　～
職場環境整備と家族経営協
定～」

要相談

青森県農林水産部
農林水産政策課
農業改良普及グループ
（TEL）017-734-9473
（FAX）017-734-8133

17 女性もできる土木・建築 要相談

青森県県土整備部
監理課
建設業振興グループ
（TEL）017-734-9706
（FAX）017-734-8178

18
若者・女性の学び直しを通じ
たキャリア形成支援事業の
紹介

要相談

青森県教育庁
生涯学習課
企画振興グループ
（TEL）017-734-9889
（FAX）017-734-8272

キャリアプランニング講座の内容や、関連する他部局の取組等の情報を紹
介するリーフレット
※作成中

ホームページ作成中

「家事も育児も、一人でやるものではない」ということを前提に、「何だったら
協力できるだろう」「どうやって分担したら、お互いが心地よく暮らせるかな」
と、お互いを思いやるきっかけにして、これから先のことを夫婦で考える冊
子

http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/wp-
content/uploads/2015/01/fuufu_de_meeting.
pdf

農業経営者向けに、トイレや休憩所などの環境整備や、家族経営協定に
よる労働条件や家事・育児の取決め等の整備の必要性について情報提供
するリーフレット

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin
/nosui/jyosei.html

建設業の魅力を伝えるとともに、女性が就労継続・活躍できる環境である
ことや職業としての建設業の理解を深めるため、県内建設業で活躍してい
る女性建設技術者を紹介

http://pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/shinkou_wo
mansupport.html

イクボスアワード受賞事例の紹介
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo
/seishonen/files/aomori-ikuboss-case-
study.pdf

県が認証した「あおもり働き方改革推進企業」の取組好事例の紹介
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/k
odomo/hataraki-suishin.html

農業関係の大学生や高校生及び本県への就農を考えている一般女性向
けに、活躍する女性農業者や女性の就農事例に加え、農業の魅力、農村
の暮らし、子育てのしやすさ、家族経営協定締結事例などを取り上げ、本
県の農業が女性にとっても「魅力的な職業」であることを紹介する情報誌

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin
/nosui/jyosei.html

青森で輝きながら働く女性たち「あおもりなでしこ」の働き方・暮らしぶりの
紹介

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ao
morinadesiko29.html

創業や新商品開発、雇用の創出など、県が推進する前向きな取組を行う
県内中小企業者を支援（女性による創業の場合に融資利率を優遇）

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