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１ 起業家育成研修事業 

創業支援拠点を設置している市等と連携し、県内において創業・起業に興味・関心のある方や検討して

いる方を対象に、起業準備やビジネスプラン作成方法等を内容とした研修を開催します。 

（１）内 容  起業に関する基礎知識や起業事例紹介 

（２）場 所  五所川原市 

※詳細は決まり次第、県ホームページ等でお知らせします。また、内容は変更となる場合があります。 

【担当窓口】 県商工労働部 地域産業課 創業支援グループ 

TEL 017-734-9374  FAX 017-734-8107 

 

 

２ あおもり産学官金連携による新ビジネス創発支援事業（認知度向上支援） 
独自の技術・ノウハウ等を有し、今後市場への展開が有望な県内企業の成長を支援するため、県外の展

示会出展支援等による認知度の向上やマッチング機会の提供等を行います。 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 ものづくり技術振興グループ 

TEL 017-734-9379  FAX 017-734-8115 

 

 

３ デジタル人財定着・還流促進事業 
 デジタル人財の県内定着と還流の促進を図るため、県内の高校・大学等において、県内ＩＴ企業による業

界研究会や出前授業等を実施するほか、県外のＩＴ従事者と県内ＩＴ企業の交流会開催等に取り組む。 

 

（１）デジタル人財の定着促進 

①業界研究会の開催 

県内の大学や専門学校の学生等を対象として、デジタル人財の採用を予定する県内企業による業界研

究会を開催する。 

②大学や専門学校における県内就職のＰＲ 

   県内の大学や専門学校のニーズに対応し、キャリア教育や就職イベント等の機会を利用して県内で働

くデジタル人財を派遣し、県内就職などに関するＰＲ活動を実施する。 

③高等学校における出前授業 

県内高校のニーズに対応し、県内ＩＴ企業によるＩＴ分野の実践的な出前授業を実施する。 

 

（２）デジタル人財の還流促進 

①おためしテレワークの実施 

本県でテレワークを検討している県外在住者や所属する県外企業等を対象に、本県でのテレワーク体

験や継続的なフォローアップを実施する。 

②首都圏におけるマッチング交流会の開催 

   本県にＵＩＪターンを希望する県外デジタル人財等を対象に、首都圏において県内ＩＴ企業とのマッ

チング交流会を開催する。 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 ものづくり技術振興グループ 

TEL 017-734-9379  FAX 017-734-8115 

 

Ⅳ セミナー・研修・イベント関係 
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４ 地域ビジネスデジタル化促進事業 

市場拡大が見込まれ、かつ県内企業のニーズが高いＡＩ・ＩｏＴを活用した新ビジネス創出に向けた支

援を行います。 

（１）ＡＩ活用ビジネス事例紹介セミナー（１０月２８日（金）開催） 
内容 ＡＩの活用により生産性や利益率向上につながった事例の紹介 

（２）ＡＩ活用ビジネス研修（１月開催予定） 
内容 ＡＩをビジネスに活用するうえで必要となる基礎知識を習得する研修 

（３）サイバーセキュリティ人財育成研修（１１月開催予定） 
   内容 県内企業のセキュリティスキル向上、製品の信頼性担保を目的とした研修 
※日時や場所などの詳細は決まり次第、県ホームページ等でお知らせします。また、内容は変更となる場

合があります。 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 産業 DX 推進グループ 
TEL 017-734-9418  FAX 017-734-8115 

 

 

５ 医療・介護現場ニーズ勉強会 
医療・介護関連機器の製品開発を促進するため、医療・介護従事者が企業等に直接、現場の困りごとや、

ニーズを説明する勉強会を開催します。 

（１）内  容  医療・介護関連機器開発に向けた医療・介護現場ニーズの提供等 

（２）主な対象  医療・介護関連機器分野への参入を目指す県内中小企業等 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 ライフイノベーション推進グループ 

TEL 017-734-9420  FAX 017-734-8115 

 

 

６ 機能性表示食品開発推進事業 
消費者の健康需要の高まりをビジネスチャンスと捉え、県産食材等を使用した機能性表示食品等の商品

開発・販売を行う県内企業を支援します。 

（１）内  容 商品開発専門家､機能性表示食品専門家による商品開発､既存商品改良へのアドバイス支援等 

（２）対 象 者 県内食品加工事業者等（３社程度） 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 ライフイノベーション推進グループ 

TEL 017-734-9420  FAX 017-734-8115 

 

 

７ 青森りんごで健康美人！機能性新市場育成事業 
県内の健康美容産業の振興を図るため、県内企業によるりんごを使った健康志向食品等の商品開発・販

売を行う県内企業を支援します。 

（１）内  容 商品開発専門家､機能性表示食品専門家による商品開発､既存商品改良へのアドバイス支援等 

（２）対 象 者 県内食品加工事業者等（２社程度） 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 ライフイノベーション推進グループ 

TEL 017-734-9420  FAX 017-734-8115 
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８ 新事業等創出セミナー開催事業 

知的財産及び知的財産による新事業等の創出に対する理解と関心を深めるため、事業者、大学等研究機

関、金融機関及びその他関係機関を対象としたセミナーを開催します。 

※関係事業 

 ・知的財産活用新事業創出推進事業 

・デザイン等知財活用製品開発促進事業など 
 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 知的財産支援グループ（青森県知的財産支援センター内） 

TEL 017-734-9417  FAX 017-734-8116 

 

９ 知財活用弁理士等派遣事業 

県内中小企業等における知財研修や課題解決、地域団体における地域資源のブランド化、教育機関等に

おける知財教育など、知財に関する多様なニーズに対して適切かつ迅速に対応するため、知的財産権制度

の専門家である弁理士等を現地に派遣し、知的財産の普及啓発や活用促進を図ります。 

（１）対 象 者  中小企業、地域団体、教育機関等 

（２）事業内容  弁理士等の派遣に係る経費（謝金、旅費）は、県が負担 

弁理士等の知的財産専門家による講義・研修は原則３時間まで（複数回の派遣可） 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 知的財産支援グループ（青森県知的財産支援センター内） 

TEL 017-734-9417  FAX 017-734-8116 
 
10 知財活用人財育成強化推進事業（J-PlatPat 講座） 

中小企業等の方々を対象に、J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）を利用した意匠、商標の検索方法

について、基本操作等を実習形式で学ぶための講座を開設します。 

（１）対 象 者  中小企業などの実務者等 

（２）開催時期・場所  令和４年７月２２日（金）、７月２９日（金）  

青森県総合社会教育センター 4階 第 10研修室 

令和４年９月１日（木）、９月８日（木）    

株式会社I.M.S 4階 研修室 
 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 知的財産支援グループ（青森県知的財産支援センター内） 

TEL 017-734-9417  FAX 017-734-8116 
 
11 知財活用人財育成強化推進事業（知財総合講座） 

中小企業等の知的財産を扱う人財育成の強化を図るため、知的財産権制度の基礎知識から活用方法まで

習得できる知財総合講座を開設します。 

（１）対 象 者  中小企業、教育機関などの実務者等 

（２）開催時期  令和４年９月１４日（水）、９月２８日（水）、１０月５日（水）、１０月１２日（水）、

１０月１９日（水） 

（３）開催場所  青森職業能力開発短期大学校 

（４）募集締切  令和４年９月７日（水） 

※オンライン知財総合講座開催 

（１）配信期間 令和４年７月７日（木）～令和５年２月２８日（火）１７：００ 

（２）募集締切 令和４年１２月２３日（金） 

（３）申込方法 県発明協会ＨＰから申込 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 知的財産支援グループ（青森県知的財産支援センター内） 

TEL 017-734-9417  FAX 017-734-8116  
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12 知財活用サロンの開催 

中小企業の方々を対象に、特許等を活用した新事業の創出、自社の価値を高めるブランド戦略構築、地

域資源を活かした地域ブランド構築等を支援する研修会を開催します。 

（１）対 象 者  県内中小企業等（各会場１０社程度） 
（２）開催時期  令和４年１０月２７日（木）、１１月１７日（木）、１２月８日（木） 
（３）開催場所  弘前工業研究所研修室 

【担当窓口】 県商工労働部 新産業創造課 知的財産支援グループ（青森県知的財産支援センター内） 
TEL 017-734-9417  FAX 017-734-8116 

 

 

13 若年者の県内定着促進事業 
高校生をはじめ、本県の次世代を担う人財を幅広く対象として、県内就職の魅力や県内企業の情報を強

力に発信して、若年者の県内定着の促進を図ります。 

（１）高校生の県内定着促進に向けた取組 
工業高校以外の高校を対象として、学校のニーズに基づいて、県内企業が自社の魅力を直接生徒にＰ

Ｒするイベント又は若手社員との座談会を開催するほか、工業高校を対象として、ものづくり企業によ

るＰＲイベント等を開催します。 
（２）将来の県内定着促進に向けた取組 

小学生と保護者が県内企業を見学するバスツアーを実施するほか、県内事業所において小学生の職業

体験イベント「ジョブキッズあおもり」を開催します。 
（３）若年女性の県内定着促進に向けた取組 

女子大生や女子高生が、あおもり女子就活・定着サポーターズ「あおもりなでしこ」と県内就職の魅

力等について考えるワークショップ等を開催します。 

【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ 

TEL 017-734-9398  FAX 017-734-8117 

 

 

14 ＵＩＪターン就職促進加速化事業 
潜在しているUIJターン希望者をweb等により掘り起こし、就職情報を届けるとともに、県内企業との

マッチング機会創出により県内就職を促進します。 

・県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」において、若手社員や注目企業の紹介動画等のコンテンツを

掲載します。 
・就職情報と県産品を詰め込んだ「あおもりUIJターン就職応援パック」を送付し、継続的な情報提供を

行います。 
・県内外の大学の就職担当課と、県内企業との情報交換会を開催します。 
・首都圏等で開催される転職フェアに出展します。 

【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ 

TEL 017-734-9398  FAX 017-734-8117 
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15 中小企業採用活動デジタル化推進事業 
県内企業の採用活動におけるデジタル化を推進するためのフォーラムや実践的なノウハウを習得するセ

ミナー、ウェブ合同企業説明会を開催するとともに、インターンシップのオンライン化の支援などを通じ

て、県内企業の採用力の向上を図ります。 

（１）採用活動のデジタル化 

①採用活動力向上に向けた支援 
県内企業を対象として、採用活動におけるデジタル化を推進するフォーラムや実践的なノウハウを習

得するセミナーを開催します。 

②ウェブ合同企業説明会の開催 

大学生を対象にウェブ合同企業説明会を開催します。 

（２）インターンシップのデジタル化 

①インターンシッププログラムの構築・実証 

県内企業を対象として、学生ニーズに基づいたオンラインインターンシッププログラムの構築を支援

します。 

②ウェブインターンシップマッチング会の開催 

大学生を対象に、ウェブによるインターンシップマッチング会を開催します。 

 

【担当窓口】 県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ 

       あおもり人財確保推進センター（アスパム７階） 

TEL 017-775-7075  FAX 017-775-7076 

 

 

16 在職者訓練 
在職中の労働者の方を対象に、急速な技術の進歩や産業構造の変化等に対応した高度な技能を習得して

いただくため、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 

２０２２年度は、県立職業能力開発校４校で計４１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 
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17 県外量販店等とのＷｅｂ商談会の開催 

生産者や関連企業・団体の販路拡大を支援するため、Ｗｅｂ商談の手法を習得する研修を実施するとと

もに、県外量販店等のバイヤーとのＷｅｂ商談会を開催します。 

（１）食品事業者のための“Ｗｅｂ商談”研修 

① 初級者コース（全２回各２時間）＜講師：ＮＰＯ法人あおもりＩＴ活用サポートセンター＞ 

・場  所 ＧＲＡＶＩＴＹ ＣＯ－ＷＯＲＫ（青森市古川１丁目８番２号） 

  ・募集人数 県内事業者10名程度 

  ・内  容 Ｗｅｂ商談に必要なアプリや機材の概要、各アプリの使い方 

② 実践コース（２時間）＜講師未定＞ 

  ・場  所 新町キューブ３階会議室 

  ・募集人数 ５０名 

  ・内  容 対面での商談とＷｅｂ商談の違いやＷｅｂ商談のトーク構成、商品説明のポイント等 

 

（２）２０２２「青森の正直」Ｗｅｂ商談会 

① 開催日時  令和４年７月２６日（火）～７月２８日（木） 

② 開催場所  オンライン（会場をご用意しますが、自社からも参加可能です。） 

③ 主 催  「青森の正直」商談会実行委員会 ＜青森県、(公社)青森県物産振興協会、 

(株)青森銀行、(株)みちのく銀行、(一社)青森市物産協会、(公社)弘前市物産協会、 

(一財）VISITはちのへ、（公社）下北物産協会、青森県商工会議所連合会、 

青森県商工会連合会、津軽海峡ブランド商品開発実行委員会、青い森信用金庫、 

青森県信用組合、東奥信用金庫、日本政策金融公庫青森支店＞ 

④ 出展企業  県内の農林水産団体、食品加工業者等（令和３年度実績：県内４４事業者） 

⑤ 商 談 先  県外の量販店（令和３年度実績：イオンほか８社） 

【担当窓口】 県農林水産部 総合販売戦略課 宣伝・販売グループ 

TEL 017-734-9607  FAX 017-734-8158 

 

 

18 あおもりＩＣＴ施工実践推進事業 

県内建設現場における生産性の向上に向け、ＩＣＴ活用工事を受注できる体制の構築を促進させるため、

講習会等を実施します。詳細は決まり次第県ＨＰでお知らせします。 

（１）ＩＣＴ施工講習会の実施 

   施工管理者を対象に、ＩＣＴ施工の実務能力を習得するための実習型講習会を実施します。 

（２）ＩＣＴ施工のための意見交換会の実施 

   施工管理者を対象に、現場の状況に応じたＩＣＴ活用方法を共有するための現場見学会・意見交換会

を実施します。 

（３）ＩＣＴ施工のための体制作りセミナーの実施 

   ＩＣＴ導入に向けた社内体制作りのための経営者向けセミナーを実施します。 

【担当窓口】 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 
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19 風力発電関連産業しごとづくり・人づくり事業 

風力発電関連業への県内企業の参入促進と人材育成を図るため、工業高校生等向けの体験研修を実施す

るとともに、新規参入事業者の掘り起こしに向けたメンテナンス業務等に係る説明会及び体験会を開催し

ます。 

（１）風力発電施設体験研修会 
県内工業系高等学校等 11校（350名程度）を対象に、風力発電研修施設において風力発電の概要を学

び、風力発電実機を見学します。 

（２）風力発電関連産業担い手掘起し 
県内企業を対象に、風力発電関連産業への新規参入機会の拡大を図るため、風力発電メンテナンス業

務等に関する説明会及び業務体験会を実施します。 

 
【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 

 

 

20 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

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 

 

 

21 中南地域ものづくり企業等若者採用力向上事業 

中南地域のものづくり企業等の将来を担う若者の採用力を向上させるため、管内高校の生徒や教師に向

けたアプローチを促進するとともに、高校生の保護者に対して地元企業の理解を深める取組を行う。 

（１）企業と高校生の交流会の開催 

   地元企業で働き、充実した生活を送っているOB・OG等と「仕事と暮らし」について語り合う交流会を

行う。 

（２）企業と高校の情報交換会 

    管内ものづくり企業等と高校（就職支援員及び進路指導教諭）との情報交換会及び就職支援員による

講演を行う。 

（３）地元企業見学会 

   高校生とその保護者を対象とした、中南管内のものづくり企業等の見学会を行う。 

【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 
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22 女子力を活用した「三八の就域モデル」構築支援事業 
「三八の就域モデル」を構築するため、就域（※）に対する機運醸成を図るとともに、三八地域の学校

に通学する生徒の女子目線を活用し、魅力のある充実した生活について情報発信を行い、人財定着と地域

振興を図ります。 

※「就域」･･･ 地域の中小企業と行政機関等が連携し、街ぐるみで地域に根差す若者の定着支援を行うこと 

（１）就域モデルの構築に向けた機運醸成 
地域のものづくり企業等に対し、採用競合同士が連携して人財の採用と育成を行うための機運を醸成

します。 
（２）女子目線による地元の魅力調査、情報発信･共有 

 地域に通学する女子高生及び女子大生により、地元の魅力調査隊を結成し、グループ毎に行う調査で

地元理解を深め、情報発信ツールを作成するとともに、調査した情報を同世代に向け発信します。 
（３）地域の若者、親や教員に対する情報発信 

高校生及び県外へ就職・進学する若者に、地域への就職の魅力を理解してもらうために、親や教員等

に対して情報発信し、人財還流を促します。 

【担当窓口】 県三八地域県民局 地域連携部 地域支援チーム 
TEL 0178-27-3936  FAX 0178-27-8171 

 

 

23 協働ロボットを活用した三八地域ものづくり企業支援事業 
協働ロボットは、従来の産業ロボットとは異なり、小型で軽量、省スペースに設置ができ、安全柵無し

で人と同じ空間で共同して作業が可能とされています。また、プログラムの作成や変更が容易なことから

1 台のロボットで人の仕事を手助けする様々な作業に対応できるため、生産性向上に効果的であると注目

されています。 

この協働ロボットを活用して三八地域のものづくり企業の生産性向上を図るため、地域の産学官金が連

携し、協働ロボット導入の機運醸成から製造工程の改善に向けた支援を行います。 

（１）ロボット利活用検討会による普及啓発 

   三八地域のものづくり企業において効果が高いと考えられるロボット導入事例等を紹介するセミナー

を開催します。 

（２）ロボット専門人財の育成支援 

   生産現場においてロボットを管理する人財を育成するため、ロボット安全特別教育や協働ロボット操

作体験会等を開催します。 

（３）ロボットシステムのモデル構築による導入促進 

   製造工程の改善に向けたロボットシステムの汎用的なモデル構築と実証試験を行うことで、三八地域

の同業他社へ応用展開を図り、ロボット導入を促進します。 

【担当窓口】 県三八地域県民局 地域連携部 地域支援チーム 

TEL 0178-27-3936  FAX 0178-27-8171 
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24 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 取引・情報推進課 
TEL 017-775-3234  FAX 017-721-2514 

 


