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このガイドブックは、人財確保に関する補助金や助成金、支援サービス、支援機関などの情報を掲載しています。
掲載している内容は、令和3年 6月 30 日現在のものです。以降、変更になる場合がありますので、ご利用の際は
あらかじめお問合わせのうえ、ご利用ください。

（青森県商工労働部 労政・能力開発課）



〒030-0803 青森市安方1丁目1-40 青森県観光物産館アスパム7階

https://aomorijinzaikakuho.jp/

TEL 017-775-7075

あおもり人財確保推進センター
（青森県商工労働部 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のご案内

県内事業所の人財確保と求職者の就労支援に一体的に取り組み、人財確保の推進と雇用の安
定を図ることを目的として設置された機関です。

・求人を出しても集まらない
・人財を定着させたい
・インターンシップを充実させたい
・自社HPに採用情報サイトを作りたい
・人財確保に関する支援制度を知りたい
・副業/兼業を始める環境を整えたい など・・・・

※専門家派遣制度（県事業）については、当ガイドブック１２ページに掲載しています。

あおもり人財確保推進センター 人財確保相談窓口では、このようなお困りごとに
対して、人財確保支援コーディネーターや企業訪問アドバイザーが対応いたします。
（下図参照）
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１．プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金

プロフェッショナル人材（※1）の採用に係る人材紹介手数料の一部を補助します。

（１）対象事業 企業等の成長に必要な人材の確保に向けて、青森県プロフェッショナル人
材戦略拠点（※２）に相談した後、取り繋ぎされた人材紹介事業者からプロ
フェッショナル人材の紹介を受け、正式に雇用する事業（県外から県内への
住民票の異動が伴う場合に限る）

（２）対象企業等 県内に事業所を有する民間企業（但し、資本金３億円以下の会社又は常時
使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人）、企業組合、協業組合、
事業協同組合、農事組合法人及び第三セクター

（３）対象経費 人材紹介事業者に支払う紹介手数料

（４）補助対象期間 雇用開始日から２０２２年２月２８日までの最大６ヶ月

（５）補助率 ２分の１以内

（６）補助限度額 ５０万円

（７）補助対象人数 １社につき２人まで

※１ プロフェッショナル人材
長年培ったキャリアを活かし、職場のリーダーとしてマネージメントするなど、経営者の右

腕となる人材（管理職やリーダークラス）
※２ 青森県プロフェッショナル人材戦略拠点

関係機関と連携し、県内中小企業等の人材ニーズを民間ビジネス人材事業者へ取り繋ぐこと
で、企業とプロフェッショナル人材のマッチングをサポートします。

［お問合せ先］ 青森県商工労働部 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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２．新型コロナウイルス感染症による離職者等就労支援事業費補助金

県内企業等が新型コロナウイルス感染症による離職者等を雇用するために広告媒体を利用する事業
に要する経費の一部を補助します。

（１）補助対象
事業者

次のいずれかに該当する法人であること。
①県内に事業所を有する企業
②①に該当しない団体（NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、
学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など）

（２）補助対象事業 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等について、資格（※）を問
わず、県内事業所での正規雇用の募集を行うために広告媒体を利用する事業。
※通勤等のための普通自動車免許を除く

（３）補助対象経費
広告媒体（新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ）への求人情報
の掲載等に係る費用

（４）補助率及び
補助金額

補助率 ３分の２以内（人材不足分野（福祉、建設、警備、運輸）の職
種）

２分の１以内（上記以外）
補助金額 上限50万円

（５）募集期間
随時（予算がなくなり次第終了となります）
・採択は、申請後２～３週間程度で可否を決定します。
（採択を受けてからの事業着手となりますので、ご注意ください）

[お問合せ先] 青森県商工労働部 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

３．青森県UIJターン還流促進交通費助成

県外在住大学生等の県内企業への就職活動やインターンシップ参加のための交通費を助成します。

（１）対象者 県外在住者

（２）対象経費

県外在住者が以下のいずれかに該当する活動のために県外の住所地と県内の
目的地の間を移動する際に要した交通費及び宿泊費。
①県内企業が県内で開催する就職に係る企業説明会に参加する場合
②県内企業が県内で実施する採用試験又は面接を受ける場合
③県内企業が県内で実施するインターンシップに参加する場合
※対象者1人につき、年度内１回まで申請可能

（３）助成金の額

交通費：助成対象経費の２分の１に相当する額又は17,000円
宿泊費：助成対象経費の２分の１に相当する額又は5,000円（なお、宿泊費
については、青森県内に実家がない者のみ対象）
※交通費と宿泊費が一体となったパック型旅行商品の場合、宿泊費は定額

3,000円を支給する。交通費は総額から宿泊費相当（6,000円）を除いた
額を助成対象経費とする。

（４）申請期限
令和4年3月17日（木）17時必着
※予算額に達した場合は、申請期限前に受付終了となります。

[お問合せ先] 青森県商工労働部 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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４．移住支援金（あおもり移住支援事業）

県内企業の人材確保と本県への移住促進を図るため、東京23区から本県に移住した者に対して
最大100万円の移住支援金を国、県、市町村が連携して支援します。

（１）支給対象者の
共通要件

以下の①から③の全ての要件を満たす者
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上（直近の1年間は連続）
東京23区に在住していた者又は東京23区へ通勤していた者

②移住支援金申請時に転入後3カ月以上1年以内である者
③申請後5年以上継続して青森県内に居住する意思のある者
※(1)の①及び②の者は、別途就業に関する要件があります。

（２）支給対象者の
その他の要件

以下の①～⑤のいずれかの要件を満たす者
①対象求人に就業した者
県公式就職情報サイト「Aomori Job」に移住支援金の対象として掲載され
ている求人に応募し、新規で採用された者

②専門人材
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就
業した者

③テレワーカー
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生
活の本拠として、移住元での業務をテレワークで行う者

④関係人口に該当する者
青森県内の市町村や地域の人々と関わりを有する者のうち、市町村が本事
業における関係人口と認める者

⑤起業した者
起業支援金の交付決定を受けた者

（３）支援金額
・単身での移住の場合： 60万円
・世帯での移住の場合：100万円

（４）支援金申請・
支給窓口

移住先の市町村

（５）その他

移住して創業・起業又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野
での事業承継若しくは第二創業した場合は、移住支援金最大100万円のほか
に、起業支援金が最大200万円支給されます。起業支援金も併せてご確認く
ださい。

[お問合せ先] 青森県商工労働部 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

起業支援金に関するお問合せ先
公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター
TEL 017-777-4066 FAX 017-721-2514
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６．中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図った事業主に対して助成するもので
あり、中途採用の拡大を通じた生産性の向上に取り組む事業主への支援を目的としています。
支給内容によって以下のように区分されます。

中途採用拡大助成

中途採用者の雇用管理制度を整備し中途採用の拡大（① 中途採用率の拡大、
② 45 歳以上の方の初採用または③中途採用に係る情報公開を行い、中途採
用者数の拡大）させた事業主に対して助成します。

[補助金額]
①の場合 50万円（※１）または70万円（※２）

計画期間前の中途採用率が0％の場合、上記額に10万円を上乗せ
②の場合 60万円または70万円（※３）
③の場合 30万円（※４）
（※１）中途採用率を20ポイント以上向上させた場合
（※２）中途採用率を40ポイント以上向上させた場合
（※３）60歳以上の対象者を初採用した場合は70万円を支給
（※４）中途採用者の１年後の定着に対して20万円を上乗せ

生産性向上助成

中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が
向上した事業主に対して助成します。
①の場合 25万円
②の場合 30万円
③の場合 15万円

中途採用等支援助成金 UIJターンコース

東京圏からの移住者（※）を雇い入れた事業主に対して、その採用活動に要した経費の一部を助成
します。※地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る

助成金額 助成対象経費に１／３（中小企業は１／２）を乗じた額（上限100万円）

補助金・助成金

５．事業主のための雇用関係助成金について

雇用関係助成金は、「雇用の安定」「職場環境の改善」「仕事と家庭の両立支援」「従業員の能力
向上」など助成対象に合わせてさまざまあります。このガイドでは雇い入れや仕事と家庭の両立支援
など、人財確保に関連した助成金を抜粋して掲載しています。

詳しくは厚生労働省HP「事業主のための雇用関係助成金」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

７ページ～１０ページの助成金に関するお問合せは、下記の機関です。

青森労働局、各公共職業安定所（ハローワーク）
※連絡先は24ページの支援機関リストに掲載しています。

お問合せ先
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７．特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

高年齢者（60歳以上65歳未満）や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間
の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対して
助成します。（※）雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、

かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

助成金額

【高年齢者（60～64歳）、母子家庭の母等】
1人あたり60万円（中小企業以外50万円）
短時間労働者(※）は40万円（中小企業以外30万円）

【身体・知的障害者（重度以外）】
1人あたり120万円（中小企業以外50万円）
短時間労働者(※）は80万円（中小企業以外30万円）

【身体・知的障害者（重度または45歳以上）、精神障害者】
1人あたり240万円（中小企業以外100万円）
短時間労働者(※）は80万円（中小企業以外30万円）
（※）１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者（以下同じ）

特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、１年以上継続
して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成します。
（※）雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること

助成金額
1人あたり70万円（中小企業以外60万円）

短時間労働者は50万円（中小企業以外40万円）

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正
規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者（短時間労働者を除く）として雇い入れた事業主に対
して助成します。

対象者

次のいずれにも該当する者
①雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者
②雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した
期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇
用労働者として雇用されたことがない者

③紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワーク
や職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けてい
る者」

④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

助成金額 1人あたり60万円（中小企業以外50万円）

補助金・助成金



9

８．トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職
業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成します。

対象者

次の①～⑤のいずれかに該当する者
①2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
②離職している期間が1年を超えている者
③妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている者

④55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けてい
る者

⑤就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国
残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

助成金額

1人あたり月額最大4万円（最長3か月間）

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
月額最大5万円（最長3か月間）

トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース）

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業
に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、１週間
の所定労働時間が30時間以上で一定期間試行雇用する事業主に対して助成します。

助成金額 1人あたり月額最大4万円（最長3か月間）

トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース）

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業
に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、１週間
の所定労働時間が20時間以上30時間未満で一定期間試行雇用する事業主に対して助成します。

助成金額 1人あたり月額最大2.5万円（最長3か月間）

トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）

若年者（35歳未満）又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助
成金（一般トライアルコース、障がい者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライア
ルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース）の支給を受けた中小建設事業
主に対して助成します。

助成金額

1人あたり月額最大4万円（最長3か月間）

※新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合
1人当たり月額最大2.5万円（最長3か月間）

補助金・助成金
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９．人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）

雇用管理制度（諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度）の
導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成します。

目標達成助成 57万円〈生産性要件を満たした場合は72万円〉

人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）

介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率の低
下に取り組む介護事業主に対して助成します。

目標達成助成 支給対象費用の20%〈生産性要件を満たした場合は35%〉（上限150万円）

人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）

生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を
設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下を図る場合に助成します。

目標達成助成※
80万円
※評価時離職率算定期間終了後に、申請し、生産性要件を満たす（伸び率が6%以上の場合の
み）とともに、賃金アップと離職率低下を実現した場合に支給

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース 建設分野）

①人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）の支給を受けた上で本助成コースが定める若
年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主、②雇用する登録基幹技能者等の賃金
テーブル又は手当を増額改訂した中小建設事業主に対して助成します。

助成金額

①の場合
第1回 57万円〈生産性要件を満たした場合は72万円〉
第2回 85.5万円〈生産性要件を満たした場合は108万円〉

②の場合
1人あたり年額6.65万円〈生産性要件を満たした場合は8.4万円〉又は
3.32万円〈生産性要件を満たした場合は4.2万円〉（最長3年間）

人材確保等支援助成金（若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース 建設分野）

若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事
業主団体に対して助成します。

助成金額

［中小建設事業主］
対象経費の３／５〈生産性要件を満たした場合は３／４〉

［中小建設事業主以外］
対象経費の９／２０〈生産性要件を満たした場合は３／５〉 など

※事業主または事業主団体向けのみ記載しております。

補助金・助成金

７ページ～１０ページの助成金に関するお問合せは、下記の機関です。

青森労働局、各公共職業安定所（ハローワーク）
※連絡先は24ページの支援機関リストに掲載しています。

お問合せ先
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１１ページの助成金に関するお問合わせは、下記の機関です。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 青森支部 高齢・障害者業務課

〒030-0822 青森市中央3丁目20-2 TEL 017-721-2125 FAX 017-721-2127

お問合せ先

10．65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができ
る生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、
高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、「65歳超
継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換
コース」の３つがあります。

65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制
度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します（①～⑤）。
他社による継続雇用制度の導入を行う送り出し事業主が、受け入れ事業主の就業規則改正等に必要な
経費をすべて負担した場合、送り出した事業主に対して助成します（⑥）。

支給額

①65歳以上への定年の引上げ 25・30万円
②66～69歳への定年の引上げ 30～105万円
③70歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止 120・160万円
④希望者全員を66～69歳の年齢まで継続雇用する制度導入 15～60万円
⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入 80・100万円
※措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額
※令和２年度までに支給申請し、69歳までの措置を実施し本コースを受給した事業主が令和３
年度以降に70歳以上の雇用確保措置を実施した場合、令和3年度以降の助成額から既受給額
を差し引いた額を助成

⑥他社による継続雇用制度の導入 支給対象経費の１／２
※実施した措置の内容により上限あり（3～15万円）

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用環境整備の措置（※）を実施する事業主に対して助成します。
※高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入及び健康診断を実施するための制度の導入

支給額

支給対象経費（その経費が50万円を超える場合は50万円）の60%〈生産性要件を満たした場合
は75％〉（中小企業以外45%〈生産性要件を満たした場合は60％〉
※１事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなします。
※生産性用件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が１％以上（６％未満）であ
る場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています。

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成します。

支給額

1人あたり48万円〈生産性要件を満たした場合は60万円〉（中小企業以外38万円〈生産性要件を
満たした場合は48万円〉
※生産性用件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が１％以上（６％未満）である
場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています。

補助金・助成金



12

専門家派遣

１．令和3年度人財確保支援事業専門家派遣

青森県では、採用など人財確保に関する課題を抱える県内事業者に対し、課題解決に向けた専門家
を派遣し、人財の確保を支援する事業を行っております。

（１）対象事業者 県内に本社・事業所があり、採用を予定している事業者

（２）費用及び
派遣回数等

無料、原則２回

（３）留意事項
専門家の派遣に要する謝金・旅費は、県が負担します。ただし、県が規定す
る謝金及び旅費の範囲を超えて経費が発生する場合は、申請者に負担いただ
くことがあります。

（４）受付期限 予算がなくなり次第、受付終了となります。

（５）利用方法
事前に「あおもり人財確保推進センター」にご相談のうえ、人財確保等に関
する課題等を整理してお申し込みください。

（６）専門家

次ページ～15ページに登録専門家を掲載しています。

なお、専門家の派遣にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止等に配慮して実施します。

[お問合せ・お申込み先] あおもり人財確保推進センター
（青森県商工労働部 労政・能力開発課産業人財確保支援グループ）

〒030-0803 青森県青森市安方1丁目1-40
青森県観光物産館アスパム７階

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

人財確保等に
お悩みの県内事業者

専門家

青森県
（あおもり人財確保推進センター）

①相談・申請

課題例
・求人を出しても応募がない
・自社ホームページに採用情
報ページを作りたい

・人財を定着させたい
・効果的なインターシップを
実施したい など

②選定・依頼

指導テーマ例
・効果的な求人方法
・採用情報サイトの構築
・人財採用戦略の策定
・新たなインターンシップ
を企画したい など

③派遣・指導、助言

専門家派遣スキーム
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採用コンサルタント 小笠原 咲絵

プラウドワークAOMORI 青森県東北町出身
中央大学総合政策学部卒業後、株式会社リクルートジョブズ（現株

式会社リクルート）入社。多様な採用ニーズに対する求人広告営業・
営業マネジメントに携わり、首都圏・地方経営者の採用課題を解決。
その後、宮城県気仙沼市企業の採用・定着支援プロジェクトの運営

を経験し、2019年6月末退社。2019年7月より青森へUターン、フ
リーランスで地元企業の社外人事として採用・定着・育成支援の活動
を行っている。

事例紹介

・初めて中途採用を行う企業の採用戦略立案～実行
・採用～育成～定着までの伴走支援
・半分社外・半分社内の「社外人事」として採用・人事部門に伴走
・採用課題のヒヤリング～解決方法の提示 など

メッセージ 前職時代からトータルすると1,000社を超える地方中小企業の経営者・採
用担当者の方々にお会いし、各社の採用についてのお話をお聞きしてきまし
た。「うちの会社に大卒社員が応募するわけがない」「どうすれば自社の魅
力を整理し、伝えればいいか分からない」といった悩みに立ち止まってしま
い、会社の未来に必要な人材採用に着手できずにいる企業様が青森県内に多
数あるように感じます。まずは貴社の状況、お考え、これまでの取組と結果
についてお聞きした上で、共に、「貴社にとっての最適解」を模索するパー
トナーで在りたいと思っております。「地元青森で1名でも多く、イキイキ
働く人を増やしたい。」それが私の願いです。イキイキ働く人が、会社を動
かす活力となり、青森の活力へとなるよう、「採用」を切り口に応援してい
ますので、ぜひ一緒に考え行動していきましょう。

人事労務コンサルタント 嶋田 葵

青森県出身
東北福祉大学卒業後、日本IBMと野村総合研究所の合弁会社へ入社。

以降、タワーレコード株式会社やピザーラを展開する株式会社フォー
シーズ、外資系ベンチャーのグルーポン・ジャパン株式会社等でトー
タル15年以上の人事経験を積む。その後、人事労務コンサルタントと
して独立し複数の企業で人事コンサルティング業務を中心に携わる。
企業人事時代に経験した延べ15,000人の採用面接（書類選考は延べ3
万人以上）やそれに伴う入社研修、数多くの労務案件対応等、幅広い
ノウハウ・事例と企業人事の視点も持ち、「着実に出来ることから」
改善に向けたコンサルティングを実施している。

事例紹介

・採用担当者が少ない場合の効率の良い採用体制の構築に向けたアドバイス
・効果的な自社ホームページにおける採用ページ構築に向けたアドバイス
・求職者に刺さる求人票作成
・コストを抑えた採用活動案
・離職率低下に向けた社員フォロー案
・障害者雇用に向けた社内体制の構築に向けたアドバイス 等
社会福祉の専門知識と長年の障害者採用の経験を活かした障害者雇用に関

するコンサルティングや定着支援も得意としています。最近は、リモートで
のコンサルティング業務も数多く対応しており、感染症対策やBCP策定と
いった緊急性の高い業務依頼も増えています。

メッセージ 地方で働くことに注目が集まっている今、地方の中小企業にもスポットが
あたり始めています。このチャンスを上手く活用し、各社で「出来る範囲で
無理なく」人材確保に向けた新たな取組が出来るよう、さまざまな形でお手
伝いできればと思います。

専門家派遣

２．専門家派遣 登録専門家の紹介
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社会保険労務士 木村 達広

K・TATU社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士

青森県十和田市出身
平成24年12月 社会保険労務士登録
平成27年 4月 特定社会保険労務士付記

事例紹介

・労働・社会諸法令に基づく人事労務関係の相談及び指導

・青森県社会保険労務士会館において非正規労働及び医療労務相談員に

従事

・現在、働き方改革推進支援事業の相談員に従事

メッセージ 社会保険労務士は企業の人事に必要な法律の専門家です。主に社会保
険や年金、労働に関する書類作成や提出代行業務、コンサルティングな
どを行います。

これまでも多くの企業様のご相談に対応してきました。専門家として、
プロ意識を持ち、誠心誠意お話を聞き、誠実に対応をすることを常とし
ています。

昨年度からあおもり人財確保推進事業の専門家として、人財確保の課
題解決のためにお手伝いしております。どうぞお気軽にご相談ください。

専門家派遣

社会保険労務士 奈良 尚子

奈良社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士（特定社会保険労務士付記）
行政書士

青森県弘前市

事例紹介

・社労士会受託事業において依頼のあった事業所の支援

・青森県女性活躍推進のための専門家派遣事業

・青森県働き方改革宣言企業への支援

・働き方改革推進支援事業（専門家派遣事業）2020年～

・令和2年度人財確保支援事業専門家派遣において専門家登録

メッセージ 人事・労務に関する企業様のパートナーとして、社会保険・労働保険
の手続きはもちろんのこと、労務相談・就業規則等の諸規程の整備など
多様なご依頼にお応えしております。

信頼できる身近なパートナーとなるべく、企業様が最良の方法を選択
できるよう誠実・親切・丁寧かつ細やかに寄り添ったサポートをいたし
ます。

あおもり人財確保推進事業の専門家として、人財確保の課題解決のた
めにお手伝いしております。どうぞお気軽にご相談ください。
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経営支援アドバイザー 並木 貴憲

株式会社グッドウエーブ 代表取締役
宮城県出身。宮城県立工業高校卒業。建設業のほか資源リサイクル

の企業にて役員経験後、東日本大震災を機に飲食業の世界へ飛び込む。
居酒屋経営や移動カーでの販売の他、経営塾や講演など県内外で精力
的に活躍している。
とくに、「経営の原理原則」講座は「仕事に役立つ」と経営者のみ

ならず、一般社会人にも人気である。

事例紹介

・経営支援・経営者育成事業
個人・中小企業向け経営塾、集客セミナー

・チェーンストア経営システム
・企業のブランドイメージアップ戦略
・経営戦略からみた人材確保・人材育成・職場定着
・採用計画、人材育成等の人事労務管理

メッセージ 企業にとって、「人」は「力であり財産」です。時代・社会、時流の変化

を理解し、それに対応する柔軟性を持ちながら、大切な財産となる人を採用

し、育て、定着させることは自社にとって非常に重要なことです。

私のこれまでの経験やノウハウを生かして、「経営戦略」という切り口か

ら、人財確保に関する課題解決にお役に立てればと思います。

女性支援ライフケアコンサルタント 竹下 小百合

三共ビジネス有限会社 代表取締役社長
宮城県出身。東日本国際大学卒業。大学秘書や結婚相談所、ハロー

ワークなど様々な職種を経験。
現在はライフケアコンサルタントとして女性活躍支援やイクボス、

ワークライフバランスなどの仕事と家庭の両立を支援する活動を中心
に育休後アドバイザー養成講座、女性の再就職セミナー、管理職育成
セミナー、講演など多岐にわたって活動している。

事例紹介

・女性支援事業
・経営者支援事業
研修・セミナー：育休や職場定着、ワークライフバランス、女性活躍、

管理職育成、コミュニケーション、採用面接、部下と
の面談

・相談対応（助言、指導等）：女性活躍、職場復帰、職場定着、採用力向上

メッセージ 仕事と家庭の両立でもイクボスでも共通していることは、公私ともに「自

分らしさ」「他者を思いやること」「お互いを尊重すること」を理解し、そ

れを大切に、実践することだと思います。

性別に関係なく、「人」として力を発揮し、働くことができる環境がこれか

らの社会に求められているとても重要なことであると考えています。

そして、企業様がそれを整えることができるようお手伝いをすることが私

の役割だと思っております。

企業様がそれを実現できるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

専門家派遣
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社外人事マネージャー 池谷 昌之

株式会社アフターリクルーティング 代表取締役社長
静岡県出身。東北大学卒業後、株式会社リクルート入社。
リクルートの採用担当、企業への教育研修の企画提案、企業の採用

戦略の立案、大学生の就職支援等に携わる。2013年に独立
現在は、東北大学大学院経済学研究科 特任教授（客員）、山形大

学非常勤講師、東北学院大学非常勤講師、株式会社リクルート外部講
師など学校や企業での指導のほか、行政主催経営者向け採用力向上セ
ミナー講師、研修トレーナー、社外人事マネジャー、営業コンサルな
ど幅広く事業を展開している。

事例紹介

・あらゆる業種業界規模の企業の採用から定着についてコンサルテーション
を実施。社外人事マネジャーの立場で人事と共に実務を推進している。

・自治体での人材系セミナーの講師（東北経済産業局や宮城県、仙台市等）
・宮城県の専門家としてインナーブランディング研修の納品を中心に 合計７
社支援

メッセージ 『組織に定着し、アウトプットを出すであろう人材（いわゆる求める人材

像）に対して入社動機を設計することである』と採用活動を定義しています。

いい人材を採用するためにはコツがあります。また、採用した人材を定着さ

せ・育成するのにもコツがあります。

豊富な経験で培ったノウハウで、貴社の人財確保、そして定着・戦力化の

課題が解決につながるようにバックアップします。

採用コンサルタント 吹越 匡貴

青森県東北町出身。材株式会社 プロジェクトマネージャー
首都圏の人材業界で約8年間従事。求人広告の総合代理店で、大手

Web求人メディアを中心とした中途・新卒領域のコンサルティング営
業として、 中小から大手企業の採用支援に携わる。その後、エージェ
ント（人材紹介）部門の立ち上げや、求職者に対する転職支援、企業
の採用支援等の事業運営を行う。

2018年に青森県にUターン。材株式会社にて、県内企業に対する採
用アドバイスや採用ツール（HP/パンフレット等）の提案・アドバイ
ス等を中心に人材分野における課題解決を行っている。

事例紹介

・求人メディアや人材紹介を活用した採用コンサルティング
・県内企業に対する採用PR活動のアドバイスやパンフレット、採用HP等の
採用ツール提案など、採用活動のサポート

・経済産業省東北経済産業局「地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援
等事業」の運営、実施責任者

・青森県内企業と求職者をつなぐ求人メディア「青森の会社」の運営、統括

メッセージ これまで様々な企業の採用支援に携わり、求職者への転職支援などを行っ

てきました。2018年に東北町へUターンし、現在は県内企業に対する採用ア

ドバイスや採用ツールの提案をしています。

一例ですが、採用向けのホームページを作成する際に、「どのようなポイ

ントを押さえればいいのか」を具体的に提案させていただきますが、そのた

めにも貴社が抱えている課題は何か、ターゲットに響く魅力や強みは何かを

しっかりとヒアリングし、課題解決に取り組んでいます。

専門家派遣
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情報提供・相談等

１．再就職・出向支援（情報提供・相談・あっせん）サービス

公益財団法人産業雇用安定センターは、厚生労働省、経済・産業団体や連合などとの密接なつなが
りをもとに、本部と全国４７都道府県の地方事務所の連携による全国的なネットワークにより、再就
職・出向の支援事業に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」）の影響により、一時的に雇用過剰となっている企業
から人手不足が生じている企業への異業種間の在籍型出向の支援については、「雇用を守る出向支援
プログラム２０２０」を実施することとし、感染症により従業員の雇用維持を図るための在籍型出向
支援の取り組みを一層強化しています。

[お問合せ先] 公益財団法人産業雇用安定センター 青森事務所
〒030-0803 青森市新町2丁目2-4 青森新町二丁目ビルディング8階
TEL 017-777-8702

２．労務管理、働き方改革に関する相談

労務管理や働き方改革に関する相談等に相談コーナーや出張相談会支援、個別訪問支援、セミナー
開催支援などの事業で事業主、事業者団体の取り組みを支援しています。

［主な相談内容］
・コロナ禍で利用できる助成金情報を知りたい
・採用してもすぐ辞めてしまう
・同一労働同一賃金は何をすればいいのか
・有給休暇５日以上の付与
・時間外労働の計算方法
・パートへの賞与

[お問合せ先] 青森働き方改革推進支援センター
〒030-0802 青森県青森市本町5-5-6（青森県社会保険労務士会）
TEL 0800-800-1830（フリーダイヤル）

３．あおもり産業情報サイト

県・国・関係機関の産業支援情報（金融・助成制度、イベント・セミナー、商談会等出展企業募集、
他）を提供しているページです。また、支援情報等に関するメールマガジン配信サービスを行ってい
ます。（無料、毎週水曜日配信）

[お問合せ先] 青森県商工労働部 商工政策課
TEL 017-734-9366 FAX 017-734-8106

４．あおもり事業者支援情報ポータル あおビズサーチ

青森県内の中小企業・個人事業主の皆さんが、国・県・市町村等の支援情報をワンストップで閲
覧・検索できるよう、青森県が運営するWEBサイトです。補助金・融資制度、相談窓口、セミナー
開催や専門家派遣等の情報を随時発信しています。

[運 営] 青森県商工労働部 地域産業課
TEL 017-734-9373 FAX 017-734-8107
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求人マッチング・企業PR

１．青森県プロフェッショナル人材戦略拠点

新事業の展開などに取り組むために必要となる知識や経験を有するプロフェッショナル人材と県内
中小企業のマッチングを進め、雇用につなげることにより、県内中小企業の経営革新の実現を支援し
ます。

対象事業者 県内事業所

[お問合せ先] 青森県プロフェッショナル人材戦略拠点
〒030-0803 青森市安方1丁目1-40 青森県観光物産館アスパム７階
TEL 017-735-6550 FAX 017-723-1243

２．あおもり副業・兼業情報サイト

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、従業員の雇用に苦慮している事業所がある一
方で、深刻な人材不足に直面している事業所もあります。このため、県では「あおもり副業・兼業情
報サイト」を開設し、「副業・兼業」の求人情報を提供し、県内企業の人材確保と、副業・兼業を希
望する方の就労に向けて支援を行います。

対象事業者

副業・兼業に関する求人情報の対象事業者は、次の要件をすべて満たす事業者です。
・青森県内に事業所を有する企業（農事組合法人、社会福祉法人など会社法に規定
する法人以外の法人を含む。）及び個人事業主。
・青森県内に就業地があること。
・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

[お問合せ先] あおもりサイドジョブセンター
〒036-8182 弘前市土手町134-8 株式会社 I・M・S 3階
TEL 080-1515-1501 FAX  0172-88-6421
URL https://aomori-fukugyou.com/

３．青森県公式就職情報サイト 〈Aomori Job〉

県内企業への就職を希望する学生さんや求職者の方々に、県内の雇用動向、企業情報、求人情報や
各種事業所等を情報発信するとともに、県内企業の自社情報、求人情報、インターンシップ情報を掲
載し、自社のPRを行うことができます。求人情報は大手民間求人サイトにも掲載されるため、高い
広告効果が見込まれます。

[お問合せ先] あおもり移住支援マッチング支援事務局
〒030-0803 青森市安方1丁目1-40

青森県観光物産館アスパム７階
TEL 017-775-7075 FAX 017-775-7076
URL https://aomori-job.jp/

４．移住支援金の対象求人登録

平成31年度から東京23区から本県へ移住した方に対して、最大100万円の移住支援金を支給する
事業が始まりました。移住支援金対象法人としてご登録いただくことで、東京圏からのUIJターン就
職希望者に対象法人としてアピールするチャンスとなります。

[お問合せ先] あおもり人財確保推進センター
（青森県商工労働部労政・能力開発課産業人財確保支援グループ）
〒030-0803 青森市安方1丁目1-40 青森県観光物産館アスパム７階
TEL 017-775-7075 FAX 017-775-7076
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求人マッチング・企業PR

５．青森県公式就活アプリ「シューカツアオモリ」

高校生、大学生、求職者などを対象にした、地元企業の情報や就活関連のイベント、助成制度の発
信によって県内就職を応援するアプリです。

アプリの機能 就活イベントカレンダー
県や市町村などが主催する就活イベントをお知らせします。

県内ニュース
話題の飲食店などの情報を提供しています。

企業情報
先輩社員のメッセージや求めている人材など企業の声をお届けします。

クーポン
青森県内外のお店の優待クーポンを提供しています。

[お問合せ先] 青森県商工労働部 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

６．ジョブカフェあおもり登録企業

青森県若年者就職支援センター（ジョブカフェあおもり）では、地域の中小企業と若者とのマッチ
ングの機会を創出し、採用・情報発信・人材育成・定着に関する各種支援サービスを行っています。
そのサービスのひとつ「ジョブカフェあおもり登録企業」として登録されると、次のサービスを無料
で受けることができます。

・企業概要等の情報をジョブカフェあおもりホームページ内の「あおもり企業ナビ」で紹介
・新入社員に対する内定者セミナーや、若手社員に対する定着セミナー等のご案内
・企業説明会や就職面談会の開催など、人材マッチング等に関するご案内や各種情報提供
・ジョブカフェあおもり施設内の「企業情報コーナー」で企業パンフレット等を設置し、求職者へ
企業の取組みをPR

[お問合せ先] 青森県若年者就職支援センター（ジョブカフェあおもり）
〒030-0803 青森市安方1丁目1-40 青森県観光物産館アスパム３階
TEL 017-731-1311 FAX 017-731-1312

７．青森県福祉人材センター

福祉分野で働きたい求職者と福祉人材を求める求人事業所を結びつける無料職業紹介を実施してい
ます。無料職業紹介は、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て行っています。
このほか、キャリア支援専門員による求人活動の支援や職場内研修の推進、福祉従事者向け各種研

修などを行い「働きやすい職場づくり」及び「福祉従事者の資質向上」を支援しています。

[お問合せ先] 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 青森県福祉人材センター
〒030-0822 青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ2F
TEL 017-777-0012 FAX 017-777-0015

８．青森県保育士・保育所支援センター

県内保育所等に就労する保育士の安定的な確保や、利用者のニーズに応じた満足度の高い保
育を提供することにより安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的として
います。主な事業として保育士・潜在保育士の就労・再就職の支援、保育士再就職支援活動の
説明会や相談会の開催、離職保育士届出制度の実施などを行っています。

[お問合せ先] 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 青森県保育士・保育所支援センター
〒030-0822 青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ2F
TEL 017-718-2225
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求人マッチング・企業PR

９．青森県農業労働力求人マッチングサイト

人口減少、高齢化の進行に伴い、りんごや野菜の産地を中心に、農業の労働力不足が深刻化してい

ます。当サイトでは、農業に関心があり、少しでも働いてみたいと思う県民の皆さんを募集しており、

青森県の農業に関する求人情報を多数掲載しています。

農作業未経験者はもちろん、アルバイトとして手伝ってみたいという方も大歓迎です。

無料で会員登録、求職申込及びＪＡ等からマッチングのサービスを受けることができます。

農業を応援したい求職者と農作業従事者を求める求人者を結びつける農作業従事者無料職業紹介事

業については、職業安定法に基づき、各ＪＡ等が厚生労働大臣への届出又は許可を得て行っています。

なお、平成３０年９月２０日に青森県農林水産部構造政策課が開設した当サイトの運営者は、令和

２年４月１日より、ＪＡの健全な発展を図ることを目的に農業協同組合法に基づいて設立されたＪＡ

の代表機関である青森県農業協同組合中央会になっています。

[お問合せ先] 青森県農業協同組合中央会 農業対策部 農業支援課
〒030-0847 青森市東大野2丁目１-15 TEL 017-729-8762

当サイト「あおもりの農作業の上手い人たち」 URL：https://www.aomori-agrijob.com/

10．在籍型出向による雇用維持の支援について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人材不足の企業

との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取組が進んでいます。

在籍型出向や、これを支援する産業雇用安定助成金などの詳細は、厚生労働省ホームページでご確

認ください。

県内における相談窓口 【産業雇用安定助成金について】

青森労働局 職業安定部職業対策課

TEL017-721-2003

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html

【出向のマッチング支援について】

公益財団法人産業雇用安定センター 青森事務所

TEL017-777-8702

URL：http://www.sangyokoyo.or.jp/index.html
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働き方・ワークライフバランス・女性活躍、定着支援

１．あおもり働き方改革推進企業認証制度

若者も、子育て中の男女も、すべての労働者が働きやすい環境づくりを推進するととも に、労働
者の、結婚から子育ての希望の実現を目指すために、「働き方改革」に取り組む企業を青森県が認証
します。

[お問合せ先] 青森県健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
〒030-8570 青森市長島1-1-1（北棟6階）
TEL 017-734-9301 FAX 017-734-8091

２．くるみん認定およびプラチナくるみん認定企業

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目
標を達成するなどの一定の要件を満たした企業は、青森労働局への申請により、「子育てサポート企
業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。くるみん認定企業のう
ち、より高い水準の取組を行っている企業が、一定の要件を満たした場合、青森労働局への申請によ
り、厚生労働大臣の特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができます。

[お問合せ先] 青森労働局 雇用環境・均等室
TEL 017－734－4211

３．えるぼし認定およびプラチナえるぼし認定企業

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に
関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業は、青森労働局への申請により、
厚生労働大臣から「女性活躍推進企業」として認定（えるぼし認定）を受けることができます。える
ぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特
に優良である等の一定の要件を満たした企業は、青森労働局への申請により、厚生労働大臣の特例認
定（プラチナえるぼし）を受けることができます。

[お問合せ先] 青森労働局 雇用環境・均等室
TEL 017－734－4211

４．あおもり女子就活・定着サポーターズ 「あおもりなでしこ」

青森で活躍しながら働いている「あおもりなでしこ」が女子学生等の県内就職・定着を応援します。

[お問合せ先] 青森県商工労働部労政・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

５．子育て女性の再就職支援「こそもりProgram」

出産、育児等を機に退職したものの、働きたいと考えている女性たちの就業を支援するため、再就
業支援セミナー、職場体験プログラム、マッチングイベント（就職合同企業説明会）及びカウンセリ
ングを実施し、再就業に役立つ情報発信を行うことを通じて女性の就業促進を図ります。

[お問合せ先] あおもり人財確保推進センター
（青森県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ）
TEL 017－775－7075 FAX 017-775-7076
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求人を出しているが応募がない。

（業種：小売業 従業員：24名）

助言内容 求人票の記載内容と求人媒体の見直し

求職者が求人票のどこに着目しているかを理解すること

会社としての「強み」や「ウリ」は何かを理解して発信すること

対応策 ①どんなターゲットなのか具体的にイメージする

②求人情報は求職者目線で、数字なども使ってできるだけ具体的に記載する

③応募資格にはわかりやすく優しい表現を使い、ハードルを下げる

④中途採用、新卒求人に関わらず応募前の職場見学を受け入れた

結果 応募があり、採用できた。

見学は双方にとって効果があった。求職者は事前に職場を見たり、担当者とい

ろいろ話ができたことで「仕事内容を理解し自分がここで働けるか」を考え、

応募するしないを判断できたようだ。企業側も見学者と試験とは違う雰囲気で

関わるため、面接試験特有の緊張感などがなく人柄などが伝わりやすい。その

あとに面接ができることは採否について正しい判断ができたと感じている。

新卒者の応募がない。

（業種：製造業 従業員数：55名）

助言内容 採用計画と採用ツールの準備

その年度の採用人数、募集活動（学校訪問、企業説明会等）のスケジュール、

採用ツール（ホームページやパンフレット）などについて、計画を立てて動く

ことを助言

対応策 若い社員も入れた採用プロジェクトを作って、計画にも参加してもらい、若

い社員の意見をどんどん取り入れることとした。

①どのような職場で、どのような人が、どのような思いで働いているのかを、

社員の声として掲載

②仕事内容や１日のスケジュールなどを具体的に記載して、どんなふうに働く

のかをイメージできるようにした。また、育児休暇の実績や子育て中の従業

員が実際にどのような働き方をしているのかも記載した。

③企業説明会には若い社員も参加して、ブースに来やすい雰囲気づくりと若い

社員が会場で声がけと説明を担当した。

④学校訪問にはその学校を卒業した若い社員にも同行してもらった。

結果 学校や生徒ともいい関係が築けたことが功を奏したのか、例年の倍の応募者が

あった。今後はメンター制度も導入して定着にも力を入れていく。
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職員の年齢差が大きく、世代間のギャップがある。そのためせっかく入社しても
職場に受入れられていないと感じてしまうなどで早期離職が多い。
（業種：福祉施設関連 従業員：48名）

助言内容 新しい職場に受入れられるかどうか緊張状態にある場合が多いため、先輩職

員が自分の業務に忙しく無関心だと、それを「受入れられていない・冷たい・

厳しい」と感じてしまったり、かまいすぎると「信用されていない」など解釈

の違いから、早期離職に繋がる場合が少なくない。そこで、受け入れ態勢を整

えることを提案。

対 応 策 ①先輩職員に新入社員の受入れ姿勢について研修を行った。
・新入社員の緊張状態や不安という心理状態を理解すること
・世代によるコミュニケーション手段の違い、考え方や価値観の変化、
多様性の尊重などについて理解を深めてもらうこと

②新入社員へも研修を行った。

・世代によるコミュニケーション手段の違い、考え方や価値観の変化、
多様性の尊重などについて理解を深めてもらうこと

③職場環境の改善

明るく笑顔で挨拶すること、丁寧な言葉遣いで会話をすることなど職員同士
がお互い気持ちよく仕事ができるよう行動することを実践した

結 果 職場の雰囲気がよくなり、声を掛け合って仕事ができる環境になった。それ

だけではなく、お互いが協力しあって業務を行うため生産性も向上した。

離職者が減り、定着率がよくなった。

応募はあるものの、自社で探しているような人材になかなか出会えない。
選考や書類送付などの事務作業にも時間がかかってしまう。
（業種：サービス業 従業員数：35名）

助言内容 求める人材像が求職者に伝わっていないことが考えられる。そのため、求める

人材像を明確化すること、そのうえで有効な求人方法や選考方法を検討するこ

とを提案

対 応 策 自社で求める人材像を明確にして、それを求人情報で伝えるようにした。

①どのような職場で、どのような人が、どのような思いで働いているのかを、

社員の声として掲載

②仕事内容を具体的に記載

③昇給などに係る評価基準を明記

④選考方法についても検討

結 果 応募者の絞り込みができたことで、面接以前の書類選考や書類送付などの事務

作業の手間がかからなくなった。

まだ採用には至っていないが期待が持てる状況となった。



24

資料 支援機関リスト

団体・機関名 住所 電話番号

青森労働局 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎 017-734-4111

ハローワーク青森 青森市中央2-10-10 017-776-1561

ハローワーク弘前 弘前市南富田町5-1 0172-38-8609

ハローワーク八戸 八戸市沼館4-7-120 0178-22-8609

ハローワークむつ むつ市若松町10-3 0175-22-1331

ハローワーク野辺地 上北郡野辺地町字昼場12-1 0175-64-8609

ハローワーク五所川原 五所川原市敷島町37-6 0173-34-3171

ハローワーク三沢 三沢市桜町3-1-22 0176-53-4178

ハローワーク十和田出張所
十和田市西二番町14-12
十和田奥入瀬合同庁舎

0176-23-5361

ハローワーク黒石 黒石市緑町2-214 0172-53-8609

(独)高齢･障害･求職者雇用支援機構 青森支部 青森市中央3-20-2 017-777-1234

青森県商工会連合会 青森市新町2-8-26 青森県火災共済会館5階 017-734-3394

青森商工会議所 青森市新町1-2-18 017-734-1311

弘前商工会議所 弘前市上鞘師町18-1 0172-33-4111

八戸商工会議所 八戸市堀端町2-3 0178-43-5111

十和田商工会議所 十和田市西二番町４－１１ 0176-24-1111

黒石商工会議所 黒石市市ノ町5-2 黒石市産業会館２階 0172-52-4316

五所川原商工会議所 五所川原市東町17-5 五所川原商工会館５階 0173-35-2121

むつ商工会議所 むつ市小川町2-11-4 0175-22-2281

青森県商工会議所連合会 青森市新町1-2-18 017-734-1311

青森県中小企業団体中央会 青森市本町2-9-17 017-777-2325

青森県社会保険労務士会 青森市本町5-5-6 017-773-5179

公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 青森市新町2-4-1 青森県共同ビル7階 017-777-4066

青森県プロフェッショナル人材戦略拠点
青森市安方1-1-40
青森県観光物産館アスパム7階

017-735-6550

公益財団法人産業雇用安定センター 青森事業所
青森市新町2-2-4
青森新町二丁目ビルディング8階

017-777-8702

青森県福祉人材センター 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ2階 017-777-0012

青森県保育士・保育所支援センター 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ2階 017-718-2225

青森県農業労働力求人マッチングサイト
青森市東大野2-1-15
青森県農業協同組合中央会

017-729-8762

ジョブカフェあおもり
青森市安方1-1-40
青森県観光物産館アスパム3階

017-731-1311

ネクストキャリアセンターあおもり
青森市安方1-1-40
青森県観光物産館アスパム7階

017-723-6350


