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お役立ち情報

青森暮らしサポートセンター
（移住、就職相談）

首都圏における、青森県への移住に関す

る総合相談窓口です。移住・交流及び就

職相談の２名体制で個別に相談対応を

行い、必要な情報をきめ細かに提供して

います。電話やメール、オンラインでのご

相談も受け付けておりますので、お気軽

にお問い合わせください。

〒100-0006

東京都千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館8階
（NPO法人ふるさと回帰支援センター内）

TEL 03-6273-4820（直通）　

FAX 03-6273-4821

TEL 090-6342-6194

（移住・交流相談員）

E-mail : aomori@furusatokaiki.net

ジョブカフェあおもり
サテライトスポットむつ

若年者の能力向上をはじめ、就職促進や

職場定着等を目的として、各種イベント･

セミナーや求人情報の提供等、就職に関

連したサービスを１ヵ所でまとめて受け

られる就職支援のワンストップサービス

センターです。15歳以上45歳未満の若

年者の方を対象に、仕事に関する相談

や情報収集、セミナー等のサービスを提

供しています。是非お越しください。

〒035-8686 むつ市中央一丁目8-1

むつ市役所内（税務課むかい）

開館時間　月～金曜 9:00～17:00

休館日　土・日・祝・年末年始

TEL 0175-22-1146

あおもりUIJターン
就職支援センター
（就職相談、無料職業紹介）

「あおもりUIJターン就職支援センター」
（青森県東京事務所内）では、UIJターン
希望の方に青森県内での就職に関する
情報提供・個別相談・無料職業紹介を
行っています。メールやZoomでの相談
も受け付けていますので、お気軽にご相
談ください。

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3
都道府県会館7階（青森県東京事務所内）
TEL 03-3238-9990　
E-mail : a-careercenter@pref.aomori.lg.jp
相談時間　10:00～17:00（平日のみ）
※相談員が不在の場合がありますので、事前
にご連絡くださいますようお願いいたします。

おかえり奨学金制度
ジモッティー

地元就職に意欲ある人材を迎えよう

と将来的に参画企業への就職を希望

する高校生の大学等への進学時また

は、大学等に在学中の学生に企業と

事業連携する金融機関の教育ローン

(反復利用型)を借入れ頂き、その後返

済実績と同額を一定の条件に基づい

て給付する制度です。

本奨学金制度は、在学期間中に各企

業オリジナルの育成プログラムに参

加すれば利息返済分を、卒業後に対

象企業に就職すれば給与とは別に勤

続年数に応じた元金及び利息返済分

を企業側が負担し、奨学金利用者側

は、ローン利用年数分を働けば実質

負担が無くなるという制度です。

興味のある方は事務局（幹事社）社会
福祉法人みちのく福祉会へ応募ご請

求ください。

参画企業

社会福祉法人　みちのく福祉会
（幹事社）　

山内土木 株式会社

株式会社 東京堂　　

協同印刷工業 株式会社

株式会社 熊谷建設工業

税理士 石川大輔事務所

畠山善光税理士事務所

有限会社 眞心堂

株式会社 木村鉄工所

有限会社 千葉塗装

学校法人 星美学園

【お問合せ先】

社会福祉法人みちのく福祉会

TEL 0175-26-2036　

FAX 0175-26-2955

青森県公式就活アプリ

「シューカツアオモリ」

地元企業の情報や就職関連のイベント、

助成制度のお知らせなど県内就職に役

立つ情報をお届けします。

●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
トなどをお知らせ

●企業情報

　仕事の内容やどんな人材を求めている
かなどの企業の声をお届け

●クーポン

　県内外の飲食店などのお得なクーポン
をお届け

【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

（平日8：30～17：00）　

FAX 017-734-8117

E-mail : 
roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

地元で就職を考えている方へ

地元で就職を考えている方へ

地元で就職を考えている方へ

U I Jターンを考えている方へ

U I Jターンを考えている方へ

どんなアプリ？

機能は？
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青森県UIJターン還流促進
交通費助成金

県内での就職活動やインターンシップ参

加のためにかかった交通費を助成します。

《対　象》

　県外にお住まいの方
《助成額》

　①開催場所までの交通費の2分の1に
　相当する額（上限17,000円）

　②宿泊費の2分の1に相当する額
　（上限5,000円）
　※県内に実家のない方のみ対象
　助成回数：1人につき1回限り。
　※内容は令和3年度時点のものです。

【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（平日8:30～17:00）

FAX 017-734-8117

E-mail : roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

子育て支援センター

子育て支援センターは、子育て中の親子

が気軽に遊べる場や子ども・親同士が自

由に交流できる場を提供しています。　

また、育児相談や子育て情報の提供、講

座や講習会なども実施しています。

子育て応援メールむつ
配信サービス

むつ市では、子育て支援の一環とし

て、あらかじめメールアドレスを登録し

ていただいた方の携帯電話やパソコ

ンに、乳幼児健診の日程、イベントな

ど子育てに関連した情報を電子メール

でお知らせする「子育て応援メールむ

つ」を実施しています。

配信内容　

①健診・保健
　妊婦さんやお子さんの健診などの

日程情報

②イベント・講座
　キッズパークなどで行われる、子ど

ものイベントや子育てに関する講
座等の開催情報

③子育て家庭に役立つ情報
　子育て支援に関する各種制度や手

続きに関するお知らせなど

【お問合せ先】

むつ市子どもみらい部　子育て支援課

TEL 0175-22-1111（内線3720）

ムチュ☆らんど
（むつ市キッズパーク）

「ムチュ☆らんど」は、子どもの健やか

な育成を支援する屋内遊技場施設で

す。館内は子ども達がいっぱい体を動

かして遊べるクライミングウオールと

ボールプール等がある「動のスペース」

と乳幼児も安心して過ごせる図書、飲

食コーナーや授乳、おむつが交換でき

る乳幼児コーナーのある「静のスペー

ス」に分かれています。ぜひ遊びにきて

ください。

〒035-0072

むつ市金谷一丁目1-11

TEL 0175-23-6305（直通）

開館時間　9：30～16：30

休館日　毎週火曜日（休日の場合は

翌日）12月29日から1月3日

令和３年度むつ市移住支援金

むつ市への移住・就業で最大100万円支

給します！（世帯100万円、単身60万円）

次の①②③全てに該当する方が支援の

対象となります。

① 東京23区の在住者又は通勤者

 ・ 住民票を移す直前の１０年間のうち、
通算５年以上、東京23区内に在住し、
又は東京圏のうち条件不利地域以外
の地域に在住し東京23区内に通勤

（雇用者としての通勤の場合にあって
は、雇用保険の被保険者としての通勤
に限る。以下同じ。）していたこと。

 ・ 住民票を移す直前に、連続して1年以
上、東京23区内に在住し、又は東京圏
のうち条件不利地域以外の地域に在
住し東京23区内に通勤していたこと

（ただし、東京23区内への通勤期間につ
いては、住民票を移す3か月前までを当
該1年の起算点とすることができる。）。

② むつ市への移住者

③ 対象者に関する要件「就業（一般）、

就業（専門人材）、テレワーク、関係

人口、起業」のうち、いずれかの要件

を満たす者

　※１ 東京圏 
　　東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

　※２ 条件不利地域　
　　青森県HPにてご案内しております。
　　【「あおもり移住支援事業」で検索】

　※その他の条件の詳細については別
　　途お問い合わせください。

【お問合せ先】

むつ市経済部　産業雇用政策課

TEL 0175-22-1111（内線2652）

FAX 0175-22-1373

E-mail : mt-sangyo@city.mutsu.lg.jp 開設場所（施設名／連絡先／開所時間）

大平保育園地域子育て支援センター

むつ市大平町39-6　

TEL 0175-24-5117

10:00～15：00

柳町ひまわり保育園子育て支援センター

むつ市柳町1-9-13　

TEL 0175-23-1970

10：00～15：00

大畑中央保育園子育て支援センター

むつ市大畑町中島4-6

TEL 0175-34-5100

10：00～15：00

U I Jターンを考えている方へ

暮らしについて（子育て支援）

U I Jターンを考えている方へ

暮らしについて（子育て支援）

暮らしについて（子育て支援）
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