
５．参考資料

■　SCENE　vol. ４　表紙
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　SCENE　vol. ５　表紙
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５．参考資料

■　SCENE　vol. ６　表紙
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　求人票早期提出要請　チラシ
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５．参考資料
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　企業のためのインターンシップ導入セミナー　チラシ

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

1/23 

のための 企業 
イン シップ ターン 

 

導入セミナー 
COC＋では、大学生の地元定着を促進するため、従

来型の短期インターンシップ、および、企業や学生にも

メリットがある共育型インターンシップを実施、推進して

います。 

本セミナーは、インターンシップのもつ意義や、メリッ

トを学ぶセミナーです。具体的には、インターンシップを

実施するにあたって、企業側が準備しておくべきことや

内容、期間、および、参考となる事例など、これからイ

ンターンシップの実施を検討している企業にとっての効

果的な手法について学ぶことを目的としています。 

2018年 

13:30～16:00 
□火  

13:00～受付開始 
 

会場：青森国際ホテル５階 
「芙蓉の間」 

［定 員］50名 
［対 象］インターンシップに関心のある企業・ 

自治体関係者、教育関係者 
［参加無料］専用フォームでのファックス、 

またはメール、電話でお申し込みください 

【お申込み･お問合せ】青森中央学院大学 COC+事業推進事務局 

TEL：017-728-8161 FAX：017-738-8333 MAIL：acgu-coc@aomoricgu.ac.jp 

 

【基調講演】「名古屋産業大学におけるカリキュラムと 

インターンシップ」 

講師：石橋 健一氏 

（名古屋産業大学大学院環境マネジメント研究科教授） 

【事例発表】県内企業 1社、県外企業 1社 

【トークセッション】「社内活性化とインターンシップ」 

主催：青森 COC+推進機構(青森ブロック) 

    青森中央学院大学 COC+事業推進事務局 

共催：青森商工会議所、青森県中小企業家同友会 
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５．参考資料

■　共育型企業インターンシップ参加者募集説明会　チラシ

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

集
募
者
加
参

実施予定インターンシップ・プログラム

牧場体験と乳製品の製造・販売に挑戦！

経営理念に立脚したマーケティング・
　     マネジメント手法を経営者から学ぼう！

■
スポーツマーケティングを実践する！■

■

■ 本州最北東端で挑め！
　観光×地域の拠点をプランニングせよ！

■ 次世代の農業ビジネスモデルを構築せよ！

■ 青森りんごワインという
　　　　　   今までにないお酒を全国へ！

6
2017.

15

共育型

■ 木説明会
共育型企業インターンシップ

18:00 － 19:00 弘前大学総合教育棟 207講義室

青森COC+推進機構　事務局

弘前大学COC推進室
【担当】工藤・小寺 E-mail   jm3799@hirosaki-u.ac.jp
TEL 0172-39-3799 Web    http://coc.hirosaki-u.ac.jp

説明会に参加を希望する方は、6月13日（火）までに以下のメールアドレスまで申込ください。
問合せ・申込先

学年・学部・経験は問いません。詳細は下記の説明会で案内いたします。

※各インターンシップ・プログラムは、約4週間程度の期間で行われます。

113



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　「くらす？はたらく」シリーズ  Session  2　～お金？時間～　チラシ
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５．参考資料

■　「くらす？はたらく」シリーズ  Session  ３　～都会？田舎（ふるさと）～　チラシ
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　採用力向上セミナー【入門編】　チラシ

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

116



５．参考資料

■　平成29年度　キャリア・生活指向と就職先選択に関する調査結果

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

117



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　イノベーション型人材育成講座　開講のための集中講義　チラシ
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５．参考資料

■　ベンチャーサミット2018 in 八戸　チラシ
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　合同企業見学会 in むつ　チラシ

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

合同企業見学会

定員 10人

交通費・宿泊費 無料
※食事代のみ負担していただきます

対象 全学部・全学年
※大学生協総合共済加入者が対象です
※青森中央学院大学の学生も参加予定です

９月１９日 火 ～２０日 水
【スケジュール】
１日目
８：００～弘前大学出発
９：００～青森中央学院大学出発

１２：５０～むつ市ウェルネスパーク

１３：５０～下北測量・下北カンブリア農場

１５：２０～ リサイクル燃料貯蔵株式会社

１６：５０ ホテル着

２日目
９：１０～株式会社永木精機むつテクノセンター

１０：５０～株式会社マエダ

１３：００～市内事業所従業員との意見交換会

１３：５０～株式会社大湊精電社

１４：５０～株式会社大湊精電社出発

１７：１０ 青森中央学院大学到着(予定)
１８：１０ 弘前大学到着(予定)

むつ
第 弾

【申込み・問合せ先】

弘前大学 推進室 竹浪
弘前大学総合教育棟 階
： ：
：

※申込締切 ７月２１日（金）１７００まで
お申込みはお早めに！

弘前大学
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５．参考資料

■　地域に根付く保育者育成と採用を考えるシンポジウム　チラシ
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　インターンシップ個別相談ウィーク　チラシ

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

122



５．参考資料

■　ホスピタルカフェ in 弘前　チラシ

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

ホスピタルカフェ
弘前

＋弘前ブロック事業

青森県内病院とコメディカル学生の交流会

【開催日】

月２日（土）

： ～ ：０
【会場】
弘前大学 周年記念会館 階 岩木ホール
（弘前市文京町 番地）

【参加対象者】
弘前市内の大学および養成校の学生
※学年は問いません、全体定員５０名

【申込方法】
メールにて（先着順）

氏名、学年、学籍番号、専攻を記載すること

【申込締切】
１１月２２日（水）

【申込み・問合せ先】
弘前大学 推進室（担当野口）
メール：

電話： ／

当日の流れ

① 開会挨拶、 ＋事業説明 １０分

② 参加病院による３分間 ４０分
⇒各病院の求めている人材像や特色など

③ 病院職員と大学生の交流会 ７０分

④ 閉会挨拶

ホスピタルカフェとは？

ホスピタルカフェとは、病院とコメディカル学生の
ゆるやかな交流会のことです。青森県内病院の採用
担当職員、採用１～３年目の看護師、作業療法士、
理学療法士、管理栄養士の職員の方々をお招きし、
就活や職場での体験談、病院の特色、休日の過ごし方
などを楽しい雰囲気の中で語っていただきます。気に
なることがあったら遠慮なく質問もできます。
当日は弘前市内の他大学のコメディカル学生の参加

もあり、学生間の交流も行えますよ。

主催 青森 ＋推進機構（弘前ブロック）
弘前大学、弘前医療福祉大学、弘前学院大学、東北女子大学
青森県、弘前市、弘前商工会議所

弘大内の定員１５名

参加病院
あおもり協立病院、健生病院、国立弘前病院、
八戸市民病院、弘前記念病院、弘前大学附属病院、
弘前脳卒中リハビリテーションセンター

学生と歳が近い
若手職員さんが
多数参加します！

お茶菓子を用意して
お待ちしてます

私服で ！
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　社会人ネットワークづくりプログラム　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

社会人ネットワークづくりプログラム

【参加対象者】

県内在住の社会人

【開催日】

２０１８年

月 日（火） ８時～２０時

場所：弘前大学コラボ弘大１階フリースペース

【問合せ先】

弘前大学 推進室（野口）
ｰ

【主催】

青森 ＋推進機構（弘前ブロック）

【やわラボとは？】
県内在住の社会人＆学生が和やかな雰囲気で楽しく話す場が、｢やわラボ｣となっております。
途中参加･途中退室 で、申込み不要の集まりです。例えば 分だけの参加でも全然構いません。
【どのような話がされている？】
決まった議題はありません。一つの議題を参加者全員で話すわけでもありません。
小さなグループで各々楽しく話すのが基本形となっています。話し好きの方々が集まっており、
孤立することはまずありえないので、初参加の方でも安心して参加できます。話すのは苦手だけど、
面白い話を聞きたいという方も是非。
【やわラボをオススメしたい理由】
理由１：会社の枠を越えた異業種交流や、現役大学生との交流が楽しめる！
理由２：職場に若者が少なく、同世代の友人が欲しいと感じている方は必見！
理由３：就職を機に県外から移住してきた方でも、地元の大学生や社会人と気軽に交流できる！

社会人のみなさん！やわラボ
に参加してみませんか？

お車でお越しの方
正門横の守衛室にやわラボ参加の旨を
伝え、駐車場所の指示を受けてください

事例報告「私がやわラボに参加する理由」 各 分

辻脇悟志氏
木村食品工業 経営企画室長

北海道美唄市出身
帯広畜産大学生物資源科学部を
卒業後、木村食品工業への就職
を機に平川市へ移住。
約１年前から積極的にやわラボ
に参加している。

浅賀陸氏
弘前大学人文学部４年
北海道札幌市出身

やわラボを通し、弘前市内の
企業や弘前市役所と連携し、
地域課題解決を目指した卒業
論文の作成に取り組んでいる。

※ 事例報告は 時 分からおこないます

昨年度は多くの
社会人が参加

昨 年 度 の 様 子
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５．参考資料

■　あおもり県企業内容説明会　チラシ
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　学生起業セミナー　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

公益財団法人 21あおもり産業総合支援センター 
インキュベーション・マネジャー 

※全日程 18：00～20：00 
※回の途中からでも参加できます 
 
 個別相談も受付します 

2017年6月19日(月) 第1回「創業・起業に当たっての考え方」  
      7月10日(月) 第2回「事業計画書の作成方法」 

      10月  2日(月) 第3回「ビジネスの様々な視点・形」 

                              ～コミュニティビジネスとは～ 

     10月16日(月) 第4回「①財務会計の基礎の基礎」                          「②社長！になるために」 

                11月  6日(月) 第5回「事業計画書作成ワークショップ」 

青森COC+推進機構（青森ブロック） 

青森中央学院大学 
青森県立保健大学 
青森中央短期大学 

齋藤拓也氏 
青森中央学院大学 
2号館231教室 

     【お申込み・お問合せ】 
青森中央学院大学 COC＋事業推進事務局 
〒030-0132 青森市大字横内字神田12番地 
TEL: 017-728-8161(直通) 
FAX: 017-738-8333 
e-mail: acgu-coc@aomoricgu.ac.jp 

 インキュベーション・マネージャーの支援の
もと、起業・創業に取り組む学生を募集します。 
 青森の特性を生かした起業がしたい、地域コ
ミュニティを維持するための起業がしたい、
NPOを立ち上げたい、など、起業を通して地域
の課題解決に取り組み、活躍する学生を応援し
ます。 
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５．参考資料

■　イノベーション・ベンチャー・アイデアコンテスト2017　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

127



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　医療・福祉に関するニーズ募集　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

ニーズを募集します！ニーズを募集します！

医療・福祉に関する医療・福祉に関する

青森 COC+推進機構　雇用創出連携 PM校（ライフ分野）
八戸工業高等専門学校　[総務課　地域連携係 ]
〒039-1192　八戸市大字田面木字上野平 16-19
TEL　0178-27-7239　FAX　0178-27-9379
E-mail  renkei-o@hachinohe-ct.ac.jp
URL  http://www.hachinohe-ct.ac.jp/coc/

「オール青森で取り組む『地方創生人財』育成・定着事業」参加校
八戸工業高等専門学校（PM校）　青森県立保健大学（SubPM校）

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+)」とは
　大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある
就職先創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するため
に必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組に文部科学
省が支援する事で、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積
を目的としています。

【お問合せ】

ニーズ募集
Ｈ29年6月末

テーマ選定
Ｈ29年7月中旬

プロジェクト
実施

成果報告会開催
Ｈ30年3月

●プロジェクトスケジュール

●募集要項

応募対象

応募期間

応募方法

応募先

その他

病院・福祉施設（青森県内）

平成 29 年 6 月 1 日（木）～平成 29 年 6 月 30 日（金）

応募用紙にテーマ・内容をご記入の上、メールまたはＦＡＸにて送信して下さい。
応募用紙はＨＰからダウンロード可能です。

八戸工業高等専門学校　総務課　地域連携係

選ばれたテーマについては、学生と共にプロジェクトを進めていくことになります。

雇用創出連携プロジェクトとは
青森県の特性を生かした

『アグリ・ライフ・グリーン・ツーリズム分野』の
研究において、新産業の創出を目指し、さらに、
産学官金のネットワークを強化し、学生の雇用
創出を生み出すことを目的としています。

ライフ（医工連携）関連産業プロジェクトとは
医工連携による新技術の開発や、
医療福祉サービスの開発に取り組んでいます。

【実施校】
プロジェクト・マネージャー（PM）校
　　　　　　　　　　　八戸工業高等専門学校
サブプロジェクトマネージャー（SubPM）校
　　　　　　　　　　　　　青森県立保健大学

「こんな機器があったらいいのに」
「こんなモノがあったら便利なのに」
「こんなサービスがあるといいのに」

医療・介護の現場で
こんなお悩みありませんか・・・

本プロジェクトにて
学生が改善策の提案や、
アイデアをもとに
製品やサービスの
開発をすすめます。

（Ｈ29年度実施）
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５．参考資料

■　雇用創出連携プロジェクト【ライフ】研究成果報告会　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

Program

14：00 ▶

14：05 ▶

14：50 ▶

15：50 ▶

16：30 ▶

開会式
特別講演
研究成果発表
ポスターセッション
閉会

※プログラムの内容は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

雇用創出連携プロジェクト［ライフ］

主催／青森COC＋推進機構  雇用創出連携プロジェクト「ライフ」
　　　【八戸工業高等専門学校、 青森県立保健大学】
後援／八戸市立市民病院、 医療法人 平成会 八戸平和病院

参加無料

プログラム
Special Lecture

特別講演

研究成果報告会
̶医工連携による産業の創出̶̶医工連携による産業の創出̶

大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先創出をすると
ともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を
断行する大学の取組に文部科学省が支援する事で、地方創生の中心となる「ひと」の
地方への集積を目的としています。

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）とは…

［金］
2018

3/2
14：00▶16：30［受付13：30］

yoshinori  nosawa

八戸市立市民病院
臨床工学科・医療安全管理室 技士長

講  師
野 沢  義 則 氏

演  題
「医療現場の課題に取り組む地域医工連携」

医療・福祉関係従事者、企業、一般
どなたでもお気軽にご参加ください。

グランドサンピア八戸 2階
〒039-1111 八戸市東白山台1丁目1-1

会 場

参加対象

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」

お問い合わせ 〒039-1192  八戸市大字田面木字上野平16-1  
TEL 0178-27-7239　FAX 0178-27-9379　E-mail renkei-o@hachinohe-ct.ac.jp

八戸工業高等専門学校［総務課 地域連携係］ URL http://www.hachinohe-ct.ac.jp/coc/project/2018/02/000806.php
青森COC+ 推進機構　雇用創出連携PM 校（ライフ分野）

八戸工業高等専門学校（PM 校）　青森県立保健大学（SubPM 校）
「オール青森で取り組む『地方創生人財』育成・定着事業」参加校
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　サイクルスポーツ・ツーリズムセミナー　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

プロサイクルロードレースチーム
『宇都宮ブリッツェン』と地域
～自転車振興を通じた雇用創出と地域づくり～

サイクルスポーツ・ツーリズムセミナー

　COC+雇用創出連携プロジェクトの一環として、自転車のプロスポーツ（プロサイクルロードレースチーム）
による青森県での新産業・ビジネスによる雇用創出を検討するため、現在、宇都宮ブリッツェン（宇都宮市
を拠点とする地域密着型のプロ自転車ロードレースチーム）を運営している、サイクルスポーツマネージメン
ト株式会社の代表取締役社長である柿沼章氏をお招きし、先進地例から青森県における自転車のプロスポー
ツとツーリズムの可能性を考える機会とします。また、他種スポーツや観光との連携による雇用創出に関する
ヒントを得る機会とします。

参加
無料

日 時

講 演

場 所

平成29年９月12日火 14：00～15：30（受付13：30～）

定 員 対 象100名
（定員になり次第〆切）

青森県サイクル・ツーリズム推進
協議会会員、教育・スポーツ関係
者、観光関係者、自治体関係者、
学生、一般

青森市文化観光交流施設 ねぶたの家 ワ・ラッセ
２階 イベントホール
〒030-0803 青森市安方1-1-1　TEL 017-752-1311

サイクルスポーツマネージメント株式会社（宇都宮ブリッツェン管理運営会社）
代表取締役社長  柿沼 章（かきぬま あきら）氏

「プロサイクルロードレースチーム『宇都宮ブリッツェン』と地域
   ～自転車振興を通じた雇用創出と地域づくり～」

【アクセス】JR青森駅徒歩約２分　【駐車場】施設併設の有料駐車場をご利用ください。

お申し込み・お問い合わせ

COC+事業推進事務局
〒030-0132 青森市大字横内字神田12番地

Tel：017-728-8161  Fax：017-738-8333
E-mail：acgu-coc@aomoricgu.ac.jp

【主催】青森ＣＯＣ+推進機構 雇用創出連携プロジェクト「ツーリズム」（青森中央学院大学、弘前大学）
【共催】青森商工会議所
【後援】青森県サイクリング協会、青森県サイクル・ツーリズム推進協議会

あおもり県民カレッジ対象講座

J
R
青
森
駅

青森市観光交流
情報センター

福井水産
A-FACTORY

青森競輪場
前売サービス
センター

青森県観光物産館
アスパム青函連絡船

メモリアルシップ
八甲田丸

ワ・ラッセ

有料駐車場

講師プロフィール
サイクルスポーツマネージメント株式会社（宇都宮ブ
リッツェン管理運営会社）代表取締役社長
栃木県足利市出身　1972年4月24日生まれ
2001年全日本選手権個人タイムトライアル日本チャ
ンピオン。1990年に宇都宮で開催された、世界選手
権ロードレース（現ジャパンカップの前身）の観戦を
きかっけにプロロードレーサーを志す。国内外のプロ
チームでのレース活動を経て、2009年宇都宮ブリッ
ツェンの立ち上げに参加。2011シーズンをもって現
役引退。宇都宮ブリッツェンのチーム運営と、選手活
動の経験を活かしての自転車安全教室や自転車と健
康をテーマにした講演活動などを行う。自転車ロード
レースのメジャースポーツ化と、自転車の多様な魅力
を発信していく事を目指して活動。
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５．参考資料

■　サイクルツーリズムセミナー　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

お申し込み・お問い合わせ

COC＋事業推進事務局
〒030-0132 青森市大字横内字神田12番地

Tel：017-728-8161  Fax：017-738-8333
E-mail：acgu-coc@aomoricgu.ac.jp

【主催】青森ＣＯＣ+推進機構 雇用創出連携プロジェクト
　　　　「ツーリズム」（青森中央学院大学、弘前大学）

【後援】青森県サイクリング協会
　　　　青森県サイクル・ツーリズム推進協議会

定 員

対 象

30名（定員になり次第〆切）

街歩きガイド従事者、青森県内ペダルレスト（バイクラック）設置施設
自転車を通じた観光振興に興味のある一般、学生

平成29年度　地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

街中サイクリングガイドの基礎

青森県のサイクリングガイドを目指そう！
～ポタリングの基礎を学ぼう～

サイクルツーリズムセミナー

　COC＋雇用創出連携プロジェクト事業では、観光で青森県を訪れるサイクリングビギナーが楽しみながら近距離
をサイクリング出来る「ポタリング」に着目し、ポタリングガイドを目指すためのセミナーを開催します。

日 時

場 所

内 容

平成30年３月11日日 14：00～16：00（受付13：30～）

青森中央学院大学 看護棟（7号館）1階 フリースペース
〒030-0132 青森市横内字神田12　TEL：017-728-0131 【会場案内図・駐車場】裏面をご参照ください

講演① 実 演講演②

交通ルールの基礎・知識、
安全の配慮、ルート作り

バイクメンテナンス、
パンク修理

ペダルレストの取扱い

日本サイクリング協会認定
サイクリングガイド

江利山 元気 氏

サイクルショップ西野
代表　

西野　剛 氏

日本サイクリング協会認定
サイクリングガイド

花田 カズオ 氏

Raticul代表
一般社団法人S.I.A東北　常務理事
日本サイクリング協会（JCA）公認サイク
リングガイド、青森県サイクルツーリズム
推進協議会副座長、メディックファースト
エイドベーシックプラス修了、2017ツール
ド東北（東北復興ライド）ガイドライダー
統括業務
青森県内を中心に、スポーツ振興活動とし
て自転車をはじめ、スポーツイベント等を
企画運営。ガイドとして台湾等、海外のお
客様のコース設定や案内、県内向けライド
企画や講習会を手掛ける。

エコでロハスなサイクルライフを応援す
る、青森市の自転車店『サイクルショップ
西野』の二代目。サイクリングクラブの浪通
チャリ部、NAMICHARI AND CO.、テツ
ノカイ主宰。自転車組立整備士。

青森県弘前市生まれ
クリエイティブアート101
デザインズ合同会社 代表
日本 サイクリング協会（JCA）公認 サ
イクリングガイド、日本山岳ガイド協会
（JMGA）登山ガイドSⅡ、スキーガイドS
Ⅰ、JMGA危急時対応・一般救急救命・月
山朝日ガイド協会アバランチレスキュー・
各講習更新終了、2017ツールド東北（東北
復興ライド）ガイドライダー統括業務
東北の魅力を伝えるべく、山もバイクも
オールシーズン年中無休！
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

■　「浅虫温泉海山クアの道」魅力発見！ガイドブック　健康データ編　

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

●
青森

●
弘前

八戸●

浅虫浅虫

むつ●

●
盛岡

●秋田

仙台
●

山形
●
●
上山

福島
●

健康データ編

青森COC+推進機構（青森ブロック）
青森中央学院大学COC+事業推進事務局

魅力発見！ガイドブック
ドイツ式健康ウォーキング
「浅虫温泉海山クアの道」
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５．参考資料

■　雇用対策フォーラム～なぜ地元に就職しないのか？～　チラシ
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