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 ＮＰＯ法人プラットフォームあおもり  

２０２2-2023年度の主な事業領域と、その関連事業の過去の実績  

  

１． あおサポ （あおもり出会いサポートセンター） 事業        【Community 領域】 

 

正式事業名 令和４年度結婚応援プロジェクト事業委託業務 

発注者 青森県（健康福祉部こどもみらい課） 

事業概要 

結婚を希望する者の出会いと結婚を応援することを目的に

「あおもり出会いサポートセンター」を設置し、出会いの場の

情報提供を行うほか、結婚応援ネットワーク会議開催等の実

施により、結婚支援に携わる県、市町村、民間企業等の連携

を強化し、各団体の取組を推進することによって、結婚した

い男女の希望を叶える。 

2022事業予算 7,269千円 

参考URL http://adsc.jp/  

関連事業実施年度 

と事業予算 

２０１６年度 21,920千円、2017年度 18,008千円 

2018年度 18,090千円、2019年度 13,158千円 

2020年度 8,857千円、2021年度 6,235千円 

 

 

２． 青森市子どもの居場所事業                        【Community 領域】 

 

正式事業名 青森市子どもの居場所づくり・学習応援業務 

発注者 青森市 

事業概要 

家庭の経済状況に関わらず、学ぶ意欲と能力のある全ての

子どもが、能力・可能性を最大限伸ばし、それぞれの夢に挑

戦できるよう、学習の支援だけでなく、様々な相談や、仲間

と出会い、活動ができる居場所づくりにつながる支援をする

ことにより、子ども達の生活習慣や学習習慣の定着・社会性

やコミュニケーション能力の育成を図ることを目的とする。 

２０２2事業予算 7,919千円 

関連事業実施年度 

と事業予算 

2016年度 5,100千円、2017年度 7,500千円 

2018年度 7,500千円、2019年度 7,590千円 

2020年度 7,763千円、2021年度 7,789千円 

 

http://adsc.jp/
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３． 子ども第三の居場所事業 （新規）                      【Community 領域】  

 

事業名 「子ども第三の居場所」学習・生活支援モデル 青森市拠点 

発注者 日本財団 

事業概要 

家庭の経済状況に関わらず、全ての子どもが能力・可能性を

最大限伸ばし、それぞれの夢に挑戦できるよう、様々な相談

や、仲間と出会い、活動ができる居場所づくりにつながる支

援をすることにより、子ども達の生活習慣や学習習慣の定

着・社会性やコミュニケーション能力の育成を図る。 

２０２2事業予算 48,540千円 （2022年度新規事業） 

 

 

４． 移住コンシェルジュ配置業務                          【Community 領域】   

 

正式事業名 令和４年度移住コンシェルジュ配置業務 

発注者 あおもり移住・交流推進協議会 

事業概要 

首都圏相談窓口及び市町村をはじめとする関係機関との連

絡調整、協議会事務局に相談があった者への情報提供及び

相談対応、協議会事業の企画・運営など。 

2022事業予算 3,100千円 

参考URL https://www.aomori-life.jp/ 

関連事業実施年度

と事業予算 

2016年度 2,750千円、2017年度 3,000千円 

2018年度 3,000千円、2019年度 3,000千円 

2020年度 3,100千円、2021年度 3,100千円 

  

 

５． 県内市町村・定住自立圏婚活支援事業                   【Community 領域】   

 

事業名の例 婚活イベント実施業務 

発注者（予定） 十和田市など 

事業概要 
結婚を希望する独身男女の出会いと結婚を促進するため、

効果的な婚活イベントを実施する。 

２０２2事業予算 1,320千円 

関連事業実施年度

と事業予算 

2016年度 2,500千円、2017年度 1,490千円 

2018年度 1,490千円、2019年度 1,720千円 

2020年度 955千円 2021年度 1,450千円 
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６． 県内市町村・定住自立圏移住支援事業                  【Community 領域】 

  

事業名の例 つがる市関係人口業務など 

発注者 つがる市など 

事業概要 関係人口拡大企画の運営など 

２０２2事業予算 １，96０千円 

関連事業実施年度

と事業予算 

2017年度 4,493千円（八戸圏域連携中枢都市圏） 

2018年度 3,300千円（三沢市、上北定住自立圏） 

2019年度 1,350千円、20年度 1,300千円（五戸町） 

2021年度 1,845千円 

 

 

７． 青森県型地域共生社会事業                        【Community 領域】  

 

事業名の例 小規模多機能自治研修会運営業務など 

発注者 中泊町など 

事業概要 小規模多機能自治について、講師を招聘し研修会を実施。 

2022事業予算 440千円 

関連事業実施年度

と事業予算 

2019年度 3,657千円（東青、西北、中南地域県民局） 

2020年度  ６００千円（中南地域県民局） 

2021年度 1,200千円（中泊町） 

  

 

８． キャリア形成プログラムの企画運営                      【Career 領域】  

 

発注者 青森中央学院大学・八戸学院大学など 

事業概要 
県内大学のキャリアセンターなどの要望に応じて、学生のキ

ャリア形成に資するプログラムを企画提案し、運営。 

2022事業予算 未定 

関連事業開始年度 2011年～ 
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９． 県内企業向け人事コンサルティング業務                          【Career 領域】 

 

発注者 県内企業 6社など 

事業概要 

人事部機能を強化できない県内中小企業に対し、採用支援・

定着促進・育成から、評価制度設計や社員ヒアリング、人事

戦略策定に至るまで、HRMスタッフがサポート。 

２０２2事業予算 
支援制度を活用して無償で提供できるものから、月額制で

の長期支援まで、ニーズに応じて提供。 

関連事業開始年度 2011年～ 

 

 

１０． 県内企業向け伴走支援業務                            【Career 領域】 

 

発注者 岩手県中小企業団体中央会 

事業概要 
北東北 3 県で合同開催する、東北経産局「北東北人材確保

等総合支援事業」。企業の採用・定着促進・育成サポート。 

２０２2事業予算  3,300千円 

関連事業開始年度 2011年～ 

 

 

１１． 関係人口創出事業                               【Start up領域】 

 

正式事業名 関係人口誘致・受入プロセス展開業務 

発注者 青森県（企画政策部地域活力振興課） 

事業概要 

人口減少下で顕在化している担い手不足等の地域課題に対

し、地域に継続的に関わり、様々な形で支援する「関係人口」

を継続的に増やすプロセスを実証する。 

２０２2事業予算 未定 

関連事業実施年度

と事業予算 

2018年度 5,145千円 

2019年度 6,350千円（県主催交流事業含む） 

2020年度 4,755千円 

2021年度 4,600千円 
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１２． 農水省 農泊推進事業                                   【Start up領域】 

 

正式事業名 令和３年度農山漁村振興交付金事業 

発注者 いまべつ町荒馬の里づくり協議会・今別町 

事業概要 
地域内に存在する古民家などの遊休施設を活用し、農山漁

村の収益力向上に貢献する事業を展開。 

２０２2事業予算 ２年総額 48,000千円 （２０２１～２０２２年度） 

関連事業実施年度

と事業予算 

2018・２０１９年度 2年総額 87,000千円 

七戸町「南部の馬文化」活用協議会および㈲金子ファーム 

2019年度 10,500千円 

亘理町「里と海をつなぐまちフェニックスプラン」推進協議会 

２０１９・２０２０年度 ２年間総額 116,000千円 

  田子町｢環十和田湖Gateway構想｣推進協議会 

 

１３． ふるさと兼業                                         【Start up領域】 

 

事業主体 NPO法人G-netと全国１０以上の連携団体 

事業概要 
全国の中間支援組織と連携し、都市部の人材と地方の企業

などをプロジェクトでつなげる取り組み。 

２０２０事業予算 未定 

参考URL https://furusatokengyo.jp/ 

 

 

１４． 内閣府 関係人口創出・拡大モデル事業（応募中）         【Start up領域】 

 

正式事業名 
令和３年度補正・令和４年度 関係人口創出・拡大のため

の対流促進事業 

発注者 内閣府 

事業概要 

関係人口の創出・拡大のため都市部住民と地方との関わり

の創出・拡大に向けた中間支援の先進的な新たな取組を創

出し、横展開を図る。 

2022事業予算  5,000千円 

関連事業実施年度

と事業予算 
2021年度 6,500千円 

 

https://furusatokengyo.jp/

