
秋田出身でＵターン希望の方も、Ｉターン
希望の方も、みんな秋田に来てください
との願いを込め、オールターン（All Turn）
の〝Ａ〟と、秋田（Akita）の〝Ａ〟をかけ
『Aターン』と総称しています。

公益財団法人　秋田県ふるさと定住機構

あきたへ、あなたも、あしたから Ａターン情報誌
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Ａターンプラザ・サポートセンター
スタッフ紹介します!!

全国トップレベル！秋田の子育て支援

市町村イチ押し
支援制度ピックアップ
平成28年度
Ａターンフェア開催レポート
ホームページに
「Ａターン登録者専用ページ」が
オープン！

Ａターンフェアの全日程が決まりました!!



月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始は除く）
9：00～ 17：45
〒102-0093　東京都千代田区平河町 2-6-3　
　　　　　都道府県会館 7Ｆ（秋田県東京事務所内）
東京メトロ半蔵門線／南北線＜永田町駅＞
銀座線／丸ノ内線＜赤坂見附駅＞
0120-122-255　　　　　　03-5212-9116
a-plaza@coral.broba.cc

【自己紹介を一言。】
　皆さん、はじめまして。平成
29年5月より A ターン相談員と
して着任した有馬と申します。
私は、就労支援の仕事について
6年目ですが、今回、秋田県東京
事務所にて「Aターン」就労支援
に挑戦することになりました。
人生は何事も経験とチャレンジ
が必要という信念で「Aターン」
就労支援に従事しますのでこれ
からもよろしくお願いします。

【Ａターン就職を希望する方に
メッセージを！】
　私自身は秋田県出身ではあり
ませんが、小学生の時に秋田市
内に住んでいました。秋田に住
んでいた頃は、よく山の中や川
で遊んだ記憶があります。この
体験は都会にだけ住んでいては
体験できません。私もこれから
「A ターン」就労支援を通じて、
自然が豊かで人も優しい秋田県
を自分自身も再度好きになって
行きたいと思っています。

Ａターンプラザ秋田
有馬 相談員

【自己紹介を一言。】
　秋田県由利本荘市出身で、2014
年に上京してきました。Aターン相
談員を始めたのは 2015 年からで
す。東京で日々過ごすうちに生まれ
故郷である秋田に関われるような
ことがしたいと思っていたところ
相談員というお仕事と出会いま
した。

【Ａターン就職を希望する方に
メッセージを！】
　「あきたで暮らそう！A ターン
サポートセンター」は平成 27 年
より常設窓口として営業しており、
今までの相談件数は550件を越え、
リピーターの来訪も多い状況と
なっています。
　相談内容は人によって様々です
が、窓口では県内各自治体や関連
団体と連携を取り、ひとりひとり
のニーズに応じた対応を行ってい
ます。一人で情報を集めて秋田に
転職・A ターンすることはできる
とは思いますが、こういった窓口
を利用することで人との繋がりや
関わり・情報が増え、今後の選択
肢の幅をひろげるきっかけになる
のではと思います。

Ａターンサポートセンター
津野 相談員

【自己紹介を一言。】
　秋田出身で本社が秋田の会社に
勤めていました。定年退職後「故郷
秋田の移住促進のお手伝い」が少し
でもできればと「Aターンサポート
センター」で、秋田に帰りたい移り
たい方々へのサポートをしており
ます。

【Ａターン就職を希望する方に
メッセージを！】
　相談内容は「仕事・働く」での来訪
者が多いのですが、よく話を聞いて
みると「働き甲斐のある仕事や企業
探し」「この会社どんな会社ですか」
「このくらいの給料で暮らしていけ
ますか」「新しい生き方を探したい」
「起業・開業にチャレンジしたい」
「就農等で生きかたを変えたい」
「ネットでは解らないリアルな情報
を知りたい」など内容は様々。「一人
で考えても誰か話を聞いてくれる
人がいないかな？」と訪れる人も多
くみられます。「あきたに行こう、帰
りたい」のキッカケ探しに「Aター
ンサポートセンター」を気軽にご利
用ください。「私だけじゃないんだ、
同じようなこと思っている人 結構
多いんだ ! !」と感じますよ。

Ａターンサポートセンター
進藤 相談員

相 談 日
相談時間
場　　所

アクセス

フリーダイヤル FAX
E-MAIL

■Ａターンプラザ秋田
火曜日～日曜日（祝祭日・年末年始は除く）
10：00～ 18：00
〒100-0006　東京都千代田区有楽町 2-10-1
　　　　　　東京交通会館8Ｆ（ふるさと回帰支援センター内）
ＪＲ山手線／京浜東北線＜有楽町駅＞
丸ノ内線／日比谷線＜銀座駅＞
千代田線／都営三田線＜日比谷駅＞
080-9292-5195
akita1@furusatokaiki.net

相 談 日
相談時間
場　　所

アクセス

TE L

■あきたで暮らそう！Ａターンサポートセンター

E-MAIL

子どもの年齢や出生順位を問わず、また、対象施設を広く設定し、保育料を助成しています。
すこやか子育て支援事業（保育料助成）

0歳児～就学前まで　　　　　　　　第1子から　対象年齢 出生順位

※医療費助成・保育料助成とも、市町村で所得制限の緩和や上乗せ助成を行っている場合がありますので、詳しくは市町村にご確認ください。

所得に応じて、保育料の1/2または1/4（ひとり親家庭は一律1/2）を助成
H28年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯は、第2子以降の保育料を全額
助成します。（出生時に県外に住んでいた場合にも適用されます。）

助成内容

幼稚園：世帯年収約680万円まで　　保育所：世帯年収約640万円まで所得制限

対象施設 認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等

お問い合わせ 秋田県　次世代・女性活躍支援課
℡：018－860－1553
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※H29年度当初予算額により算出
※全国平均は保育料助成を実施している 31都道府
　県の平均額

秋田県の保育料助成額は全国 1位！

Ａターンプラザ・Ａターンサポートセンターでは、Ａターン就職や秋田での暮らしに関する疑問
や悩みを相談できます。電話やメールでも受け付けておりますが来訪が一番！何度でもお越しく
ださい。来るたびに新しい情報があるかもしれませんよ。

【自己紹介を一言。】
　出身は秋田市で、今回人生で初
めての東京での生活にとまどいな
がらも２か月が過ぎようやく、東
京の人の多さに慣れてきたかと感
じておりますが、日々故郷秋田を
思い帰省したい気持ちでいっぱい
になり（まだ２か月しか経ってま
せんが）、やっぱり、自分は秋田
が好きなことを確信しました。
　秋田大好きな私が、少しでも
皆さんのＡターンの力になれる
ように頑張りたいと思います。

【秋田の好きなところは？】
　私が秋田に住んでおり感じる
ことは、やはり四季が豊かなと
ころです。
　冬の厳しさはありますが、そ
の分春の心地よさは最高です。
　皆さん、一年間を「春の心地よ
さ」、「夏の青く澄んだ空」、「秋の
色づく山々」、「冬の厳しさ」を感
じながら過ごしてみませんか。
　また、個人的には、秋田美人
が多いところも最高です。

【自己紹介を一言。】
　東北４県で育った中でも、多く
の友人たちと青春時代を過ごした
秋田県に強い思いがあります。
　関東の生活が長くなりました
が、住んでいる埼玉県にない“日
本海の美しい景色”がとても好
きです。
　相談員のしごとは、自分自身
が再就職活動をした時に出会っ
たキャリアコンサルタントが、
再就職の的確な情報提供やアド
バイスをしてくれ、さらに「菊
地さんは若い求職者のお手伝い
をする仕事に興味ありません
か？」ときっかけをくれました。

【Ａターン就職を希望する方に
メッセージを！】
　就職活動は、希望の未来に向
けて踏み出すイベントです。で
も気軽に相談をしてください、
お待ちしています。

【自己紹介を一言。】
　大学生～社会人まで、就職に
関する疑問・質問・ご相談承り
ます。
　偶然参加した飲み会で偶然お
会いした方に「秋田に関わる仕
事あるよ」の情報をいただきこ
の仕事に就きました。呑むこと・
食べること・お料理することが
大好きで、今気になる秋田の食
は「かやき」です。

【秋田の好きなところは？】
　秋田の好きな風景断トツNO.1
は「空」です。秋田駅東口から
ALVE への連絡通路で、空の広さ
に驚き思わず立ち止まりました。
「県庁所在地の新幹線停車駅の駅
舎から見える空の大きさ NO.1」
だと思いました。秋田出身の方
が、穏やかで優しい理由は、こ
の大きな空の下でゆったりと過
ごしているからなのだと、妙に
納得しました。

Ａターンプラザ秋田
柴崎 相談員

Ａターンプラザ秋田
加藤（メインスタッフ）

Ａターンプラザ秋田
菊地 相談員

スタッフ紹介します!!スタッフ紹介します!!
Aターンプラザ・サポートセンター

全国
トップレベル！

全国
トップレベル！

全国
トップレベル！秋田の子育て支援！ 秋田県では、子育て家庭を経済的に支援するため、全国トッ

プレベルの内容で医療費・保育料の助成を行っています。

一定の所得制限のもと、中学生以下の子どもにかかる医療費の一部又は全額を助成しています。

お問い合わせ　秋田県長寿社会課　国保改革準備・医療指導室　℡：018－860－1351

福祉医療制度（乳幼児・小中学生）

助成対象者・内容

所 得 制 限

① 0歳児または市町村民税所得割非課税世帯：全額助成 
② 1歳児～中学生：半額助成
　（※②の自己負担額の上限は、1医療機関1カ月当たり1千円まで）

父または母（生計中心者）の所得が460万円以下　
（※扶養親族等１人につき38万円を上乗せして判定）



大仙市役所
経済産業部企業商工課
TEL：0187－63－1111
　　  （内線 258・276）

お問い合わせ先

にかほ市　商工観光部　商工政策課
TEL：0184－38－4304　 FAX：0184－38－4050
E-mail：shoukou@city.nikaho.lg.jp

お問い合わせ先

北秋田市総合政策課
TEL：0186－62－6606

お問い合わせ先

　大仙市内の企業へインターンシップをする大学生等やAターン希望者が
市内企業へ就職活動のため交通機関を利用して大仙市を訪れ、さらに市内
の宿泊施設を利用した場合、その費用を市が助成します。　
※他機関から同様の補助を受ける場合は対象外
※助成対象回数は、年１回
交通費　・対象交通機関：電車、飛行機、船舶、バス
　　　　・補助額：係った経費の1/2（補助上限額20，000円）
宿泊費　・補助額：１日あたり5,000円か宿泊費のどちらか低い額
　　　　※インターンシップは５日まで。Aターン就職活動は１日まで。

大仙市内の企業へ、インターンシップや
就職活動を行った人の交通費、宿泊費を
支援します。

　本市に転入し、住宅を取得された移住者の方を対象に、定住奨励金による支
援を行います。定住奨励金は、

　 最大100万円の定住奨励金を交付。
　 取得された住宅・宅地に係る固定資産税相当額を３年間
交付。

　 市内の温泉施設の日帰り入浴を無料で１年間利用でき
る温泉無料パスポートを交付。

の３つの特典があり、定住世帯を手厚く支援いたします。市内に実家等がある
ため住宅の取得はしないという場合でも、転入により市内に住む親世帯又は子
世帯と多世帯同居になる場合は、リフォーム代金の一部（上限50万円）を補助
する、多世帯同居奨励金の交付が受けられます。
※転入前に市外に３年以上居住している事
等の条件があります。

北秋田市の奨学金返還支援制度はここがスゴイ！
　「返還元利金の1/2または1/3を最大60ヶ月分助成」「奨学金２口まで対象（補
助上限あり）」「市と県の要件どちらも満たす方は同時に受給する『併用型』、また
は、県の受給終了後に市から受給する『連動型』を選択可能」。
　高等学校、高等専門学校、短大、大学、大学院、専修学校等に在学中、日本学生支
援機構、秋田県育英会、秋田県社会福祉協議会、地方公共団体等から貸与した奨
学金が対象。
　5年以上定住する意思があること、北秋田市に住民登録すること、住所地から
通勤可能な場所で就労していること、このほかにも諸要件がございます。

にかほ市は、住まいに関する
移住支援制度が充実しています。

北秋田市では「奨学金返還支援制度」を実施し
若者の暮らしを応援しています！ 
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補助対象経費　引越し業者への支払費用、本市まで引越すために要した交通費、不
用品処分費、その他必要と認められる経費

補　助　率　１/２以内
補助上限額　９万円（千円未満切り捨て）

　県外からの移住者のマイカー購入や引越し費用、家財購入費用、リフォーム資金
など、移住・定住にともなう資金にかかるローン（市が提携する秋田銀行 移住・
定住サポートローンに限る）の利息額に対する費用を補助します。
　補助対象経費　毎年４月１日～翌年３月 31日までの利息額の全額
　補助対象期間　最大７年間　※同一世帯につき、１回に限る。

　由利本荘市仕事づくり課は、移住（UIターン）に関するご相談を、窓口ワンストッ
プで“まるごと”承っています。移住を検討する際に多数の方にとって大きな課題と
なるのが「仕事」です。
　当市では「無料職業紹介所」を開設しており、移住を希望する方へ求人情報をタイ
ムリーに紹介するなどでお仕事の支援をしていますが、その採用面接の際にお支払
いされた交通費に対して一定額を補助しています。
　また、起業・創業を由利本荘市で！とお考えの方に対しては、現在お住まいの近く
まで専門家が出張し、ビジネスプランの策定や資金調達など、起業・創業の実現に至
るまでの各段階に応じた相談を無料で実施しています。
　ぜひお気軽にお問い合わせください。

支援制度
ピックアップ！
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市

県外からの移住者の引越し費用、最大９万円を
補助します。

1

マイカー購入資金・引越費用・家財購入費用・
リフォーム資金のローン利息を補助します。2

鹿角市政策企画課鹿角ライフ促進班
TEL：0186－30－1310　
FAX：0186－30－1122
E-mail　k-life@city.kazuno.lg.jp

お問い合わせ先

由利本荘市　由利本荘まるごと営業本部仕事づくり課
TEL：0184－24－6247　FAX：0184－24－6268
E-mail：shigoto@city.yurihonjo.lg.jp

お問い合わせ先

由利本荘市では、“はたらく”で移住を
サポートしています！

市町村

イチ押し
市町村

イチ押し



秋田就活情報サイト「KocchAke!（こっちゃけ）」では、県内企業のインターンシップ動画を
公開し、インターンシップの内容や若手社員のインタビューなどを詳しく紹介しています。
ぜひご活用ください！KocchAke!KocchAke!

インターンシップ動画は
　　　　　　　　　　　　で!
インターンシップ動画は

　　　　　　　　　　　　で!こっちゃけこっちゃけ

こっちゃけ

参加
企業 13社 来場者 約1,000名

■イベント内容
企業との個別面談、Ａターン就職・移住相談、キャリアコンサルティング、
職業適性診断、インターンシップ相談、奨学金返還助成制度ＰＲ、後継者
人材バンク相談、秋田市・にかほ市移住相談、各種セミナー

セミナーは予想を遥かに上回る方にご参加頂き、立ち見席ができました。
企業ブースは各企業ともに工夫を凝らしたブース作りを行っていまし
た。来場者は希望職種ごとに色分けされたネックストラップを付け、その
色を見分けて企業が積極的に声かけを行っていました。

Ａターンフェアin東京
会場：中野サンプラザ1月28日（土）

Ａターンフェアin秋田
会場：イオンモール秋田12月30日（金）

参加
企業 42社 来場者 155名（うち、10名が面談企業へ就職）

来場された方の
また機会があれ
ばフェアに参加
したい。

大変有意義な
時間でした。

秋田へ戻りたい
人の数が多いこ
とに驚いた。

話しかけやすい雰囲
気だったので、たくさ
ん気軽に質問相談す
ることができました。声声

■イベント内容
企業との個別面談、Ａターン就職・移住相談、Ａター
ン登録、学生就活、職業適性診断、県外学生向けイン
ターンシップ相談、秋田市・にかほ市・能代市移住相
談、各種セミナー、ケースケ＆マサのミニライブ

年末に秋田で一番の賑わいを見せている「イオン
モール秋田」で大々的にＡターンフェアを開催しま
した。県内企業の自社ＰＲや市町村の制度説明、ミ
ニライブなど内容盛りだくさんで、Ａターン相談は
もちろん、学生・インターンシップ・職業適性診断な
ど、多くの方にお越し頂きました。

平成28年度Ａターンフェア開催レポート

秋田県で就職し暮らしたい！という方が、獲得した「ポイント」に応じ、自動車購入、結婚
式費用、温泉宿泊から日常生活にいたるまで、各種割引などの優待サービスが受けられ
る、秋田独自のアプリです。

秋田とご縁を!

秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を!

秋田GO!ENアプリ
あきたごえん

■イベント内容
企業との個別面談、Ａターン就職・移
住相談、キャリアコンサルティング、
職業適性診断、後継者人材バンク相
談、県外学生向けインターンシップ
奨学金返還助成制度ＰＲ、林業就業
相談、秋田市・にかほ市移住相談、各
種セミナー

企業と来場者の面談を20分一コマ
で行いました。事前予約をしている
方はお待ち頂くことなくスムーズに
企業との面談をされていました。セ
ミナーには多くの方にご参加いただ
き、秋田での就職や制度についての
説明を熱心にお聞き頂きました。

Ａターンフェアin東京
会場：中野サンプラザ7月23日（土）

参加
企業 33社 来場者 84名（うち、11名が面談企業へ就職）

Ａターンフェアin秋田
会場：アトリオン8月12日（金）

来場者 47名

■イベント内容
Ａターン就職・移住相談、キャリアコンサル
ティング、職業適性診断、学生相談、イン
ターンシップ相談、後継者人材バンク相談、
奨学金返還助成制度ＰＲ、林業就業相談、秋
田県警就職相談、秋田市・にかほ市・能代市・
横手市・羽後町移住相談、各種セミナー

塗り絵や折り紙コーナーを設置し、お子様
連れで来場されたパパママにも、ゆっくり
とご相談いただきました。学生や子供のＡ
ターン就職を願う保護者の方にも多数ご来
場いただきました。市町村の担当者も出席
しており、その地域の具体的な制度など、皆
さん熱心に聞かれていました。
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ホームページに
「Ａターン登録者専用ページ」がオープン！
ホームページに
「Ａターン登録者専用ページ」がオープン！
今年度より「Ａターン登録者へのサービス向上」を
目指し、登録者専用ページをオープンしました。
（登録時に送付されるＩＤ・パスワードを入力するこ
とで閲覧できるサービスです。）

今後、Ａターンフェア参加企業の求人票の公開、企業ＰＲページなど、秋田の企業を研究するため
に必要な情報をどんどん追加していきます！ぜひご期待ください。

ここでしか閲覧できない「Aターン登録者専用求人」
や、ハローワーク求人が一覧でご覧いただけます。

２ Aターン求人情報一覧

勤務開始日が平成29年4月1日以降のAターン就
職者で、秋田に住所を移した方にクオカード1,000
円分をプレゼント！専用ページの報告フォームより
お申し込み頂けます。

３ Aターン就職報告フォーム

県内企業の「求人票には載せていない」情報や、
市町村の最新情報など、登録者限定のＡターンに
役立つお得な情報をお知らせします。

１ 登録者の皆様へのお知らせ

県内企業との秋田での採用面接に要した交通費を助
成します。登録者専用ページでは、申請書類一式を
ダウンロードできます。

４ 交通費助成金申請

登録者専用ページでは、どんな情報が見られるの？登録者専用ページでは、どんな情報が見られるの？ ？

詳細は随時ホームページでご案内します。
秋田の企業情報満載のフェアにぜひご参加ください！

2017年

2018年

8月 5 日（土）
8月12日（土）
9月 3 日（日）
10月29日（日）
12月30日（土）
2月10日（土）

Aターンフェアin東京　会場：浅草橋ヒューリックホール
Aターンフェアin秋田　会場：アトリオン3F
Aターンフェアin仙台　会場：仙都会館8F
Aターンフェアin東京　会場：浅草橋ヒューリックカンファレンス
Aターンフェアin秋田　会場：秋田拠点センターアルヴェ
Aターンフェアin東京　会場：浅草橋ヒューリックホール

仙台初開催！NEW
NEW


