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「Aターン者から見た」
企業の魅力特集！

平成29年10月～平成30年2月
Aターンフェア開催報告

平成30年度
Aターンイベントスケジュール　「住所・メールアドレスが変わった」「自己ＰＲを変更したい」「Ａターンしたので登録を取消し

たい」など、登録内容に変更が生じましたら、ふるさと定住機構ホームページ画面右上の「お問い合
わせ」フォーム又はお電話でふるさと定住機構まで、いつでもお気軽にご連絡ください。
　特に住所が変わった場合には、情報がお手元に届かなくなる場合もありますので、速やかにご連
絡ください。

求人企業PRコーナーで
情報を集めよう！

登録内容に
変更があったら
必ずご連絡
ください

　Ａターン登録時、「企業への公開可」を選んだ方には、Ａターンプラザを通し企業から「応募しま
せんか？」と声がかかります。そのリクエストを利用した企業から、「リクエストしても返答がな
い」という問い合わせを多数頂いております。
　現在は企業からのリクエストを積極的に頂いておりますが、返信が少ないと、今後企業が登録者
のリクエストに対して消極的になる恐れがありますので、「まだ応募するタイミングではない」「希
望の職種じゃない」といった理由でリクエストを受けられない場合でも、必ずご返信ください。

リクエストには
必ずご返信
ください

　　当財団ホームページ内「求人企業PRコーナー」では、秋田県内企
業の「求人票には書いていない」キャリアプラン、福利厚生、社員のライ
フステージ等、様々な情報をご覧いただけます。現在87社を公開して
おり、今後もどんどん掲載していきますので、「気になる企業」の情報収
集にお役立てください。

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。

◆登録内容を公開すると、企業から「応募しませんか？」と声がかかります。
　登録内容を公開すると、ふるさと定住機構に登録している秋田県内企業800社以上に公開され、企業から「応募
しませんか？」と声がかかることも。ぜひご活用ください。（プライバシーに係る部分は公開しません。）

秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を！ インターンシップの動画は

登録者の皆様へ

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

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。
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平成30年度　Aターンイベントスケジュール

AKITA

MIYAGI

TOKYO

INFORMATION OF A-TURN

秋田県内企業のインターンシップをより身近なものとして考えてもら
うために、インターンシップ実施企業の業務内容を紹介したＰＲ動画
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。

こっちゃけ 検 索

あきたごえん 検 索

あきた日和
Aターン情報誌

1月下旬～
2月上旬（予定）

Aターンフェアin東京

Ａターンフェアin秋田

秋田の企業説明会in仙台

秋田の企業説明会in東京

Ａターンフェアin秋田

Ａターンフェアin東京
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秋田で面接の際は当財団の「面接交通費助成」が利用できます。

イベントでは企業ブース、市町村、業界研究のほか、各種セミナーを計画しています。

参加企業
（予定）
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Aターンフェア開催報告

　東京でのAターンフェア開催は例年2回
でしたが、今年度は10月に追加で開催しま
した。参加企業数は16社でしたが、参加申
込みは50社を超えており、Aターン者採用
に積極的な企業がますます増えている印象
を受けました。

　台風の接近に伴い天候の悪い中での開
催でしたが、43名の方にご来場いただき
ました。
　皆さん今後の一つの企業選択の情報収
集として、熱心に企業ブースを訪問され
ていました。

日時：平成29年10月29日（日）
　　　12：00～16：30
会場：浅草橋ヒューリックカンファレンス　ROOM０

■参加企業数／16社　■来場者数／43名　■企業面談数／55名（延べ）

＜イベント内容＞企業との個別面談／県外学生向けインターンシップ相談／市町村移住相談（秋田市、
にかほ市）／業界研究ブース（秋田県社会福祉協議会、秋田県建設業協会）

　年末のＡターンフェアは、バリトン伊藤さんを
司会に、秋田拠点センターアルヴェで開催しまし
た。晴れ間ものぞく絶好の就活日和となり、この
日は350名の方々にご来場いただきました。
　ご本人はもとより、ご家族連れや県内にいるご
両親のみでの来場も多く見られました。
　フェアの主な内容は、企業の説明・PRで、来

場者は今後の企業選択のため、各企業ブースを訪
問し、熱心に情報収集していました。　
　また、県内市町村の担当者による移住相談、ハ
ローワーク、Ａターン制度などの相談をはじめ、
業界団体による傘下企業の紹介やパソコンを用い
ての職業適正診断など、様々なメニューを取りそ
ろえ、来場者の皆様にご活用いただきました。

Aターンフェアin秋田
日時：平成29年12月30日（土）12：00～15：00
会場：秋田拠点センターアルヴェ １F きらめき広場

■参加企業数／38社　  ■企業面談数／273名（延べ）
■来場者数／350名　■相談コーナー等利用者数／131名（延べ）

＜イベント内容＞ 企業との個別面談／ステージイベント（企業“なま”コマーシャル他）／Ａターン就職・移住相談／職業
適性診断／キャリアコンサルティング／ハローワーク相談／学生就活相談／インターンシップ相談／市町村等移住相談

（秋田市、にかほ市、大仙市、由利本荘市）／業界等研究ブース（秋田県社会福祉協議会、秋田県建設業協会、秋田県看護
協会、秋田県造園協会、秋田県人事委員会）／県内企業パンフレットコーナー

Aターンフェアin東京

 　今年度最後のＡターンフェアin東京は、浅草橋
ヒューリックホールで開催しました。
　過去最多の54社（うち3割が初出展企業）がブー
ス出展し、各企業ブースでは、プロジェクターを
使用したり、自社製品を展示したりと、趣向を凝
らした自社PRが行われました。
　ご夫婦、お子様連れ、カップルの方の来場も多
く、企業ブースで一緒に情報収集される様子が目

立ちました。
　「どんな仕事に就きたいかわからない」とパソ
コンでの職業適性診断や、キャリアコンサルティ
ングをご利用になる方、「就職活動の仕方を聞きた
い」と就活相談をされる方もいらっしゃいました。
　一人3～4社の企業ブース訪問される方、じっく
りと企業パンフレット収集をされる方が多かった
のも印象的でした。

Aターンフェアin東京
日時：平成30年2月10日（土）12：00～16：30
会場：浅草橋ヒューリックホール

■参加企業数／54社　  ■企業面談数／223名（延べ）
■来 場 者 数／136名　■相談コーナー等利用者数：108名（延べ）

＜イベント内容＞企業との個別面談、Ａターン就職・移住相談、職業適性診断、キャリアコンサル
ティング、学生就活相談、インターンシップ相談、市町村等移住相談（秋田市、能代市、仙北市、由利
本荘市、にかほ市、湯沢市）、業界等研究ブース（秋田県社会福祉協議会、秋田県トラック協会、秋田県警、秋田県商工会
連合会、秋田県事業引継ぎ支援センター）、県内企業パンフレットコーナー
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2/10来場者アンケートより

会場の雰囲気は
いかがでしたか?Q

Good!

明るい雰囲気で良かった。

企業の担当者に気軽に声を
かけていただきました。

自分の予想以上に色々な
お話を聞けました。

聞きたかった事を聞け、
有意義でした。

子連れでも安心して参加
できました。

会場の雰囲気が堅苦しく
ないのがいい。

質問しやすかったです。

 よかった
!

98.2%



KocchAke! KocchAke! KocchAke! KocchAke!

Aターン者
 から

見た
企業の魅力特集！
県外からＡターンして実際に働いている方々からのメッセージをお届けします。
気になる企業が見つかったら、Ａターン求人情報をチェックしよう！

株式会社五洋電子
秋田県潟上市天王字鶴沼台43-224
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/goyo/

日立グループの電子機器設計・製造会社です。海外向け業務用無線端末、半導
体・FPD用制御ユニット、放送・映像機器等の製品開発・製造をしています。
LCA(LowCostAutomation)やIoTを駆使した高効率な生産システムを構築し、
部品自動挿入ロボット等の生産自動化設備を自社開発しています。

きっかけは、ふるさと定住機構が定期的に発行している
一通の企業紹介の封書でした。元々秋田に住んでいたこ
ともあり、会社の存在自体は知っていましたが、この封
書をきっかけに自分で少しずつ調べるようになり、日に
日に興味が増していきました。会社訪問を希望すると直
ぐに応えてくれ、面接後にはざっくばらんに雑談までし
てくれました。職場の雰囲気もよく、はつらつと仕事を
している姿を見て、この会社で働きたいと思いました。

　　社のきっかけ入

プライベートも重要視してくれているところです。子供
の幼稚園や学校の行事などで会社を休みたい場合でも、
前もって先輩や上司に相談しておけば、業務の調整をし
てくれるし、有給を申請しやすい職場環境でもあると思
います。もちろん皆さん仕事に対しては真っ直ぐで真剣
そのものですが、それぞれの家庭も大事にしている姿が
とても印象的でした。

　　社して見つけた会社の魅力入

仕事終わりや週末に子供と一緒に遊べるようになりまし
た。Ａターン前までは今週末が休日出勤なのかどうか直
前になってみないとわからないことも多く、家族旅行な
ども計画できなかったため、充実した日々を過ごせてい
ます。

　　社後のプライベートの過ごし方入

アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所
秋田県秋田市山王2-1-60
http://www.ims-net.org/ims/index.html

自治体、金融・保険損保を中心にお客様へ様々なソリューションを提供してお
ります。また、システム開発、ネットワーク環境、サーバ構築設計、機器設置
といった仕事から、お客様を成功へと導くコンサルティングまで手掛け、地域
貢献をめざす会社でございます。秋田営業所では、常に成長しつつ様々な活躍
の場が期待できます。

有限会社熊谷機械設計
秋田県秋田市山王6-16-3　山田ビル
http://www.km-plan.co.jp/

産業装置の開発設計や既存機の改造設計を行います。お客様はすべて、首都圏
の大手企業の開発チームです。

本社が名古屋にあり各拠点が離れていますが、社内報を

毎月発行して各拠点の方々の近況や会社の行事など載せ

ています。写真付きなので普段会わない方でもとても身

近に感じられ毎月楽しみにしています。

　　社して見つけた会社の魅力入

毎年12月にユニバーサルスタジオに遊びに行ってます。

クリスマスシーズンに行われる天使のショーは、何回見

ても素敵です。

　　社後のプライベートの過ごし方入

株式会社エレックス極東
秋田県秋田市山王2丁目1-53　秋田山王21ビル6F
http://www.kyokuto.co.jp

電気設備の保守・メンテナンス、電気工事業、分析・検査事業、太陽光発電設
備施工工事

神奈川県の川崎・横浜で暮らして10年になった頃、自
然に触れながら子供を育てたいと思い、好きな秋田で暮
らし、働きたい思いが強くなり、Ａターンを決意しまし
た。Ａターン求人情報や面接会を通じ、前職と同じ情報
サービス業である今の会社が目に留まりました。対象と
するお客様の業種が違うので最初は不安もありましたが、
面談をしているうちに前職の経験を活かすこともでき、
スキルアップも出来ると思い、入社を決めました。

　　社のきっかけ入

職場の雰囲気も良く、明るく、楽しく、社員みんなが前
向きに目標をもって仕事に取り組んでいます。私が担当
している県内自治体のお客様も秋田の県民性に溢れる良
い方々ばかりで、「秋田さ戻っていがったなぁ」とAター
ンした甲斐があったことを思いながら仕事をしています。
東京本社も秋田県出身の社員が多く、東京と秋田で協力
し合いながら同じ目的に向かってプロジェクトを進めて
いくことができるのも、この会社の魅力です。

　　社して見つけた会社の魅力入

子供たちと遊びに出掛けます。豊かな自然が身近にあり
ますので色々な体験ができ、子どもたちも喜んでいます。
また、実家にも行き来しやすくなり、子供たちの顔を見
せる機会も増えたので、両親も家族も喜んでいます。

　　社後のプライベートの過ごし方入

今、子供2人の4人家族なんですが、もともと私も妻も
共に東京で働いていました。子供の誕生がきっかけで、
子育てがし易く、また家族との時間も大事にしたいと思
い、妻の故郷である秋田へのAターンを決意しました。
その中で、今の会社から声をかけてもらいました。話を
聞き、会社の考え方がとても面白かったのと、自分の経
験も十分に活かせると感じたので、すぐに入社を決めま
した。

　　社のきっかけ入

単純に、設計力が非常に高いです。弊社、首都圏の大手
企業の開発チームとしかお仕事していないんですが、な
ぜそれが出来ているのか、入社して良くわかりました。
私含め他の転職してきた方も感じていますが、他社で言
うところのエース級の社員しかいないです。常に最先端
の仕事ばかりなのでやりがいは十分ですし、非常に成長
できる環境だと思います。

　　社して見つけた会社の魅力入

東京に住んでいたときに考えられなかった車を購入し、
家族と毎週いろいろなところへドライブに行ってます。
あとは、憧れのマイホームの計画もあるので、とっても
楽しんでます。

　　社後のプライベートの過ごし方入

秋田に新しくコールセンターを立ち上げる求人を見たの

がきっかけです。コールセンターを経験していたので、

是非立ち上げから携わり働いていきたいと思いました。

　　社のきっかけ入

2016年3月入社 2014年入社

株式会社五洋電子　生産管理部　生産計画一課株式会社五洋電子　生産管理部　生産計画一課
合田　翔吾合田　翔吾

2017年入社

A
ターン者

アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所
システムエンジニア
アイ・エム・サービス株式会社　秋田営業所
システムエンジニア

石川　博史石川　博史

2012年9月入社

A
ターン者

有限会社熊谷機械設計　企画室有限会社熊谷機械設計　企画室
尾崎　公大尾崎　公大

A
ターン者

株式会社エレックス極東　秋田ネットワークセンター株式会社エレックス極東　秋田ネットワークセンター
三浦　基世子三浦　基世子
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企業の
魅力特集！Aターン者
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▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

　 秋田県ふるさと定住機構HP
▶ 「登録者専用ページ」
　 企業PRコーナー掲載企業
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PRコーナー
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「もう誰がどこで働いているかわからない。」代表がよく口にする言葉です。各々自
由に働きながら、質の高い成果を出す。これが、弊社の特徴です。創業以来20年以
上WEBシステムや自社プロダクトの提供等で信頼を重ねてきました。また、エン
ジニアに最適な環境を整えるべく、「ノマドワーキング制度」を導入しています。

知人の紹介がきっかけでした。仕事も決めずに五城目町
に移り住み、約３カ月は秋田になじみ見聞を広めるため
に職に就かず県内を巡っていました。そろそろ本格的に
動き出そうと考えていたところ、五城目コア（拠点）の
立ち上げの話が。エンジニアとしての経験があり、前職
で採用業務や教育事業の実績もあったことが、ちょうど
五城目コア立ち上げ時の方針と重なり、知人のつてであ
れよあれよという間に入社が決まりました。

　　社のきっかけ入

五城目コアが入居するシェアオフィスを中心に、五城目
在住の同年代とつながる機会が多くあるため、町内で友
人と食事をしたり、ちょっとしたイベントを仲間内で企
画したりと、楽しく過ごすことができています。

　　社後のプライベートの過ごし方入

株式会社ウェブインパクト
五城目コア　   ：秋田県南秋田郡五城目町馬場目字蓬内台117-1
　　　　　　　  五城目町地域活性化支援センター108号室
東京コア（本社）：東京都千代田区神田須田町2-2-2
　　　　　　　  神田須田町ビル10階
http://webimpact.co.jp/

30歳を目途に秋田へ戻ろうとＡターンに登録をしてい

たところ、声をかけてもらいました。当初は電機機器販

売会社で製造業？と疑問に思いながらも面接を受け、そ

の際に説明してもらったオリジナルの物を作りたいとい

う内容に興味を持ち、入社を決めました。

　　社のきっかけ入

フットワークの軽さと面白い発想が次々と出てくる柔軟

性があることです。前職では決められた作業しかできな

かったので自身の考え方が凝り固まっていると実感しま

した。初めての作業もやってみて分からなくなったら教

えて貰えるので非常に覚えやすいです。

　　社して見つけた会社の魅力入

趣味で写真をやっていて、趣味仲間と秋田県内の絶景を

求めて走り回っています。秋田は自然豊かで四季折々の

表情があるので楽しいです。今後は登山とキャンプも考

えています。

　　社後のプライベートの過ごし方入

菱明三菱電機機器販売株式会社
秋田県秋田市旭北寺町1番2号
http://www.ryomei.co.jp/

三菱電機の本社・工場と連携し、ビル設備機器、公共システム、ファクトリー
オートメーション機器、JRなどの車両・新幹線システムなど幅広い産業に対応
できる技術商社を目指し展開しています。特に近年は自社事業として3Dプリン
タによる試作開発事業など、ダイレクト・デジタル・マニュファクチャリング
を展開しています。

医療法人正和会
秋田県潟上市昭和大久保字街道下92番地1
http://www.seiwakai-net.com

潟上市昭和地区に本部を置き、同一敷地内に複数の医療機関および福祉施設を
併設しています。「必要なときに最高の医療・介護サービスを提供すること」を
理想的な姿とし、「地域の皆さまが安心して暮らせる街づくり構想」の実現を目
指しています。また、「地域の皆さまの笑顔は、職員の笑顔から」と考え、ワーク・
ライフ・バランスや女性が活躍できる職場の構築に力を入れています。

家族の希望と将来のことを考え、秋田へ戻ることに決め
ました。Aターンの登録制度については、以前から知っ
ており、友人からも聞いていました。平成28年3月にA
ターン登録したところ、同7月に初めてご紹介いただい
たのが現在の職場である正和会でした。今までの職場に
近い検査機器や職務内容だったので、正和会への就職を
決めました。秋田県ふるさと定住機構の皆さまには感謝
しております。

　　社のきっかけ入

釣り大会やボウリング大会、学術交流会など法人内のイ
ベントが数多くあり、とても一体感と活気がある法人と
感じています。研修や学会などにも積極的に参加できる
環境が整っていて、個人個人が目標を持ち、スキルアッ
プに努めています。業務では、地域の方々が健康で楽し
く過ごせるように、常に考えていて、法人全体が理念に
沿い、志と向上心を高く持ち、新しいことに挑戦する決
断力を持っていると感じています。

　　社して見つけた会社の魅力入

春は、釣りに山菜採りにツーリング、夏は、釣りに海に
ツーリング、秋は、釣りにキノコ採りにツーリング、そ
して冬は、スノーボード。Aターンを決めたときに思い
描いた秋田の四季を、趣味を通して満喫しています。

　　社後のプライベートの過ごし方入

採用担当の方の人柄と社風に惹かれたからです。正直、
業務内容はあまり知りませんでしたが、先輩が勤務して
いること、サッカーや野球で有名なことなど、断片的な
知識が引っ掛かりAターンフェアにて企業ブースを訪問
しました。前職は雑誌の編集者をしていたため業界は全
く畑違いだったのですが、今までの職歴や経験、またそ
れを猿田興業でどう活かせるのかなど、とても丁寧に、
また熱意を持って聞いて頂いたのが決め手でした。

　　社のきっかけ入

業務内容が多岐に渡るので、社内に魅力的な方が沢山い
ること。定期的な人事交流があり風通しが良いこと。社
長と社員の距離が近いこと。研修制度や講習会などスキ
ルアップの制度が充実していること。また温かみのある
社内報を発行していたり、社内成人式を執り行うなど、
社員を本当に大事にしている会社だと思います。あとは、
笑顔と挨拶の素晴らしさ。初出社の際にかけて頂いた、
「ようこそ」という挨拶と笑顔は忘れられません。

　　社して見つけた会社の魅力入

家族と一緒に過ごす余裕ができました。みんなでご飯を
食べたり、買い物に行ったり。妻と一日の出来事を話し、
ケンカをする時間もできました。ランニングも続いてい
ます。特別なことはないですが、充実しています。

　　社後のプライベートの過ごし方入

猿田興業株式会社
秋田県秋田市山王6丁目1-13
http://www.saruta.co.jp

消防防災設備の設計施工・保守管理や消防・労働安全衛生関連商品の販売、製紙
工場内での原料や製品の物流、オフィスビル等の不動産賃貸業、環境リサイクル
を目的とした古紙・廃タイヤの中間処理業、木製パレットの製造販売、運送・車両
整備業、損害保険代理店など、幅広く事業展開しております。社会のニーズを的確
に捉え、皆様に安全・安心を提供し、各業界へ仕事を通じて貢献しております。

　　社して見つけた会社の魅力入

自分の好きな時間、好きな場所で働ける「ノマドワーキン
グ制度」が機能していることが最大の魅力と思います。い
わゆるリモートワークが浸透し、出社義務がなく、秋田ら
しい働き方ができます。また、同じ空間にいなくても自立
した仕事ができる優秀なメンバーが集まっていることも刺
激になっています。年に数回の全体会議で顔合わせの機会
もあり、その後の懇親会も自由な雰囲気で、まさにエンジ
ニアのための会社だなと感じています。

2017年4月入社 2017年入社

株式会社ウェブインパクト　五城目コアリーダー株式会社ウェブインパクト　五城目コアリーダー
秋元　悠史秋元　悠史

2016年8月入社

A
ターン者

菱明三菱電機機器販売株式会社
エンジニアリング・デザイン事業部
菱明三菱電機機器販売株式会社
エンジニアリング・デザイン事業部

佐藤　純佐藤　純

2017年4月入社

A
ターン者

医療法人正和会　南秋田整形外科医院
放射線科　診療放射線技師
医療法人正和会　南秋田整形外科医院
放射線科　診療放射線技師

鈴木　史郎　鈴木　史郎　

A
ターン者

猿田興業株式会社　太平輸送株式会社（関連会社）猿田興業株式会社　太平輸送株式会社（関連会社）
山田　寛山田　寛
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寄稿文　Aターン者：永野／前列（右）

KocchAke!PRコーナー KocchAke!PRコーナー KocchAke!

横浜電子工業株式会社
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字中羽立206
http://www.ydk-akita.com/

創業以来、主な事業は電子部品の一種であるコネクタの生産とその生産設備の
設計、製作です。

横浜市緑区にあった本社が、1993年現在の八郎潟町へ
移転することとなり、これを機に30代半ばでＡターン
することを決意しました。

　　社のきっかけ入

秋田＝ど田舎というイメージがあるかもしれませんが、
私が来た頃とは、比べられないくらい便利になりました。
高速道路ICも近くにあり、通信環境が整備された今、仕
事や生活していくには、車１台あれば不自由なことはあ
りません。会社には私の他にも、県外出身者１名、秋田
県出身のＡターン者が３名おります。そんな地元の人たち
に育まれ、年を積み重ねていく内にあっという間に25
年が経ち、今ではすっかり秋田に馴染んでいます。

　　社して見つけた会社の魅力入

地元の異業種交流会へ入り、地域の歴史や伝統芸能に関
わったり、仲間と全国各地を視察旅行に出かけたりと楽
しい時間を共に過ごしています。近年では、男鹿半島・
大潟ジオパークのガイド資格を取得して全国からの観光
客を案内することも?!

　　社後のプライベートの過ごし方入

私が初めて日本に来たのは仙台の東北大学理学部に交換
留学生としてです。一旦祖国のドイツに帰国し、東北大
で学ぶため再来日しましたが、大好きな日本、できれば
自然豊かな東北で働けないものかとホームページ等を調
べていて当社を発見。面接では秋田にも呼んでもらい、
担当者との話を通して自分の将来のビジョンがイメージ
できたので入社を決めました。

　　社のきっかけ入

私が入社した当初は、事務所はただ広い空間にイスと
テーブルが並んでいるだけでした。就職は失敗だったか、
そんな思いもよぎりましたが、昨年末には素敵な事務所
も完成し、今は前向きな仲間と切磋琢磨する毎日です。
とかく日本人は本気にならないものだと思っていました
が、真剣に働くメンバーの姿に驚くとともに、自分も刺
激を受けながら毎日を送っています。

　　社して見つけた会社の魅力入

私の趣味は、体を動かすこと、そして言語を学ぶこと。
取引先のフットサルチームに混ぜてもらい汗を流したり、
スポーツジムに通ったり。最近習い始めた韓国語は映画
を見て楽しみながら学習したりしています。

　　社後のプライベートの過ごし方入

株式会社エスツー
秋田県秋田市中通3-3-10　秋田スカイプラザ７F
www.esu2.co.jp/

サーバー事業を中心とする秋田本社のIT企業。
「100人雇用」を目標に、新規事業でWEBシステムエンジニアを募集中。
若い仲間がプログラム制作やインフラ構築に取り組んでいます。

株式会社ファストコム
鹿角クリエイティブオフィス：秋田県鹿角市花輪下花輪33番地1-Ｂ
https://fastcom.co.jp

Web制作や映像制作など新しい企画で世の中に価値を提供する「総合企画会社
ファストコム」。創造的な企画力と実行力で、様々な事業を行なっています。＜事
業紹介＞建築現場の助っ人「建助」：駐車場の短期提供などで、家作りの職人を
サポート。「ニッポン手仕事図鑑」：日本の職人の技術を伝えるメディアの運用
など

妻の妊娠を機に自分が生まれ育った地元で子どもを育て
たいと思い、転職をすることにしました。職場訪問で、
建築関係のサービスやWEBの動画等を作っていたり、
職人さん不足を解消するための本を出したりしている会
社だと知りました。この会社なら自分の前職での経験を
活かして仕事をすることができ、地元にも貢献できる事
があると思い入社を決意しました。

　　社のきっかけ入

職場環境の良さです。自分の作成した資料にミスがあっ
た時、上司にカバーしていただきました。その際、「大
丈夫だよ」と優しく声をかけていただきとても嬉しかっ
たです。また、この会社は凄い人の集まりなんだなとも
気づきました。建築の助っ人、建助営業さんから始ま
り、カメラマン・WEBクリエイター・WEBデザイ
ナー・動画編集者…など、そんなすごい方々と仕事をす
ることができ、とてもうれしく思っています。

　　社して見つけた会社の魅力入

休みの日は子どもと遊んだり、離乳食を作ったりしてい
ます。まだ5ヶ月ですが、どんどん成長していくのが目
に見えるので毎日が楽しみです。今では手を掴めば一人
で立ったり足を曲げてジャンプします。

　　社後のプライベートの過ごし方入

私は青森県出身で大学時代より都内にすみ、就職、結婚
し生活していました。子供が生まれたことで、東京では
なく地方で子育てをしたいと考えはじめ、また30歳を
前に新たな挑戦をしたいとの思いがありました。学生時
代より交流のあった、弊社専務とお会いする機会があり、
その際に相談したところ、弊社の面接を受けてみないか
との声をかけていただき、1年半後に面接を受け採用し
ていただきました。

　　社のきっかけ入

従来勤めていた会社は、現場の声が上層部に届きにくく、
意思決定や意見の反映に時間がかかっていました。弊社
では経営陣との距離が近く、意思決定も早いため、ス
ムーズに仕事をすることができています。また組織の風
通しもよく日々わからない業務や運送業について等、多
くの物事を先輩社員の方から教えていただき勉強させて
いただいています。

　　社して見つけた会社の魅力入

休日は、家族で県内外に車でドライブをしながら観光・
イベント・ショッピングを楽しんでいます。来年はより
いろんなところに行き、秋田の魅力を発見していきたい
です。

　　社後のプライベートの過ごし方入

株式会社三協運輸
秋田県能代市河戸川字南後田82-1
http://www.sankyo-exp.co.jp/

低温輸送・一般貸切・ダンプ・産業廃棄物輸送・常温倉庫・低温倉庫での農作
物保管・農産物検査

2017年9月入社 2017年10月入社

横浜電子工業株式会社　技術課　機械設計、加工組付調整横浜電子工業株式会社　技術課　機械設計、加工組付調整
永野　重明永野　重明

1993年に本社移転とともに移住（移住歴25年）

A
ターン者

株式会社エスツー　秋田 IT LABO事業部株式会社エスツー　秋田 IT LABO事業部
ルクス・アドリアンルクス・アドリアン

2017年6月入社

A
ターン者

株式会社ファストコム　建助事業部　鹿角テレワーク課株式会社ファストコム　建助事業部　鹿角テレワーク課
湯澤　周平　湯澤　周平　

A
ターン者

株式会社三協運輸　総務部株式会社三協運輸　総務部
西舘　邦法西舘　邦法

A
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三国商事株式会社
秋田県能代市二ツ井町小繋字恋の沢77-1
http://mikuni-energy.co.jp/

秋田県9カ店、青森県2カ店にガソリンスタンドを展開し、燃料(ガソリン・軽
油・灯油)及びオイル・タイヤ・バッテリ－等のカー用品を販売しています。軽
油販売は秋田県No.1です。

入社のきっかけは、友人がAタ－ンの存在を教えてくれ
たことでした。地元に帰ろうと転職を考え始めた頃に、
友人から「Aタ－ンっていうのがあるよ」と聞き、何気
なく登録してたところ、すぐに今の会社から招待があ
り、対応の速さに驚きました。その後ホ－ムペ－ジなど
を閲覧し、ここなら楽しく仕事をさせて頂けそうだと思
い、志願しました。

　　社のきっかけ入

職場の雰囲気がとても良いと思います。普段は友達感覚
で仲が良いのですが、仕事ではスイッチを切替え、お客
様が来られたら全員笑顔で接客し、業務に集中します。
新しいことも互いに教えあう、チ－ムワ－クがあって、
毎日の仕事が楽しいです。

　　社して見つけた会社の魅力入

少しずつですが、料理を始めました。Aタ－ンしてから
食欲が増し、たくさん食べるようになったので、自分で
作って好きなだけ食べています。これからは自分磨きに
挑戦します。

　　社後のプライベートの過ごし方入

私は4年間東京の大学に在学していました。東京での生
活は楽しかったのですが、卒業後は家族の近くで働きた
いと思っていたので地元就職を選択しました。伊徳を受
けたきっかけは秋田市で行われた合同企業説明会でした。
人事の方の説明も分かり易く、福利厚生も充実している
と感じましたし、昔から馴染みのある会社というのが私
の中で一番のポイントでした。

　　社のきっかけ入

正社員、パートナー社員、アルバイト社員が分け隔てな
く働ける環境だと入社して感じました。また、自分が挑
戦したい事は皆が応援してくれますし、上司もしっかり
フォローしてくれます。基本的に一緒に働くメンバーは
ほとんど自分より年上の方々ですが、私をまるで自分の
息子のように皆さんかわいがってくれるので毎日楽しく
働けています。

　　社して見つけた会社の魅力入

休日は主に実家に帰省して過ごす事が多いです。祖父、
祖母共に高齢なので出来るだけ一緒にいるようにしてい
ます。また、旅行が好きなので、来月は連休制度を使っ
て5日間韓国に旅行に行く予定です。

　　社後のプライベートの過ごし方入

株式会社伊徳
秋田県大館市清水4-4-15
http://www.itoku.co.jp/

食品を中心とした総合スーパーマーケット（秋田県・青森県に展開）

横手建設株式会社
秋田県横手市前郷二番町７番13号
http://www.yokote-ken.co.jp

大正６年創業で、昨年100周年を迎えた総合建設業（秋田県格付：建築A、土
木A）です。お客様第一主義の考えのもと、顧客満足の向上に努めており、ま
た、クリーンアップ、花壇の整備、インターンシップの受け入れ等社会貢献活
動を多数実施しています。

営業職の仕事を第一希望に探していましたが、営業職の
求人がなかなか見つからず、別の職種も考えはじめてい
たところに、Aターンプラザ秋田の担当者の方から紹介
を受けたのがきっかけでした。聞けば合同就職説明会で
面接の時間を設けてくれるとのこと。話を聞いてみる
と、もともと不動産業界にいた私にとって建設業界は仕
事のイメージも湧きやすく、不安なく入社を決意するこ
とができました。

　　社のきっかけ入

建設業界全体にも言える事なのですが、特に横手建設は
労働環境の改善に力を入れており完全週休二日制や残業
時間の削減、余暇の充実に全社を挙げて取り組んでいま
す。前職では日付が変わる頃に帰宅する事も多く、なか
なか家族との時間を作ることもできませんでした。今は
家族と夕食を共にすることもでき、休みの日も子ども達
と遊ぶこともできるので家族からもAターンをしてよ
かったと言われます。

　　社して見つけた会社の魅力入

渓流釣りです。車で30分も走れば都会に住む愛好家の
人たちが羨むような渓流がいくつもあるので本当に恵ま
れた環境だと感じます。2人の娘が大きくなったら一緒
に釣りに行くことが今の夢です。

　　社後のプライベートの過ごし方入

地元主催の合同企業説明会に参加を申し込み、各企業の
HPを見ていた所、前職で扱っていた商品を見つけ『今
までの経験が役に立つのでは』と思い、一番に説明を聴
きました。そこで業務内容や、今後の事業展開、会社の
想いをアツく説明していただいた中で、『地元地域の活
性化に貢献』を念頭に事業を行っているという点が響き
ました。この会社なら自身のスキルアップはもちろん、
地域の為にもなるのではないかと思い応募をしました。

　　社のきっかけ入

人間関係の良さです。社員同士のコミュニケーションを
大事にしている会社なので、和気あいあいとした雰囲気
で入社したてでもすぐに会社に馴染むことが出来ました。
また、仕事上のわからないことは上司や先輩社員の皆さ
んが丁寧に教えてくれる為、日々知識を付けながら楽し
く仕事を行っています。

　　社して見つけた会社の魅力入

Aターン効果で（笑）入社して間もなく子供が出来たの
で、子供服を買いに出かけたりと、子育て奮闘中です。

　　社後のプライベートの過ごし方入

株式会社ツルタック
秋田県横手市清川町10-4
http://www.tsuruta.co.jp/

事務用品・紙類・OA機器類の営業・販売業務、オフィスづくりのサポート業
務、秋田杉オリジナル商品の企画・販売、地域活性化業務、各種コンサルタン
ト

2016年入社 2017年4月入社

三国商事株式会社　秋田南インタ－給油所　スタンドスタッフ三国商事株式会社　秋田南インタ－給油所　スタンドスタッフ
山本　陸山本　陸

A
ターン者

株式会社伊徳　販売職　精肉部門株式会社伊徳　販売職　精肉部門
三國　智大三國　智大

2014年4月入社2017年4月入社

A
ターン者

横手建設株式会社　営業部横手建設株式会社　営業部
髙田　元髙田　元

A
ターン者

株式会社ツルタック　第一営業グループ株式会社ツルタック　第一営業グループ
五十嵐　健陽五十嵐　健陽
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県南
企業の
魅力特集！Aターン者

 から
見た

県北
企業の
魅力特集！Aターン者

 から
見た

KocchAke!PRコーナー KocchAke!PRコーナー KocchAke! KocchAke!PRコーナー

▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

　 秋田県ふるさと定住機構HP
▶ 「登録者専用ページ」
　 企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！
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「Aターン者から見た」
企業の魅力特集！

平成29年10月～平成30年2月
Aターンフェア開催報告

平成30年度
Aターンイベントスケジュール　「住所・メールアドレスが変わった」「自己ＰＲを変更したい」「Ａターンしたので登録を取消し

たい」など、登録内容に変更が生じましたら、ふるさと定住機構ホームページ画面右上の「お問い合
わせ」フォーム又はお電話でふるさと定住機構まで、いつでもお気軽にご連絡ください。
　特に住所が変わった場合には、情報がお手元に届かなくなる場合もありますので、速やかにご連
絡ください。

求人企業PRコーナーで
情報を集めよう！

登録内容に
変更があったら
必ずご連絡
ください

　Ａターン登録時、「企業への公開可」を選んだ方には、Ａターンプラザを通し企業から「応募しま
せんか？」と声がかかります。そのリクエストを利用した企業から、「リクエストしても返答がな
い」という問い合わせを多数頂いております。
　現在は企業からのリクエストを積極的に頂いておりますが、返信が少ないと、今後企業が登録者
のリクエストに対して消極的になる恐れがありますので、「まだ応募するタイミングではない」「希
望の職種じゃない」といった理由でリクエストを受けられない場合でも、必ずご返信ください。

リクエストには
必ずご返信
ください

　　当財団ホームページ内「求人企業PRコーナー」では、秋田県内企
業の「求人票には書いていない」キャリアプラン、福利厚生、社員のライ
フステージ等、様々な情報をご覧いただけます。現在87社を公開して
おり、今後もどんどん掲載していきますので、「気になる企業」の情報収
集にお役立てください。

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。

◆登録内容を公開すると、企業から「応募しませんか？」と声がかかります。
　登録内容を公開すると、ふるさと定住機構に登録している秋田県内企業800社以上に公開され、企業から「応募
しませんか？」と声がかかることも。ぜひご活用ください。（プライバシーに係る部分は公開しません。）

秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を！ インターンシップの動画は

登録者の皆様へ

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

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。

2018.3

Vol.78

平成30年度　Aターンイベントスケジュール

AKITA

MIYAGI

TOKYO

INFORMATION OF A-TURN

秋田県内企業のインターンシップをより身近なものとして考えてもら
うために、インターンシップ実施企業の業務内容を紹介したＰＲ動画
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。

こっちゃけ 検 索

あきたごえん 検 索

あきた日和
Aターン情報誌

1月下旬～
2月上旬（予定）

Aターンフェアin東京

Ａターンフェアin秋田

秋田の企業説明会in仙台

秋田の企業説明会in東京

Ａターンフェアin秋田

Ａターンフェアin東京

浅草橋
ヒューリックホール

アトリオン

TKP
ガーデンシティ仙台
浅草橋
ヒューリックホール

秋田拠点センター
アルヴェ

浅草橋
ヒューリックホール

55社

50社

50社

55社

40社

55社

H30 / 2018

H31 / 2019

7/29●
8/12●
9/16●

10/28●
12/30●

日

日

日

日

日

秋田で面接の際は当財団の「面接交通費助成」が利用できます。

イベントでは企業ブース、市町村、業界研究のほか、各種セミナーを計画しています。

参加企業
（予定）
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