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相  談  日
相談時間
場　　  所

アクセス
　　　　
連 絡 先
E-MAIL

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　FAX：03-5212-9116
a-plaza@coral.broba.cc

◉あきたで暮らそう！Aターンサポートセンター
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〉
東京メトロ有楽町線〈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〉
TEL：080-9292-5195

相 談 日
相談時間
場　　所

アクセス

連 絡 先

◉北東北三県
    名古屋合同事務所

◉北東北三県
    大阪合同事務所
〒530-0001
大阪市北区梅田 1-3-1-900
大阪駅前第一ビル９F
TEL：06-6341-7897

〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目1-1
中日ビル４F
TEL：052-252-2412

【Aターン相談窓口のご案内】
〈その他の県外窓口〉
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Aターン情報誌

住所等の登録内容変更のほか、Ａターンしたため登録を取り消したい場合には、電
話・メール（info@furusato-teiju.jp）でご連絡ください。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。
郵便物が届かない方には、電話でご連絡させていただく場合がございます。

Aターン登録についてのお願い

イオンモール秋田 セントラルコート（秋田市御所野）

県外在住で、秋田での就職を希望する全ての方
（※お子さま連れ、ご家族のみでも大歓迎 ！）

◎ Ａターン相談コーナー   ◎学生就活コーナー

◎秋田県内企業コーナー  ◎市町村コーナー

◎情報提供コーナー

©2015秋田県んだッチH280090

平成 年 月 日（金）1228 30 12:00～15:00

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。

←Aターン登録は
　こちらから！

Aターン登録フォーム
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　今回の会場は、師走で賑わうイオンモール秋田。スペシャルゲストに巷で噂のあの歌を歌うケースケ＆マサを迎え、Ａターン
に関する情報盛りだくさんのイベントを開催します！ぜひお気軽にご来場ください。

　Ａターン希望者を積極的に採用している企業が東京に集結！採用担当者との個別面談をはじめ、就職や移住に関する
相談、Ａターンに役立つセミナーも開催。どなたでもご参加いただけます。ぜひお気軽にお越しください。

◉Aターンプラザ秋田

Ａターンフェア inイオンモール秋田
information of A-TURN

2016 年12月 vol.７4

【第 1 部】
12:00 ～　ケースケ＆マサによるミニライブ＆Ａターン制度説明
12:20 ～　県内企業ＰＲタイム
12:40 ～　市町村ＰＲタイム
【第 2 部】
13:30 ～　ケースケ＆マサによるミニライブ＆Ａターン制度説明
14:00 ～　企業ＰＲタイム
14:20 ～　市町村ＰＲタイム

ステージイベントスケジュール

Ａターン
への疑問

を解消し
て、

もっと秋
田を好き

になろう
 ！

※ 当日はイオンモール秋田「お客さま感謝デー」のため、秋田駅東口から
　 シャトルバスが運行されます。

〈駅東口→イオンモール秋田〉
10:00   11:00   13:00   14:00
15:00   16:30   17:30

〈イオンモール秋田→駅東口〉
10:30   11:30   13:30   14:30
15:30   17:00   18:00

月平成 日（土）1 Aターンフェアin東京年29 28

※開催時間や参加企業等の詳細は、ホームページで順次掲載します。

今後の予
定

秋田さ来てけ
れ！

んだッチにも
会える！

→ Aターン登録制度のご案内

→ 県内企業による採用等の情報提供

→ 県内企業・市町村のパンフレット配布

→ 県内市町村による移住・
　 就職情報・地域の魅力PR

→ 学生の就職活動等の流れや相談窓口等のご案内

イオンモール秋田
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《対 象》

《内 容》

ぼくたちも一緒に

会場を盛り上げます！

ぜひ遊びに

来てください！

ぼくも
Aターン
しました！

職業適性
診断も

やってるよ！

ケースケ＆マサ
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Aターンインタビュー
大坂谷勇輝さん

「地元秋田から
発信していきたい」

Aターン者採用企業のご紹介
株式会社

トラフィックレンタリース

株式会社トラフィックレンタリース

A-TURN GUIDE

Aターン移住者　「仕事」編
秋田を楽しむ達人たち
ながぐつホッケー JPモンブラン

ガイドブックに載らない秋田の風景

あきたのコレ知ってる？
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Aターンしたからこそ、
地元秋田の会社を
全国に発信していきたいです

　自分の中で、秋田に戻るのは自然な流れ

だったと思います。私は小学校1年生から

器械体操を始めました。そして、強豪校に

進学するため高校は埼玉へ、大学は東京の

日本大学へ進学し、学生生活のほとんどを

器械体操に費やしてきました。高校の頃か

ら親元を離れ寮生活を送ってきたので、就

職を機に秋田に戻ることはずいぶん前から

漠然と考えていた気がします。そんな時に

父親が体調を崩し、それがきっかけで決心

しました。姉二人も東京で働いていました

し、やはり家族への気がかりはずっとあっ

たのだと思います。

　実際、両親に秋田に戻ることを伝えると

とても喜んでくれました。「自分のやりた

いことをやりなさい」と仕事も応援してく

れています。

　在学中、本格的に就職活動をするため一

度秋田に戻り、ハローワークで求人を絞り

つつ検討していました。ハローワークの担

当者との相談を進める中で、現在県外にい

ることを伝えるとAターン登録を薦められ

たんです。早速登録すると、就職イベント

などの案内をいただいたので、Aターン就

職面接会に参加してみました。その面接会

で志望する会社の１つだったトラフィック

レンタリースの担当者と直接話し、直感で

「ここだ！」と思いました。

「仕事も真面目で性格も明るいし、若い

のに古風なところもある。これからたくさ

んの仕事にチャレンジして、会社を担う

存在になって欲しいです」と上司や先輩

からの信頼も厚い大坂谷さん。

A-TURN INTERVIEW

秋 田 で 暮 ら す 、 秋 田 で 働 く ！ 自分の中で、秋田に戻るのは
自然なことでした

Aターン前の居住地

Aターンに
ついて 一問一答

東京都世田谷区

Aターンの動機
家族のために戻って働きたかったから

Aターンして良かったこと
家族や友達といられること

バイクでツーリング

秋田の良いところ
人とのつながりが多い、食べ物がおいしい

学生から社会人になるギャップはあったが、
今は充実感を感じている

前の生活との違い

休日の楽しみは？

　まだ新卒１年目なので、とにかく毎日

が新鮮です。現在の主な仕事は、トラッ

クの洗車をしたり回送に出向いたり、お

客さまにトラックの説明をしたり。当然

ですが、まず自社商品である車のことを

熟知しなければならないし、お客さまへ

の対応なども含めて、勉強することがた

くさんあります。それに、これまではほ

とんど車の運転をしていませんでした

し、さらにトラックの運転となると、慣

れるのに苦労しました。

　今後は中型免許を取得し、色々な種類の

トラックを乗りこなせるようになるのが目

標です。そして営業の仕事も任せてもらえ

るように頑張りたいと思っています。

　会社の先輩たちには本当に良くしていた

だいています。小さな事でもしっかり教え

てもらえるのでとてもありがたいです。先

輩にはスポーツ好きの方も多いですし、自

分もずっと体操をしていたので、社風も自

分には合っていると感じています。

　トラフィックレンタリースは、秋田を拠点に全国

へ拡大している会社です。秋田は人口減少などによ

り元気がないと思われがちですが、トラフィックの

ようなパワフルな企業もたくさんあります。私も

発信する側の人間になれるよう、地元秋田で頑張

ります！一緒に秋田を盛り上げましょう！

Aターンのきっかけは何ですか？ 現在の仕事はいかがですか？

仕事環境はいかがですか？

採用までの経緯を教えてください

おおさかや ゆうき
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messAgeAターンを
検討している方への

　事業所向けのレンタル＆リースを活用した車両管理サービスを提供す
る「株式会社トラフィックレンタリース」の現場で働く大坂谷さん。大
学を卒業した後、Aターンした経緯を伺ってきました。

大坂谷勇輝さん（23歳）
株式会社トラフィックレンタリース

大坂谷さんのOFF

大坂谷さんの１日のスケジュール

プライベートでは、
ツーリングを楽しんでいます。
仲間と思いっきりバイクを
走らせながら、アクティブな
時間を過ごしています！
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VOL.02株式会社トラフィックレンタリース

完成された組織より、自分達で作る組織の方が面白い。

　一年を通して物量は一定とは限らず、季節により増減する需要に
対し、車の保有台数に頭を悩ます企業も少なくありません。トラ
フィックレンタリースは、物量や用途に応じたクルマをフレキシブル
に提供することで、ビジネスチャンスを逃さず、車両コストの削減
にも結び付け、会社の成長をサポートし続けています。

ああ
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Aターン者 採用企業のご紹介

〒010-0816  
秋田市泉字登木 234 番地
TEL.018-865-0266　FAX.018-865-0267
http://www.traffic-rent.jp/

移住後の“
気になる”

を

教えます！

会社データ

Aターン移住者 編編Aターン移住者「仕事」編編
　移住先での生活を考えたときに、一番心配なのは「仕事」という方も多いはず。

移住前に仕事を探す方法や、秋田県で働く上でのサポート機関や支援制度をご紹介します。

　時代に合致したサービスを成長のニーズと捉え、ク
ルマを通じて企業の成長に貢献。主に「物流」「建設」
の２分野において、レンタルとリースを活用した車両
管理サービスを提供しています。

　会社に就職する以外でも、秋田で働くのにはこんな方法も。秋田県をはじめ各市町村では、みなさんをサポートするさまざまな事業や支援
制度があります。相談だけでもOK！ 気になる内容がある方は、一度お問い合わせください。

地域おこし協力隊WEBサイト
http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/

TEL：018-866-6677

Aターン登録者限定
求人情報一覧

秋田県就活情報サイト
KocchaAke!

Aターン登録が必要です。
いますぐAターン登録！

秋田県内の最新の
求人情報を検索できます！

全国の求人情報を検索
できます！
秋田県の情報も多数掲載！

ハローワーク
インターネットサービス 

東京都中央区京橋1丁目1-6 越前屋ビル1F　TEL：03-3548-8190

Aターン
相談窓口 

移住・情報交流ガーデン

移住や就職に関する相談窓口が開設されています。まずは相談に行ってみよう！

移住に関する47都道府県の取り組みを情報発信しています。

お近くのハローワークでも秋田県内の求人情報を検索できます。

インターネット

各所相談窓口

各市町村のWEBサイトなどで募集情報を掲載しています。

秋田商工会議所
TEL：018-888-2337
秋田県商工会連合会

TEL：018-883-3551
秋田県事業引継ぎ支援センター

TEL：018-893-6212
公益社団法人 秋田県農業公社（新規就農相談センター）

TEL：018-860-1750
秋田県農林水産部森林整備課

TEL：018-860-1885
秋田県農林水産部水産漁港課

地域のハローワーク

秋田県への就職情報についてご相談いただけるイベントを定期的に開催しています。
12/30（金）は秋田、1/28（土）にも東京で開催が決定！
詳細は裏表紙の「INFORMATION OF A-TURN」をチェック！

就職相談フェアなどへの
イベント参加

いつでもどこでも全国の仕事を探せるのがインターネット！ 中でも秋田県の求人情報が充実しているサイトがコチラ。

Q.移住する上での
　 不安・懸念点は？

地域の活性化に貢献、
地域おこし協力隊に！

秋田で新しく起業したい！

事業継承で起業したい！

農業を始めたい！

林業・漁業を始めたい！

　岩手県から移住しました。自分の店
を持つことが昔からの夢で、ある時秋
田市の歴史あるコーヒー専門店が後
継者募集をしていることを知り、事業
引継ぎセンターに相談しました。初め
ての経営に対する不安も、事業継承
という形でスタートラインのハードルを
下げつつ始めることができました。

私たち事業継承で移住
しました！

秋田市 カフェ美豆木 菅野さんご夫妻

秋田は人の温かさと
ともに、自然も素敵です。

風景の美しさは
素晴らしいものがあります。
ゆったりとして住みやすく、
移住してよかったと
思います！

　工事期間やボリュームに応じた車両をレンタルで調達することに
より、無駄なコストを省く事ができます。また、車両への設備投資
を抑えることにより、キャッシュフローに余裕が生まれ、さらなる
企業の成長が期待できます。2020年東京オリンピック施設やイン
フラ整備を通じた国内発展にも寄与しています。

建 設物 流

1位　働き口が見つからない …… 41.6％
 2 位　 日常生活の利便性 …… 36.7％
 3 位　 公共交通の利便性 …… 35.9％
 4 位　 移住先の人間関係 …… 30.3％
 5 位　 住居環境 …… 28.3％

管理部 部長　水澤 健雄 さん

　トラフィックレンタリースは可能性を秘めた会社です。秋田からスタートした会社が、東北のみな
らず関東にまで進出できているのは、地場企業だけでなく全国展開の大手企業からの信頼を得てい
ることの表れでもあります。「そこにある仕事をこなせれば良い」という考えではなく「自分の力で
会社を成長させてみたい」というような意気込みのある方に来ていただきたいです。
　前職の職種、経験などは関係ありません。ご自身の経験を当社の成長につなげられるような、パ
ワーや情熱を持った、これからの当社を担っていける人材を求めています。

　2016年 9月、全社からメンバーを
集め、リーダー育成を目的とした研修
合宿を実施しました。

　　（平成26年8月、東京都在住者へのインターネット調査）
出典　内閣官房「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」

こちらでも
情報を発信

ふるさと定住機構 HP

から見られます
ふるさと定住機構 HP

からも見られます

レンタル保有台数5,000台。東北・関東エリア11拠点。
総合車両管理サービス会社として、最も満足度の高い企業を目指しています。

社員研修の様子テレビCM

人事担当者の声

秋田の求人情報を集める方法秋田の求人情報を集める方法

秋田で働くにはこんな方法も！秋田で働くにはこんな方法も！

Aターンプラザ秋田
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）TEL：0120-122-255

あきたで暮らそう！Aターンサポートセンター
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）TEL：080-9292-5195

　やはり半数近くの方が、
仕事面での不安を抱えてい
るようです。

考　察考　察

※アクセスなどの
　詳しい情報は裏表紙を
　ご覧ください

お電話でのお問い合わせにも
対応しています



これからの花火大会

スケジュール

気軽にできるウィンタースポーツ

秋田を楽しむ

達人
　11月、秋田県立スケート場でながぐつホッケーのリーグ戦が開幕。試合中は会場が
大歓声に包まれます。秋田県ながぐつホッケー連盟に加入するチームの中でも、抜群の
結束力をみせるチーム「JPモンブラン」。でも、そもそも「ながぐつホッケー」って何？
JPモンブランのメンバーにお話を伺ってきました。

ああ
ききたた

りり

真白で長い地大根が、もくもくとした煙の中、キツネ色に燻されていく。

秋田の粉雪舞う冷気が、漬け込まれた『いぶりがっこ』のうまみを包み、浸透させる。

今は少なくなった秋田の冬の風景。

ひとくち齧ったときの独特の香ばしい木の香り。

それを覚えている。ふるさとの味だ。

たち

http://nagaho-akita.com/
秋田県ながぐつホッケー連盟

JPモンブラン
J. P . M o n t b l a n c

大仙市では毎月花火が楽しめる！

ながぐつホッケーの達人

声を掛け合いながらの熱戦年齢関係なく仲良しです！

　今、秋田で静かなブームを巻き起こしている『ながぐつ

ホッケー』。名前のとおり、長靴を履いてプレーするアイ

スホッケーのことです。発祥は北海道釧路町。生涯スポ

ーツのひとつとして誕生し、秋田では1987年に「秋田県

ながぐつホッケー連盟」が発足。現在 11チームが加盟し

ており、小さい子どもから60代以上の方まで、老若男女

問わず幅広い年代に楽しまれています。

　打ち合うボール（アイスホッケーではパックに相当するも

の）はスポンジ素材で軽く、基本的に接触プレーは禁止。

そのため、アイスホッケーのようにたくさんの防具を身につ

けたりはしません（ヘルメットとエルボ・ニーパットおよび手

袋は着用）。危険度が低いので男女混合でのチーム編成が

可能です。長靴も金具が付いていないものであれば何でも

OK！ 試合時間も10分間と、ハードすぎないのも魅力です。

　「ウィンタースポーツというと、準備や道具を揃えるのが

面倒…というイメージがありますが、ながぐつホッケーは

その点『長靴』ですから。気軽に始められるのも良いとこ

ろだと思います」とキャプテンの佐藤さん。

　JPモンブランは今年で結成5年目。キャプテンの佐藤さ

んが発起人です。「職場でながぐつホッケーをやっている

人がいて誘われていましたが、大会が日曜の朝という点が

ネックで最初は敬遠していたんです。でも、話を聞いてい

るうちにやはり興味が湧いてきて…。結局自分でチームを

立ち上げました（笑）」

　現在13名のメンバーとともに活動していますが、みんな

職業や年齢はバラバラ。でも、チームワークは抜群です！ 

試合ではそのチーム力を発揮し、好成績を収めています。

　「年齢も性別も関係なく、和気あいあいとできる雰囲気

が魅力のスポーツだと思います」と女性メンバーの鈴木さん。

試合中は好プレーが出たりすると、会場がワッと涌き上がり

ます。他チームと一緒に練習をしたり飲みの席があったりと、

多くの人と交流できるのも楽しいそう。

　青森出身の下舘さんは、秋田の大学を卒業後そのまま秋

田に就職したAターン者。「まだ始めて日は浅いですが、チー

ムはもちろん、秋田のながぐつホッケー界自体がとても良い

雰囲気で、私自身とても楽しい時間を過ごしています。今シー

ズンが初めての試合参加なので、少しでも戦力になれるよ

う頑張りたいです！」と話してくれました。

　ながぐつホッケーのレギュラーシーズンは、毎年11月から

3月までの長い期間をかけ、全チーム総当たりのリーグ戦が

行われています。

　「JPモンブランとしての目標は、やはり『優勝』というタ

イトルを獲得すること！ 昨シーズンは 3 位だったので…。

個人的には男性よりもたくさんゴールを決めて、『得点王』

も狙っていきたいと思います」と鈴木さん。

　そして佐藤さんも「チームとしてのタイトル獲得に加え、

さらにチームのカラーを出していけるよう、技術も磨いて華

麗な技を決められるようになりたいですね」とのこと。「秋

田県は東北の中でも競技人口が多いですし、東日本選手権

大会でも好成績を収めています。まだ全国的に認知度は高

くないと思いますが、スケートができなくても大丈夫。動き

づらい中でゴールを決めたときの快感は何ともいえません。

気軽にできて、みんなで楽しめるウィンタースポーツをこれ

からもっと浸透させていきたいです」

ながぐつホッケーとは？

秋田でひそかに熱いウィンタースポーツを
もっと広めていきたい

　2005年 3月に旧大曲市を含む周辺8市町村が合併して「大仙市」が誕生。

それを期に、大曲の花火ブランドを活用し、毎月大仙市内のどこかの地域

で花火を打ち上げることによって、合併した市としての一体感を高め、新

市を盛り上げようと企画されました。その後、毎月の花火がイベントとし

て定着し、県内外との交流人口が増え、地域活性化として活用されていま

す。夏の風物詩である花火が毎月どこかで打ち上がるなんて素敵ですね。

これで

あなた
も

秋田通
！

秋田に流れる時間。秋田の風土が描く景色。
そしてそこで暮らす人。

実際に住んでみないと見えてこない、
秋田の日常の風景をご紹介します。

秋田の風景
いぶり小屋（仙北市）

全国花火競技大会だけじゃない ?！

会場／大仙市角間川町川港親水公園

1月1日（日）

カウントダウン花火 2017
会場／大曲ヒカリオ

2012 年にチーム設立。チーム人数は現在男
性 10 名と女性 3 名。左からキャプテンの佐
藤絢也さん、鈴木美菜さん、下舘和毅さん。

4月29日（土）
2017年

19：00～20：20

約12,000発

4月28日（金）
2017年

19：00～19：45

約7,000発

4月27日（木）
2017年

19：00～19：45

約7,000発

4月25日（火）
2017年

19：00～19：45

約7,000発

2月18日（土）

太田の火まつり
会場／奥羽山荘広場

3月18日（土）  18:20～

新作花火コレクション
会場／大曲ファミリースキー場

12月 23日（金）17:30～

大曲南部地区イルミネーション花火

2016年 3月 
新作花火コレクションの様子

第16回国際花火シンポジウム 
大曲の花火～春の章～

国際花火シンポジウムとは、世界各国の花火関係者が一堂に会し、
研究成果の発表や商談取引が行われる国際会議です。これに合わせて

大曲の花火～春の章～を下記のとおり開催します。

2017 年
大仙市での
開催が
決定！

会場／大曲花火大橋下流河川敷（全国花火競技大会観覧会場）

チーム力抜群！チーム JP モンブラン

第５回東日
本

選手権大会
で

準優勝を

収めました
！

花火の年間スケジュールは、
こちらをチェック！

どど～んと大仙市

12月12月12月12月

1月1月1月1月

2月2月2月2月

3月3月3月3月


