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Ａターンフェアを
開催します！
Ａターンフェアを
開催します！

Aターンフェアin秋田
～秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア～

12月

秋田県で就職を希望する全ての方及びご家族・お知り合いの方
（県内にお住まいの方・学生・お子様連れも大歓迎！）

対象

内容

参加
企業

平成29年12月30日［土］
12：00～15：00日時 秋田拠点センターアルヴェ１Ｆ

きらめき広場（JR秋田駅東口直結）場所

Ａターン者の採用に積極的な県内企業がブースを設け、
会社説明や情報提供を行います。

企業ブース
就活を始める前に、
いろんな業界を研究したい方にオススメです。
参加団体
（社福）秋田県社会福祉協議会、（一社）秋田県建設業協会、
（公財）秋田県看護協会、（一社）秋田県造園協会

業界研究ブース

県内の仕事・住居・得する制度など
様々な移住情報を提要します。

市町村移住相談ブース

Ａターン就職・移住相談、学生就職相談、
ハローワーク相談、インターンシップ相談

各種相談ブース

どんな仕事が向いているかわからないあなたにオススメ。
パソコンであなたがどんな職業に適性があるか調べてみませんか？

職業適性診断コーナー

GO!ENポイントの付与があります。
ＧＯ！ＥＮアプリ

まだ登録していない方にはこちらがオススメ、
PCで簡単に登録できます。

Ａターン登録コーナー

企業ＰＲステージ
自社の人材育成方針や社風、強みなど優れた点や魅力をステージ
でPRします。ステージを見て、ブース訪問する企業を決めるのもい
いかも。

能代運輸㈱、㈱トラパンツ、㈱住建トレーディング、㈱ウェブインパクト、（社福）相和会、㈱エクセルコーポレーション、
㈱エイジェック、㈱クツザワ、㈱タニタ秋田、秋田基準寝具㈱、㈱ツルタック、㈱フィデア情報システムズ、㈱伊徳、
㈱瀧神巧業、三国商事㈱、本荘電気工業㈱、インスペック㈱、（社福）ファミリーケアサービス、㈱虹の街、㈱中村産業、
㈱プレステージ・インターナショナル　秋田BPOキャンパス、ALSOK秋田㈱、秋田赤十字病院、大洋ビル管理㈱、
㈱グランドパレス川端、㈱山二、六郷小型貨物自動車運送㈱、㈲カントリーガーデン、㈱三栄機械、秋田医療福祉㈱、
㈱秋田住宅流通センター、㈱三井光機製作所、ニプロファーマ㈱大館工場、横浜電子工業㈱、三共グループ （順不同）

次回予告 Aターンフェアin東京参加企業

日時 平成30年２月10日（土） 内容 企業ブース・業界研究ブース・市町村移住相談ブース・各種相談ブース
（Ａターン就職・移住相談、学生就職相談、インターンシップ相談）・
職業適性診断コーナー・キャリアコンサルティングコーナー・
Ａターン登録コーナー・GO!ENアプリ他

場所 浅草橋ヒューリックホール
（JR浅草橋駅西口より徒歩１分）

50社
（予定）

県外在住者に限らず、県内在住の高校・大学・短大・専門学校の生徒の皆さん、
一般の方、保護者、お子様連れのパパママ、全ての方にお越し頂きたいイベントです。
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秋田の
企業が
集結！
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遊びに来るよ！

あきたへ、あなたも、あしたから
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びより

◎「登録してからどうするの？」
 　Ａターン登録から就職までの進め方

◎市町村イチ押し支援制度ピックアップ!
◎平成29年8～9月
　Ａターンフェア開催報告
◎Ａターンフェアのご案内

・Ａターンプラザ秋田　新スタッフのご紹介
・Ａターン登録者へメッセージ
・よくある質問Ｑ＆Ａ

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。



既にAターンしており、情報メールが不要な場
合は、ふるさと定住機構まで登録解除のご連
絡をお願いします。ご連絡がなければ解除で
きませんので、ご理解をお願いします。

現在Ａターン登録者の採用を希望する県内企業750社以上に公開中！多くの企業があなたの情報をお待ちしています。Ａターンのきっかけづくりに、
ぜひ公開してみてはいかがでしょうか。
特にＡターンフェアの時期は企業からの声かけが多くなりますよ！

毎週金曜日に配信している「求人メール」については、ホームページで同じ内容がいつでも閲覧できますが、それ以外の「リアルタイム情報」について
は、メールで情報を配信し、その詳細をホームページで公開しているため、「メール登録が無く、頻繁にホームページをチェックしていない方」には、情
報が届かない恐れがあります。登録時からのアドレス変更やパソコンからの受信拒否でメールが届かない方も多数見受けられますので、再度登録内容
をご確認ください。

企業への登録情報公開のススメ

メールで様々な情報を提供しています!

他にも疑問・質問受け付けますので、いつでもお気軽にご相談ください。

各イベントの詳細は、秋田県移住ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩）（http://www.a-iju.jp/）にて随時、ご紹介していきますのでご覧ください。移住・仕事イベント情報 11～1月

2017/11/25（土）

「まるごと秋田」移住相談会mini
「“秋田美人”な生き方を学ぶ会」

LEAGUE銀座
東京都中央区銀座3-11-3

日 程

会 場

秋田の食に触れながら、秋田で自分らしく生き
る先輩移住女子と一緒に、あなたのライフプラン
を見つめ直します。

2017/12/2（土）

秋田県移住就業セミナー
「森林（もり）のしごと」編（仮称）

パソナグループビル東京本部内
東京都千代田区大手町2-6-2

日 程

会 場

秋田県内で林業に従事するゲスト（移住
就業者）と交流し、秋田に移住して林業
を仕事とすること、考えてみませんか？

2017/12/10(日）

秋田の教育ミートアップvol.2
～教育オヤジたちの船出～

TIP*S（中小企業基盤整備機構）
東京都千代田区丸の内2-5-1
丸の内二丁目ビル6Ｆ

日 程

会 場

9月に開催した現地ツアー「ナナメ上いく
教育オヤジキャンプ」の参加者をゲストに
招き、秋田での教育・子育てを考えます。

2017/12/16（土）

秋田県
移住セミナー＆相談会（仮称）

ふるさと回帰支援センター
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8Ｆ

日 程

会 場

秋田県と県内市町村が、各地の暮らしや
移住支援制度についてご紹介します。
個別相談も承ります。

2018/1/20（土）

秋田県移住就業セミナー
「海のしごと」編（仮称）

パソナグループビル東京本部内
東京都千代田区大手町2-6-2

日 程

会 場

秋田県内で漁業に従事するゲスト（移住
就業者）と交流し、秋田に移住し漁業を仕
事とすること、考えてみませんか？

2018/1/21（日）

JOIN移住・交流＆
地域おこしフェア2018

東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1

日 程

会 場

移住・交流推進機構（JOIN）が主催する
国内最大規模の移住相談会です。秋田県
内の各自治体も出展します。

2018/1/27（土）

地域おこし協力隊募集・
マッチングイベント

移住・交流情報ガーデン
東京都中央区京橋1-1-6
越前屋ビル1Ｆ

日 程

会 場

秋田県内の市町村による地域おこし協力
隊募集合同イベントです。地域の元気づく
りに貢献する働き方、考えてみませんか？

2017/11/18（土）～12/1（金）
2018/1/20（土）～2/1（木）

Akita Fan Weeks写真展

ART FOR THOUGHT
（アート フォー ソート）
東京都中央区銀座8-10-4
和孝銀座8丁目ビル1F 【日・祝日定休】

日 程

会 場

2人の写真家が秋田を巡り、新鮮
な眼差しで切り取った秋田の風景
を展示します。

秋田県では、秋田での「暮らし方」や「働き方」に関する様々な情報をご紹介する各種イベントにより、皆様の移住・就職を応援しています！

新スタッフを紹介します！
Aターンプラザ秋田

Aターン登録から就職までの進め方
登録してからどうするの？

メッセージ
Ａターン登録者へ

Q&A
よくある質問

●「ふるさと定住機構」のホームぺージでは、「Ａターン求人」及び秋田県内の「ハローワーク求
人」の一覧が閲覧できます。
●また、Aターンプラザ秋田に来所いただければ、職業相談をしながら、あなたの条件に合う求
人を探すこともできます。

※「Aターン求人」は、Aターン登録者を対象に、企業がAターンプラザ秋田に提出した求人です。
　「ハローワーク求人」は、求職者を対象に、企業がハローワークに提出した求人です。

●Ａターンプラザ秋田へ、メールや電話で、自分の
『登録番号』又は、求人の『求人番号』をお知らせ
いただければ、メール添付（PDF）か郵送により、
「求人票」をお送りします。
●入手した「求人票」で詳細な求人情報を確認してく
ださい。

●採用が決まったら、Aターンプラザ
秋田へご連絡お願いします。
　また、秋田へ引っ越しされてから「ふ
るさと定住機構」ホームページ内、
就職報告フォームよりご連絡いただ
いた方にはクオカードをプレゼント
いたします。

●求人の応募には、『履歴書』と『職務経歴書』が必
要です。
●『職務経歴書』は自分の長所等を採用担当者にア
ピールする重要な書類です。
●Aターンプラザ秋田では履歴書・職務経歴書の添
削や書き方、面接時の注意点等の相談もお受け
しています。

※資格・経験等、求人票のすべての要件を満たしていない場合で
も、興味のある求人票を見つけた場合はご相談ください。

●応募を決めたらＡターンプラザ秋田へ『登録番号』『求人番号』『応
募（紹介状）希望』を、メールや電話でご連絡ください。
●Aターンプラザ秋田から企業へ連絡し、応募の取次ぎをするととも
に、応募に必要な『紹介状』を発行し、ご本人へ郵送します。
　また、求人票に記載されている『応募書類』（履歴書・職務経歴書な
ど）と『紹介状』を企業へ郵送します。（この時、添え状を添付すること
をお奨めします）
●面接に進む場合は、「面接交通費等助成金制度」を利用できる場合
がありますので、面接日が決まったらすぐに「ふるさと定住機構」
ホームページ又は同機構への電話連絡により、必要書類を入手して
ください。

Aターン登録を終えて、これからお仕事探し（求職活動）を始められることになりますが、あなたの求職活動は今どのあたりですか？
Aターンプラザ秋田では、皆様の秋田県への就職までを心を込めてお手伝いさせていただきます。

STEP
1

STEP
2

求人を探す

応募を希望する

求人票を入手する

応募・面接の準備を万全に面接→採用 STEP
3

STEP
4

STEP
5

【自己紹介】
９月に就任したばかりの岡部です。どうぞよろしくお願い
いたします。
私は東京生まれ東京育ち。秋田とのご縁は、昨年家族旅
行で訪れた（角館・田沢湖・玉川温泉）一度だけですが、
今では、秋田・秋田県という言葉にとても敏感に反応し、
地理から少しずつ学んでいます。
前職は、東京都の就労支援機関で、対面での相談業務や
セミナー等を行ってきました。早く仕事に就くだけでなく、
その方らしい“仕事・働く”とは何か、利用者の方と一緒
に考え支援してきました。その力をAターンプラザ秋田で
も活かしたいと思っています。

【秋田の好きなところは？】
お米をはじめとした食べ物のおいしさ。そして、秋田弁のや
さしい響きです。私は日本犬が大好きです。東京の住宅事
情では秋田犬を飼うことは難しいですが、子犬と一緒に駆
け回るのが夢です。

【Aターン就職を希望する方にメッセージ】
転職や再就職は不安がいっぱいだと思います。「こんなこと
質問したら恥ずかしい」と思わず、お気軽にご相談くださ
い。また、お時間が作れる方は、ぜひ「Aターンプラザ秋田」
か「Aターンサポートセンター」に足をお運びください。電話
はフリーダイヤルです。ご登録者のお顔やお声が分かれば、
お一人おひとりにあった案件探しや情報提供ができると思
います。お待ちしています。

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。

もし、メールが不要な場合は、「求人メール」「リアルタイム情報メール」のどちらが不要かお書きのうえ、
Ａターンプラザ秋田又はふるさと定住機構にメール・お電話等でご連絡ください。

履歴書・職務経歴書をご用意の上、Aターンプラザまでご連絡ください。

ふるさと定住機構では、ホームページ・あきた日和の他、
メールで様々な情報を提供しております。

Q.住所・メールアドレスが変わったらどうしたらいい？
   メールアドレス等が変更になれば再登録が必要ですか？

Q.ホームページ「登録者専用ページ」を閲覧するための
    ID・パスワードがわからなくなりました。

Q.登録内容を変更したいのですが変更方法がわかりません。

Q.秋田に戻ってもAターン登録制度を引き続き利用できますか？

Q.秋田に帰ってきているのに不要なメールが届きます。

既に登録されている方の場合は、秋田に引越
しされた後でも、ご本人の希望により登録は
ご継続いただけます。
秋田に引っ越し後に新規登録をご希望される
方につきましては、「Ａターン後半年以内で、
ハローワークに求職登録していること」が登
録条件となります。

ふるさと定住機構ホームページ
右上の「お問合せ」フォーム又は
お電話等でふるさと定住機構
にいつでもご連絡ください。

自分に合った仕事を見つけるために、まずは自分を知ることが大事です。
今までの経験や活動を振り返り、自分自身の仕事に関する考え方や希望
を整理し、自分がどんな仕事をしたいのかを考えることが重要です。
Aターンプラザ秋田では、そのような不安や悩みがある方のご相談に専
門の相談員が対応し、就職までのお手伝いをさせていただきます。

どんな仕
事を

したらよい
か

わからな
いという

お悩みの
方

Ａターンプラザ秋田
岡部 相談員

≪手続きは簡単！≫「登録内容を公開します」とＡターンプラザ秋田又はふるさと定住機構に
メール・お電話・登録内容調査票等でご連絡ください。

Aターンプラザ秋田では、早期のAターン就職を希望する方のために、個別の求人開拓（希望地の職種に求人がない場合）を希望される方への対応とし
て、ご希望の勤務地が所在する各地域振興局の雇用労働アドバイザーに求人の開拓を依頼しております。

求人開拓サービスをご利用ください。



既にAターンしており、情報メールが不要な場
合は、ふるさと定住機構まで登録解除のご連
絡をお願いします。ご連絡がなければ解除で
きませんので、ご理解をお願いします。

現在Ａターン登録者の採用を希望する県内企業750社以上に公開中！多くの企業があなたの情報をお待ちしています。Ａターンのきっかけづくりに、
ぜひ公開してみてはいかがでしょうか。
特にＡターンフェアの時期は企業からの声かけが多くなりますよ！

毎週金曜日に配信している「求人メール」については、ホームページで同じ内容がいつでも閲覧できますが、それ以外の「リアルタイム情報」について
は、メールで情報を配信し、その詳細をホームページで公開しているため、「メール登録が無く、頻繁にホームページをチェックしていない方」には、情
報が届かない恐れがあります。登録時からのアドレス変更やパソコンからの受信拒否でメールが届かない方も多数見受けられますので、再度登録内容
をご確認ください。

企業への登録情報公開のススメ

メールで様々な情報を提供しています!
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「森林（もり）のしごと」編（仮称）
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日 程

会 場

秋田県内で林業に従事するゲスト（移住
就業者）と交流し、秋田に移住して林業
を仕事とすること、考えてみませんか？

2017/12/10(日）

秋田の教育ミートアップvol.2
～教育オヤジたちの船出～

TIP*S（中小企業基盤整備機構）
東京都千代田区丸の内2-5-1
丸の内二丁目ビル6Ｆ

日 程

会 場

9月に開催した現地ツアー「ナナメ上いく
教育オヤジキャンプ」の参加者をゲストに
招き、秋田での教育・子育てを考えます。

2017/12/16（土）

秋田県
移住セミナー＆相談会（仮称）

ふるさと回帰支援センター
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8Ｆ

日 程

会 場

秋田県と県内市町村が、各地の暮らしや
移住支援制度についてご紹介します。
個別相談も承ります。

2018/1/20（土）

秋田県移住就業セミナー
「海のしごと」編（仮称）

パソナグループビル東京本部内
東京都千代田区大手町2-6-2

日 程

会 場

秋田県内で漁業に従事するゲスト（移住
就業者）と交流し、秋田に移住し漁業を仕
事とすること、考えてみませんか？

2018/1/21（日）

JOIN移住・交流＆
地域おこしフェア2018

東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1

日 程

会 場

移住・交流推進機構（JOIN）が主催する
国内最大規模の移住相談会です。秋田県
内の各自治体も出展します。

2018/1/27（土）

地域おこし協力隊募集・
マッチングイベント

移住・交流情報ガーデン
東京都中央区京橋1-1-6
越前屋ビル1Ｆ

日 程

会 場

秋田県内の市町村による地域おこし協力
隊募集合同イベントです。地域の元気づく
りに貢献する働き方、考えてみませんか？

2017/11/18（土）～12/1（金）
2018/1/20（土）～2/1（木）

Akita Fan Weeks写真展

ART FOR THOUGHT
（アート フォー ソート）
東京都中央区銀座8-10-4
和孝銀座8丁目ビル1F 【日・祝日定休】

日 程

会 場

2人の写真家が秋田を巡り、新鮮
な眼差しで切り取った秋田の風景
を展示します。

秋田県では、秋田での「暮らし方」や「働き方」に関する様々な情報をご紹介する各種イベントにより、皆様の移住・就職を応援しています！

新スタッフを紹介します！
Aターンプラザ秋田

Aターン登録から就職までの進め方
登録してからどうするの？

メッセージ
Ａターン登録者へ

Q&A
よくある質問

●「ふるさと定住機構」のホームぺージでは、「Ａターン求人」及び秋田県内の「ハローワーク求
人」の一覧が閲覧できます。
●また、Aターンプラザ秋田に来所いただければ、職業相談をしながら、あなたの条件に合う求
人を探すこともできます。

※「Aターン求人」は、Aターン登録者を対象に、企業がAターンプラザ秋田に提出した求人です。
　「ハローワーク求人」は、求職者を対象に、企業がハローワークに提出した求人です。

●Ａターンプラザ秋田へ、メールや電話で、自分の
『登録番号』又は、求人の『求人番号』をお知らせ
いただければ、メール添付（PDF）か郵送により、
「求人票」をお送りします。
●入手した「求人票」で詳細な求人情報を確認してく
ださい。

●採用が決まったら、Aターンプラザ
秋田へご連絡お願いします。
　また、秋田へ引っ越しされてから「ふ
るさと定住機構」ホームページ内、
就職報告フォームよりご連絡いただ
いた方にはクオカードをプレゼント
いたします。

●求人の応募には、『履歴書』と『職務経歴書』が必
要です。
●『職務経歴書』は自分の長所等を採用担当者にア
ピールする重要な書類です。
●Aターンプラザ秋田では履歴書・職務経歴書の添
削や書き方、面接時の注意点等の相談もお受け
しています。

※資格・経験等、求人票のすべての要件を満たしていない場合で
も、興味のある求人票を見つけた場合はご相談ください。

●応募を決めたらＡターンプラザ秋田へ『登録番号』『求人番号』『応
募（紹介状）希望』を、メールや電話でご連絡ください。
●Aターンプラザ秋田から企業へ連絡し、応募の取次ぎをするととも
に、応募に必要な『紹介状』を発行し、ご本人へ郵送します。
　また、求人票に記載されている『応募書類』（履歴書・職務経歴書な
ど）と『紹介状』を企業へ郵送します。（この時、添え状を添付すること
をお奨めします）
●面接に進む場合は、「面接交通費等助成金制度」を利用できる場合
がありますので、面接日が決まったらすぐに「ふるさと定住機構」
ホームページ又は同機構への電話連絡により、必要書類を入手して
ください。

Aターン登録を終えて、これからお仕事探し（求職活動）を始められることになりますが、あなたの求職活動は今どのあたりですか？
Aターンプラザ秋田では、皆様の秋田県への就職までを心を込めてお手伝いさせていただきます。

STEP
1

STEP
2

求人を探す

応募を希望する

求人票を入手する

応募・面接の準備を万全に面接→採用 STEP
3

STEP
4

STEP
5

【自己紹介】
９月に就任したばかりの岡部です。どうぞよろしくお願い
いたします。
私は東京生まれ東京育ち。秋田とのご縁は、昨年家族旅
行で訪れた（角館・田沢湖・玉川温泉）一度だけですが、
今では、秋田・秋田県という言葉にとても敏感に反応し、
地理から少しずつ学んでいます。
前職は、東京都の就労支援機関で、対面での相談業務や
セミナー等を行ってきました。早く仕事に就くだけでなく、
その方らしい“仕事・働く”とは何か、利用者の方と一緒
に考え支援してきました。その力をAターンプラザ秋田で
も活かしたいと思っています。

【秋田の好きなところは？】
お米をはじめとした食べ物のおいしさ。そして、秋田弁のや
さしい響きです。私は日本犬が大好きです。東京の住宅事
情では秋田犬を飼うことは難しいですが、子犬と一緒に駆
け回るのが夢です。

【Aターン就職を希望する方にメッセージ】
転職や再就職は不安がいっぱいだと思います。「こんなこと
質問したら恥ずかしい」と思わず、お気軽にご相談くださ
い。また、お時間が作れる方は、ぜひ「Aターンプラザ秋田」
か「Aターンサポートセンター」に足をお運びください。電話
はフリーダイヤルです。ご登録者のお顔やお声が分かれば、
お一人おひとりにあった案件探しや情報提供ができると思
います。お待ちしています。

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。

もし、メールが不要な場合は、「求人メール」「リアルタイム情報メール」のどちらが不要かお書きのうえ、
Ａターンプラザ秋田又はふるさと定住機構にメール・お電話等でご連絡ください。

履歴書・職務経歴書をご用意の上、Aターンプラザまでご連絡ください。

ふるさと定住機構では、ホームページ・あきた日和の他、
メールで様々な情報を提供しております。

Q.住所・メールアドレスが変わったらどうしたらいい？
   メールアドレス等が変更になれば再登録が必要ですか？

Q.ホームページ「登録者専用ページ」を閲覧するための
    ID・パスワードがわからなくなりました。

Q.登録内容を変更したいのですが変更方法がわかりません。

Q.秋田に戻ってもAターン登録制度を引き続き利用できますか？

Q.秋田に帰ってきているのに不要なメールが届きます。

既に登録されている方の場合は、秋田に引越
しされた後でも、ご本人の希望により登録は
ご継続いただけます。
秋田に引っ越し後に新規登録をご希望される
方につきましては、「Ａターン後半年以内で、
ハローワークに求職登録していること」が登
録条件となります。

ふるさと定住機構ホームページ
右上の「お問合せ」フォーム又は
お電話等でふるさと定住機構
にいつでもご連絡ください。

自分に合った仕事を見つけるために、まずは自分を知ることが大事です。
今までの経験や活動を振り返り、自分自身の仕事に関する考え方や希望
を整理し、自分がどんな仕事をしたいのかを考えることが重要です。
Aターンプラザ秋田では、そのような不安や悩みがある方のご相談に専
門の相談員が対応し、就職までのお手伝いをさせていただきます。

どんな仕
事を

したらよい
か

わからな
いという

お悩みの
方

Ａターンプラザ秋田
岡部 相談員

≪手続きは簡単！≫「登録内容を公開します」とＡターンプラザ秋田又はふるさと定住機構に
メール・お電話・登録内容調査票等でご連絡ください。

Aターンプラザ秋田では、早期のAターン就職を希望する方のために、個別の求人開拓（希望地の職種に求人がない場合）を希望される方への対応とし
て、ご希望の勤務地が所在する各地域振興局の雇用労働アドバイザーに求人の開拓を依頼しております。

求人開拓サービスをご利用ください。



市町村イチ押し支援制度ピックアップ!

●問秋田市企画財政部企画調整課移住促進担当
　  TEL（直通）／018-888-5487　FAX／018-888-5463
　  E-mail／ro-plmn@city.akita.lg.jp

●問大仙市移住・定住総合支援センター（大仙市企画部まちづくり課内）
　  TEL／０１８７-６３-１１１１（内線２２６）

●問羽後町企画商工課
　  TEL／0183-62-2111 FAX／0183-62-2120
　  E-mail／kikaku@town.ugo.lg.jp

●問仙北市役所　地方創生・総合戦略室
　  TEL／0187-43-3315　E-mail／sousei@city.semboku.akita.jp

『子育て世帯移住促進事業』が
スタートしました

❶新築・購入補助
　100万円＋［子育て加算：18歳未満の子の人数］×
　10万円＋［市内業者加算：市内に事業所等を有する業者と契約し、
　新築又は購入した場合］50万円
❷賃貸初期費用補助
　　20万円＋［子育て加算：18歳未満の子の人数］×10万円
❸転居費用補助（１，２の補助と併用。単独補助不可）
　　20万円＋［子育て加算：18歳未満の子の人数］×10万円

❶移住者の【起業】や【事務所移転】を
　サポートします！
　○内　容　起業や事務所移転のための
　　　　　　経費の一部を補助
　○補助率　1/2
　○上限額　50万円

❷移住して起業される方の【暮らし】をサポートします！
　○内　容　家賃及び除排雪作業のための経費の一部を補助
　○補助率　1/2
　○上限額　12万円　
❸【レンタルオフィス】の利用者を募集しています！
　「五城目町地域活性化支援センター」は、起業やコミュニティ活動
　などを行う事業者のオフィスとして月額20,000円（1室）で利用
　できます。
　シェアオフィス（1室を共同利用する場合）は、月額7,000円（1人）
　での利用可能。
　若い世代の移住者・起業者が集う拠点施設となっています。
　（「五城目町地域活性化支援センター」ホームページ
　URL：http://babame.net/）

※他機関から同様の補助を受ける場合は、対象経費から
　その額を差し引きます。

北秋田市では、移住体験と暮らしに欠かせない「しごと」をミックスして、
移住先での仕事探しをお手伝いしています！
移住を希望する方を積極的に受け入れる事業所として、農林業、建設・建築業、サービス業、福祉事業所など15事業所
登録のもと、地元ハローワーク及び秋田県と連携し、仕事探しを支援しています。
移住体験では、ご興味のある事業所において職場の見学や体験ができるほか、このうち県が実施する「くらし×しご
と」事業に登録している事業所では就業体験のマッチングを行っています。
また、交通費及び滞在費等に対し１世帯当たり５万円を上限に助成しているほか、本年12月には移住体験住宅が全６
戸、バリアフリータイプやシェアハウスタイプを揃えリニューアルオープンの予定で、目的や段階（短期・中期・長期）に
応じたお試し移住を提供しています。

※１．２．３いずれの場合も、子育て加算については、ひとり親の場合15万円×子の人数

●問五城目町まちづくり課　TEL／018-852-5361　FAX／018-852-3151

五城目町は、
移住して起業にチャレンジする方を
サポートします！

❷第２子保育料を無料化します
　２歳児以降の第２子から保育料を無料化し、また幼稚園の保育料、
　給食費も無料化します。
❸お誕生クーポンを進呈します
　本町に住所を有し、出産された方で引き続き本町に在住される方
　に、５万円分のクーポン券を進呈します。

井川町では
子育て世帯を応援しています！

秋田県外から本市へ移住する子育て世帯（18
歳未満の子を申請時に養育）の方に対して、移
住に係る住宅の新築・購入、賃貸および転居に
係る費用を補助します。（上限あり）

定住の目的で大仙市へ
移住する方の快適な住環境の
確保を支援します。
大仙市では、定住の目的で大仙市へ移住する
方が快適な住環境を確保できるよう、４つの補
助事業を行っています。

羽後町は本気の定住体験できます！
（羽後町定住体験住宅のご紹介）
羽後町定住体験住宅の
アピールポイントは3つ！

まずはLINEでお気軽に。移住コンシェル
ジュが親身になってご対応いたします。

●問潟上市総務部企画政策課企画政策班
　  TEL／018-853-5302　FAX／018-853-5211
　  E-mail／kikaku@city.katagami.lg.jp

●問井川町役場　総務課総務班
　  TEL／018-874-4411　E-mail／soumu@town.ikawa.akita.jp

子育てするなら
「潟上（かたがみ）」で
子育て世代の支援のため、中学生まで医療費
無償化や出産祝い金の支給、さらに幼保一体
施設である認定子ども園の整備などソフト・
ハード両方からきめ細やかな子育て支援を行っ
ており、秋田県内でもトップクラスの支援策を
誇ります。

にかほ市内の企業への就職のため、市内企業
の採用面接を受けた方に対し、居住地の最寄
り駅等から、採用面接を行った市内事業所の
最寄り駅等までの往復に要した交通費等の一
部を補助します。（２分の１、上限２万円）

●問大潟村　総務企画課
　  TEL／0185-45-2111　E-mail／g-kikaku@ogata.or.jp

緑豊かで、美味しい食べ物が
豊富な、子育て支援の充実した
大潟村へ、移住しませんか。

❶子育て世帯の空き家リフォームを補助します。
　本町に住所を有し、１８歳以下の子どものい
る世帯が空き家を購入してリフォームする
と、工事費の１５％（限度額３０万円）まで補
助します。

定住促進奨励金
　住宅を取得し、移住した世帯に、奨励金（固定
資産税相当額を３年間）を交付します。

にかほ市内企業の、
就職面接に要した交通費等を
補助します。

●問にかほ市商工観光部商工政策課
　  TEL／0184-38-4304　FAX／0184-38-4050 ●問北秋田市総合政策課　TEL／0186-62-6606　FAX／0186-63-2586　E-mail／seisaku@city.kitaakita.akita.jp

移住・定住の支援内容

●多世代同居のため住宅を増改築等した方
　工事費の10％（上限80万円）を補助。
　※補助額のうち現金補助は50万円とし、それを越えた残りを商品
券で交付
●賃貸住宅に居住希望の方
　大潟村が賃貸住宅を整備。家賃は入居者の所得により決定。（月額
22,000円～56,000円）
●村に居住する勤労者の方
　民間賃貸住宅や貸家の入居世帯主に商品券交付（1ヶ月につき1
万円を6ヶ月ごとに交付）・
　分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限20
万円）を商品券補助。

●高校生の通学費助成
　高校生の通学定期代金の半額を助成します。（上限1カ月につき
3,000円まで）3年間で最大10万8千円の助成を受けることがで
きます。

●分譲地（中央3番地）を購入した方
　購入後2年以内に住居建設し、移住のため住
所移転してきた場合最大200万円補助。
　※住居建築費の5％（上限100万円）補助。入
居者1人につき25万円の商品券交付（最大
100万円）

❶移住者支援住宅取得補助金
　　定住の目的で大仙市へ移住し、市内に住宅を取得される方を対
象に最大１５０万円の補助金を交付します。
❷移住者支援若年・子育て世帯家賃補助金
　　双方が40歳以下の同居する夫婦世帯又は満１５歳に到達して
最初の3月31日までの間にある子どもと同居する世帯が定住の目
的で移住した際、民間賃貸住宅の賃借料について12ヶ月を限度と
して月額最大3万円の補助金を交付します。
❸移住者支援住宅改修補助金
　　定住の目的で大仙市へ移住し、市内の物件を購入若しくは賃借
し、円滑な居住生活を送るために増改築や補修を行う方を対象に
最大40万円の補助金を交付します。
❹移住者支援引っ越し補助金
　　定住の目的で大仙市へ移住する際の引っ越し業者への支払費
用など、引っ越しに要する経費を支払う方を対象に最大12万円の
補助金を交付します。

❶平成22年建築！オール電化＆克雪対策で快適な住生活！
　他には無い新築で建てられた体験住宅です。電気温水器、ＩＨ、パソ
コン（Wifi）、エアコン等、生活に必要なものは揃ってます！
　１泊2,000円(冬季1泊2,500円)からご利用可能です！
❷目の前には2016年7月オープン道の駅うご！
　ジェラート、お酒、冷がけそば、新鮮なお肉、野菜などなど、地域の
美味しい物が常に揃う道の駅が体験住宅から見える距離に！
❸万全なフォロー体制！御世話役に協力隊！
　ご到着からご出発まで、５名の地域おこし協力隊が定住体験生活
をサポート！事前アンケートにご要望などをお書きください！

※いずれの「だいせんライフ」移住者向け住宅支援業務補助金についても、「過去５年間
に大仙市に居住したことがない」や「転入後、大仙市に５年以上居住することを誓約で
きる」など、補助対象者の要件があります。補助対象者の要件や補助対象経費、補助率
などの支援制度の詳細については、大仙市移住・定住総合支援センターまでお問い合
わせください。

◆大仙市「だいせんライフ」移住者向け
　住宅支援事業補助金

住まいに関する
移住・定住支援制度が充実！

次世代定住支援事業補助金　
　次世代を担う子育て世帯や若い夫婦が、仙北市内に住宅を建築又
は購入した場合、補助金（最大90万円）を交付します。
　補助額　定住世帯１世帯40万円　移住世帯１世帯60万円　
　　　　　子育て加算　１人につき10万円（限度額20万円）
　　　　　市内施工業者加算　10万円
定住対策新婚世帯家賃助成事業費補助金　
　仙北市内のアパート等に居住する新婚世帯に、家賃の１／２(月額
上限２万円)を助成します。
　また、空き家など中古住宅を購入し、リフォームする場合には住宅
リフォーム促進事業補助金や浄化槽設置整備事業補助金などの助
成があります。

※制度を利用するには、それぞれ条件が異なりますので、必ずお問い合わせください。

●問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-mai／k-life@city.kazuno.lg.jp

　移住後の仕事や住まい、移住支援制度に限
らず、鹿角での暮らしについて少しでも気に
なることがあれば、
　お気軽にLINEでご相談ください。
　移住コンシェルジュが移住者目線でお答え
いたします。LINEでの移住相談はLINEアプ
リの「友だち追加」から
　公式アカウント「鹿角市鹿角ライフ促進班」
を検索して友だち追加後、トーク画面から相
談いただけます。

①LINEで移住相談はじめました

移住後の住まいには、ぜひ空き家をご活用ください。修繕費や家
財撤去費を補助します。

②ふるさとライフ住宅改修支援補助金

　市外から移住される方が、市の空き家データバンク登録物件や、市
と協定を結んでいる市内９不動産業者が仲介する
　物件（事業者建物）を賃貸または購入した場合、居住するために要
した修繕費や家財撤去費を補助します
　　補助対象経費：修繕費、家財撤去費
　　補助上限額：賃貸の場合：50万円（千円未満切り捨て）
　　　　　　　  購入の場合：100万円（千円未満切り捨て）
　　　　　　　  事業者建物の場合：50万円（千円未満切り捨て）
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市町村イチ押し支援制度ピックアップ!

●問秋田市企画財政部企画調整課移住促進担当
　  TEL（直通）／018-888-5487　FAX／018-888-5463
　  E-mail／ro-plmn@city.akita.lg.jp

●問大仙市移住・定住総合支援センター（大仙市企画部まちづくり課内）
　  TEL／０１８７-６３-１１１１（内線２２６）

●問羽後町企画商工課
　  TEL／0183-62-2111 FAX／0183-62-2120
　  E-mail／kikaku@town.ugo.lg.jp

●問仙北市役所　地方創生・総合戦略室
　  TEL／0187-43-3315　E-mail／sousei@city.semboku.akita.jp

『子育て世帯移住促進事業』が
スタートしました

❶新築・購入補助
　100万円＋［子育て加算：18歳未満の子の人数］×
　10万円＋［市内業者加算：市内に事業所等を有する業者と契約し、
　新築又は購入した場合］50万円
❷賃貸初期費用補助
　　20万円＋［子育て加算：18歳未満の子の人数］×10万円
❸転居費用補助（１，２の補助と併用。単独補助不可）
　　20万円＋［子育て加算：18歳未満の子の人数］×10万円

❶移住者の【起業】や【事務所移転】を
　サポートします！
　○内　容　起業や事務所移転のための
　　　　　　経費の一部を補助
　○補助率　1/2
　○上限額　50万円

❷移住して起業される方の【暮らし】をサポートします！
　○内　容　家賃及び除排雪作業のための経費の一部を補助
　○補助率　1/2
　○上限額　12万円　
❸【レンタルオフィス】の利用者を募集しています！
　「五城目町地域活性化支援センター」は、起業やコミュニティ活動
　などを行う事業者のオフィスとして月額20,000円（1室）で利用
　できます。
　シェアオフィス（1室を共同利用する場合）は、月額7,000円（1人）
　での利用可能。
　若い世代の移住者・起業者が集う拠点施設となっています。
　（「五城目町地域活性化支援センター」ホームページ
　URL：http://babame.net/）

※他機関から同様の補助を受ける場合は、対象経費から
　その額を差し引きます。

北秋田市では、移住体験と暮らしに欠かせない「しごと」をミックスして、
移住先での仕事探しをお手伝いしています！
移住を希望する方を積極的に受け入れる事業所として、農林業、建設・建築業、サービス業、福祉事業所など15事業所
登録のもと、地元ハローワーク及び秋田県と連携し、仕事探しを支援しています。
移住体験では、ご興味のある事業所において職場の見学や体験ができるほか、このうち県が実施する「くらし×しご
と」事業に登録している事業所では就業体験のマッチングを行っています。
また、交通費及び滞在費等に対し１世帯当たり５万円を上限に助成しているほか、本年12月には移住体験住宅が全６
戸、バリアフリータイプやシェアハウスタイプを揃えリニューアルオープンの予定で、目的や段階（短期・中期・長期）に
応じたお試し移住を提供しています。

※１．２．３いずれの場合も、子育て加算については、ひとり親の場合15万円×子の人数

●問五城目町まちづくり課　TEL／018-852-5361　FAX／018-852-3151

五城目町は、
移住して起業にチャレンジする方を
サポートします！

❷第２子保育料を無料化します
　２歳児以降の第２子から保育料を無料化し、また幼稚園の保育料、
　給食費も無料化します。
❸お誕生クーポンを進呈します
　本町に住所を有し、出産された方で引き続き本町に在住される方
　に、５万円分のクーポン券を進呈します。

井川町では
子育て世帯を応援しています！

秋田県外から本市へ移住する子育て世帯（18
歳未満の子を申請時に養育）の方に対して、移
住に係る住宅の新築・購入、賃貸および転居に
係る費用を補助します。（上限あり）

定住の目的で大仙市へ
移住する方の快適な住環境の
確保を支援します。
大仙市では、定住の目的で大仙市へ移住する
方が快適な住環境を確保できるよう、４つの補
助事業を行っています。

羽後町は本気の定住体験できます！
（羽後町定住体験住宅のご紹介）
羽後町定住体験住宅の
アピールポイントは3つ！

まずはLINEでお気軽に。移住コンシェル
ジュが親身になってご対応いたします。

●問潟上市総務部企画政策課企画政策班
　  TEL／018-853-5302　FAX／018-853-5211
　  E-mail／kikaku@city.katagami.lg.jp

●問井川町役場　総務課総務班
　  TEL／018-874-4411　E-mail／soumu@town.ikawa.akita.jp

子育てするなら
「潟上（かたがみ）」で
子育て世代の支援のため、中学生まで医療費
無償化や出産祝い金の支給、さらに幼保一体
施設である認定子ども園の整備などソフト・
ハード両方からきめ細やかな子育て支援を行っ
ており、秋田県内でもトップクラスの支援策を
誇ります。

にかほ市内の企業への就職のため、市内企業
の採用面接を受けた方に対し、居住地の最寄
り駅等から、採用面接を行った市内事業所の
最寄り駅等までの往復に要した交通費等の一
部を補助します。（２分の１、上限２万円）

●問大潟村　総務企画課
　  TEL／0185-45-2111　E-mail／g-kikaku@ogata.or.jp

緑豊かで、美味しい食べ物が
豊富な、子育て支援の充実した
大潟村へ、移住しませんか。

❶子育て世帯の空き家リフォームを補助します。
　本町に住所を有し、１８歳以下の子どものい
る世帯が空き家を購入してリフォームする
と、工事費の１５％（限度額３０万円）まで補
助します。

定住促進奨励金
　住宅を取得し、移住した世帯に、奨励金（固定
資産税相当額を３年間）を交付します。

にかほ市内企業の、
就職面接に要した交通費等を
補助します。

●問にかほ市商工観光部商工政策課
　  TEL／0184-38-4304　FAX／0184-38-4050 ●問北秋田市総合政策課　TEL／0186-62-6606　FAX／0186-63-2586　E-mail／seisaku@city.kitaakita.akita.jp

移住・定住の支援内容

●多世代同居のため住宅を増改築等した方
　工事費の10％（上限80万円）を補助。
　※補助額のうち現金補助は50万円とし、それを越えた残りを商品
券で交付
●賃貸住宅に居住希望の方
　大潟村が賃貸住宅を整備。家賃は入居者の所得により決定。（月額
22,000円～56,000円）
●村に居住する勤労者の方
　民間賃貸住宅や貸家の入居世帯主に商品券交付（1ヶ月につき1
万円を6ヶ月ごとに交付）・
　分譲地に住宅を建築し維持補修等した場合、費用の半分（上限20
万円）を商品券補助。

●高校生の通学費助成
　高校生の通学定期代金の半額を助成します。（上限1カ月につき
3,000円まで）3年間で最大10万8千円の助成を受けることがで
きます。

●分譲地（中央3番地）を購入した方
　購入後2年以内に住居建設し、移住のため住
所移転してきた場合最大200万円補助。
　※住居建築費の5％（上限100万円）補助。入
居者1人につき25万円の商品券交付（最大
100万円）

❶移住者支援住宅取得補助金
　　定住の目的で大仙市へ移住し、市内に住宅を取得される方を対
象に最大１５０万円の補助金を交付します。
❷移住者支援若年・子育て世帯家賃補助金
　　双方が40歳以下の同居する夫婦世帯又は満１５歳に到達して
最初の3月31日までの間にある子どもと同居する世帯が定住の目
的で移住した際、民間賃貸住宅の賃借料について12ヶ月を限度と
して月額最大3万円の補助金を交付します。
❸移住者支援住宅改修補助金
　　定住の目的で大仙市へ移住し、市内の物件を購入若しくは賃借
し、円滑な居住生活を送るために増改築や補修を行う方を対象に
最大40万円の補助金を交付します。
❹移住者支援引っ越し補助金
　　定住の目的で大仙市へ移住する際の引っ越し業者への支払費
用など、引っ越しに要する経費を支払う方を対象に最大12万円の
補助金を交付します。

❶平成22年建築！オール電化＆克雪対策で快適な住生活！
　他には無い新築で建てられた体験住宅です。電気温水器、ＩＨ、パソ
コン（Wifi）、エアコン等、生活に必要なものは揃ってます！
　１泊2,000円(冬季1泊2,500円)からご利用可能です！
❷目の前には2016年7月オープン道の駅うご！
　ジェラート、お酒、冷がけそば、新鮮なお肉、野菜などなど、地域の
美味しい物が常に揃う道の駅が体験住宅から見える距離に！
❸万全なフォロー体制！御世話役に協力隊！
　ご到着からご出発まで、５名の地域おこし協力隊が定住体験生活
をサポート！事前アンケートにご要望などをお書きください！

※いずれの「だいせんライフ」移住者向け住宅支援業務補助金についても、「過去５年間
に大仙市に居住したことがない」や「転入後、大仙市に５年以上居住することを誓約で
きる」など、補助対象者の要件があります。補助対象者の要件や補助対象経費、補助率
などの支援制度の詳細については、大仙市移住・定住総合支援センターまでお問い合
わせください。

◆大仙市「だいせんライフ」移住者向け
　住宅支援事業補助金

住まいに関する
移住・定住支援制度が充実！

次世代定住支援事業補助金　
　次世代を担う子育て世帯や若い夫婦が、仙北市内に住宅を建築又
は購入した場合、補助金（最大90万円）を交付します。
　補助額　定住世帯１世帯40万円　移住世帯１世帯60万円　
　　　　　子育て加算　１人につき10万円（限度額20万円）
　　　　　市内施工業者加算　10万円
定住対策新婚世帯家賃助成事業費補助金　
　仙北市内のアパート等に居住する新婚世帯に、家賃の１／２(月額
上限２万円)を助成します。
　また、空き家など中古住宅を購入し、リフォームする場合には住宅
リフォーム促進事業補助金や浄化槽設置整備事業補助金などの助
成があります。

※制度を利用するには、それぞれ条件が異なりますので、必ずお問い合わせください。

●問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-mai／k-life@city.kazuno.lg.jp

　移住後の仕事や住まい、移住支援制度に限
らず、鹿角での暮らしについて少しでも気に
なることがあれば、
　お気軽にLINEでご相談ください。
　移住コンシェルジュが移住者目線でお答え
いたします。LINEでの移住相談はLINEアプ
リの「友だち追加」から
　公式アカウント「鹿角市鹿角ライフ促進班」
を検索して友だち追加後、トーク画面から相
談いただけます。

①LINEで移住相談はじめました

移住後の住まいには、ぜひ空き家をご活用ください。修繕費や家
財撤去費を補助します。

②ふるさとライフ住宅改修支援補助金

　市外から移住される方が、市の空き家データバンク登録物件や、市
と協定を結んでいる市内９不動産業者が仲介する
　物件（事業者建物）を賃貸または購入した場合、居住するために要
した修繕費や家財撤去費を補助します
　　補助対象経費：修繕費、家財撤去費
　　補助上限額：賃貸の場合：50万円（千円未満切り捨て）
　　　　　　　  購入の場合：100万円（千円未満切り捨て）
　　　　　　　  事業者建物の場合：50万円（千円未満切り捨て）
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Aターンに伴い、
いろいろ悩んでいたことも

ありましたが、
相談ブースでの相談や、

企業と直接話をすることができ、
前進するきっかけとなりました。

会場：浅草橋ヒューリックホール
８月５日（土）

Ａターンフェアin東京

【参加企業】44社　
【来場者】73名　
【企業面談数】170名（延べ）
【イベント内容】

会場：アトリオン
８月12日（金）

Ａターンフェアin秋田

【参加企業】18社　
【来場者】66名　
【企業面談数】102名（延べ）
【イベント内容】

会場：仙都会館
9月3日（日）

Ａターンフェアin仙台

【参加企業】16社　
【来場者】35名　
【企業面談数】39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、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
インターンシップ相談、林業就業相談、秋田市・にかほ市移住
相談、各種セミナー

今年度のＡターンフェアin東京の舞台は浅草橋。
新会場では初めての開催となりました。来場され
た方の中には5社以上の企業を訪問される方も多
く、皆さん積極的にブース訪問されていました。
お子様連れの方にもたくさんご来場いただき、
キッズコーナーは大賑わいでした。

一人一人丁寧な対応を
されていて、

良い雰囲気のある
会場でした。

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。

インターンシップの動画は
KocchAke!　　で こっちゃけ

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 あきたごえん

こっちゃけ

企業との個別面談、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、業界研究ブース（県社会福祉協議会、県建設業協会）

登録者から多数のご要望をいただき、初の仙台開催となりまし
た。ご来場された方は、皆さん企業の担当者と熱心に面談をさ
れていました。どのような企業なのか、今後の一つの企業選択
の情報収集として利用されている方もいらっしゃいました。

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、林業就業相談、秋田市・にかほ市
移住相談、各種セミナー

お盆の帰省時期に毎年開催しているAターンフェアですが、今
年は県内企業ブースを設けての開催となりました。午前中は受
付や待合が大混雑するほどの賑わいでした。企業ブースは時間
帯によっては全て埋まるほどの賑わいをみせ、皆様企業担当者
から熱心に情報を収集していました。企業の皆様も手応えが
あったようで笑顔で帰られました。

平成29年8～9月

Aターンフェア
開催報告

来場された方の声
面談企業を絞り込んで
予定していたので、
内容の濃い面談で

とてもよく理解できました。

非常に
有意義な
時間でした。

初めてフェアに
参加しましたが
大変良かったです。

企業の意見や
担当者の顔が見える
ことで安心して
話せました。



Aターンに伴い、
いろいろ悩んでいたことも

ありましたが、
相談ブースでの相談や、

企業と直接話をすることができ、
前進するきっかけとなりました。

会場：浅草橋ヒューリックホール
８月５日（土）

Ａターンフェアin東京

【参加企業】44社　
【来場者】73名　
【企業面談数】170名（延べ）
【イベント内容】

会場：アトリオン
８月12日（金）

Ａターンフェアin秋田

【参加企業】18社　
【来場者】66名　
【企業面談数】102名（延べ）
【イベント内容】

会場：仙都会館
9月3日（日）

Ａターンフェアin仙台

【参加企業】16社　
【来場者】35名　
【企業面談数】39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、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
インターンシップ相談、林業就業相談、秋田市・にかほ市移住
相談、各種セミナー

今年度のＡターンフェアin東京の舞台は浅草橋。
新会場では初めての開催となりました。来場され
た方の中には5社以上の企業を訪問される方も多
く、皆さん積極的にブース訪問されていました。
お子様連れの方にもたくさんご来場いただき、
キッズコーナーは大賑わいでした。

一人一人丁寧な対応を
されていて、

良い雰囲気のある
会場でした。

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。

インターンシップの動画は
KocchAke!　　で こっちゃけ

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 あきたごえん

こっちゃけ

企業との個別面談、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、業界研究ブース（県社会福祉協議会、県建設業協会）

登録者から多数のご要望をいただき、初の仙台開催となりまし
た。ご来場された方は、皆さん企業の担当者と熱心に面談をさ
れていました。どのような企業なのか、今後の一つの企業選択
の情報収集として利用されている方もいらっしゃいました。

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、林業就業相談、秋田市・にかほ市
移住相談、各種セミナー

お盆の帰省時期に毎年開催しているAターンフェアですが、今
年は県内企業ブースを設けての開催となりました。午前中は受
付や待合が大混雑するほどの賑わいでした。企業ブースは時間
帯によっては全て埋まるほどの賑わいをみせ、皆様企業担当者
から熱心に情報を収集していました。企業の皆様も手応えが
あったようで笑顔で帰られました。

平成29年8～9月

Aターンフェア
開催報告

来場された方の声
面談企業を絞り込んで
予定していたので、
内容の濃い面談で

とてもよく理解できました。

非常に
有意義な
時間でした。

初めてフェアに
参加しましたが
大変良かったです。

企業の意見や
担当者の顔が見える
ことで安心して
話せました。



Aターン情報誌　あきた日和 vol.77
発行日／平成29年11月10日　企画・発行／公益財団法人　秋田県ふるさと定住機構
〒010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田3-1-1

TEL.018-826-1731 E-amil：info@furusato-teiju.jp Aターン

http://www.furusato-teiju.jp
【HPはこちらから】

Ａターンフェアを
開催します！
Ａターンフェアを
開催します！

Aターンフェアin秋田
～秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア～

12月

秋田県で就職を希望する全ての方及びご家族・お知り合いの方
（県内にお住まいの方・学生・お子様連れも大歓迎！）

対象

内容

参加
企業

平成29年12月30日［土］
12：00～15：00日時 秋田拠点センターアルヴェ１Ｆ

きらめき広場（JR秋田駅東口直結）場所

Ａターン者の採用に積極的な県内企業がブースを設け、
会社説明や情報提供を行います。

企業ブース
就活を始める前に、
いろんな業界を研究したい方にオススメです。
参加団体
（社福）秋田県社会福祉協議会、（一社）秋田県建設業協会、
（公財）秋田県看護協会、（一社）秋田県造園協会

業界研究ブース

県内の仕事・住居・得する制度など
様々な移住情報を提要します。

市町村移住相談ブース

Ａターン就職・移住相談、学生就職相談、
ハローワーク相談、インターンシップ相談

各種相談ブース

どんな仕事が向いているかわからないあなたにオススメ。
パソコンであなたがどんな職業に適性があるか調べてみませんか？

職業適性診断コーナー

GO!ENポイントの付与があります。
ＧＯ！ＥＮアプリ

まだ登録していない方にはこちらがオススメ、
PCで簡単に登録できます。

Ａターン登録コーナー

企業ＰＲステージ
自社の人材育成方針や社風、強みなど優れた点や魅力をステージ
でPRします。ステージを見て、ブース訪問する企業を決めるのもい
いかも。

能代運輸㈱、㈱トラパンツ、㈱住建トレーディング、㈱ウェブインパクト、（社福）相和会、㈱エクセルコーポレーション、
㈱エイジェック、㈱クツザワ、㈱タニタ秋田、秋田基準寝具㈱、㈱ツルタック、㈱フィデア情報システムズ、㈱伊徳、
㈱瀧神巧業、三国商事㈱、本荘電気工業㈱、インスペック㈱、（社福）ファミリーケアサービス、㈱虹の街、㈱中村産業、
㈱プレステージ・インターナショナル　秋田BPOキャンパス、ALSOK秋田㈱、秋田赤十字病院、大洋ビル管理㈱、
㈱グランドパレス川端、㈱山二、六郷小型貨物自動車運送㈱、㈲カントリーガーデン、㈱三栄機械、秋田医療福祉㈱、
㈱秋田住宅流通センター、㈱三井光機製作所、ニプロファーマ㈱大館工場、横浜電子工業㈱、三共グループ （順不同）

次回予告 Aターンフェアin東京参加企業

日時 平成30年２月10日（土） 内容 企業ブース・業界研究ブース・市町村移住相談ブース・各種相談ブース
（Ａターン就職・移住相談、学生就職相談、インターンシップ相談）・
職業適性診断コーナー・キャリアコンサルティングコーナー・
Ａターン登録コーナー・GO!ENアプリ他

場所 浅草橋ヒューリックホール
（JR浅草橋駅西口より徒歩１分）

50社
（予定）

県外在住者に限らず、県内在住の高校・大学・短大・専門学校の生徒の皆さん、
一般の方、保護者、お子様連れのパパママ、全ての方にお越し頂きたいイベントです。
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秋田の
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びより

◎「登録してからどうするの？」
 　Ａターン登録から就職までの進め方

◎市町村イチ押し支援制度ピックアップ!
◎平成29年8～9月
　Ａターンフェア開催報告
◎Ａターンフェアのご案内

・Ａターンプラザ秋田　新スタッフのご紹介
・Ａターン登録者へメッセージ
・よくある質問Ｑ＆Ａ

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。


