


for 企 業

for 登録者

Q A&&

A 欲しい情報は、Ａターンプラザにご相談ください。求職者から「あきた就職ナビ」を通して応募があった
が、判断材料として登録情報以上の情報が欲しい。Q

A
Ａターンプラザにご依頼ください。（送付資料にも
リクエスト理由を添付いただくようお願いします）

応募リクエストする登録者に、会社のパンフレット等
の資料を届けたい。Q

Q
応募があった
時の進め方が
わかりません。

A

「あきた就職ナビ」で応募受理した後は、求職者から応募書類が届きますので、その後は直接
応募者とやり取りし書類選考→面接→採用まで進めてください。進捗は「あきた就職ナビ」の
求人応募一覧から企業担当者様がご入力ください。書類選考後、「書類選考コメント」「（通過
の場合）面接予定日」「面接実施コメント（面接日時・場所など）」をご入力のうえ、書類審査通
過ボタンor書類審査不採用ボタンをクリックしてください。面接後は「採否結果」「採用年月
日」「採否理由（応募者本人には表示されません）」をご入力のうえ、採否決定ボタンを押して
いただくと、その応募は完結します。なお、この作業を行っていただくと、Ａターンプラザと応募
者の３者で共有でき、Ａターンプラザへの報告の手間が省けます。

AQ
登録した後、
ログインができ
なくなった。

登録後は、入力項目の「メールアドレス（組織代表）」がIDになります。パスワードがご不明の
場合は、ログイン画面の「パスワード／IDを忘れたら」に同アドレスをご利用のうえパスワー
ド変更を行ってください。

AQ
必須項目が
多くて登録が
進みません。

登録者からの要望もあり、登録者が知りたい情報をお届けするため、企業情報の入力項目
は必須が多くなっております。企業ログイン画面に「下書きシート」を設けておりますので、
下書きシートに入力後、登録画面にコピー＆ペーストするとスムーズに登録できます。

for 登録者 Aターン登録サービスの特徴

登録者区分 Aターン登録者：●秋田県外在住の社会人………………………………………サービス内容：①～⑥
　　　　　　　   ●秋田県外の大学・短大・専門学校の卒業年次学生………サービス内容：⑥以外 
簡 易 登 録 者：●秋田県内在住の社会人・秋田県内と県外の大学・
　　　　　　　　　短大・専修学校の学生、ご家族……………………………サービス内容：①～②

県内の企業求人情報やイベント
情報など、様々な情報を
提供します。

豊富な検索項目
企業・求人情報を、ご希望の
職種や勤務地など様々な条件
で検索できます。

難しい手続き不要。スマホや
パソコンから簡単に求人
へ応募できます。

最新情報の提供1 2 気軽に求人応募３

企業からの
応募リクエスト制度

企業から自社求人への応募
オファーが届きます。

4 応募内容の確認

マイページから、応募状況・
応募履歴が確認できます。

5 面接交通費助成
（県外在住の既卒者のみ対象）

秋田県への就職のために、秋田での
採用面接を受けられる方に交通
費を助成します。

6

A
「あきた就職ナビ」を使って応募した企業
から、書類選考前に断られました。
断られた理由を教えてもらえますか？

Q

A 何度ご応募いただいても構いません。再応募の際には、再応募
理由を記載することも有効です。

求人に応募して断られた企業に再度応募
したいのですが・・・。Q

A内定はもらいましたが、他の企業にも同時
進行で応募したいと思っています。Q

求人応募に制限は設けておりません。複数応募の場合は、一
社一社としっかりと向き合い、情報が混乱しないように「あき
た就職ナビ」の求人応募一覧を確認しながらスケジュール管
理を行いましょう。

A自分の登録情報がどこまで企業に公開さ
れているかわかりません。Q

公開されている情報は、「登録者情報編集」からご確認いただ
けます。入力項目の横に赤く目立つように「公開」と表示され
ています。もちろん、個人が特定される情報は公開されません。

マイページから企業へ直接問い合わせる機能がありますの
で、企業担当者へ直接お問い合わせいただけます。（お名前
を含む個人が特定される情報は公開されません）

秋田県内の企業情報
が誰でも見られる！
会社の様子から社員の生活まで、
県内企業の「求人票には載って
いない」詳しい情報がどなたで
も閲覧できます。

県内に住む親御さんでも
登録できる！

県内在住の方、親御さんや知人の方、学生の
方、どなたでも登録いただけます。登録する
とＡターン求人が閲覧できるので、親御さん
が収集した求人情報を県外にお住まいのお
子さんにお伝えいただくこともオススメです。

【県内在住者は簡易登録となります】

Aターン登録すると、
就職活動がスマホで完結！
【県外在住の社会人・卒業年次の学生】
毎日更新される最新求人情報の検索か
ら求人応募まで、必要なのはスマホ１台。
企業からの「応募しませんか」メールや、
希望求人の新着をお知らせするメール
であなたの就職活動を後押しします。

ご利用の流れ
①

登録申請
②

登録作業
③

ログイン
④

求人検索
⑤

求人応募
⑥

紹介状交付
～採否報告

あなたの
疑問

に答えま
す！

サービスを活用しよう！サービスを活用しよう！

1 2あきた日和　Vol.82 あきた日和　Vol.82



求人票には載ってい
ない 企業 の魅力を紹介します！

　

「挑戦」をキーワードに
幅広い事業を展開するIT企業です！

●事業内容
■ソフトウェア受託開発事業 
■システム基盤事業 
■製品パッケージ開発販売及びコンサルティング事業 
■シニアビジネス事業（シニア向けPCスクール運営）

●会社紹介
1982年の創業から現在37年目を迎えます。IT業界の歴
史が70年程ですので、どちらかというと老舗に入りま
すが、社長は2代目に代替わりし、会社よりも年下で
す。積み重ねてきた信頼・安心をベースに、若い経営体
制で新しいことへのチャレンジを続けています。また、
当社は「アットホーム」且つ「メリハリがある」社風で
す。役職関係なく社員全員「さん」付けで呼び合うとい
う慣習があり、社員同士仲が良く風通しが良いのが特徴
です。スキルアップへの支援体制も整っており、資格取
得費用は全額補助、資格手当も充実しています。

●こんな方を求めています
「知的勇気を持てる人」「チームワークを発揮できる人」
「こだわりを持てる人」の3つの要素を持っている方を
募集しています！

株式会社 バイトルヒクマ
東京本社：〒161-0033 東京都新宿区下落合2-3-18 SKビル5階
バイトルヒクマ 秋田：〒011-0943 秋田市土崎港南3丁目13番52号
https://www.bai.co.jp/

まず一番は、福利厚生です。従業員100人規模のわりにと
ても充実している印象です。また、資格取得補助や研修制
度がしっかりしているので技術者としてのスキルアップも
しっかりサポートして貰えます。勤務形態も柔軟で、親身に
相談に乗ってくれるので自分のライフスタイルの変化に合
わせて長く働けるのも入社して良かった点です。また、秋田
事業所を2019年2月に開設したばかりなので、一緒に盛り
上げてくれる人をお待ちしています！

バイトルヒクマ 秋田　野呂　雄大

株式会社 バイトルヒクマ ジオテックコンサルタンツ株式会社

秋田に暮らす人 の々生活を支える
建設コンサルタント

●事業内容
■土木設計（橋梁、道路、防災施設など）
■地質調査（ダム、トンネル、橋梁など）

●会社紹介
■首都圏からの移住・就職で最大200万円の移住支援金

対象企業です。
■官公庁やゼネコンからの依頼を受けて、土木設計、地

質調査等の業務を行っております。未経験者は、経
験豊富な有資格者からのＯＪＴを受けながら３年程
度での自立と、技術士資格の取得を目指していただ
きます。

■秋田県内での業務が多いですが、青森県、宮城県等の
県外に出張することもあります。

■春～夏は、比較的閑散期で有休消化推奨期間です。こ
の時期に、旅行、山菜採り、音楽フェス、競馬など
の趣味を楽しむ社員もいます。心身の健康のために
は、ワークライフバランスが重要と考えています。

●こんな方を求めています
■取引先から信頼してもらえるような、正確で丁寧な対
　応ができる人
■技術士資格に積極的にチャレンジする、向上心を持っ
　た勤勉な人

ジオテックコンサルタンツ株式会社
〒010-1633
秋田市新屋鳥木町1-74
https://www.geotech-consultants.com/

■東京からのＡターン就職／子供の誕生を機に、故郷秋田
への移住と転職を決断しました。平日でも子供と一緒に夕
食をとったりお風呂に入ったり、以前に比べて家族と過ご
す時間が増えました。
■仕事のやりがい／「自身が担当した構造物が完成した時
に達成感を感じられること」と「秋田に住む人の生活の安
全性、利便性の向上に寄与できること」にやりがいを感じ
ます。故郷秋田へ貢献したいという思いが、仕事で、目に
見えて叶えられることをうれしく思います。

設計部　菅原　崇人

勤務地：秋田市 勤務地：秋田市

　

『お客様満足の徹底追及
　時代をリードする発想力』

●事業内容
建 設 業／店舗や住宅の庭や外構工事のデザイン・
　　　　　施工、公共工事等
建 築 業／リノベーション他建築工事全般
不動産業／一戸建て住宅やマンション・アパート・土地
　　　　　等の売買・仲介
●会社紹介
2020年に20年目を迎えます。地元美郷町で小さなお庭
屋さんを始め、数年後に秋田市にも店舗を開設し秋田県
全域の外構工事に携わり現在に至ります。11年前より
建築業、4年前より不動産事業に参入しました。外構工
事から不動産売買仲介、リノベーション・新築住宅まで
幅広くきめ細かな仕事ぶりが評価されています。
お客様のあらゆるご要望にお応えできるよう、イベント
の企画やアイデアを出し合い協議することを大切にして
おります。個別に教育担当が付きますので安心して仕事
に専念できます。育休・産休からの復帰率も高くライフ
スタイルに合わせた働き方が可能です。研修会や勉強会
などの教育体制も整っており、資格手当や役職手当など
も充実しています。
●こんな方を求めています
・自分で考え、意見をはっきりと言える方
・じっくりと取組むことが好きな方
・相手に合わせたコミュニケーションを意識できる方
・秋田が好きな方

有限会社 カントリーガーデン
〒019-1512 仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻202-3
秋田本店：秋田市広面字鍋沼33-2
http://www.country-garden.jp

Aターンで当社へ入社してから、このエクステリア業界に
とてもやりがいを感じています。これまでの公共工事から
得た経験・知識を最大限生かし、お客様の要望に寄り
添った“デザイン・品質・予算”でつくりあげていきます。完
成された空間を見て、お客様から直接「ありがとう！」や

「素敵！」といった言葉をかけてもらえるのも公共工事と
の大きな違いです。自分の技能でお客様に喜んでもらえ
たときには、何とも言いがたい達成感を味わえます。

秋田本店　設計管理部　山内　洋佑

有限会社 カントリーガーデン 株式会社 プレステージ・インターナショナル

声でつながる　心がつながる
その先の笑顔に

自分らしく働くことが出来る環境がここに！！

●事業内容
BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業
クライアント企業のお仕事を引き受け、付加価値をプラ
スしてサービスを提供する事業です。主にロードサービ
スや自動車保険に関する部門、海外旅行保険に関する部
門などがあります。

●会社紹介
キャンパス内には２つの事業所内託児所を設置してお
り、子育てと仕事の両立を図れるよう環境整備を行って
おります。
またカフェテリアやマッサージルームも完備しており、福利
厚生が充実しております。有給取得率は85％、5日間連続
したリフレッシュ休暇も取得でき、プライベートも充実！
ワークライフバランスが当社の魅力の一つです。
都心のようなおしゃれなオフィス環境で一緒に働いてみ
ませんか！

●こんな方を求めています
「お客様の困りごとを解決して差し上げたい！」という
思いやり。周りの人を助け、周りの人を活かし、周りの
人の力を引き出すコミュニケーション能力。失敗を恐れ
ず、失敗から学ぼうとするチャレンジ精神をお持ちの方
を当社では求めております。

株式会社 プレステージ・インターナショナル
秋田BPOキャンバス：〒010-1633 秋田市新屋鳥木町1-172
にかほブランチ：〒018-0402 にかほ市平沢字鳥ノ子渕47-1
秋田BPO横手キャンバス：〒013-0054 横手市柳田4-3
http://www.prestigein.com

昨年10月にAターンフェアin東京に参加し、今年の2月に入社しま
した。関東地方に住みながら秋田での就職先を探そうとしていた私
にとってAターンフェアで会社説明を受けられたことで、時間的にも
金銭的にも助かり、個人で探すよりスムーズに進めることが出来ま
した。また実際に入社してみると、社内はとても清潔感があり、中で
も会社のシンボルツリーがどこからでも見える建物構造で、仕事を
しながら自然や季節を感じられるので、心身ともに本当に心地よく
働くことが出来ています。入社後の研修も充実しており、人材を育て
る会社だと感じています。

第六事業部　秋田業務グループ　数口　順子

勤務地：秋田市・美郷町 勤務地：秋田市・にかほ市・横手市
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アートやデザインで、
秋田のまちづくりを支える

●事業内容
アーツセンターあきたは、秋田公立美術大学と地域をつ
なぎ、アートとデザインを用いたさまざまなプロジェク
トに取り組んでいます。

●会社紹介
アーツセンターあきたは、秋田公立美術大学が設立した
NPO法人です。多彩な教授陣が展開している数々のプ
ロジェクトや研究成果といった美大のリソースと地域を
つなげようと、アートとデザインを用いた新たなプロ
ジェクトに取り組んでいます。
目指しているのは、市民にアートやデザインをより身近
に感じてもらい、「まちに驚きと発見を生み出す」こと。
大学に集積された「知」を生かして、企業や行政との産
学官連携事業をはじめ、展覧会や公開講座、アートス
クールといった教育事業を行っています。

●こんな方を求めています
スタートアップの経験を積みたい方や、マネジメントの
経験を生かして地域に関わる仕事がしたい方。

NPO法人 アーツセンターあきた
〒010-1632　秋田市新屋大川町12-3
　　　　　　　秋田公立美術大学 アトリエももさだ内
https://www.artscenter-akita.jp/

新たな取り組みにチャレンジできる環境にあるなと感じています。美
大には多様な分野の専門家が集まり、それを受け止める行政も寛
容で、これからいろんなことが形になっていく予感がある。大学と地
域をつなぐ役割を強く期待されていることを日々実感しています。前
職も、NPOの職員でした。社会的意義や人の役に立つことが優先さ
れるNPOならではの働き方にやりがいを感じていたし、地域の方か
ら寄せられる相談に対応する経験も積んできました。その経験は
アーツセンターあきたでも生きていると思います。

プログラムコーディネーター　岩根　裕子

NPO法人 アーツセンターあきた 株式会社 マスターピース

一人一人のスタッフが安全に無理なく
仕事を通じて、お客様に日々ベストを尽くせる

環境をつくり続けています。

●事業内容
■建 設 業／一般住宅の建設・販売
■不動産業／建売住宅販売・分譲地造成販売

●会社紹介
「常に考える」を基本に最高傑作の物造りを目指す事か
ら社名を命名。秋田市を中心に県内エリアに「品質がプ
ライド」を理念に高性能住宅を施工販売。関連２社を含
めマスターピースグループを構成。地元秋田の会社とし
て秋田に住む、住みたい、戻りたい、帰りたい“皆様・
家族”に無理のない住まいを提供する。
秋田の気候風土と所得に応じた品質の高い住まいを提供
する。

●こんな方を求めています
マスターピースの仕事を通して地域に貢献したい方。業
界はじめてでも正社員はじめてでも安心のスケジュー
ル。導入研修、e-ランニング、部署別研修（３か月～）、
部署先輩OJT、社外講師研修（２～５年目）、資格取得
研修、資格給与補助
教育制度・評価制度で安心の自己鍛錬が活躍の後押し。

株式会社 マスターピース
〒010-1429
秋田市山手台1丁目１－１
リクルートサイト　https://masterpiece-akita.jp/recruit/

①入社２年目（女性：独身）／初心者で何もわからなかったけ
ど相談がしやすい環境でとても助かってます。お客さんのこうし
たいを叶えられた時にやりがいを感じます。②入社２年目（女
性：独身）／わからない事、悩んでいる事に対して優しく教えて
下さる上司、先輩方にかこまれて毎日楽しく仕事をしています
③入社３年目(女性：独身）／みなさんとても協力で気にかけて
くれたりフォローしてくれたりと、仕事がとてもしやすいところ
などが好きです。自分が携わった広告などを観てお客様の反応
があったりした時にやりがいを感じます。

勤務地：秋田市 勤務地：秋田市

　

県外販売が中心の為、
総合職は年に十回は全国出張。

●事業内容
国産広葉樹（ナラ・クリ・クルミ等約20種）の製材品・木
材加工品（無垢フローリング等の内装品）を全国販売

●会社紹介
ワークライフバランスを体現している会社です。オンと
オフがはっきりしている為、社員は個人や家族との時間
を大切にできています。
広葉樹業界は知らなくて当然です。とてもニッチな世界
なので、逆にそこが魅力の一つ。入社してから広葉樹の
事を勉強していけば十分できるようになります。前向き
に取り組んでいけば、必ず楽しい職場と実感できます。
住宅補助制度もあるので、Aターン以外の方も是非角館
で新しい生活を始めてください。

●こんな方を求めています
・将来の幹部候補
・木が好きな人・前向きな人・世の中の役に立つことが
　好きな人
・人にやさしく、仕事にまじめに向き合える人
・オンとオフを大切にする人

田鉄産業有限会社
〒014-0366
仙北市角館町下菅沢110-1
https://www.seizai.jp

取引先は全国規模。個人から大手メーカー、田舎から
都市部までと、幅の広い営業対象のため、人生経験と
いう意味においても非常に有意義な仕事内容となって
います。子供の学校行事による休みの取得や早退等に
も理解があり、子育て世代にはありがたい。また、定
時出社・退社のため、心にゆとりもできて趣味でマラ
ソンを始めた。心身ともに充実した日々を送っていま
す。（2014年5月入社・総合職採用）

製材部門営業部　武藤　剛

田鉄産業有限会社 池田ライフサポート＆システム株式会社

世界トップクラスの
ケアサービスを目指して

●事業内容
デイサービス、ショートステイ、高齢者向け配食、居宅
介護支援、訪問介護、訪問看護、住宅型有料老人ホー
ム、福祉用具貸与

●会社紹介
「食」、「健康」、「暮らし」を事業の柱として展開する池
田グループ。年を重ねても安心しておだやかに過ごせる
場所を作りたいという想いから平成17年に設立した池
田ライフサポート&システム㈱は、安心で心安らぐ介護
サービスを提供しております。「わかばケアビレッジ
イースト」と称し、看護小規模多機能居宅介護・グルー
プホーム・特別養護老人ホーム・サ高住の他、地域交流
棟が開設計画となっています。世代を超えて小さなお子
様から高齢者の方まで、いつでもやさしくお迎えし、寄
り添えるエリアを目指しております。

●こんな方を求めています
何事も前向きに捉え、新しいことに貪欲にチャレンジで
きる人。そして、お客様とのコミュニケーションを大切
にする人です。学歴やスキル以上に人間性を重視してい
ます。

池田ライフサポート＆システム株式会社
〒015-0013
由利本荘市石脇字田尻野7-3
https://www.ikeda-wakaba.jp/

秋田で人と関わる仕事がしたくて、何なんだろうと考えたと
きに「介護の仕事をしよう」と決めました。介助し終わった
後に「ありがとう」って感謝された時はやっててよかったと
実感します。利用者様に会うのが毎日楽しみで、みんなで一
緒に笑いあって、笑顔になってるのを見ていると自分も元
気になれます。日々勉強で大変なこともありますが、頼もし
い先輩や面白い同僚に囲まれていて、この職場で本当に良
かったと思っています。

デイサービスわかば　介護職　髙野　珠羽

勤務地：仙北市 勤務地：由利本荘市、にかほ市

求人票には載ってい
ない 企業の魅力を紹介します！
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求人票には載ってい
ない 企業の魅力を紹介します！

　

建設関連の技術を通して
地域社会に貢献する企業

●事業内容
測量：測量一般
建設コンサルタント：インフラ整備の計画・調査・設計
補償コンサルタント：土地調査等

●会社紹介
安全で安心な生活や豊かな暮らしを支える道路や河川等
の社会基盤づくり、その整備に関する測量や調査、設計を
行っています。
「明るく　楽しく　前向きに」を社訓として、社員の個性
と人格を尊重し、自由闊達な意見交換とチームワークを大
切にしています。また、20～70歳代まで幅広い年代の社
員が在籍し、それぞれの役割で活躍しており、長く働いて
いける職場です。
信頼のおける技術を持つ組織を目指し、社外・社内研修会
への参加や資格取得希望者への支援、新技術の導入など
により、常に技術の研鑽に努めています。
秋田県移住就業支援金（最大200万円）対象企業です。

●こんな方を求めています
インフラ整備に関心がある方、経験や知識を地域社会の
ために役立てたい方を求めています。誠意をもって事に
あたり、新たな事に挑戦し続ける熱意を持った方を歓迎
します。

株式会社 測地コンサルタント
〒011-0902
秋田市寺内堂ノ沢二丁目１番１号
http://www.sokuchi.ecnet.jp

大学卒業後、関東で就職しましたが、秋田での就職を考え
大学の資格習得を活かせる測量の仕事を探し、この会社に
出会う事が出来ました。
実務経験が無く入社しましたので、分からない事が多かっ
たのですが、上司や先輩は親切に教えて下さいます。
皆さんに助けられ、日々新しい知識を身に着けながら仕事
に取り組み、未経験の仕事でも、チャレンジしやすく仕事の
幅も無限に広がっていきます。

技術部測量グループ　二田　匠

株式会社 測地コンサルタント あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

一歩先を行く経験を通じて、
確実にキャリアアップができます。

●事業内容
損害保険、生命保険のご提案・ご契約、法人・個人への
リスクコンサルティング

●会社紹介
保険は安心安全を扱う、かたちのない商品。
だからこそ、私達は営業としての確実な成長を支援する
組織を有しています。座学だけでない実践的なフォロー
や個別に入り込んだ対話や情報共有で、技術面だけでな
く日々のモチベートで寄り添ったサポートを行います。
未経験からのスタートであっても、ここには同じ意志を
もった同僚がたくさんいます。これまでさまざまな経験
を持ったメンバーが意見を出し合い、当社の営業として
一丸となり、それぞれの意思を実績に繋げています。業
界大手としての誇りと進化を続ける商品を武器に、保険
業界で新しい仕事に挑戦しませんか。

●こんな方を求めています
人と話をすることが好きな方、新しいことに挑戦する意
欲のある方

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
〒010-0951
秋田市山王２丁目1-43
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

保険においてになにより大切なのは、加入時のことだけで
なく「実際に事故が起こったら…？」そんな、万が一のため
の最適な準備や保険でサポートできることを常に意識して
お客様にお会いしますので、お客様から「石垣さんなら信頼
できる」と言われる時が非常にうれしいです。個人のお客
様、事業所向けの提案、事故対応までしっかり寄り添う等、
決して簡単な仕事ではありませんが、非常にやりがいとス
キルアップをしている自分を感じています。

秋田支店　秋田支社　石垣　光彦

勤務地：秋田市 勤務地：秋田市

　

人間関係、チームワークを大切にし、
お客様と社員の幸福を追求します。

●事業内容
北海道、東北を中心に戸建て住宅のリフォームや家廻りの
エクステリア工事を行なっています。主には外装リフォーム
工事が専門です。

●会社紹介
北国の寒さ対策である玄関風除室や断熱性外装材、耐積
雪型カーポート等を主力商品とし、安心、安全、快適
性、デザイン性等、より良い住環境を提案することで、
明るく健康的な暮らしや、活気ある街づくり、活き活き
とした人づくりに貢献します。
先輩社員が一からマンツーマン指導を行いますので未経
験者でも安心です。また会社全体では教育関連事業や、
サッカースクール運営等、多業種事業を全国で展開して
おり常にチャレンジし成長しています。

●こんな方を求めています
明るく前向きでチャレンジ精神のある方、チームワーク
を大切に出来る方。職場の清掃なども進んで行い仕事を
選ばずできる方。

株式会社Birth47  NON工業  秋田営業所
〒011-0941
秋田市土崎港北2丁目19-16
https://www.birth47.com

仕事をしていて一番嬉しいのは、お客さんに喜んでいただけた時。「人に
喜んでもらえる」「誰かの役に立つ」これがやりがいと思っています。この
仕事はお客さんの困っている事を解決する仕事でもあり、社会への貢献
をより身近に感じられる職場です。お客さん、取引先、職場の仲間等、
色々な人と接する機会が多く、他人の気持ちや考えに数多く触れること
で、自身の人間的成長にも繋がっていると感じます。入社時は社員数名の
アパートの一室で始まった会社でしたが、30数年が経ち現在は全国展
開の企業に成長しました。その過程を間近に体験することで、チームワー
クや人間関係の大切さを学びました。

営業部　畠山　幸博

株式会社Birth47 NON工業 秋田営業所 税理士法人MIRAI

顧客満足（ＣＳ）から顧客感動へ

●事業内容
税務申告書作成・給与計算業務・経営計画作成支援・Ｍ
＆Ａ支援・事業承継支援・社会福祉法人会計・相続・そ
の他相談業務全般

●会社紹介
「経営者が自社の計数を知らない企業は伸びない」とい
う信念のもと企業の自計化と経営者との対話を重視する
月次監査をしております。
また、毎月の監査により申告書は正しいという証明であ
る税理士法による書面を添付します。そして経営計画策
定と毎月のモニタリングによりお客様と一緒に将来を考
えます。今後は代表者の高齢化により後継者問題が深刻
化してくるので、従業員が働き続けることができるＭ＆
Ａにも力を入れております。
教育制度は外部研修を取り入れ、レベルアップをはかっ
ています。

●こんな方を求めています
税務だけではなく広く知識を身につけ、お客様に何か提
案できることを喜びとする人、「自利利他」の精神で頑
張る人を求めています。

税理士法人MIRAI
〒011-0943
秋田市土崎港南二丁目３番64号
http://www.sawatax.com/

日々、多種多様な業種の経営者様とお話ができ、幅広
い業種に関する知識や、その業種特有のお話をお客様
から教えて頂けます。また、当社は本人の希望で研修
にも積極的に参加させて頂ける他、通常の税務申告の
他、酒類免許や建設業に関する資格の取得など、業務
を通じて自己のスキルアップができると思います。
専門的知識を要する為、当初は大変でしたが、日々勉
強になる事ばかりで刺激を受けております。

監査担当者　今野　大地

勤務地：秋田市 勤務地：秋田市
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REAL VOICEターンA
REAL VOICEターンA

これからAターンする方へ、
Aターンした立場でアドバイスを一言お願いします。

事務所での相談や電話対応等とても丁
寧で、分かりやすいので、Ａターンを希望
されている方は、是非Ａターンプラザ秋
田の利用をお勧めします。　 20代・男性

秋田はたしかに田舎だが、都会ではでき
ないことがたくさんある。子育ても刺激
がないといわれるが、海、山、BBQ、ス
キー、都会にはない刺激がたくさんあ
る。秋田に移住は負け組ではなく勝ち組
であるといいたい。　　　　 30代・男性

雪に慣れるまで大変（車の運転、雪か
き）。通勤ラッシュのストレスは無いが、
電車の本数が少ない為電車の時刻に合
わせて行動するようになった。　
　　　　　　　　　　　　40代・男性

助成制度がいろいろあるので利用した
方がいい。　　　　　　　  30代・女性

Ａターンフェアで対応してくれたが秋田
情報や良さを教えてくださり、不安が軽
減したので、イベントやＡターンプラザは
どんどん利用した方が良いと思います。
　　　　　　　　　　　   40代・女性

各自治体のHPはチェックしたほうがよ
い。意外と助成金が多く、引越時に助
かった。〆切に気をつける必要があるが
…。　　　　　　　　　　 30代・男性

雪道の運転が難しい。公共交通機関が
不便なので、自家用車メインになります。
周りが暗いので星が良く見えます。　
　　　　　　　　　　　　30代・男性

秋田をさらに活性化していきましょう！
車の免許は取りましょう。　 20代・男性

車がないと不便なので、免許があった方
が良いと思います。　　　　20代・男性

Ａター
ン者ア

ンケー
トより

Ａターンするために、
どのような制度を
利用しましたか？Q1

Q5

Ａターンして良かった点は何ですか。
都会ではできない、一戸建ての建売のマ
イホームを作ることが可能。都会では
市、県議会といった議員の方と知り合い
になることはできないが秋田ならでき
る。　　　　　　　　　　  20代・男性

地元に貢献できる喜びを感じる。両親が
近くにいるため安心できる。自然豊かで
空気が澄んでいる。水道水が飲める。
　　　　　　　　　　　　20代・男性

車での移動が快適。助成金などが手厚
い。　　　　　　　　　　  30代・男性

空気がおいしい。通勤ラッシュがない。
　　　　　　　　　　　   40代・女性

残業が減って自分の時間が増えた。通勤
時間が少なくなった。Ａターンする際の
助成金は助かりました。　   30代・男性

地元の友達と会う機会が増えたこと。
　　　　　　　　　　　   30代・女性

就職を決めることが出来ました。
　　　　　　　　　　　   20代・女性

地元で働けること、海が近くにあること、
物価が安いこと、親や兄弟が近くにいる
こと（姉の子供が見れること）　
　　　　　　　　　　　　20代・男性

実家に近くなったので一人暮らしの母の
ところへ行けるようになった。通勤時間
が短くなった。　　　　　　40代・女性

Q3

Ａターンするまでに苦労したことや、Aターン後に困ったことは何ですか。
千葉県から秋田県だった為距離が遠く、
移動が大変だった。私は一回目で内定を
もらえましたが、複数の行き来は金銭的
にも厳しいところがある。　  20代・男性

18才で秋田を離れた後は、仙台、大阪、
東京に住んでおり、都会の生活に慣れて
しまったため田舎の生活にすぐになじむ
ことができなかった。もちろん給料も下
がり不安があった。　　　　30代・男性

就職先が少なく、希望する仕事が見つか
らなかった。どの会社も給料が安すぎる。
何度も面接の為に秋田を訪れたが、交
通費の助成が片道分だけだったので、貯
金をだいぶ使った。　　　　30代・男性

苦労した点：秋田県を6年程離れていた
為、秋田の企業が分からず苦労した。Ａ
ターン後に困ったこと：企業の数や給与
面。　　　　　　　　　　 20代・男性

車がないと行きたいところに行けない。
　　　　　　　　　　　　20代・男性

求人数が少ない。方言がわからない。　
　　　　　　40代・女性　埼玉県出身

車の維持費や灯油代など今まで必要な
かった経費が増えたこと。　 30代・女性 物価が高い。車がないと不便、雪道も運

転した事がなく不安だった。20年以上運
転していなかったのでペーパードライ
バー講習に通った。（ペーパードライバー
講習も助成金の対象にしてほしかった。）
　　　　　　　　　　　   40代・女性

前職との仕事のかね合い（退職のタイミ
ング）。説得に苦労した。　   30代・男性

Q2

Ａターンして、暮らしはAターン前と、どう変わりましたか。
一人暮らしから実家暮らしに変わったた
め、メリハリのある健康的な生活になっ
た。温泉施設が多いため休日に温泉に行
く様になった。　　　　　　20代・男性

会社がおわるのが早く、かつ通勤時間が
みじかいためアフター5を有効につかえ
る（東京では22時まで働いていた）。なに
もないと言われる秋田だが、週末にイベ
ントが多数あり、しかも都会みたいに混
んでいない。　　　　　　   30代・男性車を使用する機会が多くなった。　

　　　　　　　　　　　   40代・女性
自分の自由な時間が増えたこと。
　　　　　　　　　　　   30代・女性早寝早起きになり、空を見上げたり花を

観察したりと自然にふれることが増え
た。　　　　　　　　　　 40代・女性

通勤時間が長くなった（車での移動のた
め）。運動量が減った（歩く距離が短く
なった）。　　　　　　　　 30代・男性

お金をなるべく使わないようになりまし
た。買い物をする場所が少ないのでネッ
トショッピングが増えた。　  30代・男性

都会とは逆でゆっくりと時間が過ぎるこ
と。車が必要な生活になり、ドライブでき
ること。服装がおちついた。　20代・男性

前よりも自由な時間を持てました。
　　　　　　　　　　　　20代・男性

Q4

回答者9名
（複数回答可）
回答者9名
（複数回答可）

Aターンフェア
21%

HP求人情報
17%

面接交通費
助成
14％

Aターン
プラザへの
相談
21%

Aターンプラザ
からの求人票の

提供
21%

HP企業情報　7%
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　　出展予定企業（順不同）／（株）ＵＭＮファーマ／（株）アイ・クリエイト／ＪＵＫＩ産機テクノロジー（株）／秋田製
錬（株）／キョーリン製薬グループ工場（株）／（株）五洋電子／大橋鉄工秋田（株）／オロテックス秋田（株）／ニプロ

ファーマ（株）大館工場／（株）青山精工／（株）三栄機械／（株）ヤマダフーズ／秋田エプソン（株）／ YURI ホールディングス
（秋田精工（株）、由利工業（株））／インスペック（株）／セルスペクト（株）／（株）バイトルヒクマ／（株）エスツー／（株）ファストコ

ム／ロジザード（株）／（株）ジェイテクトＩＴ開発センター秋田／（株）ブロードバンドセキュリティ／東北 ITbook（株）／山二システムサー
ビス（株）／（医）明和会／秋田赤十字病院／（福）翼友会／（福）花輪ふくし会／（株）ファーマックス／（株）オールフロンティア／（株）エイジェック／（株）品
川商事／（有）カントリーガーデン／（株）瀧神巧業／（株）中山組／クシダ工業（株）／（株）住建トレーディング／（株）沢木組／猿田興業（株）／ヨコウン

（株）／（株）プライムハウス／オリジナル設計（株）／三共グループ（三共（株）、（株）三共テクノソリューションズ、三光不動産（株）、（株）BESS 三共）／能代運
輸（株）／（株）Ｂｉｒｔｈ４７ NON 工業／（株）エポックコミュニケーションズ／（有）能代重機サービス／（株）秋田銀行／（株）ドゥファイン／あいおいニッセ
イ同和損害保険（株）／船川臨港運送（株）／（一財）秋田県建設・工業技術センター／（大）国際教養大学／エイデイケイ富士システム（株）／ TDK（株）

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
ご夫婦やお子様連れ歓迎！

参加無料・服装自由

出展企業の求人の詳細は
「あきた就職ナビ」マイページ
で公開中！（登録者のみ）  

Aターンフェアin東京
■日時 ： 令和元年７月28日（日）11：30～16：10（受付11：00～）
■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）
■対象 ： Ａターン希望者（社会人及び学生）7/28

2019
A-turn Fair

in Tokyo

8/12
2019

A-turn Fair

in Akita

＜内容＞
・企業ブース　　　　　　　Ａターン者の採用に積極的な県内企業がブースを設け、会社説明や個別面談を行います
・企業ＰＲタイム　　　　　企業が自社の魅力をＰＲします。ＰＲタイムを見て訪問ブースを決めるのもオススメです
・各種セミナー　　　　　　Ａターンに役立つセミナーを開催します
・業界研究ブース　　　　　就活を始める前に色んな業界を研究したい方にオススメです
・市町村移住相談コーナー　県内に移住する場合の仕事・住居など様々な情報を提供します
・各種相談コーナー　　　　Ａターン就職・移住相談、学生就活相談、インターンシップ相談
・職業適性診断　　　　　　パソコンであなたの職業適性を調べてみませんか？
　　　　　　　　　　　　  キャリアコンサルタントの解説付きで、より内容をご理解いただけます
・パンフレットコーナー　　県内企業やＡターン関連のパンフレットが一度に集められます

　　　　　出展予定企業（順不同）／秋田青木精機（株）／三菱マテリアル電子化成（株）／ニプロファーマ（株）大館工場／
TDK（株）／秋田エプソン（株）／インスペック（株）／（株）ホクエツ秋田／比内時計工業（株）／ YURIホールディングス（由利工業（株）、秋田精工（株）、
横手精工（株））／（株）バイトルヒクマ／（株）エスツー／（株）ジェイテクトＩＴ開発センター秋田／（株）シーティーイー鹿角事業部／（株）ブロードバン
ドセキュリティ／（株）オクトライズ／（福）秋田けやき会／（福）敬仁会／障害者支援施設桐ヶ丘／（福）新秋会／（福）ファミリーケアサービス／菱明三
菱電機機器販売（株）／（株）東機工 秋田営業所／（株）マルシメ／損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー（株）／三国商事（株）／（株）プライムアシ
スタンス／（株）プレステージ・インターナショナル／ユナイテッド計画（株）／（株）ハムセンター秋田／（一財）秋田県総合公社／トーケンホーム（株）
／秋田工営（株）／（株）マスターピース／本荘電気工業（株）／（株）トクミツ建築企画／（株）伊藤羽州建設／中央土建（株）／（一財）秋田県建設・工
業技術センター／（有）ホンマ保険事務所／（株）松橋設計／（株）秋田住宅流通センター／ジオテックコンサルタンツ（株）／池田グループ（（株）池田、

（株）池田薬局、池田ライフサポート＆システム（株））／（税）ＭＩＲＡＩ／（株）三協運輸／北日本運輸（株）／（株）ドゥファイン／（福）相和会／（株）みち
のくジャパン／大洋ビル管理（株）

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～
■日時 ： 令和元年8月12日（月・振替休日）
■場所 ： 秋田拠点センターアルヴェ 1階 きらめき広場（JR秋田駅東口直結）
■対象 ： 秋田県内で就職を希望する全ての方、及びそのご家族、知人
　　　　※県内・県外・一般・学生・生徒問いません

※出展企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

令和元年度
Aターンフェア
スケジュール

INFORMATION OF 
A-TURN

イベントホール松栄

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

 2019 / 2020

  9/23●●
10/27●　
12/30●　
    2/9●　

月 祝・

日

月

日
Aターンフェアでは企業、市町村、業界研究の各ブースのほか、各種セミナーを計画しています

秋田の企業が集結！

Aターンフェアin仙台

Aターンフェア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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