
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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◉Aターンフェア開催報告
　 7月28日 東京／8月12日 秋田／9月23日 仙台
◉登録だけじゃもったいない！あきた就職ナビ活用方法
◉「あきた就職ナビ」登録団体のご紹介
◉Ａターン企業面接交通費助成について
◉AターンREAL VOICE
◉Ａターンフェアを開催します 12月30日 秋田／2月9日 東京

秋田で働きたい方であれば、どなた（ご本人、
ご家族等）でもご登録いただけます。自身の登
録内容の変更、求人応募、紹介状発行など、登
録から就職までの様々なマッチング機能をサ
イト内マイページで行うことができます。

あきたへ あなたも あしたから



Aターンフェア開催報告

Aターンフェアin仙台
日時：令和元年9月23日（月・祝）
　　　11：30～16：10
会場：イベントホール松栄

■参加企業数／49社　■来場者数／54名
■企業面談数（延べ）／140名
■相談コーナー等利用者数（延べ）／88名

2019-07／2019-08／2019-09

　Ａターンフェアin仙台は、仙台駅東口か
ら徒歩３分のイベントホール松栄で開催し、
54名の方々にご来場いただきました。
　来場者は多いとはいえませんでしたが、
その分来場された方は、積極的に複数の企
業ブースを訪問し、企業の魅力や求人情報
の詳細などをじっくり聞くことができてと
ても有意義なフェアとなったのではないで
しょうか。
　出展いただいた企業様からも、「いい方と
巡り会えました。」とのコメントをいただ
きました。

＜イベント内容＞企業との個別面談／セミナーイベント（企業ＰＲタイム他）／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／市町村等相談（秋田市、鹿角市、由利本荘市、潟
上市、にかほ市、能代市、北秋田市、後継者人材バンク：県事業引継ぎ支援センター）／業界等研
究ブース（県社会福祉協議会、乳頭温泉組合、秋田市保育協議会、秋田市私立幼稚園・認定こど
も園協会）／職業適性診断・キャリアコンサルティング／県内企業パンフレットコーナー

9/23
A-turn Fair

in Sendai

8/12
A-turn Fair

in Akita

Aターンフェア
in秋田
日時：令和元年8月12日（月・祝）
　　　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／50社
■来 場 者 数／315名
■企業面談数（延べ）／459名
■相談コーナー等利用者数（延べ）
　　　　　　　　　　　 ／251名

＜イベント内容＞企業との個別面談／ステー
ジイベント（企業ＰＲタイム他）／Ａターン就
職・移住相談／ハローワーク相談／学生就活
相談／インターンシップ相談／市町村等相談
（秋田市、潟上市、にかほ市、由利本荘市、秋田
県農山村振興課、後継者人材バンク：県事業
引継ぎ支援センター）／業界等研究ブース（秋
田県社会福祉協議会、秋田県看護協会、秋田
県トラック協会、秋田県農業公社、乳頭温泉組
合、自衛隊秋田地方協力本部）／職業適性診
断・キャリアコンサルティング／県内企業パ
ンフレットコーナー

　夏のＡターンフェアin秋田は、秋田拠点
センターアルヴェで開催しました。
　当日は気温も高く会場内も熱気に包まれ、
盛大に開催することができました。秋田で
の夏の開催では過去最高の315名の方々に
ご来場いただきました。県外在住の帰省中
の方々はもちろん、県内在住の方々やご家
族のご来場も多く見受けられました。
　出展企業は各社ブース装飾を施しており、
来場者からは「わかりやすい」と好評でし

た。また、当日はステージで「企業PRタイ
ム」と題し、24社の企業担当者が3分間の
自社プレゼンを行いました。これを聞いて
ブースに詳しい話を聞きに行ったという方
も多くいらっしゃったようです。
　企業ブースで面談する方、市町村ブース
で移住者向けの制度を聞く方、職業適性診
断コーナーで自身の職業適性を調べる方、
企業パンフレットを収集する方などで会場
は賑わいました。

■参加企業数／54社　■来場者数／141名　■企業面談数（延べ）／250名
■相談コーナー等利用者数（延べ）／163名

＜イベント内容＞企業との個別面談／セミナーイベント（企業ＰＲタイム他）／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／市町村等相談（秋田市、横手市、大館市、鹿
角市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、大潟村、県農山村振興課、後継者人材バンク：県事業引
継ぎ支援センター）／業界等研究ブース（県社会福祉協議会、県農業公社、平鹿建設業協会、
乳頭温泉組合）／職業適性診断・キャリアコンサルティング／県内企業パンフレットコーナー

7/28
A-turn Fair

in Tokyo

Aターンフェアin東京

　令和最初のＡターンフェアin東京は、昨
年よりも多くの方にご来場いただきました。
台風が発生し、当日の天候も心配されまし
たが、当日は晴天に恵まれ、11：30の受付
開始からたくさんの方にご来場いただきま
した。
　ご夫婦・お子様連れでのご来場も多く、
ご夫婦揃って企業ブースを訪問する姿や、
キッズスペースで塗り絵や折り紙を楽しむ
姿も見られました。
　今回は、22社の企業が1社3分の「企業PR
タイム」を行い、多くの来場者が訪問ブース

を選ぶ参考にと熱心に聞いていました。
　会場では、出展企業の担当者が来場者へ
の声かけを積極的に行い、それによりブー
ス訪問した方も多くいらっしゃいました。
　企業のブースはそれぞれ工夫を凝らして
作られていて、目につきやすいブース装飾
をしており、ブースを回った方も入りやす
い雰囲気でした。
　面談数も1社平均4名以上あり、企業に
とっても来場者にとっても、とても有意義
な時間になったかと思います。

日時：令和元年7月28日（日）11：30～16：10
会場：浅草橋ヒューリックホール
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❶マイページの　求人検索　から希望求人を検索
❷希望求人のタイトルをクリックし、詳細画面の　この求人に応募する　を　
クリック
❸応募画面にメッセージを入力し、　応募する　をクリック
　～応募後の進捗は、マイページの「企業への求人応募 一覧」から確認でき
ます～

❹企業が応募を受理すると、「【あきた就職ナビ】紹介状を発行しました」と
メールが届き、マイページ『企業への求人応募一覧』に紹介状ダウンロード
ボタンが出てきます。同ページの「企業メッセージ」と、「Ａターンプラザ担
当者からの連絡事項」を確認し、応募書類（紹介状、履歴書、職務経歴書）
を企業に郵送で送ってください。
❺書類審査が完了すると「【あきた就職ナビ】書類審査が完了しました」と
メールが届き、マイページに企業からのメッセージが届きます。書類審査通
過後は、企業と直接やり取りし、面接日を調整してください。
❻面接後、採否が決定すると「【あきた就職ナビ】採否決定」メールで結果が
届きますので、マイページから確認してください。
※県外に在住のAターン登録者のみご利用いただけるもので、簡易登録者はご
利用になれません。

活用法活用法

登録だけじ
ゃ

もったい
ない！

for
登録者

求人応募機能の使い方

「応募ボタン」を押した後は、必ず企業に応募
書類を郵送してください

応募後の流れ

株式会社○○　　ご担当者様

このたび○○のお仕事に応募いたしました○○と申します。
御社の求人の○○に惹かれ、自分の○○の経験を活かしたいと
思い応募させていただきました。

就業時期は来年４月からを希望しております。
なお、お電話でご連絡いただく際は17時以降ですと助かります。

面接の機会をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「あきた就職ナビ」には、
気になるお仕事を見つけたら、
パソコン・スマホでいつでも

応募できる機能があります。

気になる企業がありますが、自分の経歴で応募していいか
わかりません。応募前に質問したいのですが・・・。Q

A 「あきた就職ナビ」には、企業にダイレクトメッセージで質問で
きる機能があります。企業に対する質問は、マイページの「企業
検索」から企業を検索し、詳細画面の『この企業に問い合わせ』
をクリックし、質問を入力し送信してください。求人に関する質
問は、「求人検索」から希望求人を検索し、『この求人について
の問い合わせ』をクリックし、質問を入力し送信してください。
求人に応募する前に求人に関する疑問を解消できます。企業か
らの回答はメニューの「問い合わせ・相談」から確認できます。

登録を解除する方法を教えてください。Q

A 登録の解除は、マイメニューの「登録解除申
請」から行うことができます。最近「Ａター
ンはまだ先だから」と解除される方がいらっ
しゃいますが、「あきた就職ナビ」ではＡ
ターン者を求める企業の最新情報を随時ご
紹介しておりますので、情報収集の手段とし
て、就職活動を本格的に始められる時期ま
でご登録を継続されてはいかがでしょうか。

住所が変わったので、登録情報を変更したい。Q

A 登録内容の変更は、マイページメニューの「登録者情
報編集」からいつでもご変更いただけます。新たに資
格を取得された場合や、自己ＰＲを変えたい時など、
こまめに情報を更新いただけますので、ぜひご活用く
ださい。なお、ふるさと定住機構では、定期的に情報
誌やフェア案内等を郵送しており、郵便物が届かない
場合は、メールで住所確認をしております。その際は、
必ずご回答くださいますようお願いいたします。

県外に住む子どもの代わりに登録して情報収集
したいのですが、代理登録は可能ですか？Q

A あきた就職ナビは、県内に住む保護者の方もご登録
いただけます。登録者専用入口から新規登録される
際に、ユーザー区分「家族他：簡易登録者」をお選び
ください。なお、実際の求人応募には県外在住のご本
人のご登録が必要となります。

Q A&&あなたの
疑問

に答えま
す！

応募の際に企業に送るメッセージ文例

❶マイページの　Ａターン登録者情報検索　から希望条件に合う登録者を
検索

❷希望条件に合う登録者の登録番号をクリックし、
　詳細画面の  この登録者に応募をリクエストする  をクリック

❸対象求人を選択し、企業メッセージを入力し、 リクエストする　をクリック

　～リクエスト後の進捗は、マイページの「応募リクエスト一覧」から確認で
きます。リクエストの有効期限は７日間です。期限後回答がない登録者は、
「回答なし」と表示されます。～

❹登録者が応募を受理すると、「【あきた就職ナビ】Ａターン登録者が応募リ
クエストを受理しました」「【あきた就職ナビ】紹介状を発行しました」と
メールが届き、マイページ「応募リクエスト一覧」に紹介状ダウンロードボ
タンが出てきます。

❺登録者から応募書類が届いたら、書類審査のうえ、ご本人と直接やり取
りし面接日を調整してください。結果はマイページの　書類審査通過　
　書類審査不採用　のいずれかをクリックし、登録者本人・Ａターンプ
ラザ秋田と情報共有してください。

❻採否が決定したら、ご本人に直接連絡のうえ、マイページの　 採用　
　　不採用　のいずれかをクリックし、結果を　登録者本人・Ａターンプ
ラザ秋田と情報共有してください。

for
企 業

リクエスト機能の使い方

「あきた就職ナビ」には、登録者にダイレクトメッセージを送り
応募を促す「リクエスト機能」があります。

❶
❹

＜登録者マイページ＞

＜企業マイページ＞

＜リクエスト画面＞

＜求人応募画面＞

❶
❹
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❶マイページの　求人検索　から希望求人を検索
❷希望求人のタイトルをクリックし、詳細画面の　この求人に応募する　を　
クリック
❸応募画面にメッセージを入力し、　応募する　をクリック
　～応募後の進捗は、マイページの「企業への求人応募 一覧」から確認でき
ます～

❹企業が応募を受理すると、「【あきた就職ナビ】紹介状を発行しました」と
メールが届き、マイページ『企業への求人応募一覧』に紹介状ダウンロード
ボタンが出てきます。同ページの「企業メッセージ」と、「Ａターンプラザ担
当者からの連絡事項」を確認し、応募書類（紹介状、履歴書、職務経歴書）
を企業に郵送で送ってください。
❺書類審査が完了すると「【あきた就職ナビ】書類審査が完了しました」と
メールが届き、マイページに企業からのメッセージが届きます。書類審査通
過後は、企業と直接やり取りし、面接日を調整してください。
❻面接後、採否が決定すると「【あきた就職ナビ】採否決定」メールで結果が
届きますので、マイページから確認してください。
※県外に在住のAターン登録者のみご利用いただけるもので、簡易登録者はご
利用になれません。

活用法活用法

登録だけじ
ゃ

もったい
ない！

for
登録者

求人応募機能の使い方

「応募ボタン」を押した後は、必ず企業に応募
書類を郵送してください

応募後の流れ

株式会社○○　　ご担当者様

このたび○○のお仕事に応募いたしました○○と申します。
御社の求人の○○に惹かれ、自分の○○の経験を活かしたいと
思い応募させていただきました。

就業時期は来年４月からを希望しております。
なお、お電話でご連絡いただく際は17時以降ですと助かります。

面接の機会をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「あきた就職ナビ」には、
気になるお仕事を見つけたら、
パソコン・スマホでいつでも

応募できる機能があります。

気になる企業がありますが、自分の経歴で応募していいか
わかりません。応募前に質問したいのですが・・・。Q

A 「あきた就職ナビ」には、企業にダイレクトメッセージで質問で
きる機能があります。企業に対する質問は、マイページの「企業
検索」から企業を検索し、詳細画面の『この企業に問い合わせ』
をクリックし、質問を入力し送信してください。求人に関する質
問は、「求人検索」から希望求人を検索し、『この求人について
の問い合わせ』をクリックし、質問を入力し送信してください。
求人に応募する前に求人に関する疑問を解消できます。企業か
らの回答はメニューの「問い合わせ・相談」から確認できます。

登録を解除する方法を教えてください。Q

A 登録の解除は、マイメニューの「登録解除申
請」から行うことができます。最近「Ａター
ンはまだ先だから」と解除される方がいらっ
しゃいますが、「あきた就職ナビ」ではＡ
ターン者を求める企業の最新情報を随時ご
紹介しておりますので、情報収集の手段とし
て、就職活動を本格的に始められる時期ま
でご登録を継続されてはいかがでしょうか。

住所が変わったので、登録情報を変更したい。Q

A 登録内容の変更は、マイページメニューの「登録者情
報編集」からいつでもご変更いただけます。新たに資
格を取得された場合や、自己ＰＲを変えたい時など、
こまめに情報を更新いただけますので、ぜひご活用く
ださい。なお、ふるさと定住機構では、定期的に情報
誌やフェア案内等を郵送しており、郵便物が届かない
場合は、メールで住所確認をしております。その際は、
必ずご回答くださいますようお願いいたします。

県外に住む子どもの代わりに登録して情報収集
したいのですが、代理登録は可能ですか？Q

A あきた就職ナビは、県内に住む保護者の方もご登録
いただけます。登録者専用入口から新規登録される
際に、ユーザー区分「家族他：簡易登録者」をお選び
ください。なお、実際の求人応募には県外在住のご本
人のご登録が必要となります。

Q A&&あなたの
疑問

に答えま
す！

応募の際に企業に送るメッセージ文例

❶マイページの　Ａターン登録者情報検索　から希望条件に合う登録者を
検索

❷希望条件に合う登録者の登録番号をクリックし、
　詳細画面の  この登録者に応募をリクエストする  をクリック

❸対象求人を選択し、企業メッセージを入力し、 リクエストする　をクリック

　～リクエスト後の進捗は、マイページの「応募リクエスト一覧」から確認で
きます。リクエストの有効期限は７日間です。期限後回答がない登録者は、
「回答なし」と表示されます。～

❹登録者が応募を受理すると、「【あきた就職ナビ】Ａターン登録者が応募リ
クエストを受理しました」「【あきた就職ナビ】紹介状を発行しました」と
メールが届き、マイページ「応募リクエスト一覧」に紹介状ダウンロードボ
タンが出てきます。

❺登録者から応募書類が届いたら、書類審査のうえ、ご本人と直接やり取
りし面接日を調整してください。結果はマイページの　書類審査通過　
　書類審査不採用　のいずれかをクリックし、登録者本人・Ａターンプ
ラザ秋田と情報共有してください。

❻採否が決定したら、ご本人に直接連絡のうえ、マイページの　 採用　
　　不採用　のいずれかをクリックし、結果を　登録者本人・Ａターンプ
ラザ秋田と情報共有してください。

for
企 業

リクエスト機能の使い方

「あきた就職ナビ」には、登録者にダイレクトメッセージを送り
応募を促す「リクエスト機能」があります。

❶
❹

＜登録者マイページ＞

＜企業マイページ＞

＜リクエスト画面＞

＜求人応募画面＞

❶
❹
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仙北市田沢湖の山間にある秘湯・乳
頭温泉郷には７つのお宿（鶴の湯、
妙乃湯、黒湯、孫六温泉、大釡温
泉、蟹場温泉、休暇村乳頭温泉郷）

があります。全施設が共同で温泉郷のプロモーショ
ン活動や湯めぐりシャトルバスを運営しており、そ
のための組織が乳頭温泉組合です。

就職・採用に関しては、各宿の採用
活動のお手伝いをするために、A
ターンフェアや就職合同説明会に参
加して広く乳頭温泉郷での宿泊業の

仕事をPRしています。

希望の職種（主に接客・調理・施設
管理）と条件にあった求人のある宿
と皆様をマッチングさせる役割とな
りますので、是非旅館でのお仕事に

興味がありましたらご相談ください。（乳頭温泉組
合としての採用は行っておりません。）

登録団体のご紹介
　

乳頭温泉組合
〒014-1201
秋田県仙北市田沢湖生保内駒ケ岳２-１
http://www.nyuto-onsenkyo.com/

乳頭温泉組合 秋田県後継者人材バンク

後継者を探している会社や
個人事業主の事業を
引継いでみませんか？

秋田県後継者人材バンク
〒010-0951
秋田市山王二丁目1-40田口ビル4階
http://a-hikitsugi@akitacci.or.jp

　

「国の寳は山なり」
めざせ！林業のトップランナー！！

農業を始めたい方は
農業公社へご相談ください

秋田林業大学校（秋田県林業研究研修センター）
〒019-2611
秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台47-2
https://www.pref.akita.lg.jp/rinken/

秋田林業大学校
（秋田県林業研究研修センター） 公益社団法人秋田県農業公社

公益社団法人秋田県農業公社
〒010-0951
秋田市山王四丁目１番２号
http://www.ak-agri.or.jp/

「お客様に喜んでもらいたい」
という気持ちを共通点に、

それぞれのお宿の個性が光る乳頭温泉郷で
お仕事をしませんか？

いま外国人がはるばる訪れる「本当に
行って良かった！」日本の温泉地ベスト
12の１位に選ばれました！多様なお客様

をお迎えするとてもオープンな環境でのお仕事を
一緒にしてみませんか？お待ちしております！

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

秋田県は全国でも有数の森林資源を
有しており、素材生産量は全国４位
（平成30年次）を誇るなど林業県と
して知られています。しかしなが

ら、林業の現場では林業従事者の高齢化が進んでお
り、若い人材を求めています。

秋田県林業大学校では、林業現場で
即戦力として活躍できる人材を育成
するため、実践的な２年間の研修を
実施しています。チェーンソーや高

性能林業機械の操作方法から林業経営に関する知識
まで、幅広く学ぶことが出来ます。

林業大学校では、希望者を対象に
オープンキャンパスを実施していま
す（平日開催、要問合せ）。
研修カリキュラムの内容説明や施設

見学のほか、修了後の就職状況についても説明を行
います。

「秋田杉」や「白神山地」などで知られ、秋
田県民歌でも歌われる秋田の森林。林業
は、その秋田の森林を支えています。秋田

の森林で働く第一歩を踏み出しませんか？お問い
合わせお待ちしています！

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

農業は天候に左右されるため安定した職
業とは言えませんが、試行錯誤しながら
農産物を育てることにやりがいを感じた
り、自然の中で四季を感じながら働ける
ことなどが魅力です。

秋田県では新たに農業を始める方は年に200名以上いるも
のの担い手不足が続いているため、希望者が農業を始めら
れるようサポートする体制が整っています。

農業に関する相談活動のほか、インター
ンシップ受入農業法人を紹介していま
す。実際に秋田県の農業を体験すること
によって適正を見極めていただけるた
め、参加者の方にも好評です。また、期

間中の宿泊費や現地での交通費は農業公社が負担しますの
で参加しやすくなっています。

秋田県でどのような農産物が作られてい
るか、農業を始めるためにはどんな準備
が必要か、などの基礎的なご相談から、
研修制度や支援制度の活用などの具体的
なご相談まで、農業に関する様々な相談

の窓口として対応させていただきます。

秋田県では、恵まれた自然環境の中でお米や
たくさんの農畜産物が育てられており、おいし
さも格別です。農業は栽培技術だけではなく、
ＰＲや販売、付加価値化など、様々な知識が必

要です。これまで身につけた経験や知識で秋田の農業を
元気にしてください。（下の写真は農業体験の様子）

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

「後継者人材バンク」は、全国に
48ヶ所の事業引継ぎ支援センターの
うち31センターが開設。今年度中に
は全センターに開設されることに

なっています。

「秋田県後継者人材バンク」は秋田
商工会議所に設置された事業引継ぎ
の公的相談窓口「秋田県事業引継ぎ
支援センター」が運営する事業で

す。事業意欲・経営意欲のある県内へのＡターン希
望者と後継者不在の会社や事業主を引き合わせ、事
業引継ぎの実現に向けた支援を行います。

登録していただいた方には、後継者
がいない事業者の情報を提供しま
す。事業引継ぎ実現まであらゆる支
援をします。

後継者がいないため廃業しなければ
いけない事業者が増えています。秋
田の事業者はＡターンする皆さんを

待っています。

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

秋
田
で
社
長
を

     

目
指
し
ま
せ
ん
か
!

Aターンで
経営者への道が

開けます

起業よりも

創業コストが
抑えられます

前経営者の

経営資源も
承継できます

「秋田後継者人材バンク」は、秋田商工会議所に設置された事業引継ぎの公的相談窓口「秋田県
事業引継ぎ支援センター」が運営する事業です。創業を目指す起業家、経験や技術を生かして独立
したい方、事業意欲、経営意欲のある県内へのAターン希望者と後継者不在の会社や事業主を引き
合わせ、事業引継ぎの実現に向けた支援を行います。

後継者を探している会社や
個人事業主の事業を引継いでみませんか？
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仙北市田沢湖の山間にある秘湯・乳
頭温泉郷には７つのお宿（鶴の湯、
妙乃湯、黒湯、孫六温泉、大釡温
泉、蟹場温泉、休暇村乳頭温泉郷）

があります。全施設が共同で温泉郷のプロモーショ
ン活動や湯めぐりシャトルバスを運営しており、そ
のための組織が乳頭温泉組合です。

就職・採用に関しては、各宿の採用
活動のお手伝いをするために、A
ターンフェアや就職合同説明会に参
加して広く乳頭温泉郷での宿泊業の

仕事をPRしています。

希望の職種（主に接客・調理・施設
管理）と条件にあった求人のある宿
と皆様をマッチングさせる役割とな
りますので、是非旅館でのお仕事に

興味がありましたらご相談ください。（乳頭温泉組
合としての採用は行っておりません。）

登録団体のご紹介
　

乳頭温泉組合
〒014-1201
秋田県仙北市田沢湖生保内駒ケ岳２-１
http://www.nyuto-onsenkyo.com/

乳頭温泉組合 秋田県後継者人材バンク

後継者を探している会社や
個人事業主の事業を
引継いでみませんか？

秋田県後継者人材バンク
〒010-0951
秋田市山王二丁目1-40田口ビル4階
http://a-hikitsugi@akitacci.or.jp

　

「国の寳は山なり」
めざせ！林業のトップランナー！！

農業を始めたい方は
農業公社へご相談ください

秋田林業大学校（秋田県林業研究研修センター）
〒019-2611
秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台47-2
https://www.pref.akita.lg.jp/rinken/

秋田林業大学校
（秋田県林業研究研修センター） 公益社団法人秋田県農業公社

公益社団法人秋田県農業公社
〒010-0951
秋田市山王四丁目１番２号
http://www.ak-agri.or.jp/

「お客様に喜んでもらいたい」
という気持ちを共通点に、

それぞれのお宿の個性が光る乳頭温泉郷で
お仕事をしませんか？

いま外国人がはるばる訪れる「本当に
行って良かった！」日本の温泉地ベスト
12の１位に選ばれました！多様なお客様

をお迎えするとてもオープンな環境でのお仕事を
一緒にしてみませんか？お待ちしております！

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

秋田県は全国でも有数の森林資源を
有しており、素材生産量は全国４位
（平成30年次）を誇るなど林業県と
して知られています。しかしなが

ら、林業の現場では林業従事者の高齢化が進んでお
り、若い人材を求めています。

秋田県林業大学校では、林業現場で
即戦力として活躍できる人材を育成
するため、実践的な２年間の研修を
実施しています。チェーンソーや高

性能林業機械の操作方法から林業経営に関する知識
まで、幅広く学ぶことが出来ます。

林業大学校では、希望者を対象に
オープンキャンパスを実施していま
す（平日開催、要問合せ）。
研修カリキュラムの内容説明や施設

見学のほか、修了後の就職状況についても説明を行
います。

「秋田杉」や「白神山地」などで知られ、秋
田県民歌でも歌われる秋田の森林。林業
は、その秋田の森林を支えています。秋田

の森林で働く第一歩を踏み出しませんか？お問い
合わせお待ちしています！

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

農業は天候に左右されるため安定した職
業とは言えませんが、試行錯誤しながら
農産物を育てることにやりがいを感じた
り、自然の中で四季を感じながら働ける
ことなどが魅力です。

秋田県では新たに農業を始める方は年に200名以上いるも
のの担い手不足が続いているため、希望者が農業を始めら
れるようサポートする体制が整っています。

農業に関する相談活動のほか、インター
ンシップ受入農業法人を紹介していま
す。実際に秋田県の農業を体験すること
によって適正を見極めていただけるた
め、参加者の方にも好評です。また、期

間中の宿泊費や現地での交通費は農業公社が負担しますの
で参加しやすくなっています。

秋田県でどのような農産物が作られてい
るか、農業を始めるためにはどんな準備
が必要か、などの基礎的なご相談から、
研修制度や支援制度の活用などの具体的
なご相談まで、農業に関する様々な相談

の窓口として対応させていただきます。

秋田県では、恵まれた自然環境の中でお米や
たくさんの農畜産物が育てられており、おいし
さも格別です。農業は栽培技術だけではなく、
ＰＲや販売、付加価値化など、様々な知識が必

要です。これまで身につけた経験や知識で秋田の農業を
元気にしてください。（下の写真は農業体験の様子）

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

「後継者人材バンク」は、全国に
48ヶ所の事業引継ぎ支援センターの
うち31センターが開設。今年度中に
は全センターに開設されることに

なっています。

「秋田県後継者人材バンク」は秋田
商工会議所に設置された事業引継ぎ
の公的相談窓口「秋田県事業引継ぎ
支援センター」が運営する事業で

す。事業意欲・経営意欲のある県内へのＡターン希
望者と後継者不在の会社や事業主を引き合わせ、事
業引継ぎの実現に向けた支援を行います。

登録していただいた方には、後継者
がいない事業者の情報を提供しま
す。事業引継ぎ実現まであらゆる支
援をします。

後継者がいないため廃業しなければ
いけない事業者が増えています。秋
田の事業者はＡターンする皆さんを

待っています。

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

秋
田
で
社
長
を

     

目
指
し
ま
せ
ん
か
!

Aターンで
経営者への道が

開けます

起業よりも

創業コストが
抑えられます

前経営者の

経営資源も
承継できます

「秋田後継者人材バンク」は、秋田商工会議所に設置された事業引継ぎの公的相談窓口「秋田県
事業引継ぎ支援センター」が運営する事業です。創業を目指す起業家、経験や技術を生かして独立
したい方、事業意欲、経営意欲のある県内へのAターン希望者と後継者不在の会社や事業主を引き
合わせ、事業引継ぎの実現に向けた支援を行います。

後継者を探している会社や
個人事業主の事業を引継いでみませんか？

6あきた日和　Vol.83



　

「秋田ではたらきたい」を
カタチにします

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉人材・研修センター
〒010-0922
秋田市旭北栄町1－5 秋田県社会福祉会館　５階
http://www.akitakenshakyo.or.jp/

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉人材・研修センター

公益社団法人秋田県看護協会看護師等無料職業紹介所

秋田県ナースセンター

看護のお仕事探し、
秋田県ナースセンターが応援します！

公益社団法人秋田県看護協会看護師等無料職業紹介所
秋田県ナースセンター
〒010-0001 秋田市中通2丁目3-8　アトリオンビル　1F
http://www.akita-kango.or.jp/　公益社団法人 秋田県看護協会

福祉業界とは、高齢者や身体が不自
由な人など、日常生活に何らかの支
援を必要としている人々に対して
様々なサービスを提供している業界
です。日本では現在、少子高齢化が

進んでいるため、今後はさらに福祉サービスの需要
が高まると予想されており、人材の確保も急がれて
います。

福祉人材の確保と求人事業所・求職
者のマッチングや介護未経験者に対
する就労前の研修会のほか、福祉事
業所との合同面接会等を開催してお
ります。

また、福祉の仕事に就きたい方と事業所との橋渡し
役として、求人情報の提供や紹介・斡旋・各種相談
を行っています。

福祉や介護の仕事内容や求人事業所
の特徴、各種資格の取得方法など、
就労へ向けた多様なニーズに対応し
た相談を受けております。

ふるさと・秋田で働きたいをカタチ
にしてみませんか。
Ａターンへ向けたお手伝いをいたし
ます。

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

秋田県からの指定を受け、看護職職能
団体である秋田県看護協会が運営する
「看護師等無料職業紹介所」です。
全国47都道府県ナースセンターとリン
クし情報提供・相談ができます

●総合相談・就労紹介に関する事業
看護のお仕事に関する総合的な相談対応
ができます。
●看護師等届出制度推進事業
ナースのみなさんが努力義務となってい
る届出制度（ナースセンターへの届出）
について相談できます。

●看護の心普及事業他
看護の日フェア開催やナースになるための進学相談・看護
体験などをおこなっています。

●職場での人間関係や仕事に関する悩み
で転職を考えている方！
仕事と家庭の両立で悩んでいる方！ナー
スが働きつづけるための相談できます
●離職していたがもう一度看護の仕事を
したいお仕事探しの方！

復職のための研修や施設見学などあなたにあった職場探し
の相談ができます。
●届出制度の推奨
「とどけるん」の手続き方法・活用など届出制度について
の相談などができます。

「秋田に帰って看護の仕事がしたい」そんな
ナースの相談が増えています。
秋田県ナースセンターはあなたに寄り添い、あ
なたが培った看護の力を秋田で活かす事の応
援をします。

看護のお仕事相談は秋田駅西口、徒歩5分、秋田アトリ
オンビル1階、秋田県ナースセンターをご利用ください。

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

Ａターン企業面接
交通費助成制度
採用面接で県外から秋田へ訪れる方に、交通費を助成しています。
自宅から面接地までの往復交通費で、公共交通機関（タクシーを除く）が対象です。
パック旅行商品も対象となります。

県外にお住まいの社会人で、「あきた就職ナビ」にＡターン登録して
いること（簡易登録・学生は不可）
「あきた就職ナビ」経由の応募、又はハローワークからの紹介状交付
があること
出発地が県外住所で、面接地が秋田県内であること

交付
条件

1

2

求人に応募し、面接日が決定したら「あきた就職ナビ」マイページメニューの「申請書類ダウン
ロード」から「申請書・面接証明書・口座振込依頼書」をダウンロードしプリントします。
面接時に「面接証明書」を持参し、企業より証明を受けます。
面接後１４日以内に①申請書（領収書貼付）②面接証明書③口座振込依頼書④（ハローワーク紹
介の場合）紹介状控え　を秋田県ふるさと定住機構に送ります。
書類を受理後、審査～交付決定し、14日以内に指定口座に振り込みます。

申請
方法

1

2
3

4

3

２０，０００円２０，０００円交付
金額
（定額）

報告
方法

就職報告の連絡方法が変わりました。
「あきた就職ナビ」にＡターン登録されている方へ

ＨＰ「あきた就職ナビ」お問い合わせに以下の項目を入力し「送信」をクリックするだ
けで完了です。

Ａターン就職を報告いただくと、クオカード（1,000円分）を
もれなくプレゼントしています。
※Ａターン登録者（県外在住社会人）が対象です。

関東、北海道1 1０，０００円1０，０００円東北2

２5，０００円２5，０００円近畿・中部3 3０，０００円3０，０００円九州、中国、四国4
※申請者が支出した経費が定額に満たない場合は、領収書等に記載された金額を助成します。

①お名前　②生年月日　③電話番号　④メールアドレス
⑤就職先　⑥職種　⑦勤務地　⑧勤務開始日　⑨県内住所（クオカード送付先）

入力
項目

登録団体のご紹介
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「秋田ではたらきたい」を
カタチにします

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉人材・研修センター
〒010-0922
秋田市旭北栄町1－5 秋田県社会福祉会館　５階
http://www.akitakenshakyo.or.jp/

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉人材・研修センター

公益社団法人秋田県看護協会看護師等無料職業紹介所

秋田県ナースセンター

看護のお仕事探し、
秋田県ナースセンターが応援します！

公益社団法人秋田県看護協会看護師等無料職業紹介所
秋田県ナースセンター
〒010-0001 秋田市中通2丁目3-8　アトリオンビル　1F
http://www.akita-kango.or.jp/　公益社団法人 秋田県看護協会

福祉業界とは、高齢者や身体が不自
由な人など、日常生活に何らかの支
援を必要としている人々に対して
様々なサービスを提供している業界
です。日本では現在、少子高齢化が

進んでいるため、今後はさらに福祉サービスの需要
が高まると予想されており、人材の確保も急がれて
います。

福祉人材の確保と求人事業所・求職
者のマッチングや介護未経験者に対
する就労前の研修会のほか、福祉事
業所との合同面接会等を開催してお
ります。

また、福祉の仕事に就きたい方と事業所との橋渡し
役として、求人情報の提供や紹介・斡旋・各種相談
を行っています。

福祉や介護の仕事内容や求人事業所
の特徴、各種資格の取得方法など、
就労へ向けた多様なニーズに対応し
た相談を受けております。

ふるさと・秋田で働きたいをカタチ
にしてみませんか。
Ａターンへ向けたお手伝いをいたし
ます。

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

秋田県からの指定を受け、看護職職能
団体である秋田県看護協会が運営する
「看護師等無料職業紹介所」です。
全国47都道府県ナースセンターとリン
クし情報提供・相談ができます

●総合相談・就労紹介に関する事業
看護のお仕事に関する総合的な相談対応
ができます。
●看護師等届出制度推進事業
ナースのみなさんが努力義務となってい
る届出制度（ナースセンターへの届出）
について相談できます。

●看護の心普及事業他
看護の日フェア開催やナースになるための進学相談・看護
体験などをおこなっています。

●職場での人間関係や仕事に関する悩み
で転職を考えている方！
仕事と家庭の両立で悩んでいる方！ナー
スが働きつづけるための相談できます
●離職していたがもう一度看護の仕事を
したいお仕事探しの方！

復職のための研修や施設見学などあなたにあった職場探し
の相談ができます。
●届出制度の推奨
「とどけるん」の手続き方法・活用など届出制度について
の相談などができます。

「秋田に帰って看護の仕事がしたい」そんな
ナースの相談が増えています。
秋田県ナースセンターはあなたに寄り添い、あ
なたが培った看護の力を秋田で活かす事の応
援をします。

看護のお仕事相談は秋田駅西口、徒歩5分、秋田アトリ
オンビル1階、秋田県ナースセンターをご利用ください。

業界について
教えて
ください。

どんな事業を
行って
いますか。

どんな相談が
できますか。

Ａターン

希望者に

メッセージ

Ａターン企業面接
交通費助成制度
採用面接で県外から秋田へ訪れる方に、交通費を助成しています。
自宅から面接地までの往復交通費で、公共交通機関（タクシーを除く）が対象です。
パック旅行商品も対象となります。

県外にお住まいの社会人で、「あきた就職ナビ」にＡターン登録して
いること（簡易登録・学生は不可）
「あきた就職ナビ」経由の応募、又はハローワークからの紹介状交付
があること
出発地が県外住所で、面接地が秋田県内であること

交付
条件

1

2

求人に応募し、面接日が決定したら「あきた就職ナビ」マイページメニューの「申請書類ダウン
ロード」から「申請書・面接証明書・口座振込依頼書」をダウンロードしプリントします。
面接時に「面接証明書」を持参し、企業より証明を受けます。
面接後１４日以内に①申請書（領収書貼付）②面接証明書③口座振込依頼書④（ハローワーク紹
介の場合）紹介状控え　を秋田県ふるさと定住機構に送ります。
書類を受理後、審査～交付決定し、14日以内に指定口座に振り込みます。

申請
方法

1

2
3

4

3

２０，０００円２０，０００円交付
金額
（定額）

報告
方法

就職報告の連絡方法が変わりました。
「あきた就職ナビ」にＡターン登録されている方へ

ＨＰ「あきた就職ナビ」お問い合わせに以下の項目を入力し「送信」をクリックするだ
けで完了です。

Ａターン就職を報告いただくと、クオカード（1,000円分）を
もれなくプレゼントしています。
※Ａターン登録者（県外在住社会人）が対象です。

関東、北海道1 1０，０００円1０，０００円東北2

２5，０００円２5，０００円近畿・中部3 3０，０００円3０，０００円九州、中国、四国4
※申請者が支出した経費が定額に満たない場合は、領収書等に記載された金額を助成します。

①お名前　②生年月日　③電話番号　④メールアドレス
⑤就職先　⑥職種　⑦勤務地　⑧勤務開始日　⑨県内住所（クオカード送付先）

入力
項目

登録団体のご紹介
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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。

東京、埼玉で暮らしていた時は、通勤も
休日もあまりの人の多さにうんざりして
いましたが、満天の星においしい空気、
食事が摂れて質素で地味ですがとても
豊かな暮らしは期待できます。ただ、田舎
生活に幻滅することもあるのでTVや雑
誌？などのイメージは忘れた方がいいで
す。　　　　　　　　　 　 30代・男性

就職先のめどがたってから移住！！
　　　　　　　　　　  　 40代・男性

秋田は、不便なところもあるかもしれな
いけれど、その分人々が優しく、穏やかな
環境です。秋田で働くことは、地域に貢
献していると実感できると思います。
　　　　　　　　　　　  30代・女性

秋田市外だと、なかなか希望ドンピシャ
の仕事は見つからないかもしれないが、
大枠でとらえて探すと、いいものは見つ
かる。条件面等を考慮すると、結果的に
いい仕事が見つかったと言えるはず。
　　　　　　　　　　　 40代・女性

仕事、居住地に関して、実際に見たり、聞
いたりしてから決断した方がいいと思い
ます。（特に妻子がいる方）   30代・男性

移住者交流会などがたくさんあるので、
参加すると知り合いもできていいかと思
います。　　　　　　　  　 30代・男性

秋田はとても過ごしやすく、人も温かい
ので、是非秋田へ。　　　　 20代・男性

車の免許は必須。　　　　  40代・女性

慎重に考えましょう。年収を取るか体を
考えるか。戻ってくれば確実にお金は減
ります。　　　　　　　  　 30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。
自家製の野菜を食べられる。　　　　
　　　　　　　　　　 　  30代・男性

子どもが祖父母の愛情を受け、自然に触
れながらのびのび成長できること。　　
　　　　　　　　　　　   40代・女性

小・中・高と過ごした秋田なので住みや
すい。　　　　　　　　　  20代・男性

実家が近い。　　　　　　  30代・男性

海水浴場が近くにたくさんある。　　　
　　　　　　　　　　　   30代・男性

ストレスがなくなった。　　  30代・男性

気軽に車で出掛けられること（温泉や自
然とのふれあい）。　　　　 40代・女性

自然に囲まれた中で子育てが出来てい
る。　　　　　　　　　　  30代・男性

どこに行っても人が多いというストレス
が無いこと。　　　　　　   40代・女性

地域の人との繋がりが濃くなる。（顔見
知りがすぐ出来る）　　　　30代・男性

自然が豊か、以上！！　　　 40代・男性

祭りなどの伝統行事に触れる機会が多
い。　　　　　　　　　　  30代・男性

家族と暮らすことができる。働いていて
地元に貢献していると感じられる。

30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。
病院が遠く、少ない。質もあまり良くな
い。高齢者が多く、待ち時間が長い。

　  30代・男性

何をするにも車が必要。　　30代・男性

引っ越し作業。　　　　　   30代・男性

２０年以上秋田を離れていたのと、運転
免許も持っていなかったため、土地勘に
乏しかった。　　　　　　   40代・女性

臭い虫がいる。　　　　　   30代・男性

情報が少ない。HPを見ても制度の詳細
等わかりにくい。結局、県や市のＡターン
の補助金や支援を受けることができな
かった。就職のサポートについても同様、
Ａターンする人に優しいとは見えない対
応だった。　　　　　　     40代・男性

意外と冷たい人が多い。（田舎は温かい
というのは幻想）　　   　   30代・男性

交通の利便性。　　　   　  30代・男性

東京での勤務経験を活かせるような求
人は通勤可能エリア内にほぼ無かった。
（貿易、英語等）　　　  　　40代・女性

Ａターン前後の年収の差。    30代・男性

雪の多さ。　　　　　　     30代・男性

実家に住むか、一人暮らしをするかで
迷った。Ａターン直後は、移動手段に
困った。（車がないと不便な地域のた
め）。　　　　　　　　　　30代・女性

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。
虫や花、川や森などに子供が接すること
が日常的に出来ており、最高の環境だと
思っている。　　　　　　   30代・男性

外食が激減した。健康的な食生活に
なった。　　　　　　　　  40代・女性

あまり変わらない。起床時間が早くなっ
た。（仕事の都合もあり）　　40代・男性

コンビニ等に行かなくなり、消費をしな
くなった。　　　　　　　　30代・男性

両親との同居なのもあり、精神的にも経
済的にもゆとりを持てる。　 40代・女性

地域のイベントが多く、たくさん顔を出す
ようになった。　　　　　　30代・男性

心がおだやかになった。収入の不安がな
くなった。　　　　　　　   30代・女性

周辺環境に商業施設等がなく、利便性
に関しては不便になった。子供と散歩、
買い物をしていると、声を掛けられるの
で、温かみを感じる。　　     30代・男性

家でお酒を飲むことが増えた。　　　　
　　　　　　　　　　　　30代・男性

時間がゆっくりと流れ、仕事も落ち着い
て進められる。　　　　　   20代・男性

都会でのひとり暮らしが長かったので、
田舎は時々息が詰まる。　   40代・女性

心にゆとりがもてる。　　　 30代・男性

Q4
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REAL VOICEターンA
REAL VOICEターンA
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Aターンフェアを開催します秋田の
企業が集結！

2/9
2020

A-turn Fair

in Tokyo

Aターンフェアin東京

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）  

ご夫婦やお子様連れ歓迎！参加無料・服装自由

■日時：令和２年２月９日（日）　11：30～16：10
■会場：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）

Ａターン希望者の採用に積極的な企業５５社が出展予定。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。
※出展企業等の詳細は、ホームページに順次掲載します。

12/30
2019

A-turn Fair

in Akita

出展予定企業（順不同）／（株）UMNファーマ／大橋鉄工秋田（株）／（株）ホクエツ秋田／AOS（株）／三菱マテリアル電子化成（株）
／エドモンド・オプティクス・ジャパン（株）／インスペック（株）／ニューロング秋田（株）／（株）ヤマダフーズ／河村化工（株）／比内時
計工業（株）／（株）三栄機械／（株）瀧神巧業／ＹＵＲＩホールディングス（由利工業（株）、秋田精工（株）、横手精工（株））／秋田青木
精機（株）／ユーティーケー工業（株）／秋田化学工業（株）／（株）松田／（株）中藤電機産業　秋田工場／湘南香料（株）秋田工場／
（株）バイトルヒクマ／（株）フィデア情報総研／東北ＩＴｂｏｏｋ（株）／ＳＣＳＫニアショアシステムズ（株）／（株）コア／エヌ・ティ・ティ・
データ・ジェトロニクス（株）秋田サービスセンター／ロジザード（株）秋田・横手開発センター／（株）Ｓｅｅ　Ｖｉｓｉｏｎｓ／ソフトマッ
クス（株）／（株）ジェイテクトＩＴ開発センター秋田／（株）アチカ／（福）横手福祉会／（福）秋田けやき会／（医）明和会（中通総合病
院、他）／（医）正和会・（福）正和会／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）、（福）わかば会）／
（株）トクミツ建築企画／（株）マスターピース／伊藤建設工業（株）／ジオテックコンサルタンツ（株）／（株）加藤建設／（株）やまと建築
事務所／（株）タカヤナギ／菱明三菱電機機器販売（株）／（株）アヅマテクノス／（株）岩田写真／（株）トラフィックレンタリース／（株）
みちのくジャパン／（株）メガネの平川／（株）品川商事／秋田石油備蓄（株）／国際タクシー（株）／ユナイテッド計画（株）／（株）秋田
住宅流通センター／大洋ビル管理（株）／能代運輸（株）／損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー（株）／（株）斎久／猿田興業（株）
／秋田基準寝具（株）／（株）秋田銀行

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12月30日（月）　11：00～15：00
■会場：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

＜内容＞
・企業ブース
・企業ＰＲタイム

・各種セミナー
・業界研究ブース
・市町村移住相談コーナー
・各種相談コーナー

・職業適性診断

・パンフレットコーナー

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
Ａターンに役立つセミナーを開催します
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
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
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・
ハローワーク相談
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
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

＜今後の予定＞

※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。
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