
公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

来たどー！！あきた
さ

● Ｗeb面接対応企業のご紹介
● Ａターン就職・移住相談の現場から
● ＡターンREAL VOICE
● 2021年度　Ａターンフェアスケジュール

秋田で働きたい方であれば、ご本人のほか、ご
家族の方でもご登録いただけます。また、サイト
内マイページから求人応募、紹介状発行など、
様々なマッチング機能を利用できます。

あきたへ あなたも あしたから
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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登録して最新情報をキャッチしよう！
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DOWA
テクノエンジ
株式会社

事業内容
　東証一部のDOWAホール
ディングスグループの中にお
いて、プラントエンジニアを
専業とする企業です。様々な
プラントの企画、設計から、
調達、建設施工管理、試運転
までを一貫して請け負って
います。

メッセージ
【企業の魅力】
　DOWAグループは全国・
世界に工場を持っており、当
社のフィールドも多岐にわた
ります。秋田支店では、基本
的に県内のプラント建設案
件に従事することになるの
で、転勤はなく、出張頻度も
低いです。また、設計から建
設までトータルで関わるこ
とができ、高度な技術を持つ
プラントエンジニアへ成長で
きる環境があります。

【求める人物】
　プラント設備やその他機
械設備に関する設計、施工管
理経験や、機械工学・電気
工学の知見を持っている方。

【福利厚生】
　借上寮制度、住宅厚生手当、
現場勤務手当、資格取得奨励
金制度　等
　年次有給休暇(入社直後に
付与)、結婚休暇、慶弔休暇、
リフレッシュ休暇ほか

ＤＡＴＡ
DOWAテクノエンジ
株式会社

秋田市旭北錦町1-14
秋田ファーストビル207号
http://www.dowatec.co.jp/

ＤＡＴＡ
海と入り陽の宿　帝水
　  運営会社：
　 株式会社オールフロンティア（ ）
男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢31
https://teisui.com/

ＤＡＴＡ
インスペック株式会社

仙北市角館町荒屋敷79-1
https://www.inspec21.com/

ＤＡＴＡ

＜※センター開所準備中＞
　北秋田市栄中綱31-1
　　　　（イオンタウン鷹巣内）
https://dgloss.co.jp/

ＤＡＴＡ
株式会社プレステージ・
インターナショナル
秋田BPOメインキャンパス

秋田市新屋鳥木町1-172
http://www.prestigein.com/
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事業内容
　BPO事業として、全国の
お客様からのお困りごとに
寄り添い解決に導くコンタ
クトセンター業務

メッセージ
　「エンドユーザー（消費者）
の不便さや困ったことに耳
を傾け、解決に導く」を経営
理念に、電話でのコンタクト
業務を行うBPO（ビジネス・
プロセス・アウトソーシング）
事業を展開しています。
　充実した研修体制を整え
ており、自分の頑張り次第
で将来的なキャリアアップ
を目指すことができます。
　また、ワークライフバラン
スを考えた働き方の推奨や
充実した福利厚生など、従
業員の働きやすい環境を用
意しています。
　「人の役に立ちたい」が
実現できるお仕事を一緒に
してみませんか？

【当社のここが魅力！】
・有給休暇取得85％
・時間単位での有休取得可能
・充実の福利厚生(カフェテ
リア、企業内保育園、マッ
サージルーム、従業員価
格で受けられる多数サー
ビスなど)

株式会社プレステージ・
インターナショナル

秋田BPOメインキャンパス
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事業内容
　成果報酬型の営業代行事
業を行っています。営業活
動における起点となるアポ
イントメント（商談）をセッ
ティングするための、テレア
ポを企業様に代わり実施し
ます。
　お客様は上場企業からス
タートアップの企業様まで
多岐にわたり、これまでに多
業種1000社以上の企業様
からご依頼をいただいてお
ります。

メッセージ
＜2021年３月に北秋田初
のコールセンター開設＞
　北秋田から日本全国に
様々な情報を発信する仲間
を募集します。
　コールセンターの開設に
あたり、営業管理者・コール
センター管理者、コールセ
ンタースタッフの募集となり
ます。
※コールセンター業務、デス
クワークの未経験大歓迎
です

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望
に応じてZoomなどWeb面
接を行なっています。ご遠慮
なくお申し付けください。

株式会社ディグロス
北秋田ソリューション

センター
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事業内容
　半導体、ＩＴ関連デバイス
の外観検査装置のシステム
開発、設計、製造販売を行っ
ております。

メッセージ
　非常にローカルな場所で
最先端の事業を行っている
ことが、特に地元出身のエ
ンジニアの雇用の場として、
魅力のある企業になれたら
いいなと思っています。地
元、あるいは地元を出て大
都市圏に就職した後に秋田
に戻る人たちの多くは当社
を見るので、ひとつの決断に
なりうるのかなと考えてい
ます。

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望
に応じてビデオ通話などの
Web面接を行なっています。
また、お住まいが遠方の方
もWeb面接でご対応します。
Web面接のほか、応募前の
Web説明にも柔軟に対応し
ますので、ご遠慮なくお申し
付けください。

インスペック
株式会社

002

事業内容
　私たちは天皇陛下も宿泊さ
れたことのある由緒あるお宿
にて、お料理、空間、おもてな
しをご提供しています。お客
様にとっての特別なひととき
を心ゆくまで楽しんでいただ
くために、日々サービスの改
善をしながら従業員で力を合
わせてお宿づくりをしていま
す。

メッセージ
　私たちはお料理の開発から
サービスの在り方まで、従業
員自らが考え、提案をしてい
ます。お客様と接している私
たちだからこそ分かる、お客
様に本当に喜ばれるサービス
開発をしています。

こんな方にはオススメです！
■人と接する仕事が好きな方
　　お客様とも距離が近く、
スタッフ同士も仲良く働く
職場です。
■自分のアイディアを形に
　することが好きな方
　　意見を取り入れてくれる
上司と仲間が魅力です。
■チームで協力して仕事を　
進めることが好きな方
　　チームで連携して働くか
らこそ、補い合い、安心して
働けると考えています。

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望
に応じてWeb面接を行なって
います。また、お住まいが遠方
の方もWeb面接でご対応し
ます。応募前のWeb説明にも
柔軟に対応しますので、ご遠
慮なくご相談ください。

海と入り陽の宿
帝水

 （運営会社：株式会社オールフロンティア）

ＤＡＴＡ
株式会社ディグロス
北秋田ソリューションセンター

006

株式会社プレステージ・
インターナショナル

秋田BPOメインキャンパス
にかほブランチ

事業内容
　エンドユーザー（消費者）の
不便さや困ったことに耳を傾
け、解決に導く」ことを経営理
念に、BPO（ビジネス・プロセ
ス・アウトソーシング）事業を
展開しています。
　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、住居
やコインパーキングに関す
る部門など、事業領域は多
岐に渡ります。

メッセージ
　2021年に新社屋「秋田
BPOメインキャンパスにかほ
ブランチ」が完成予定です。
　にかほ市にある３カ所の
事業所を統合した新セン
ターで、将来的には500名
の雇用を目指しています。カ
フェテリアやトレーニングス
タジオ、研修室を併設し一
般開放予定です。
　福利厚生面では、産休・育
休の復帰率や有休消化率も
高く、従業員が働きやすい
アットホームな環境が整っ
ています。
　地元企業で「人の役に立
つお仕事がしたい」その気
持ちさえあればできるお仕
事です。ぜひ秋田で、そして
にかほの地で、新しいオフィ
スを私たちと一緒に盛り上
げていきましょう。
※コロナウイルス感染症対
策としてWebでの説明会、
選考会を導入しています。
お気軽にご相談くださ
い。

ＤＡＴＡ
株式会社プレステージ・
インターナショナル
秋田BPOメインキャンパス
にかほブランチ
にかほ市平沢字鳥ノ子渕47-1
http://www.prestigein.com/

ＤＡＴＡ
社会福祉法人新秋会
秋田市土崎港西三丁目11-5
http://shinshukai.site

ＤＡＴＡ
株式会社ホクエツ秋田
秋田市河辺戸島字野田158
https://www.hsnet.co.jp/
　　　　　　　company/akita/

ＤＡＴＡ

秋田市八橋本町三丁目18-33
http://www.mutumi-w.co.jp/

ＤＡＴＡ
株式会社
秋田ケーブルテレビ
秋田市八橋南一丁目1-3
https://www.cna.ne.jp/
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事業内容
　ケーブルテレビ・インター
ネット・固定電話の３事業
を主軸に番組制作、物販を
含むコンテンツ事業、市街
地にぎわい創出事業等多様
な事業展開にチャレンジし
ています。
　また今後は5G、無線技
術を活用した秋田のインフ
ラ整備、デジタルトランス
フォーメーション（DX）の
促進にも注力していきます。

メッセージ
　施設内保育所の設置、テ
レワークの推進等個人の働
き方にマッチした就業スタ
イルが可能です。有給休暇、
育児介護休暇の取得促進等
働き方改革にも積極的に取
り組んでおります。多様な
事業に携わるという総合職
採用だから味わえる醍醐味
も多い職場です。社員一人
一人が能動的に働き、スピー
ド感を持って成長を目指す
方をお待ちしております。
※入社後１年間のメンター
制度を導入。直属の上司、
先輩とは異なる先輩がメ
ンターとして手厚くサポー
トします。
※コロナウイルス感染拡大
防止策として一次選考は
Zoomを使用したWeb面
接に切替えております。
遠隔地にお住まいの方の
ご応募もお待ちしており
ます。

株式会社
秋田ケーブル
テレビ
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事業内容
　私達は総合不動産業を名
乗らせていただいておりま
す。会社業務のメインとなる
健康住宅「炭の家」の新築
住宅施工販売。創業時から
続く住宅リフォームや土地、
中古住宅の売買。会社基盤
を支え、安定したストック収
益を生み出すための賃貸仲
介・管理事業等、多方面から
地域の暮らしを支えていま
す。

メッセージ
　当社では住宅建築から、
不動産流通、保険業務な
ど、幅広い領域を生業とし
ています。この広い分野の
つながりを感じながら、今ま
でには考えられなかったよ
うな多くのことを仕事を通
じて学んでいます。グローバ
ル化、ロボット、ＩＯＴ、空き
家問題に人口減少、これら
は我々の業界にとって“当
事者”として理解しなければ
生き残っていけない目の前
の出来事です。そしてこれか
らも、こうした新技術や社
会課題は増えていきます。
私達はその都度環境に対応
しつつ感度の高いアンテナ
を張っておかなければいけ
ません。当社はそんな力が
社員ひとりひとりに身に着く
会社です。ぜひ当社で自分
自身と会社と地域を三方良
しでレベルアップさせてい
きましょう！

株式会社
むつみワールド
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事業内容
　道路用各種製品、農業用
水路、河川護岸ブロック等の
コンクリート二次製品の製
造販売を行っております。
　また環境に配慮した景観
商品の製造販売とリサイク
ル製品の製造販売もしてお
ります。

メッセージ
　当社は自社で製造するコ
ンクリート二次製品を建設
会社・役所・設計コンサルタ
ント会社などのお客様に、Ｐ
Ｒ・販売しています。
　自分が手がけたもの（道
路・川・公園など）が形とし
て残るので、とてもやりがい
があり、インフラ整備の基盤
を担う社会貢献度の高い仕
事です。
　社会の基盤となるモノづ
くりに携わるため夢をカタチ
に変える事のできる仕事で
す。
　当社が求めるのは主体性
を持って行動できる人、様々
な事に興味関心を持てる人
です。

【Web面接】
　現在コロナ対策の一環と
して、Zoomを利用したWeb
面接を行なっています。ま
た、遠方の方もWeb面接で
ご対応しますのでご安心くだ
さい。会社の説明なども事
前のWeb説明も対応いたし
ます。ぜひご連絡お待ちして
います！

株式会社
ホクエツ秋田
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事業内容
〇ユニット型特別養護
　老人ホーム
〇デイサービスセンター　
〇ショートステイ
〇ケアプランセンター
〇グループホーム
〇認知症対応型
　デイサービスセンター
　働き方改革関連認定事業
「秋田県介護サービス事業
所認証評価制度認証取得事
業所」
　「秋田県移住・就業支援
事業」秋田県移住支援金対
象法人

メッセージ
　ご利用者様やご家族様に
とって、どのようにしたら安
心して楽しく生活できるか
を一緒に考え、幸せに過ごせ
るようにサポートをするの
が私たちの仕事で、とてもや
りがいがあります。
※キャリアアップの為の資
格取得規定を設けて会社が
支援しています。
　（お祝い金、受験費用、実
務研修期間有給含む）
※試用期間中年次有給休暇
　3日間付与
＊生きがいをふるさとで！
　Together Let’s work with us.
～求める人材像～
・明るく、元気、ポジティブ！
・人が好き、あなたが好き、
　そんな…みんなが大好き！
・素敵な笑顔！

社会福祉法人
新秋会

ＤＡＴＡ
株式会社
むつみワールド

Web面接対応企業のご紹介 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、秋田県内でもＷeb面接を取り入れる企業が増えています。
Ｗeb面接は求職者側にとっては、移動に係る時間や費用、感染リスクが軽減でき、企業側にとっては、
応募者の居住地域にとらわれず面接が可能なことから、柔軟な日程調整ができるメリットがあります。
今回は、あきた就職ナビ登録企業の中から、Ｗeb面接に対応している企業をピックアップしご紹介します。気になる企業を見つけたら、あきた就職ナビの企業情報・求人情報をチェック！
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センター管理者、コールセ
ンタースタッフの募集となり
ます。
※コールセンター業務、デス
クワークの未経験大歓迎
です

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望
に応じてZoomなどWeb面
接を行なっています。ご遠慮
なくお申し付けください。

株式会社ディグロス
北秋田ソリューション

センター

003

事業内容
　半導体、ＩＴ関連デバイス
の外観検査装置のシステム
開発、設計、製造販売を行っ
ております。

メッセージ
　非常にローカルな場所で
最先端の事業を行っている
ことが、特に地元出身のエ
ンジニアの雇用の場として、
魅力のある企業になれたら
いいなと思っています。地
元、あるいは地元を出て大
都市圏に就職した後に秋田
に戻る人たちの多くは当社
を見るので、ひとつの決断に
なりうるのかなと考えてい
ます。

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望
に応じてビデオ通話などの
Web面接を行なっています。
また、お住まいが遠方の方
もWeb面接でご対応します。
Web面接のほか、応募前の
Web説明にも柔軟に対応し
ますので、ご遠慮なくお申し
付けください。

インスペック
株式会社

002

事業内容
　私たちは天皇陛下も宿泊さ
れたことのある由緒あるお宿
にて、お料理、空間、おもてな
しをご提供しています。お客
様にとっての特別なひととき
を心ゆくまで楽しんでいただ
くために、日々サービスの改
善をしながら従業員で力を合
わせてお宿づくりをしていま
す。

メッセージ
　私たちはお料理の開発から
サービスの在り方まで、従業
員自らが考え、提案をしてい
ます。お客様と接している私
たちだからこそ分かる、お客
様に本当に喜ばれるサービス
開発をしています。

こんな方にはオススメです！
■人と接する仕事が好きな方
　　お客様とも距離が近く、
スタッフ同士も仲良く働く
職場です。
■自分のアイディアを形に
　することが好きな方
　　意見を取り入れてくれる
上司と仲間が魅力です。
■チームで協力して仕事を　
進めることが好きな方
　　チームで連携して働くか
らこそ、補い合い、安心して
働けると考えています。

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望
に応じてWeb面接を行なって
います。また、お住まいが遠方
の方もWeb面接でご対応し
ます。応募前のWeb説明にも
柔軟に対応しますので、ご遠
慮なくご相談ください。

海と入り陽の宿
帝水

 （運営会社：株式会社オールフロンティア）

ＤＡＴＡ
株式会社ディグロス
北秋田ソリューションセンター

006

株式会社プレステージ・
インターナショナル

秋田BPOメインキャンパス
にかほブランチ

事業内容
　エンドユーザー（消費者）の
不便さや困ったことに耳を傾
け、解決に導く」ことを経営理
念に、BPO（ビジネス・プロセ
ス・アウトソーシング）事業を
展開しています。
　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、住居
やコインパーキングに関す
る部門など、事業領域は多
岐に渡ります。

メッセージ
　2021年に新社屋「秋田
BPOメインキャンパスにかほ
ブランチ」が完成予定です。
　にかほ市にある３カ所の
事業所を統合した新セン
ターで、将来的には500名
の雇用を目指しています。カ
フェテリアやトレーニングス
タジオ、研修室を併設し一
般開放予定です。
　福利厚生面では、産休・育
休の復帰率や有休消化率も
高く、従業員が働きやすい
アットホームな環境が整っ
ています。
　地元企業で「人の役に立
つお仕事がしたい」その気
持ちさえあればできるお仕
事です。ぜひ秋田で、そして
にかほの地で、新しいオフィ
スを私たちと一緒に盛り上
げていきましょう。
※コロナウイルス感染症対
策としてWebでの説明会、
選考会を導入しています。
お気軽にご相談くださ
い。

ＤＡＴＡ
株式会社プレステージ・
インターナショナル
秋田BPOメインキャンパス
にかほブランチ
にかほ市平沢字鳥ノ子渕47-1
http://www.prestigein.com/

ＤＡＴＡ
社会福祉法人新秋会
秋田市土崎港西三丁目11-5
http://shinshukai.site

ＤＡＴＡ
株式会社ホクエツ秋田
秋田市河辺戸島字野田158
https://www.hsnet.co.jp/
　　　　　　　company/akita/

ＤＡＴＡ

秋田市八橋本町三丁目18-33
http://www.mutumi-w.co.jp/

ＤＡＴＡ
株式会社
秋田ケーブルテレビ
秋田市八橋南一丁目1-3
https://www.cna.ne.jp/

010

事業内容
　ケーブルテレビ・インター
ネット・固定電話の３事業
を主軸に番組制作、物販を
含むコンテンツ事業、市街
地にぎわい創出事業等多様
な事業展開にチャレンジし
ています。
　また今後は5G、無線技
術を活用した秋田のインフ
ラ整備、デジタルトランス
フォーメーション（DX）の
促進にも注力していきます。

メッセージ
　施設内保育所の設置、テ
レワークの推進等個人の働
き方にマッチした就業スタ
イルが可能です。有給休暇、
育児介護休暇の取得促進等
働き方改革にも積極的に取
り組んでおります。多様な
事業に携わるという総合職
採用だから味わえる醍醐味
も多い職場です。社員一人
一人が能動的に働き、スピー
ド感を持って成長を目指す
方をお待ちしております。
※入社後１年間のメンター
制度を導入。直属の上司、
先輩とは異なる先輩がメ
ンターとして手厚くサポー
トします。
※コロナウイルス感染拡大
防止策として一次選考は
Zoomを使用したWeb面
接に切替えております。
遠隔地にお住まいの方の
ご応募もお待ちしており
ます。

株式会社
秋田ケーブル
テレビ

009

事業内容
　私達は総合不動産業を名
乗らせていただいておりま
す。会社業務のメインとなる
健康住宅「炭の家」の新築
住宅施工販売。創業時から
続く住宅リフォームや土地、
中古住宅の売買。会社基盤
を支え、安定したストック収
益を生み出すための賃貸仲
介・管理事業等、多方面から
地域の暮らしを支えていま
す。

メッセージ
　当社では住宅建築から、
不動産流通、保険業務な
ど、幅広い領域を生業とし
ています。この広い分野の
つながりを感じながら、今ま
でには考えられなかったよ
うな多くのことを仕事を通
じて学んでいます。グローバ
ル化、ロボット、ＩＯＴ、空き
家問題に人口減少、これら
は我々の業界にとって“当
事者”として理解しなければ
生き残っていけない目の前
の出来事です。そしてこれか
らも、こうした新技術や社
会課題は増えていきます。
私達はその都度環境に対応
しつつ感度の高いアンテナ
を張っておかなければいけ
ません。当社はそんな力が
社員ひとりひとりに身に着く
会社です。ぜひ当社で自分
自身と会社と地域を三方良
しでレベルアップさせてい
きましょう！

株式会社
むつみワールド

008

事業内容
　道路用各種製品、農業用
水路、河川護岸ブロック等の
コンクリート二次製品の製
造販売を行っております。
　また環境に配慮した景観
商品の製造販売とリサイク
ル製品の製造販売もしてお
ります。

メッセージ
　当社は自社で製造するコ
ンクリート二次製品を建設
会社・役所・設計コンサルタ
ント会社などのお客様に、Ｐ
Ｒ・販売しています。
　自分が手がけたもの（道
路・川・公園など）が形とし
て残るので、とてもやりがい
があり、インフラ整備の基盤
を担う社会貢献度の高い仕
事です。
　社会の基盤となるモノづ
くりに携わるため夢をカタチ
に変える事のできる仕事で
す。
　当社が求めるのは主体性
を持って行動できる人、様々
な事に興味関心を持てる人
です。

【Web面接】
　現在コロナ対策の一環と
して、Zoomを利用したWeb
面接を行なっています。ま
た、遠方の方もWeb面接で
ご対応しますのでご安心くだ
さい。会社の説明なども事
前のWeb説明も対応いたし
ます。ぜひご連絡お待ちして
います！

株式会社
ホクエツ秋田

007

事業内容
〇ユニット型特別養護
　老人ホーム
〇デイサービスセンター　
〇ショートステイ
〇ケアプランセンター
〇グループホーム
〇認知症対応型
　デイサービスセンター
　働き方改革関連認定事業
「秋田県介護サービス事業
所認証評価制度認証取得事
業所」
　「秋田県移住・就業支援
事業」秋田県移住支援金対
象法人

メッセージ
　ご利用者様やご家族様に
とって、どのようにしたら安
心して楽しく生活できるか
を一緒に考え、幸せに過ごせ
るようにサポートをするの
が私たちの仕事で、とてもや
りがいがあります。
※キャリアアップの為の資
格取得規定を設けて会社が
支援しています。
　（お祝い金、受験費用、実
務研修期間有給含む）
※試用期間中年次有給休暇
　3日間付与
＊生きがいをふるさとで！
　Together Let’s work with us.
～求める人材像～
・明るく、元気、ポジティブ！
・人が好き、あなたが好き、
　そんな…みんなが大好き！
・素敵な笑顔！

社会福祉法人
新秋会

ＤＡＴＡ
株式会社
むつみワールド

Web面接対応企業のご紹介 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、秋田県内でもＷeb面接を取り入れる企業が増えています。
Ｗeb面接は求職者側にとっては、移動に係る時間や費用、感染リスクが軽減でき、企業側にとっては、
応募者の居住地域にとらわれず面接が可能なことから、柔軟な日程調整ができるメリットがあります。
今回は、あきた就職ナビ登録企業の中から、Ｗeb面接に対応している企業をピックアップしご紹介します。気になる企業を見つけたら、あきた就職ナビの企業情報・求人情報をチェック！
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株式会社
鹿渡工業

事業内容
　地質調査、建設コンサル
タント、給排水暖冷房衛生
設備工事、水道工事、さく井
（井戸）工事

メッセージ
　水・土・自然との調和を基
に社会に貢献し、信頼され
る仕事・信頼される人材の
育成を目標に掲げ日々の業
務をしています。社員の約3
割が20～30代と若い世代
が多くこれから着実に伸び
ていくと自負しています。
◎住宅手当・資格手当など
の福利厚生も充実してお
り、またハイパーメディカ
ル保険により、プライベー
トでの怪我や病気による
入院時の費用も補償と
しっかりサポートします。
◎国家資格や技能検定等資
格取得の為の研修や講習
料全て会社負担と、勉強
法・合格法までをサポート
します。

ＤＡＴＡ
株式会社鹿渡工業
本社
能代市字横道34-4
本店
山本郡三種町鹿渡字二本柳2-5

ＤＡＴＡ
株式会社ファストコム
鹿角オフィス

鹿角市花輪字下花輪33-1
まちなかオフィスB
 https://fastcom.co.jp/

ＤＡＴＡ
株式会社
住建トレーディング

秋田市楢山川口境7-19
http://www.sumiken-t.co.jp/

ＤＡＴＡ

大館市岩瀬字羽貫谷地山下66
https://www.newlong.com/

ＤＡＴＡ
株式会社コア
秋田技術センター

秋田市茨島1-4-90
https://www.core.co.jp/

015

事業内容
　ソフトウェア開発、制御・
計測・組込等のシステム開
発、制御システムの開発の
保守を行う会社です。
　東京に本社を置く企業で
ありながら、カンパニー制を
採用しており、採用拠点で
継続勤務ができ、転勤が少
ないのが特徴です。

メッセージ
　私たちは単に技術を提供
するだけでなく、ベースとな
る技術を活かしてお客様の
新たなニーズを発掘・創造し
ていく、そんな会社を目指し
ていきたいと思っていま
す。
　そのためにも技術力はも
ちろん、高いコミュニケー
ション能力を持って、新しい
サービスの価値を、お客様
に提案できるエンジニアを
目指して欲しいと思いま
す。
　だからこそ当社では、好
奇心が強く、自ら考える想
像力・創造力があり、チャレ
ンジ精神の旺盛な方を求め
ています。

株式会社コア
秋田技術
センター

014

事業内容
　製袋機と呼ばれる袋を作
る機械、その袋に印刷を行
なう印刷機の製造をしてい
ます。また、チタンドラムや
アノードといった銅箔製造
装置の製造（プリント基板
やリチウムイオン電池へ利
用）を行なっております。

メッセージ
　当社はレジ袋有料化にお
ける企業の紙袋へのシフト
化。また、ガソリン車から電
気自動車への移行に伴うリ
チウムイオン電池の普及に
より、売上はコロナ過にお
いても順当に伸びていま
す。このことも後押しとな
り、65歳定年延長の実施、
給与の見直し、新工場の建
設等様々着手しています。
・当社では様々な部署、仕
事が点在しており、適材
適所への配置や移動を行
なってもらい、多種多様
な経験を積んでもらいま
す（資格等は入社後に取
得してもらうため敷居は
高くありません。）
・Web面接については時代
が時代なので進んで取り
組んでいきたいと思って
おりますのでお気軽に声
を掛けてもらえれば、と
思っております。よろしく
お願い致します。

ニューロング秋田
株式会社

013

事業内容
～ 街・環境・夢を創造する ～
　民間施設から公共施設や土
木事業まで、総合的なものづく
りを通し、地域や社会にとって
価値あるものの創造を目指す
総合建設会社です。

メッセージ
①秋田県の建設関連の就業者
は、高齢化の進行と若年者
の成り手不足により、危機
的に減少してきています。特
に、公共財のインフラ維持・
整備の重要性から、是非地
元秋田に就職され、地元イ
ンフラの担い手として、とも
に頑張って行けたらと思い
ます。

②当社は、建築メインで土木
事業、不動産事業も兼業す
る総合建設会社です。比率
にして、建築が60%、土木
40%の比率です。そもそ
も、ハウスメーカーとして個
人住宅をメインに創業し、そ
の後公共工事に進出し、大
型箱物建築や土木・下水道
工事等、業容を拡大して参
りました。今では、公共
80%、民間20%の会社と
なり、公共財のインフラ維
持・整備になくてはならない
会社として、高く評価されて
おります。

③東京支店は、業容拡大の一
環として、３年前に開設しま
した。支店機能とともに、一
級建築士事務所として設計
施工メインで営業していま
す。著名な設計事務所で経
験を積んだ優秀な設計士に
より、建築関連の数多くの
受賞や雑誌・マスコミへの
露出と、業界でも注目を集め
ています。是非、当社HPに
施工実績が載っていますの
で、ご覧ください。

株式会社
住建

トレーディング

012

事業内容
　ファストコムは、ITソリュー
ション事業、メディア事業、建
助事業を中心に、幅広い事業
を運営している「モノづくりに
対する総合企画会社」です。
○「建助（けんすけ）」は、短
期駐車場手配をはじめとし
て、建築現場の監督さんた
ちのトータルサポートを行
なっています。
○「ニッポン手仕事図鑑」は、
日本が誇る「手仕事の現
場」を支えている職人さん
の情熱や文化、技術を動画
として残すメディアです。
〇地域に根ざした求人＆ロー
カルメディア「スコップ」の
運営、地域のWeb人材育成
など、地方の活性化につな
がる様々な活動にも力を入
れています。

メッセージ
　鹿角オフィスでは、札幌から
福岡まで全国5つのオフィスと
密な連携をとりながら、パソコ
ンを使った資料作りや事務業
務で全国の建助事業を支えて
います。
開設から4年目を迎えた鹿角
オフィスは、20～30代の社
員が活躍し、年齢や役職の上
下に関わらず、コミュニケー
ションがとりやすい雰囲気の
職場です。
■パソコンや事務の経験を活
　かせます
■建築業界が未経験でも、研
　修で丁寧に教われます
■宅建士など、意欲のある方
　を支援する資格取得支援制
　度があります

【会社見学】
　ご希望に応じて、応募前の
Web説明や会社見学にも柔軟
に対応します。

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望に
応じてビデオ通話などのWeb
面接を行なっています。また、
お住まいが遠方の方もWeb面
接でご対応します。

株式会社
ファストコム
鹿角オフィス

ＤＡＴＡ
ニューロング秋田
株式会社

あきた就職ナビ
企業情報を
ご覧ください

Web面接対応企業のご紹介
気になる企業を見つけたら、
あきた就職ナビの企業情報や
求人情報をチェックしてね！
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株式会社
鹿渡工業

事業内容
　地質調査、建設コンサル
タント、給排水暖冷房衛生
設備工事、水道工事、さく井
（井戸）工事

メッセージ
　水・土・自然との調和を基
に社会に貢献し、信頼され
る仕事・信頼される人材の
育成を目標に掲げ日々の業
務をしています。社員の約3
割が20～30代と若い世代
が多くこれから着実に伸び
ていくと自負しています。
◎住宅手当・資格手当など
の福利厚生も充実してお
り、またハイパーメディカ
ル保険により、プライベー
トでの怪我や病気による
入院時の費用も補償と
しっかりサポートします。
◎国家資格や技能検定等資
格取得の為の研修や講習
料全て会社負担と、勉強
法・合格法までをサポート
します。

ＤＡＴＡ
株式会社鹿渡工業
本社
能代市字横道34-4
本店
山本郡三種町鹿渡字二本柳2-5

ＤＡＴＡ
株式会社ファストコム
鹿角オフィス

鹿角市花輪字下花輪33-1
まちなかオフィスB
 https://fastcom.co.jp/

ＤＡＴＡ
株式会社
住建トレーディング

秋田市楢山川口境7-19
http://www.sumiken-t.co.jp/

ＤＡＴＡ

大館市岩瀬字羽貫谷地山下66
https://www.newlong.com/

ＤＡＴＡ
株式会社コア
秋田技術センター

秋田市茨島1-4-90
https://www.core.co.jp/
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事業内容
　ソフトウェア開発、制御・
計測・組込等のシステム開
発、制御システムの開発の
保守を行う会社です。
　東京に本社を置く企業で
ありながら、カンパニー制を
採用しており、採用拠点で
継続勤務ができ、転勤が少
ないのが特徴です。

メッセージ
　私たちは単に技術を提供
するだけでなく、ベースとな
る技術を活かしてお客様の
新たなニーズを発掘・創造し
ていく、そんな会社を目指し
ていきたいと思っていま
す。
　そのためにも技術力はも
ちろん、高いコミュニケー
ション能力を持って、新しい
サービスの価値を、お客様
に提案できるエンジニアを
目指して欲しいと思いま
す。
　だからこそ当社では、好
奇心が強く、自ら考える想
像力・創造力があり、チャレ
ンジ精神の旺盛な方を求め
ています。

株式会社コア
秋田技術
センター
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事業内容
　製袋機と呼ばれる袋を作
る機械、その袋に印刷を行
なう印刷機の製造をしてい
ます。また、チタンドラムや
アノードといった銅箔製造
装置の製造（プリント基板
やリチウムイオン電池へ利
用）を行なっております。

メッセージ
　当社はレジ袋有料化にお
ける企業の紙袋へのシフト
化。また、ガソリン車から電
気自動車への移行に伴うリ
チウムイオン電池の普及に
より、売上はコロナ過にお
いても順当に伸びていま
す。このことも後押しとな
り、65歳定年延長の実施、
給与の見直し、新工場の建
設等様々着手しています。
・当社では様々な部署、仕
事が点在しており、適材
適所への配置や移動を行
なってもらい、多種多様
な経験を積んでもらいま
す（資格等は入社後に取
得してもらうため敷居は
高くありません。）
・Web面接については時代
が時代なので進んで取り
組んでいきたいと思って
おりますのでお気軽に声
を掛けてもらえれば、と
思っております。よろしく
お願い致します。

ニューロング秋田
株式会社
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事業内容
～ 街・環境・夢を創造する ～
　民間施設から公共施設や土
木事業まで、総合的なものづく
りを通し、地域や社会にとって
価値あるものの創造を目指す
総合建設会社です。

メッセージ
①秋田県の建設関連の就業者
は、高齢化の進行と若年者
の成り手不足により、危機
的に減少してきています。特
に、公共財のインフラ維持・
整備の重要性から、是非地
元秋田に就職され、地元イ
ンフラの担い手として、とも
に頑張って行けたらと思い
ます。

②当社は、建築メインで土木
事業、不動産事業も兼業す
る総合建設会社です。比率
にして、建築が60%、土木
40%の比率です。そもそ
も、ハウスメーカーとして個
人住宅をメインに創業し、そ
の後公共工事に進出し、大
型箱物建築や土木・下水道
工事等、業容を拡大して参
りました。今では、公共
80%、民間20%の会社と
なり、公共財のインフラ維
持・整備になくてはならない
会社として、高く評価されて
おります。

③東京支店は、業容拡大の一
環として、３年前に開設しま
した。支店機能とともに、一
級建築士事務所として設計
施工メインで営業していま
す。著名な設計事務所で経
験を積んだ優秀な設計士に
より、建築関連の数多くの
受賞や雑誌・マスコミへの
露出と、業界でも注目を集め
ています。是非、当社HPに
施工実績が載っていますの
で、ご覧ください。

株式会社
住建

トレーディング
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事業内容
　ファストコムは、ITソリュー
ション事業、メディア事業、建
助事業を中心に、幅広い事業
を運営している「モノづくりに
対する総合企画会社」です。
○「建助（けんすけ）」は、短
期駐車場手配をはじめとし
て、建築現場の監督さんた
ちのトータルサポートを行
なっています。
○「ニッポン手仕事図鑑」は、
日本が誇る「手仕事の現
場」を支えている職人さん
の情熱や文化、技術を動画
として残すメディアです。
〇地域に根ざした求人＆ロー
カルメディア「スコップ」の
運営、地域のWeb人材育成
など、地方の活性化につな
がる様々な活動にも力を入
れています。

メッセージ
　鹿角オフィスでは、札幌から
福岡まで全国5つのオフィスと
密な連携をとりながら、パソコ
ンを使った資料作りや事務業
務で全国の建助事業を支えて
います。
開設から4年目を迎えた鹿角
オフィスは、20～30代の社
員が活躍し、年齢や役職の上
下に関わらず、コミュニケー
ションがとりやすい雰囲気の
職場です。
■パソコンや事務の経験を活
　かせます
■建築業界が未経験でも、研
　修で丁寧に教われます
■宅建士など、意欲のある方
　を支援する資格取得支援制
　度があります

【会社見学】
　ご希望に応じて、応募前の
Web説明や会社見学にも柔軟
に対応します。

【Web面接】
　コロナ対策として、ご希望に
応じてビデオ通話などのWeb
面接を行なっています。また、
お住まいが遠方の方もWeb面
接でご対応します。

株式会社
ファストコム
鹿角オフィス

ＤＡＴＡ
ニューロング秋田
株式会社

あきた就職ナビ
企業情報を
ご覧ください

Web面接対応企業のご紹介
気になる企業を見つけたら、
あきた就職ナビの企業情報や
求人情報をチェックしてね！

その他のWeb面接対応企業
業種 企業名 所在地

製 造 業

株式会社  ＵＭＮファーマ 秋田市

秋田活版印刷株式会社 秋田市

三菱マテリアル電子化成株式会社 秋田市

秋田印刷製本株式会社 秋田市

大橋鉄工秋田株式会社 横手市

秋田指月株式会社 羽後町

情 報 通 信 業

株式会社  アチカ 秋田市

株式会社  トラパンツ 秋田市

ＪＮシステムパートナーズ株式会社 秋田市

ロジザード株式会社　秋田・横手開発センター 秋田市

株式会社  バイトルヒクマ 秋田市

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 秋田市

エイデイケイ富士システム株式会社 秋田市

日本事務開発株式会社　秋田支社 秋田市

株式会社  アイ・クリエイト 横手市

建 設 業

本荘電気工業株式会社 秋田市

株式会社  清水組 男鹿市

株式会社  寒風 男鹿市

森建設工業株式会社 にかほ市

横手建設株式会社 横手市

白川建設株式会社 大館市

医 療・ 福 祉 業

社会医療法人  明和会 秋田市

医療法人社団  宝樹会 潟上市

社会福祉法人  わかば会 由利本荘市

池田ライフサポート＆システム株式会社 由利本荘市

株式会社  池田薬局 由利本荘市

社会福祉法人  あけぼの会 大仙市

社会福祉法人  六郷仙南福祉会 美郷町

社会福祉法人  北秋田市社会福祉協議会 北秋田市

卸小売・サービス業

菱明三菱電機機器販売株式会社 秋田市

三協フロンテア株式会社　秋田店 秋田市

有限会社  ＢＲＡＩＮ 大仙市

株式会社  プレステージ・インターナショナル
秋田 BPO 横手キャンパス 横手市

株式会社 ORISON 能代市

そ の 他

公立大学法人  国際教養大学 秋田市

株式会社  アド東北 秋田市

株式会社  トクミツ建築企画 秋田市

株式会社  池田 由利本荘市

株式会社  やまと建築事務所 大仙市
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Ａターン就職・移住相談の現場から

【Ａプラ】「コロナ禍でも秋田で面接をしてもらえるのか、コロナが落ち着いてからの面接は可能か」「コロナ禍
における求人の状況や変化について教えて欲しい」といった、コロナ禍の影響に関する相談が多く寄せられてい
ます。
【Ａサポ】最近の特色として、コロナ禍における都会での暮らしに疑問を持たれる相談者の方が多いです。そう
した中、「生き方・働き方のヒント探し」「安心して暮らせる地域での子育て」「入学・転校時の教育環境と手続
き」「スキルを活かしたい」「移住先でサポートしてくれるコミュニティ」「雪国の暮らし」「移住後の家計」「秋田
での就職活動」など、様々な相談が寄せられています。

【Ａサポ】年代的には20代から
年配の方まで幅広く、「自分らし
さ」「生きがい」「やりがい」を大
切にされながら移住されている
方々が増えています。

相談窓口はこちら！

今、Ａターン希望者はどんな悩みを抱え、どんな相談をしているか、
実際に東京でＡターン就職・移住相談に携わっている「Ａターンプラザ秋田」と

「Ａターンサポートセンター」のスタッフにお話を伺いました。

最近はどのような相談が多いですか？

最近の移住の傾向は？

○Ａターンプラザ秋田
相 談 日：月～金曜日（祝日・年末年始は除く）
相談時間：9:00～17:45
場　　所：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）
連 絡 先：　　0120-122-255
E-mail：a-plaza@mail2.pref.akita.jp

○あきたで暮らそう！Ａターンサポートセンター
相 談 日：火～日曜日（祝日及びお盆・年末年始は除く）
相談時間：11:15～18:00
場　　所：東京都千代田区有楽町2-10-1  東京交通会館８Ｆ
　　　　  ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター内
連 絡 先：080-9292-5195（相談員直通）
E-mail：akita1@furusatokaiki.net

【Ａプラ】秋田県は自然豊かで安心して生活できる「高質な田舎」です。「Ａターンしたい」「県内企業に就職し
たい」という強い思いを企業にアピールできるよう、Ａターン就職に関する不安や疑問に全力でおこたえいた
します。Ａターンを希望する時期から逆算し、早めにご相談いただければ計画的に就職活動をお手伝いする
ことができますので、お気軽にご相談ください。
【Ａサポ】移住は人生の大きな転機です。あまり力まず、いろいろな人の話に耳を傾け、多くの人に出会いなが
らポジティブに情報収集することを勧めます。
まずは「Aターンサポートセンター」にご相談ください。

これから秋田へ移住しようとしている方へメッセージをお願いします

【Ａプラ】働き方改革の影響か、給料に加えて
休日や勤務時間、残業の有無など、ワークライフ
バランスを重視する方も増えていますが、以前か
ら重視されていた「前職で培った経験やスキル
を活かせる仕事に就きたい」とする方が一番多
いように感じます。

相談者が希望する求人について、
以前と変化がありますか？

【Ａプラ】【Ａサポ】電話やメールはもち
ろん、対面相談のほか、オンライン相談
も対応しています。（Zoomによる相談）
どちらの場合も事前に日時の調整をさ
せていただきますので、ぜひお問い合わ
せください。

オンラインでの相談にも
対応していますか？【Ａプラ】どちらにも対応しています。応

募書類の添削については、訴求力があ
り、登録者の良さをアピールする応募書
類の作成ポイントを、面談等を通じてアド
バイスいたします。
　また、面接練習についても、これまでの
経験や仕事に対する姿勢などを伺い、登
録者の良さを表現できるよう実施してい
ます。あえて採用者目線で厳しく助言さ
せていただくこともあります。

応募書類の添削や面接練習にも
対応していますか？

R E A L V O I C E
Ａターン

・仕事環境が変わり、家族との時間が取れるようになった。冬の雪
寄せの負担が少ない。 （30代男性）
　
・比較的仕事も早く終わり、家に帰れるようになった。（30代男性）
　
・田舎はお金を使う機会が減るので、収入は減りましたが支出も
減って生活水準はそんなに変わりません。娯楽施設が少ないので
家にいることが多くなり、感染予防的には良いと思います。

（30代男性）
　
・給料は少なくなったが、自然に囲まれた生活を送ることができ、
満足している。 （30代女性）
　
・移住前は徒歩＋電車での移動でしたが、移住後は車での移動が
ほとんどなので歩かなくなりました。（個人的には体重増）

（30代男性）
　
・友人と会う機会ができました。買い物に関しては、以前の方が便
利でしたが、通販を利用する事が増えたので、そんなには困りま
せん。出歩く事は減りました。 （30代女性）
　
・妻の実家で、新しい家を買うまでの間暮らしています。子どもが
３歳と１歳で、手がかかるのですが、世話できる大人も多く、妻の
負担が減りました。４歳・２歳になってから引っ越す予定です。

（40代男性）

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？

Q3

・秋田市は丁度良い田舎、というイメージです。流行に囚われなけ
れば身近になんでもあり、とても楽しく暮らせる街だと思います。
（買い物、子育て、温泉、グルメ、お酒、レジャーなど）
　ただ、移住につきものですが、知り合い、友達を増やすのは大変
かもしれません。 （30代男性）
　
・今のご時世なら地方の不便はかなり少ない。思った以上に快適
に暮らせます。 （40代男性）
　
・首都圏と比較すると給与水準も低く、頭を悩ませることも多かっ
たのですが、住んでみると支出も少なく、生活にゆとりができま
した。よく家族と相談して、納得した上でAターンを決意してくだ
さい。 （30代男性）
　
・Aターン前にいろいろな企業について調べた方がいいです。私は今
入社してからギャップを感じながら働いています。 （30代女性）
　
・自分が入力した情報にマッチした就職情報が送られてくるので、
便利。 （40代男性）
　
・まず動かないと始まらないと思います。まず動いてみて下さい。

（30代男性）
　
・秋田市内は生活する上で困ることは多くないと思います。少し移
動すれば自然も多くあるので楽しめると思います。保育園の待機
児童などは問題なく入園出来たので、そういった面は気にしなく
ていいと思います。 （30代男性）
　
・車は必ずないと困ります。仕事は給料面さえ考えなければたくさ
んあります。 （30代女性）

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。
Q4

・近くに色々あるため買い物が便利。他県へも車で簡単にアクセス
できる。 （30代男性）
　
・秋田は新型コロナの感染者数が比較的少ないこと。 （30代男性）
　
・働きがいがある。 （50代以上女性）
　
・道路が空いてる！駐車場が広い！ （40代男性）
　
・田舎で人が少ないので、人混みや渋滞等のストレスが少ないです。
ソーシャルディスタンスもあまり気にしなくて大丈夫です。

（30代男性）
　
・住居が広く、自分の部屋が持てて快適。 （40代男性）
　
・良い企業で働けている。 （30代男性）
　
・家族との時間（妻は元々秋田市内在住、子は移住後生誕）。移住と
同時期にコロナ拡大したので、あまり出歩けず、実感出来ていな
い事が多いと思います。 （30代男性）
　
・実家に気軽に帰れるようになりました。巨大な虫を見なくなりまし
た。 （30代女性）
　
・保育園に入りやすい点、家の周囲でのびのびと子どもを遊ばせる
事ができる点、コロナの前にＡターンしておいて良かったです。両
親たちと一緒でなければお互い不安だったと思います。

（40代男性）

Ａターンして良かった点は何ですか？Q１

・Aターン前は自分の仕事探しに苦労した。Aターン後は田舎に引っ
越したにもかかわらず、共働き世帯優先のため子供の保育園が決
まらない。子供の保育園が決まらないとパートすら見つけるのが難
しいという負のスパイラルに陥っている。 （30代男性）
　
・Aターンするまでに苦労というか困ったのは、住居が決定する前に
保育園を申し込まなくてはいけなかったこと。
　Aターン後に困ったことはガス代が高い。 （40代男性）
　
・Aターン前にもっといろいろな企業について検討すればよかった。

（30代女性）
　
・見学の際の交通費はない。補助金の申請手続きが大変（書類が多
い） （30代男性）
　
・面接交通費助成はあるが、宿泊施設も含めると金銭的にまかなえ
ない。面接は、複数社×数回と数えると初期投資は必要。秋田市内
は海沿いだからか風が強い。雪と合わさると、かなり大変です。降
雪後の通勤は渋滞するので時間に余裕を持つ必要あり。

（30代男性）
　
・やはり引越しが大変でした。４人暮らしとしては、かなり持ち物は
少ない方だと思いますが、見積で20万円と言われました。それなら
電化製品も何点か新調できるので、持ち物は捨てて来るのも選択
肢の一つかも。結局、妻の両親に手伝ってもらい、自分たちで引越
ししました。 （40代男性）

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？
Q2

Ａターン就職者アンケートより

Ａプラ＝Ａターンプラザ秋田
Ａサポ＝Ａターンサポートセンター
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Ａターン就職・移住相談の現場から

【Ａプラ】「コロナ禍でも秋田で面接をしてもらえるのか、コロナが落ち着いてからの面接は可能か」「コロナ禍
における求人の状況や変化について教えて欲しい」といった、コロナ禍の影響に関する相談が多く寄せられてい
ます。
【Ａサポ】最近の特色として、コロナ禍における都会での暮らしに疑問を持たれる相談者の方が多いです。そう
した中、「生き方・働き方のヒント探し」「安心して暮らせる地域での子育て」「入学・転校時の教育環境と手続
き」「スキルを活かしたい」「移住先でサポートしてくれるコミュニティ」「雪国の暮らし」「移住後の家計」「秋田
での就職活動」など、様々な相談が寄せられています。

【Ａサポ】年代的には20代から
年配の方まで幅広く、「自分らし
さ」「生きがい」「やりがい」を大
切にされながら移住されている
方々が増えています。

相談窓口はこちら！

今、Ａターン希望者はどんな悩みを抱え、どんな相談をしているか、
実際に東京でＡターン就職・移住相談に携わっている「Ａターンプラザ秋田」と

「Ａターンサポートセンター」のスタッフにお話を伺いました。

最近はどのような相談が多いですか？

最近の移住の傾向は？

○Ａターンプラザ秋田
相 談 日：月～金曜日（祝日・年末年始は除く）
相談時間：9:00～17:45
場　　所：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）
連 絡 先：　　0120-122-255
E-mail：a-plaza@mail2.pref.akita.jp

○あきたで暮らそう！Ａターンサポートセンター
相 談 日：火～日曜日（祝日及びお盆・年末年始は除く）
相談時間：11:15～18:00
場　　所：東京都千代田区有楽町2-10-1  東京交通会館８Ｆ
　　　　  ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター内
連 絡 先：080-9292-5195（相談員直通）
E-mail：akita1@furusatokaiki.net

【Ａプラ】秋田県は自然豊かで安心して生活できる「高質な田舎」です。「Ａターンしたい」「県内企業に就職し
たい」という強い思いを企業にアピールできるよう、Ａターン就職に関する不安や疑問に全力でおこたえいた
します。Ａターンを希望する時期から逆算し、早めにご相談いただければ計画的に就職活動をお手伝いする
ことができますので、お気軽にご相談ください。
【Ａサポ】移住は人生の大きな転機です。あまり力まず、いろいろな人の話に耳を傾け、多くの人に出会いなが
らポジティブに情報収集することを勧めます。
まずは「Aターンサポートセンター」にご相談ください。

これから秋田へ移住しようとしている方へメッセージをお願いします

【Ａプラ】働き方改革の影響か、給料に加えて
休日や勤務時間、残業の有無など、ワークライフ
バランスを重視する方も増えていますが、以前か
ら重視されていた「前職で培った経験やスキル
を活かせる仕事に就きたい」とする方が一番多
いように感じます。

相談者が希望する求人について、
以前と変化がありますか？

【Ａプラ】【Ａサポ】電話やメールはもち
ろん、対面相談のほか、オンライン相談
も対応しています。（Zoomによる相談）
どちらの場合も事前に日時の調整をさ
せていただきますので、ぜひお問い合わ
せください。

オンラインでの相談にも
対応していますか？【Ａプラ】どちらにも対応しています。応

募書類の添削については、訴求力があ
り、登録者の良さをアピールする応募書
類の作成ポイントを、面談等を通じてアド
バイスいたします。
　また、面接練習についても、これまでの
経験や仕事に対する姿勢などを伺い、登
録者の良さを表現できるよう実施してい
ます。あえて採用者目線で厳しく助言さ
せていただくこともあります。

応募書類の添削や面接練習にも
対応していますか？

R E A L V O I C E
Ａターン

・仕事環境が変わり、家族との時間が取れるようになった。冬の雪
寄せの負担が少ない。 （30代男性）
　
・比較的仕事も早く終わり、家に帰れるようになった。（30代男性）
　
・田舎はお金を使う機会が減るので、収入は減りましたが支出も
減って生活水準はそんなに変わりません。娯楽施設が少ないので
家にいることが多くなり、感染予防的には良いと思います。

（30代男性）
　
・給料は少なくなったが、自然に囲まれた生活を送ることができ、
満足している。 （30代女性）
　
・移住前は徒歩＋電車での移動でしたが、移住後は車での移動が
ほとんどなので歩かなくなりました。（個人的には体重増）

（30代男性）
　
・友人と会う機会ができました。買い物に関しては、以前の方が便
利でしたが、通販を利用する事が増えたので、そんなには困りま
せん。出歩く事は減りました。 （30代女性）
　
・妻の実家で、新しい家を買うまでの間暮らしています。子どもが
３歳と１歳で、手がかかるのですが、世話できる大人も多く、妻の
負担が減りました。４歳・２歳になってから引っ越す予定です。

（40代男性）

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？

Q3

・秋田市は丁度良い田舎、というイメージです。流行に囚われなけ
れば身近になんでもあり、とても楽しく暮らせる街だと思います。
（買い物、子育て、温泉、グルメ、お酒、レジャーなど）
　ただ、移住につきものですが、知り合い、友達を増やすのは大変
かもしれません。 （30代男性）
　
・今のご時世なら地方の不便はかなり少ない。思った以上に快適
に暮らせます。 （40代男性）
　
・首都圏と比較すると給与水準も低く、頭を悩ませることも多かっ
たのですが、住んでみると支出も少なく、生活にゆとりができま
した。よく家族と相談して、納得した上でAターンを決意してくだ
さい。 （30代男性）
　
・Aターン前にいろいろな企業について調べた方がいいです。私は今
入社してからギャップを感じながら働いています。 （30代女性）
　
・自分が入力した情報にマッチした就職情報が送られてくるので、
便利。 （40代男性）
　
・まず動かないと始まらないと思います。まず動いてみて下さい。

（30代男性）
　
・秋田市内は生活する上で困ることは多くないと思います。少し移
動すれば自然も多くあるので楽しめると思います。保育園の待機
児童などは問題なく入園出来たので、そういった面は気にしなく
ていいと思います。 （30代男性）
　
・車は必ずないと困ります。仕事は給料面さえ考えなければたくさ
んあります。 （30代女性）

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。
Q4

・近くに色々あるため買い物が便利。他県へも車で簡単にアクセス
できる。 （30代男性）
　
・秋田は新型コロナの感染者数が比較的少ないこと。 （30代男性）
　
・働きがいがある。 （50代以上女性）
　
・道路が空いてる！駐車場が広い！ （40代男性）
　
・田舎で人が少ないので、人混みや渋滞等のストレスが少ないです。
ソーシャルディスタンスもあまり気にしなくて大丈夫です。

（30代男性）
　
・住居が広く、自分の部屋が持てて快適。 （40代男性）
　
・良い企業で働けている。 （30代男性）
　
・家族との時間（妻は元々秋田市内在住、子は移住後生誕）。移住と
同時期にコロナ拡大したので、あまり出歩けず、実感出来ていな
い事が多いと思います。 （30代男性）
　
・実家に気軽に帰れるようになりました。巨大な虫を見なくなりまし
た。 （30代女性）
　
・保育園に入りやすい点、家の周囲でのびのびと子どもを遊ばせる
事ができる点、コロナの前にＡターンしておいて良かったです。両
親たちと一緒でなければお互い不安だったと思います。

（40代男性）

Ａターンして良かった点は何ですか？Q１

・Aターン前は自分の仕事探しに苦労した。Aターン後は田舎に引っ
越したにもかかわらず、共働き世帯優先のため子供の保育園が決
まらない。子供の保育園が決まらないとパートすら見つけるのが難
しいという負のスパイラルに陥っている。 （30代男性）
　
・Aターンするまでに苦労というか困ったのは、住居が決定する前に
保育園を申し込まなくてはいけなかったこと。
　Aターン後に困ったことはガス代が高い。 （40代男性）
　
・Aターン前にもっといろいろな企業について検討すればよかった。

（30代女性）
　
・見学の際の交通費はない。補助金の申請手続きが大変（書類が多
い） （30代男性）
　
・面接交通費助成はあるが、宿泊施設も含めると金銭的にまかなえ
ない。面接は、複数社×数回と数えると初期投資は必要。秋田市内
は海沿いだからか風が強い。雪と合わさると、かなり大変です。降
雪後の通勤は渋滞するので時間に余裕を持つ必要あり。

（30代男性）
　
・やはり引越しが大変でした。４人暮らしとしては、かなり持ち物は
少ない方だと思いますが、見積で20万円と言われました。それなら
電化製品も何点か新調できるので、持ち物は捨てて来るのも選択
肢の一つかも。結局、妻の両親に手伝ってもらい、自分たちで引越
ししました。 （40代男性）

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？
Q2

Ａターン就職者アンケートより

Ａプラ＝Ａターンプラザ秋田
Ａサポ＝Ａターンサポートセンター
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2021年度 Ａターンフェアスケジュール

秋田県は、移住のサポート充実！
Ｕ・Ｉターンを強力にバックアップ！

　登録すると、移住に関するさまざまなサポート
や特典を受けられます。

○例えばこんなサポートが！
　・移住ニーズに合わせた情報を個別にお知らせ
　・移住前後の暮らしに関する相談に対応　など

○例えばこんな特典が！
　・引越し費用、暖房機器などの購入費用の一部
　　を助成
　・県内25か所の施設の割引サービス　など

https://w
w
w
.furusato-teiju.jp
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TEL.018-826-1731　
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furusato-teiju.jp
　
　
　
　
　

※秋田会場・東京会場のフェアは、新型コロナウイルスの感染状況の推移等により、急遽開催を中止する場合が
　あります。実施の有無についてはホームページよりご確認ください。

秋田の企業が集結！

オンラインＡターンフェア
2021

2022

6/27日
Ａターンフェア in 秋田 会場：秋田拠点センターアルヴェ

〈オンライン開催〉

〈オンライン開催〉

8/12木
オンラインＡターンフェア9/26日
Ａターンフェア in 東京 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館10/24日
Ａターンフェア in 秋田 会場：秋田ビューホテル12/30木

2/13日

移住定住登録制度
○対面、オンライン相談（予約制）
○電話やメールによる相談も可

オンライン相談実施中

秋田県移住・定住ポータルサイト
“秋田暮らし”はじめの一歩
https://www.a-iju.jp/

首都圏での相談窓口
Ａターンサポートセンター
予約方法、連絡先など
　　　　　　 　詳細はこちらから
https://www.furusatokaiki.net/consultation/akita/

　東京圏（埼玉県、千葉県、東京都および神奈川
県）から移住し、県内の対象企業に就業等した方
には、最大200万円の移住支援金を支給します！

https://www.a-iju.jp/p1527

最大２００万円の
移住支援金を
支給！

注）移住後の登録はできません。必ず移住前に登録を！

秋田会場・東京会場のフェアでは企業・市町村・団体との面談のほか、各種相談や職業
適性診断等のコーナーを設けております。

Ａターンフェア in 東京 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館


