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あきたを元気に！ 支え合い応援プロジェクト

今号の表紙
日本海に沈む夕日が美しい「下浜サンセットロード」

2020年3月14日に開通した国道7号バイパス
「下浜道路」。秋田市下浜羽川から浜田までの約6.2キロ
を結び、晴れた日には男鹿半島や鳥海山を見渡せます。特に日本海へ沈む夕日は、愛称の
「下浜サンセット
ロード」
にふさわしい光景。オレンジ色に包まれてのドライブが疲れを癒してくれます。
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WA ROCK JAPAN（北秋田市）
ジャパン

石ころがアートや交流のツールに！
阿仁から広がる新たな地域おこしの輪

石の表面には絵や文字を。
裏面には
「WA
ROCK ○○
（JAPANもしくは地域名）
」
と
Facebookの
「f」
を書き入れるルール

作者の個性あふれる
「WA ROCK」
。
1人1人のテーマやタッチが、
絵の“味”に

「WA ROCK（ワロック）」
とは、好きな絵を描いた石を、

街や公園のどこかにそっと
「放石」
されて
いる。見つけたら、持ち帰っても他の場所
に移動させてもOK

くれる遊び。地域に受け入れられてうれしいです」と

街のいろいろな場所に隠し、誰かに拾ってもらう遊びの

笑顔。長谷川さんは「制作や石探しを楽しもうと地元の

こと。北秋田市阿仁地区を中心に活動の輪が広がり、

商店に来てくれる人が増えました」と話します。石がつな

県内外に愛好家がじわじわと増えています。

ぐ交流の輪が、各地で笑顔や元気を生み出しています。

2017 年に西オーストラリアのパースで大 流 行した
「WA ROCK」
。その様子を SNS で見て「子どもと一緒に

「WA ROCK」
の遊び方、
ルール、
話題については
Facebook から
「WA ROCK JAPAN」
で検索

やってみよう」と始めたのが、横浜市出身で当時パース
在住のチョールトンかやのさんです。父の移住先の阿仁へ
あ

に あい

一時帰国中に娘が通った阿仁合小学校の子どもたちへ、
感謝の思いと遊び方を書いた手紙を渡し、校庭に 75 個
の石を隠しました。保護者の一人が興味を持ち、阿仁合
駅前にあるコミュニティスペース「阿仁合コミューン」の
は せ が わ たくろう

長谷川拓郎さんとともに 2017 年から SNS で紹介してい

「WA

ます。誰でもどこでも気軽に始められることもあり、阿仁合
コミューンでの無料体験やイベントでのワークショップも
好評で、県内に愛好家が急増しています。絵を描き、石
を探し、石を通して見知らぬ人とつながり…。小さな一
つが県外にも波紋のように広がっています。チョールトン
さんは「“WA ROCK” は、人を結んで笑顔の輪を広げて
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人に
いろんな
楽しんで
いです
もらいた

は せ が わ たく ろう

長谷川 拓郎さん

ROCK
2019年 」が縁で、
に阿仁
に
移住し
ました
！

チョールトンかやのさん

令和3年3月

で
た
き
あ
？
か
ん
せ
ま
き
働

大学等卒業予定者対象

ウェブ面接会

開催

※令和3年3月に卒業（修了）予定の大学（院）、短大、高専、専修学校等の学生・既卒者が対象です。

県外に就活中のお子さんやお知り合いがいる方は、
ぜひご本人にこの情報をお伝えください！

秋 田 県 オ ン ラ イ ン
合 同 就 職 面 接 会
“ 新型コロナ ” の影響で、県内企業に関する説明会や面接の
機会を失った就活生を支援するためオンライン合同面接会を
開催します。面接を希望する学生と県内企業をウェブで結び、
パソコンやスマホの画面を通して面接を行います。

申し込み
受付中！

秋田県就活情報サイト

「KocchAke!」

秋田までの移動や交通費なしで、在宅のまま面接ができます。

開催時期

7月下旬〜8月上旬の10日間（予定）

参加企業

秋田県の魅力ある企業が多数参加

参加方法

事 前 準 備

面

新卒向け秋田県就活情報サイト
「KocchAke!
（こっちゃけ）
」
から
面接申し込み
（面接日を決定）
※何社でも面接申し込みできます。

秋田への移住情報は、
こちらのウェブサイトから！

秋田県移住・定住総合ポータルサイト

“秋田暮らし”はじめの一歩
県内の市町村情報や、先輩移住者の
声など、移住を考える方にぴったり
の情報を紹介しています。

詳しい内容・参加手順に
ついてはこちらから！

接

日

面接開始

◎1社あたり40分
（説明20分、
質疑20分）

移住する方へのサポートも充実！

最大200万円の移住支援金を支給！
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職した方には、
最大200万円の移住支援金を支給します。

NEW

Aターン就職マッチング支援サイト

あきた就職ナビ

県内の風景や暮らしの様子を紹介した動画のまとめサイト

「オンライン DE 秋田暮らし」
公開中！

お問い合わせ先

県内の企業・求人情報が満載のサイトです。登録を
すると、
スマホやパソコンから簡単に求人への応募
ができます。

県移住・定住促進課

☎018-860-1248
あきたびじょん 2020年7・8月号
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あきたを元気に！

支え合い応援プロジェクト
お客さまの足が遠のき苦戦している事業者の皆さん、農産物の需要が減り困っている

農業者の皆さんなど、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、支え合いによる支援を
必要としている人がいます。
あきたを元気に！皆さんで応援しましょう。

援
応
て
べ
食飲食店を応援「秋田県プレミアム飲食券」
1 枚 1,000 円相当の飲食券を 700 円で購入できます。1 人当たり12 枚まで購入
可能で、上限 12 枚を購入した場合 12,000 円相当の飲食券が 8,400 円と3,600 円も
お得です。
購入方法は飲食券（紙チケット）と電子飲食券の 2 通りのうちどちらかをお選び
いただけます。
（利用期限：9 月 30 日）
※発売日は、特設サイトでご確認ください。
※対象店舗となるには、事前に加盟店登録が必要です。

ちょっとお得な

地場産品の
セット販売など

［電子飲食券の場合］

※画像はイメージです。

③利用

スマートフォン・
タブレットから
クレジット決済
で電子飲食券を
購入

済
事務局

②電子飲食券
①申請

加盟店で画面上の
電子飲食券を提示
し、加盟店が電 子
ス タン プ を 押 印
することによって
完了

④支払い

特設サイト▶ https://akita-premium.com/
お問い合わせ先 「秋田県プレミアム飲食券」コールセンター
県産業政策課 ☎ 018-860-2215
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加盟店

0120-178-338

宿泊施設を応援

泊ま

乗って応援

援
て応
っ

みんなで秋田を旅しよう！
県では 7 月上旬から SNS（Twitter、Instagram
など）での投稿キャンペーンを実施します。
「秋田にこんな場所が！？」
「ここも秋田？」など、秋田の
良さを再認識し、共有しませんか？
「秋田県プレミアム宿泊券」をお持ちの方もぜひご参加くだ
さい。

バス・タクシー・
三セク鉄道の貸切
料金が半額に !

団体・グループ・個人でも、お得に利用
できます。少人数でゆったりとした旅行な
どにおすすめします。

※詳しくは、あきたびじょん公式アカウント（SNS）をご覧ください。

お問い合わせ先 県観光振興課 ☎ 018-860-2261

農家民宿に泊まって応援、
働いて応援（大学生等対象）

貸切バス
貸切タクシー

1日
当たり

最大 75,000 円割引
最大 30,000 円割引

（3 時間以上の貸切利用に限る）

秋田内陸線
最大 35,000 円割引
1両
由利高原鉄道 につき 最大 30,000 円割引
さらに三セク鉄道は回数券なども 25% 割引

お問い合わせ先

長期休暇を活用して、農林漁業に関する実習をしながら農家民宿に
滞在するワーキングホリデーを実施します。
（7 月上旬から）

県交通政策課

特設サイト
▶ http://www.akita-gt.org/walk/
お問い合わせ先
 shunkantaiken_campaign/
県農山村振興課 ☎ 018-860-1851

援

贈
（
送

買って応
地域の
身近なお店を応援

☎ 018-860-1283

援
応
て
っ
）
大切なあの人に贈（送）ろう

○県産食品事業者の応援

スーパーなどの量販店に設ける「特産品コーナー」等の商品（2,000
円以上）を購入し、県外へ送る場合、送料が軽減されます。
（上限
1,000 円割引）

お問い合わせ先 県秋田うまいもの販売課☎ 018-860-2259

地元事業者と協力して、地域の特色を
生かした地場産品のセット商品などの
販売を企画しています。商品購入を通じ
て地域の元気につながる取り組みにご参加
ください！

○農業者の応援

 産物直売所で農産物や加工品の詰め合わせ（2,000 円以上）を
農
購入し、県外へ送る場合、送料が軽減されます。
（上限 1,000 円割引）

お問い合わせ先 県農業経済課 ☎ 018-860-1763

抽選で
気になる商品 GET!

こちらも応援お願いします
○子ども食堂への寄付 〜（福）秋田県共同募金会〜

お問い合わせ先




 ども食堂などの、日常生活に困難を抱える子どもと家族への支援活動を応援する
子
募金を実施しています。

お問い合わせ先 県地域・家庭福祉課
（福）秋田県共同募金会

☎ 018-860-1342
☎ 018-864-2821

特設サイト
▶ http://www.pref.akita.lg.jp/
pages/sasaeai

○グッズ購入で、秋田のスポーツチームを応援しよう！

県あきた未来戦略課



☎ 018-860-1232

～秋田ノーザンハピネッツ・ブラウブリッツ秋田・秋田ノーザンブレッツ～

お問い合わせ先

県スポーツ振興課

☎ 018-860-1239
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けて
「3 密」を避

保存版

災害
発生時は

迷わず避難！
平時に確認

感染症に対応した避難の
６つのポイント

1

手洗い、換気等
感染予防の徹底

認
避難行動判定フローで確

2

避難行動
判定フロー

避難所の混雑が心配

知人、親戚宅や
在宅避難を検討

ハザードマップで
自分の家の場所を
確認してみましょう
ハザードマップポータルサイト

検索

認
チェックリストで確

3

5
6
6

家がある場所に色が
塗られていますか?

体温計・マスク等を
持って避難
地域によっては避難所が
増設されることがあるので

避難の前に確認を

色が塗られていなくても、周りと比べて低い
土地や崖のそばなどにお住まいの方は、
市町村
からの避難情報を参考に避難しましょう

知人、親戚宅や自宅の
危険度・経路は、必ず

ハザードマップ
で確認
避難先で体調が
悪くなったときは
直ちに申告を
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はい
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普段からの非常持出品に加え

非常持出品チェックリスト
※赤字は感染症対策の必需品です

■ マスク

■ 消毒液

■ 体温計

■ ウエットティッシュ
■ 携帯電話

■ モバイル充電器

■ 懐中電灯

■ 携帯ラジオ

■ 電池

■薬

■ 生活用品

■ 非常食

■水

■ 携帯トイレ

■ 身分証明書

■ お金

■ ヘルメット

■ 通帳・印鑑

梅雨や集中豪雨、台風による河川の増水・はん濫、土砂災害が起こりやすくなる季節を
迎えています。新型コロナウイルス感染症の感染リスクと災害の両方から身を守るため、
災害発生時には、できるだけ「密閉・密集・密接」を避けて安全な場所に迷わず避難を。
豪雨や台風に備えて避難の流れを確認しておきましょう。

台風・豪雨時に備えて
ハザードマップを確認しましょう

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクととるべき行動を確認しましょう

例 外

!

災害の危険性があります
避難所等安全を確保できる場所への避難が必要です
※浸水の危険があっても、次の2つを満たせば、自宅での安全確保も可能です
①浸水する深さよりも高い部屋に避難が可能であること
②浸水しても水が引くまで我慢できる、水・食糧などの備えが十分にあること

ご自身または一緒
に 避 難 す る 方 は
避難に時間がかか
りますか?

はい

いいえ

安全な場所に住んで
い て 身を寄 せられる
親戚や知人はいますか

安全な場所に住んで
い て 身を寄 せられる
親戚や知人はいますか

3で

警戒レベル
はい

安全な親戚や知人宅に避難し
ましょう

いいえ

市町村が指定している避難所
へ避難しましょう

4で

警戒レベル
はい

安全な親戚や知人宅に速やか
に避難しましょう

いいえ

市町村が指定している避難所
に速やかに避難しましょう

警戒レベル

※1

警戒レベル４
「全員避難」
は、高齢者などに限らず全員が
危険な場所から避難するタイミングです

警戒レベルは、水害や土砂災害に備えて住民がとるべき行動
をお知らせするために5段階にレベル分けしたもので、市区
町村が避難情報と合わせて出す情報です

最新の気象情報などはこちらから▶

秋田県防災ポータルサイト

警戒レベル
警戒レベル

2

1

心構えを
高める

避難行動の
確認

3

避高
難齢
！ 者
等
は

危
険
な
場
所
か
ら

避難に時間を
要する人は避難

（気象庁が発表）（気象庁が発表） （市町村が発令）

4

危険な場所から

警戒レベル3で高齢者などは避難、
警戒レベル4で全員避難※1です

警戒レベル

全員避難！

危険な場所から

安全な場所へ
避難

（市町村が発令）

お問い合わせ先

秋田県総合防災課

☎０１８-８６０-４５６３
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誰かに話そう

誰かと悩もう

一人で悩まず相談しよう

日常生活の中で、ストレスや悩み、
不安を抱えていませんか？
未知の感染症の拡大を受け、この数カ月で社会や暮らしは大きく変化しました。慣れない生活を
強いられる中、疲れやストレスを感じていませんか？経済的な不安を抱え、一人で悩んでい
ませんか？心の疲れやストレス、困りごと、悩みごとを抱えたときは、一人で悩まず誰かに話
して楽になりましょう。あなたの味方は必ずいます。

こんな相談窓口があります
高齢者や家族が抱える
悩みの相談

会社経営や借金の相談
新型コロナウイルス感染症の影響による倒産

暮らし、法律、権利擁護、介護など、高齢者やその家族

危機、多重債務など、経営や借金に関する悩みに応じ

が抱える悩みや心配ごとなどの相談に応じています。

ています。倒産や事業不振で自殺しない社会風土

弁護士、学識経験者、司法書士、社会福祉士等の専門家

づくりを目指しています。

による「専門相談」も開催しています。

NPO法人 蜘蛛の糸

秋田県高齢者総合相談・生活支援センター

月〜金
（祝日除く）

月〜金
（祝日、年末年始除く）

く

も

☎018-853-9759／10:00〜17:00

☎018-824-4165／9:00〜17:00

DVの相談

学校生活の相談
いじめ、虐待、非行、子育て、人権に関する相談窓口

外出自粛によるイライラや生活不安により、家族
やパートナーにあたってしまうなど、DV（暴力や
暴言）の不安や悩みがある方、つらさを感じている
方は相談を。

です。休校の影響や学校再開後の学校生活などで

DVホットライン

秋田県子ども家庭相談電話

0120-783-251
月〜金 8:30〜21:00 土日祝日 9:00〜18:00

悩んでいることはありませんか？

（年末年始除く）

0120-42-4152／年中無休 24時間対応

相談先に迷った際はこちらにお電話ください

特定非営利活動法人

秋田いのちの電話

匿名での相談に電話で応じている自殺予防のボランティア団体。孤独と絶望
の中で精神的危機に直面し、助けと励ましを求めている方の思いに寄り添いま
す。対話を通じて、生きる勇気を見出してもらえるように援助しています。

相談時間 月〜金
連絡先

12：00〜20：30

土日祝日 12：00〜17：00

☎018-865-4343

※活動を維持するためのご寄付と電話相談員を広く募集しています。

https://www.inochinodenwa.org/（インターネット相談窓口）
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「心はればれゲートキーパー」

気づき

声かけ

つなぐ

おはよう
！
最近よく
眠れてる？
悩みを抱えている人

行政や民間団体
保健師

心はればれゲートキーパー

県 民 一 人 一 人 の
「 思 い や り 」や「 協 力 」で
養成講座の受講者数が

れゲート
キ
れば
は

リング
」
パー
ー

「心はればれゲートキーパー」
とは、本県独自の自殺予防のボラン
ティアのことです。身近な人が発する自殺の危険を示すサインに
「気づ
き」、
「声をかけ」、必要な相談窓口に
「つなぐ」役割を担っています。
自殺
に追い込まれる人を減らすために、
身近なところで多くの人が自殺予防
に取り組んでいます。

秋田県「
心

かけがえのない
命のために

5 ,700

メンタルヘルスサポーター

人

を超えています

あなたの身近なところに見守る人がたくさんいます
受講希望の方は
こちらから！
民間団体の
一部紹介

秋田ふきのとう県民運動実行委員会

☎018-853-1831

私たちと一緒に命を支える秋田にしましょう

継続した対話を重視して相談を受け、
相談後もフォローを行っています。
定期的に開催する「いのちの総合
相談会」では、弁護士、司法書士、
臨床心理士、
社会福祉士などが皆さん
のお悩みを解決します。

く

も

NPO 法人 蜘蛛の糸
さ

代表 佐

とう ひさ

お

藤 久 男さん

たくさんの相談窓口があります

心のセーフティネット

ふきのとうホットライン
お問い合わせ先

藤里町を拠点に県内各地で講演を
行うなど多様な生き方を認め合える
地域づくりの活動をしています。
自殺予防の輪を広げ、
みんなで支え
か

合って"コロナ禍"を乗り越えましょう。

心といのちを考える会
代表

はかま だ

しゅんえい

袴 田 俊 英さん

（藤里町 月宗寺住職）

県内には安心して悩みを話せる相談窓口
があります。詳しくは県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」
をご覧ください。

ふきのとうホットライン 検索

県地域自殺対策推進センター（県保健・疾病対策課内） ☎018-860-1422
あきたびじょん 2020年7・8月号
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情 報 のひろば
お知らせ
ICT等の導入専門家を無料で
派遣します
情報通信技術等を用いて生産性向上や競
争力強化を目指す中小企業の皆さまに対して、
ICT の専門家チームがご相談に応じます。
派遣費用は無料です。お気軽にお問い合わ
せください。
申請期間 4月6日
（月）
～令和3年1月29日
（金）

秋田県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」

県公式Facebook

県公式Twitter

特殊詐欺被害にご注意ください

こころとからだの相談室

昨年の県内における特殊詐欺被害は、件数
金額ともに前年より増加し、今後も社会情勢
に合わせて新たな手口の特殊詐欺が発生する
おそれがあります。
おかしいと感じたら、1人で悩まず最寄りの
警察署または次の電話にご相談ください。
☆警察相談専用電話 ♯9110
問 県警察本部生活安全企画課
☎018-863-1111

不妊・不育や、性感染症・思いがけない妊娠・
更年期などの女性の健康に関するお悩みにつ
いて医師によるメール相談を行っています。
男女問わず、ご家族の方もご相談ください。
コンテンツ番号 867
（不妊）
6027
（女性の健康）
問 県保健・疾病対策課 ☎018-860-1422

〜不妊専門相談センター・女性健康支援センター〜

「こころとからだの相談室」ウェ
ブサイトの専用フォームに必
要事項を入力し送信してくだ
さい。

コンテンツ番号 35079
問 県デジタルイノベーション戦略室
☎018-860-2245

秋田県発明展の作品募集
8月は個人事業税の納期です！

子どもたちに読書の楽しさをリレーします
読んだッチ・リレー文庫は、
ご家庭で読み終えた絵本や
児童書の寄贈をお受けし、
子どもたちが集まる施設で
再利用する取り組みです。
寄贈 は 県内公立図書館
へ、文庫設置は県総合政策
ⓒ2015秋田県んだッチ
課へお申込みください。
コンテンツ番号 31989
問 県総合政策課 ☎018-860-1216

6月1日〜7日はHIV検査普及週間です！
県内の保健所では、年間を通じて、梅毒や
エイズを含む、性感染症に関する電話相談や
検査を行っています。
「心配だな」と思うときには、お近くの保健
所にご相談ください。
※今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大
防止の観点から、例年の検査やイベントを
縮小して実施しています。
コンテンツ番号 987
問 県保健・疾病対策課 ☎018-860-1427
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個人事業税（第1期）の納税通知書は8月上
旬に発送される予定です。納期限は8月31日
ですので、忘れずに納付してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、収入が減少し、納税が困難な場合、要件
に該当すれば最長1年間徴収を猶予できます。
第1期分は8月31日までに申請が必要ですの
で、お早めに総合県税事務所・各支所にご相
談ください。
コンテンツ番号 15997
問 総合県税事務所 課税第一課
☎018-860-3338

発明工夫に対する関心を高めるとともに、
次代を担う児童・生徒に発明の楽しさや創作
の喜びを知ってもらうための作品展を開催し
ます。
日常生活を豊かにできる、アイデア作品の
ご応募をお待ちしています。
応募期限 10月26日
（月）
展示期間 10月31日
（土）
～11月1日
（日）
会

場 ポートタワーセリオン イベントホール

応募対象 県内在住の方
応募区分 特許、一般、児童・生徒の3部門

コンテンツ番号 6324
問 県地域産業振興課 ☎018-860-2246

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに！
8月1日以降、引き続き児童扶養手当及び特
別児童扶養手当の受給を希望される方は、お
住まいの市町村に「現況届」を提出する必要
があります。期限までに提出がない場合は手
当を受けることができなくなりますので、忘れ
ずに提出してください。
問 県地域・家庭福祉課 ☎018-860-1344

審議会等の委員を募集します
県民の皆さまの意見を施策に生かすため、
審議会等の委員を募集します。委員を募集す
る審議会一覧や応募方法など詳細は県公式
ウェブサイトをご覧いただくか、お気軽にお問
い合わせください。たくさんのご応募をお待ち
しています。
申込受付期間 7月14日
（火）
～8月14日
（金）
＜当日消印有効＞
コンテンツ番号 3178
問 県総務課 ☎018-860-1054

コンテンツ番号が付与されている情報については、美の国あきたネットで詳細をご確認いただけます。
画面上部の
「サイト内を検索する」
に番号を入力してください。

国際交流ボランティア募集中です！
勉強してきた語学を生かしたい方、外国語
はできないけれども国際交流をしてみたい方
など、ボランティア活
動に参加してみません
か。関心 のある方は、
県国際交流協会 に お
気軽にお問い合わせく
ださい。
活動内容 コミュニティサポーター
（通訳・翻訳・
外国の文化紹介）
、ホストファミリー
ボランティア、留学生等のための日
本語おはなしボランティア など

令和2年度 県職員採用試験
試験の種類

申込受付期間 第一次試験日

短大卒業程度

7/22
（水）
～
高校卒業程度 8/21
（金）
（職務経験者含む）

9/27
（日）

受験案内・申込書は、受験申込受付期間中、
県庁総合案内、県地域振興局、県外事務所な
どで配布するほか、美の国あきたネットに掲載
します。
コンテンツ番号 1295
問 県人事委員会事務局 ☎018-860-3253

秋田県育英会奨学生募集

問（公財）
秋田県育英会

☎018-860-3552

秋田県育英会学生寮の入寮生募集
首都圏の大学・短大・専修学校の在学生を
対象に、学生寮への入寮生を募集しています。
入寮を希望する方は秋田県育英会までお問い
合わせください。
所在地 男子寮 東京都世田谷区
女子寮 神奈川県川崎市中原区
問（公財）
秋田県育英会

県政広報の
ご案内

☎018-860-3552

県総合食品研究センターの研究員を
募集します
（県職員）
県産食材等の加工技術や醸造関連食品の
研究開発と民間への普及指導等を行う研究員
（県職員）
を募集します。
募集人員 1名
応募資格 職務に必要な学位を取得している
者等
（年齢制限あり）
採用予定時期 令和3年4月1日
申込受付期間 7月1日
（水）
～8月31日
（月）

募集要項・申込書は、美の国あきたネットか
らダウンロードできます。
コンテンツ番号 49442
問 県観光戦略課 ☎018-860-1461

情報のひろばの内容は、新型コロ
ナウイルス感染症などの影響によ
り、変更になる可能性があります。
問い合わせ先や美の国あきたネッ
トなどでご確認ください。

テレビ「あきたびじょんNEXT」
第1・3月曜日 秋田朝日放送
18:55〜 第2・4月曜日 秋田テレビ
第1・3木曜日 秋田放送

〜君の愛で、この街を守る〜

秋田県警察では、愛する
秋田を守りたい、秋田県民
に寄り添う仕事がしたいと
いう方を求めています。
試験の種類

毎週金曜日

申込受付期間 第一次試験日

警察官Ａ〈第２回〉
（大学卒業また
は見込み）
7/22
（水）
～
8/21
（金）
警察官Ｂ

体力試験
9/19
（土）
教養試験等
9/20
（日）

受験案内・申込書は、受験申込受付期間中、
県警察本部や各警察署、県庁総合案内などで
配布するほか、美の国あきたネットに掲載しま
す。
問 県警察本部警務課
0120-863314

令和2年度
第2回県出資法人等職員共同採用試験
県が出資する法人などの共同採用試験の第
一次試験を、10月18日
（日）
に行います。
詳しくは7月下旬に各法人のウェブサイトで
ご案内します。受験案内は、8月中旬から各法
人や県庁総合案内、ハローワークなどで配布
予定です。
◆採用予定法人
（社福）
秋田県社会福祉事業団
☎018-889-8360
（公財）
秋田県総合保健事業団
☎018-831-2011
（公財）
秋田県栽培漁業協会
☎0185-27-2602
（一財）
秋田県総合公社
☎018-896-7100
※詳しくは各法人までお問い合わせください。
問 県総務課 ☎018-860-1057

ラジオ
「秋田県からのお知らせ」
7:50〜

48409

令和2年度 県警察官採用試験

（大学卒業また
は見込み以外）

コンテンツ番号 6115
問 県国際課 ☎018-860-1218
県国際交流協会 ☎018-893-5499

令和3年4月、大学・短大・専修学校に進学
予定の県内高校生・県出身者を対象に奨学生
を募集します。詳しくは秋田県育英会のウェ
ブサイトをご覧ください。
申込受付期間 8月3日
（月）
～8月24日
（月）
※7月下旬から募集要項配布
定
員 大学月額奨学金
320名
多子世帯向け奨学金
80名
専修学校月額奨学金
30名
大学入学一時金
200名
専修学校入学一時金
70名

■サイト内を検索する

エフエム秋田

新聞「あきた県広報」
偶数月第2土曜日
秋田魁新報
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少し気分を変えて
たが、相変わらず日々変わりなく、食っては寝て
と元気に過ごしています。
わが家の猫どもの一員に、体毛の茶と黒と黄
色のまだら模様が唐揚げに似てると、娘が「から
あげ子」と無責任な名前を付けたミール君と仲
の良い保護猫がいます。
この「からあげ子」ちゃんが、いつの間にか、
なんと「おはよう」、
「ごはん」と明瞭ではないも
のの、明らかに聞き取れるような言葉を発する
のです。
これは天才猫と、目下「おやすみ」を発するよ
うに教育中ですが、そうは簡単には覚えてくれな
いようです。

県民のみなさまへ お願い

2020年7・8月号

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡散に
より、人間社会 の 多くの 分野 が 危機的状況 に
陥り、各国の政府・自治体はもとより、企業・団体や
ほん ろう
個々人も非常事態として、その対策に翻 弄され
ています。
根本的な解決に至る有効なワクチンや治療薬
が一刻でも早く開発されることを願わずにはい
られません。
目下極めて厳しい状況の中ですが、少し気分
を変えてみることにしましょう。
ロシアのプーチン大統領も、私に贈ったシベリ
ア猫のミール君が新型コロナウイルスに感染し
ないか心配しているとの問い合わせがありまし

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日頃から感染対策を心掛けましょう。一人一人の行動が、
命や健康を守る大きな力になります。県民一丸となって取り組み、この危機を乗り越えましょう。

■ せきエチケットの徹底
咳エチケット

■ こまめに換気

■ 身体的距離の確保（人と人との距離をとる）
■「3 密」の回避（密集、密接、密閉）

換気

距離をとる

■ 健康チェック
発熱またはかぜの症状がある場合は無理せず自宅で療養

［編集・発行］
秋田県広報広聴課
〒010-8570秋田市山王四丁目1番1号
018
（860）
1076
018
（860）
1072
joukai@pref.akita.lg.jp

手洗い

秋田県
全戸配布
広報紙

■ まめに手洗い・手指消毒

[秋田県データ] 県人口◎956,093人（-253）男◎ 449,740人 女◎506,353人
世帯数◎389,631世帯（＋1,226）※令和2年5月1日現在の推計値。
（
）内は対前月比。
奇数月1日発行（年6回）。点字版、音声CD版をご希望の方はお知らせください。
広報紙は41.4万部作成し、経費（デザイン、印刷、配布）は 1部当たり約19.42円です。

