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今号の表紙
「角館・武家屋敷」

うちまち

江戸時代より佐竹北家の城下町として栄えた仙北市角館町。「内町」
と呼ばれる武家屋敷通りは、黒の板塀
と建物が連なり、かつての風情を味わいながら散策を楽しめます。シダレザクラの名所としても知られ、
４月下旬
には、武家屋敷を淡い桜色に染めたようすを求めて多くの観光客が訪れます。
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つむぎ秋田アニメLab（秋田市）

アニメ制作を秋田から
新たな雇用やエンタメを創りたい

社員は先輩にアドバイスをもらって腕を
磨く。他に、自社で塾を開設し、
アニメー
ター育成にも力をいれている

作業は、紙を使わずペンタブレットを使って全てデジタル化。
制作しているのは、
自社オリジナルアニメーション

秋田本社スタジオの他、埼玉県に川口
スタジオを構えて2拠点で営業

「ポケットモンスター」
「キングダム」、大ヒット映画

秋田は人材確保の面でも秋田公立美術大学があり期待

「劇場版『鬼滅（きめつ）の刃（やいば）』無限列車編」など、

できることに加え、子育てがしやすい環境やアニメ制作に

人気アニメの制作に携わる「つむぎ秋田アニメ Lab」。

生かせるロケーションの良さも気に入ったことから、決め

埼玉県にスタジオを構えていた「つむぎ作画技術研究所」

ました。

が、社名を改め昨年 4 月に秋田市に本社を移転しました。

「いずれは県内の廃校施設などに拠点を移し、300 人

主に請け負うのは、制作工程の 1 つ
「作画（さくが）」
で、

規模まで雇用を増やしたい。目指すは秋田発のアニメ

動きの要となる絵を描く「原画」、動きを出すために原画

工場。また、企画から作画、声の吹き込みまで 100％自社

と原画間をつなぐ絵を描く「動画」、色を塗る「仕上げ」

のアニメを作り、秋田から新しいエンタメを発信したい」

の 3 つの作業を行っています。現在は、埼玉などから移住

と桑原さんは話します。

したスタッフに県内外からの新規雇用を加え、秋田スタジオ
で 13 人のアニメーターが働いています。
さくら い つかさ

代表取締役の櫻 井司さんは、東京都出身。都内で 15
年間アニメーターとして活躍した後、2017 年に独立し
「つむぎ作画技術研究所」を設立しました。災害などから
のリスク分散から埼玉以外にも拠点を探していたタイミ
ングで「秋田はどう？」と秋田市出身の桑原智也さん（専門
学校時代の同級生・現秋田スタジオ マネージャーで
アニメスタジオの元同僚）からの提案が縁となりました。
同社の作業はデジタル化しており場所を選ばないこと、
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秋田を作画の
大きな生産拠点に
することを
夢見ています

つむぎ秋田アニメLab

秋田スタジオ マネージャー
くわはら とも や

桑原 智也さん

の？
なぜ必要な

道路ができると私たちの
暮らしはどう変わる？

どんなメリ
ットが
あるの？

県では、魅力的で活力ある地域づくりを推進するため、計画的に道路の整備を進めています。
移動時間の短縮や事故の低減、経済の活性化など、私たちの暮らしにさまざまな効果をもたらす
道路整備について高速道路を中心にいくつかの例を紹介します。

1

令和2年12月13日開通

鷹巣西道路

Up

観光

Up

産業

秋田県の高速道路（R3.1時点）

Up

時短

蟹沢

1

小坂JCT

大館能代
空港

車道
自動
東北

県 が 事業を進める県道
大館能代空港西線「 鷹巣西
道路」が開通しました。

日本海沿岸東北自動車道 E7

期待される効果

E4

● 県北エリアの 観光 がより
スムーズに

3

2

令和元年事業着手

日本海沿岸東北自動車道

●地震などの災害に対応できる
道路 になり、避難 や 救助
活動の移動経路の確保へ

Up

産業

横手市の工業団地では、高速道路を
生かした輸送の効率化により、自動車
関連企業の進出が増加しました。
現在、安定的な輸送を確保するため
湯田─横手 IC 間の4車線化に向けた
取組を進めています。

秋田港

河辺JCT

秋田空港

E46

湯田

横手

2

E7
東
北
中
央
自
動
車
道

秋田自動車道
湯田-横手IC間の4車線化

秋田北
車道
自動
秋田

●役場、学校、病院などへの
移動時間が短縮

6年で
5工場増加！
12工場

有料4車線区間
有料区間

E13

無料区間
未開通

7工場

3

Up

令和元年事業着手

秋田港アクセス道路

産業

Up

時短

秋田港⇔秋田北 IC 間を約10分で結びます。
（現状ルートの所要時間は約20分）
（年度）H25

期待される効果

●人やモノの交流が活発になり、
●人やモノの交流が活発になり、さら
に産業が盛んに

R1

横手市の工業団地における
自動車関連工場数の推移

お問い合わせ先

期待される効果

●物流の効率化
●物流の効率化
●交流人口の拡大
●交流人口の拡大

秋田港

秋田北IC

県道路課 ☎018-860-2483
あきたびじょん 2021年3・4月号
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あなたも参加 できます

4月から

スタート

う！
で
う！
よ
な
よ
げ
し
ん
み
応援
盛り上

東北デスティネーション
キャンペーン（東北 DC）
期間／令和3年4月1日（木）～9月30日
（木）

東日本大震災から10年の節目になる今年、
東北を舞台に大型観光キャンペーンが
4月1日から6ヵ月というかつてない規模で開催されます。
東北そして秋田の観光、経済をみんなで元気にしていきましょう。
「デスティネーションキャンペーン」
とは？
JRグループ6社（北海道、東日本、東海、西日本、四国、
九州）と自治体、観光関係団体などが一体となって
行う大型観光キャンペーンのこと。期間中、東北6県
の主要駅や観光施設に、キャッチコピーやロゴマーク
が入ったのぼり旗などを掲示します。

東北 DC 開催に期待しています！
今回東北全体が舞台です。対象エリアを広域としたので人の分散や
三密の回避に繋げられると思います。お客さまに県内の観光は
もちろん、東北周遊を安心して楽しんでいた
だけるよう、感染対策を万全にして秋田から
東北 DC を盛り上げていきましょう。
（一社）田沢湖角館観光協会副会長
秋田の観光創生推進会議幹事長
（株）安藤醸造代表取締役社長

ロゴマーク

あんどう だいすけ

安藤 大輔さん

キャッチコピー

東北 DC を 応援 しよう！
Welcome to TOHOKU隊 募集

旅行者へのおもてなしや東北 DC の活性化、東北のファンづくりの推進に
協力してくださるサポーターを募集しています。グループ、企業、団体での
参加はもちろん、個人の参加もお待ちしております。活動内容に決まりは
ありません。あなたもサポーターに登録して“ 自分流のおもてなし” をして
みませんか。

募集期間／令和3年8月31日
（火）
まで

登録
方法

サポーターサイトから
「Welcome to TOHOKU 隊」として登録を。

東北DC ウエルカム

◎登録してくださった方
（個人、グループ、企業、団体）
には、認定証とバッジ
を進呈します。
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バッジと認定証

私たちも参加しています！

株式会社 金萬

秋田にお越しいただいた方たちを、
秋田銘菓「金萬」と私たちの心から
の笑顔で、おもてなしいたします。
お客様と一緒
に笑顔になれ
ることを、職員
一同、心 か ら
楽しみにして
います。

県内で
どんなことが
行われるの？
特別企画の一例

県内を巡って

観光して盛り上げよう！

期間中、県内14市町村で28※の特別企画を開催します。それぞれの
地域の特徴を生かして、県民の皆さんにも秋田の魅力を再発見していた
だけるさまざまなプログラムを用意しています。
※令和3年1月31日現在

新型コロナウィルスの感染予防を
意識した新しい視点での旅もご提案
します。

日の入りの灯台参観＆朝露に
ぬ
濡れる雲昌寺あじさい拝観！
男鹿半島の絶景レア体験

西馬音内盆踊り・まるごと体験

この他の特別企画については
こちらからご覧ください。

「定期公演」
（ 毎月第2土曜日）に合わせて
東北ＤＣ期間中、衣装の着付け、踊り、藍染め
が体験できます。
（要事前予約）

マタギの星空山・北秋田の森吉山
内陸線「AKITA 星空列車 」
の運行や「星空の宿」認証の
お宿、無人駅で星空をゆっくり
楽しめる企画です。星空に
ちなんだメニューやオリジナル
グッズの販売もあります。

さき

登れる灯台「入道埼灯台」から特別
に夕陽が見られるプランと、青い
アジサイが美しい雲昌寺に、早く
入ってゆっくり見られるプランを
ご用意しています。

千秋公園・蓮の花ライトアップ

夏に大輪の花を鮮やかに咲かせる千秋公園の
お堀の蓮の花。夜のライトアップの中、散策
はいかがですか？

星空ゼリー＆ソフト
(阿仁合駅こぐま亭）

県内観光に関する
秋田県公式
詳しい情報は、
観光サイト
こちらから。

JR 東日本秋田支社
meet the heart
お問い合わせ先

東北 DC 先行プロモー
ション実施中！
秋田のカワイイ・美味
しい・オススメを発信
しています。

県観光振興課 ☎018-860-2261

あきたびじょん 2021年3・4月号
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洋上風力発電で
地域をもっと元気に

地球環境にやさしいことで注目されている再生可能エネルギーの中でも大量導入が期待

される洋上風力発電。国は昨年、2030 年まで 1,000 万 kW、2040 年まで 3,000 ～ 4,500
万 kW の導入案件の形成を目指すという目標を示しました。
本県も、恵まれた自然環境を最大限活かし、国のエネルギー政策に貢献するとともに、
洋上風力発電による地域振興・産業活性化を図っていきます。

本県沖の洋上風力発電の現状
国内初の大規模洋上風力発電所が完成へ
県では、
「秋田港」と「能代港」における洋上

事業概要

風力発電の導入を進めるため、平成 26 年度に
公募により発電事業者を選定しました。現在、

事 業 者

完成に向け工事が進められており、国内初となる
大規模洋上風力発電所が令和４年末に運転開始
予定です。

発電規模
運転開始

港湾内洋上風力発電所
の完成予想図

秋田洋上風力発電（株）
県内企業７社、県外企業６社で構成

約 14 万 kW

（

）

秋田港 5.4 万 kW（風車 13 基）
能代港 8.4 万 kW（風車 20 基）

令和４年末（予定）

秋田港

能代港
©2020 Akita Offshore Wind Corporation. All Rights Reserved

©2020 Akita Offshore Wind Corporation. All Rights Reserved
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避難に役立つ

防災情報

河川・土砂災害情報

豪雨や洪水に、今から備えを

保存版

あなたや家族の命を守るために—。
普段からの「備え」や「心掛け」が、いざというとき役に立ちます。

近年、豪雨や洪水が頻発

全国的に大雨による洪水などの自然災害が、毎年のように
起きています。秋田県においても平成 29 年 7月や同 30 年 5月
に発生した豪雨による河川の氾濫や浸水により、大きな被害
がありました。

自らの判断で避難行動を

こうした水害から身を守るためには、一人ひとりが「自らの命は自ら
守る」という意識を持ち、早めの避難行動をとることが大切です。
今回、特別編集 1 〜 4 ページに水害や土砂災害の避難に役立つ情報

をまとめましたので 保存版 としてご活用ください。

お近くの河川がどのような状態か、パソコンや
スマートフォンなどで確認できます
県では、水位計による河川情報や、
河川の様子・増水状況をリアルタイム
で映し出す河川監視カメラ画像をウェブ
サイトで提供しています。
河川に近づくことなく安全に、パソコン
やスマートフォンからいつでも状況を
確かめることができます。ぜひ避難判断
の目安にお役立てください。

水位計が158河川286カ所！
河川監視カメラが36河川47カ所！

パソコンはこちらから
秋田県

河川砂防情報システム
スマートフォン
以外の機器は
こちらから

スマートフォンは
こちらから

※一 部河川水位情報のみ提供

次ページに、県内各地の河川監視カメラに
さらに！ 直接アクセスできる QR コード付きマップを掲載

こんな情報を配信しています！
雨量や水位の上昇状況がグラフで分かる
21

時間雨量 [mm]

累計雨量 [mm]

75

14

50

7

25

0
4.8

0

水位 [m]
4.58[m]

氾濫危険水位
避難判断水位

4.56[m]

氾濫注意水位

3.6
2.4

河川の現在の様子が画像で分かる
◎河川監視カメラは、36 河川 47 カ所に設置され
（令和 3 年 1 月末時点）
ています。
◎今後新たに 9 カ所にカメラを増設予定。
（令和 3 年 4 月ごろ公開予定）

1.2

水防団待機水位

0.0
-1.2
15：00
09/17

21：00

03：00
09/18

09：00

普段の様子

増水時

15：00

メモ
雨が降ると、
時間差で下流の水位が上がり始めます。
水位
防災

曲線が各色線を超過していく場合は、気象台および河川
管理者が提供する水位情報や、各市町村が発令する避難
勧告などをもとに、
適切な避難行動を心掛けてください。

近寄ると
危険な状態
カメラ画像ではプライバシーに配慮し、家屋等にマスク加工を施しています。

特別編集

1

2

特別編集

地域別 河川監視カメラ ダイレクトマップ

スマートフォンから簡単アクセス !

藤琴川・三種川・
檜山川※

能代・山本地域

綴子川・小猿部川・
阿仁川・小阿仁川

北秋田・上小阿仁地域

ご利用方法

1

2
アクセスしたい河川名
（箇所名）をタップ

米代川・長木川・
下内川・犀川※

大館市

QR コードを
読み込む

（最新の情報を確認する際は、サイトを再読み込みしてください）

3

カメラ画像へ
アクセス

米代川・福士川・
熊沢川・大湯川・
小坂川

鹿角・小坂地域

QR コードを読み込んで河川の様子を見てみましょう。
いざというときに備えて、画面をブックマークしておくと便利です。

このマップは、河川監視カメラが設置されている地域を掲載しています。 ※印が付いている河川は、令和 3 年 4 月ごろ画像を公開予定

QR コードを読み込むと、その地域の河川に設置されているカメラ画像にアクセスできます。

保存版

防災情報

特別編集

3

夜間はカメラ画像が見えにくい場合があります。河川水位情報にはタイムラグがあります。
機械などの不具合で情報が見られない場合があります。サイトのご利用・閲覧には別途通信費が
かかり、利用者の負担となります。

子吉川・芋川・
石沢川・白雪川

役内川・雄物川※

丸子川・福部内川・
窪堰川・川口川・
玉川・斉内川・
矢島川・大沢川※

旭川・猿田川・太平川・
岩見川・新波川

湯沢市

大仙・美郷地域

秋田市（北部以外）

川の防災情報

県 内を流 れる国 管 理 河川（ 米 代川、雄 物川、
子吉川）の防災に役立つ情報は、国土交通省が
管理する「川の防災情報」をご覧ください。

横手川・上溝川※

横手市

玉川・檜木内川・
入見内川※

馬場目川・馬踏川・
新城川・草生津川

由利本荘・にかほ地域

仙北市

秋田市（北部）
・南秋地域

防災情報 うちは、どうなの！？

保存版

水害と土砂災害のリスク

自宅や学校、職場など、あなたの生活圏の危険性を
平常時から確認し、避難行動について考えておきましょう。

水害

洪水浸水想定区域図から、
どんなことが分かるの？

浸水が想定される範囲を確認できます

県では管理河川の一部において
「洪水浸水想定区域
（想定最大規模降雨）」の指定を進め、指定した「洪水
浸水想定区域図」をウェブサイトで公表しています。
（令和 3 年１月末時点で 31 河川）

洪水浸水想定区域とは？

河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲や、
浸水した場合の水深、また河川堤防の決壊や河岸の
浸食により家屋の倒壊のおそれがある区域について
確認することができます。
赤色や黄色で着色さ
れている部分が、浸水
想定範囲です。

防災メモ

想定される降雨により当該河川が氾濫した場合に
浸水が想定される区域です。河川管理者（県管理河川
の場合は県知事）
が指定し、
公表しています。
洪水浸水想定区域図を公表している県管理の 31 河川

米代川、福士川、大湯川、小坂川、熊沢川、阿仁川、長木
川、下内川、小阿仁川、小猿部川、綴子川、藤琴川、馬場
目川、三種川、太平川、旭川、草生津川、猿田川、新城
川、岩見川、芋川、丸子川、福部内川、窪堰川、川口川、
矢島川、斉内川、玉川、
檜木内川、
横手川、
役内川

土砂災害

洪水浸水想定区域図は、こちらから検索を！
秋田県

土砂災害のおそれのある箇所については「土砂災害
警戒区域（イエローゾーン）
・土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）」を指定して、
「土砂災害危険箇所
マップ」をウェブサイトで公表しています。

土石流や崖崩れ、地すべりといった土砂災害の種類別
の危険箇所約 8,000 カ所について確認することができ
ます。

防災メモ

急傾斜地の崩壊､土石流､地滑りによる土砂災害の
おそれがある区域です。
県知事が指定し、
公表しています。
土砂災害警戒区域のうち、
建築物に損壊が生じ、
住民等
の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある
区域を土砂災害特別警戒区域といいます。

イメージ
例）
■土砂災害警戒区域

お問い合わせ先

特別編集

■土砂災害特別警戒区域

土砂災害危険箇所マップは、こちらから検索を！
秋田県
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洪水浸水想定区域図

土砂災害危険箇所マップから、
どんなことが分かるの？

土砂災害の確認もお忘れなく

土砂災害
（特別）警戒区域とは？

イメージ

県河川砂防課

土砂災害危険箇所マップ

☎018-860-2511

さらなる洋上風力発電の導入へ
沖合における洋上風力発電の導入を促進するために制定された「再エネ海域利用法」※に基づき、
事業化に向けた手続きが本県沖の各海域で進められています。最も進んでいる海域では、国が実施する
公募により、2021 年 10 ～ 11 月頃に発電事業者が決定される予定です。
※正式名称「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」

再エネ海域利用法の概要と本県沖の状況
再エネ海域
利用法の施行

有望な区域
等の公表

協議会
の開催

八峰町及び能代市沖
・R2 年 7 月
・R2 年 11 月

促進区域
の指定

水深30m

公募による
事業者選定

八峰町

「有望区域」に選定
「協議会」の設置、開催
能代港

能代市、三種町及び男鹿市沖
・R1 年 7 月
「有望区域」に選定
・R1 年 10 月～ 「協議会」の設置、開催
・R2 年 7 月
「促進区域」に指定
・R2 年 11 月 「公募」が開始
※選定結果公表

R3 年 10 月～ 11 月頃

能代市

三種町

男鹿市
潟上市

潟上市及び秋田市沖
・R2 年 7 月

秋田市

「一定の準備段階に進んでいる区
「一定の準備段階に進んでいる区
域」に整理

由利本荘市沖（北側・南側）
・R1 年 7 月
「有望区域」に選定
・R1 年 10 月～ 「協議会」の設置、開催
・R2 年 7 月
「促進区域」に指定
・R2 年 11 月 「公募」が開始
※選定結果公表

R3 年 10 月～ 11 月頃

由利本荘市

県で設定した
候補海域

あきたびじょん 2021年3・4月号
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洋上風力発電設備の設置・維持管理の
基地港湾として指定
本県の秋田港と能代港が指定されました
洋上風力発電設備の設置や維持
管理を行う際、重厚長大な資機材を
扱うことが 可 能な耐 荷 重・ 広さを

……再エネ海域利用法による『促進区域』
……港湾法に基づく基地港湾

備えたふ頭が必要になります。
港湾法※に基づき、令和２年９月、
全国で初めて４港が海洋再生可能エネ
ルギー 発 電 設 備 等 拠 点 港 湾（ 基 地
港湾）として指定され、本県の「秋田
港」、
「能代港」の２港が指定されて

能代市、三種町及び男鹿市沖

由利本荘市沖
（北側・南側）
長崎県五島市沖

鹿島港

います。
※港湾法…港湾の秩序ある整備と適正な運営
を図るとともに航路を開発し保全する
ことを目的として定められた法律

能代港
秋田港

北九州港

千葉県銚子市沖

基地港湾では、国と県が部材の組立てや積出し、維持管理を行うための施設整備など、港湾の
機能強化を進めています。
これにより、本県沖の洋上風力発電プロジェクトが円滑に進むことが期待されます。

秋田港

能代港

大森地区
ふ頭用地造成
洋上風力発電取扱ふ頭

8
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洋上風力発電取扱ふ頭

洋上風力発電の地域におけるメリット
建設工事、メンテナンス、部品製造等へ県内企業が参入しています
トランジションピース保管設備施工

モノパイル用架台製作

トランジションピース

長さ 約30m
重量 約400t

モノパイル

直径 5〜6m
長さ 約50〜80m

※秋田港・能代港の風車の例

・洋上風力の基礎を輸送、保管するための架台等大型部品を既に県内企業が受注しています。

洋上風力アクセス船の運航

水中ドローンライセンス取得

建設工事・維持管理への参画

メンテナンス要員の輸送業務など
新たな仕事も創出されます。

メンテナンスへの参入のため、
人材育成にも取り組んでいます。

海洋土木工事、潜水士等の地元
企業が活用されます。

固定資産税などの税収が増えます
固定資産税
自主財源が増え、自治体の自立に寄与します。
陸上において出力 2,000kW の風車 1 基（取得資産額
を7 億円と仮定）
を20 年間運用した場合の試算では、
およそ 5,900 万円の税収が見込まれます。

法人住民税、法人事業税
発電事業者、メンテナンス事業者を始めとした関連
企業の立地による税収増が見込まれます。

県としての
取組み

これらのメリットを活かし、地域への経済効果が最大化されるよう、
洋上風力発電の導入と関連産業創出・育成支援に取り組んでまいります。
お問い合わせ先

県資源エネルギー産業課 ☎018-860-2281
あきたびじょん 2021年3・4月号
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情 報 のひろば
お知らせ
スリップ事故に注意してください
冬期間は積雪等の影響による交通事故が多く
ぬ
発生しています。一見すると黒く濡れただけの
ようでも実は凍結している路面があります。
急ハンドル・急ブレーキ等はスリップのもと。
凍った道は油断大敵です。
問 県警察本部交通企画課
☎018-863-1111

沿岸でグラッときたら高台へ
平成23年の「東日本大震災」では、津波に
よる死者 が14,000人を超え、昭和58年 の
「日本海中部地震」では、県内における死者の
うち、9割以上が津波によるものでした。
沿岸部で大きい揺れを感じたら、津波に備え、
速やかに高台に避難しましょう。
避難場所については、次の連絡先にお問い
合わせください。
問 県警察本部警備第二課
☎018-863-1111

運転免許学科試験の受験日の
指定について
例年、2～3月は高校等卒業予定者が多数
受験することにより、運転免許センターが混雑
します。密集を避けるため、卒業した自動車
学校ごとに奇数・偶数日に分散して試験を実施
します。
なお、再受験、県外の自動車学校卒業者は
原則予約制となります。
詳しくは県警察ウエブサイトまたは運転免許
センターへお問い合わせください。

◀受験日指定の
詳細はこちら

問 県警察本部運転免許センター
☎018-862-7570
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秋田県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」

県公式Facebook

4月4日は秋田県知事選挙の投票日！
今後4年間の秋田県のリーダーを決める
大切な選挙です。必ず投票しましょう。当日予定
のある方は、期日前投票や不在者投票をご利用
ください。
投票所では感染予防対策を徹底しています。
投票の際には、混雑する時間帯を避け、マスク
を着用するなどのご協力をお願いします。
投票日 4月4日
（日）
期日前投票・不在者投票の期間
3月19日
（金）
～4月3日
（土）
※首長選挙などが同時に行われる市町村もあり
ます。選挙ごとに期日前投票や不在者投票
の 期間 が 異 なります。詳しくは「 美 の 国
あきたネット」をご覧ください。
コンテンツ番号 54884
問 県市町村課
（県選挙管理委員会）
☎018-860-1145

クルーズ船の受け入れを再開します！
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、クルーズ船は運航停止を余儀なくされて
いましたが、昨年11月以降、感染症予防・拡大
対策を行い、国内クルーズの運航が再開して
います。
本県においても、水際対策等による安全対策
を徹底したうえで令和3年4月から受け入れを
再開する予定です。
令和3年度クルーズ船の寄港予定について
は、3月下旬頃に美の国あきたネットへ掲載
する予定です。
問 県港湾空港課
☎018-860-2541

自動車税種別割と自動車の登録について
自動車税種別割は4月1日現在の車検証の
登録名義人に課税されるため、自動車を譲渡・
廃車した場合は、運輸支局で移転登録または
抹消登録を行わないと翌年度も元の名義人に
課税されます。
年度末は運輸支局が混み合いますので、
感染症拡大防止のため、お早めに手続きを
行ってください。
手続先 秋田運輸支局登録ヘルプデスク
☎050-5540-2012
問 県税務課

☎018-860-1123

県公式Twitter

令和3年度奨学金返還助成の認定
申請を受け付けます
若者の県内定着促進に向け、県内企業など
に就職する新卒者等を対象に奨学金の返還
助成を行います。
対象者は、3年間で最大60万円の助成を
受けることができます。
希望する方は、美の国あきたネットで募集
要項をご確認のうえ、4月1日以降に助成対象者
認定申請書類を提出してください。
コンテンツ番号 46990
問 県移住・定住促進課 ☎ 018-860-3751

戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等のご遺族に支給される「第十一回
特別弔慰金」の請求受付が始まっています。
該当するご遺族の方は、請求期間内に手続き
をしてください。
対

象 戦没者等 の 死亡当時 の 遺族 で、
遺族年金等を受ける方がいない
場合に先順位の遺族1名に支給

支給内容 額面25万円の記名国債
（5万円を5年間受け取ることができ
ます。
）
請求期間 令和2年4月1日
（水）
から
令和5年3月31日
（金）
まで

コンテンツ番号 48145
問 県福祉政策課 ☎018-860-1318

「こころとからだの相談室」
の
電話相談日が変わります
～不妊専門相談センター～
妊娠、不妊、不育等のお悩みに関する医師
や助産師等による「こころとからだの相談室」
の電話相談日が、4月から毎週金曜日となり
ます。
男女問わず、ご家族の方もご相談ください。
電話相談 ☎018-884-6234
毎週金曜日正午～午後2時
コンテンツ番号 867
問 県保健・疾病対策課
☎018-860-1422

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。

こども救急電話相談室の受付時間を
延長します
お子さんの病気への対応方法や、応急処置
などを相談できる相談窓口「こども救急電話
相談室」の受付時間を延長します。
受付時間 新 毎日19：00～翌8：00
（令和3年2月28日より）
旧 毎日19：30～22：30
電話番号 ☎018-895-9900
（全ての電話）
♯8000
（プッシュ回線の固定電話・携帯電話）
コンテンツ番号 2319
問 県医務薬事課
☎018-860-1406

催

■サイト内を検索する

48409

林業研究研修センター
春季講座参加者募集

し

学生の就活を応援！
秋田県合同就職説明会
令和4年3月に大学や短大、専修学校等を
卒業予定の学生や既卒者を対象に、合同就職
説明会を、秋田会場に加えて、今年度初めて
オンラインで開催します。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
〔オンライン〕
※要事前申し込み
日時 3月1日
（月）
～5日
（金）
10：00～17：30

「山菜に関する知識」と「ブナ林についての
最新の研究成果」をご紹介する2つの講座を
実施します。また、講義の後には、山菜試験地
もご案内します。
日
時 4月24日
（土）
9：30～12：00
会
場 県林業研究研修センター
（秋田市河辺）
定
員 30名
料
金 無料
申込方法 はがきによる事前申込必要
※定員になり次第締め切り
コンテンツ番号 54712
問 県林業研究研修センター
☎018-882-4511

〔秋田会場〕
日時 3月24日
（水）
～26日
（金）
10：30～15：00
（受付10：00～）
会場 秋田ビューホテル
料金 いずれも参加費無料

依存症に関する相談のお知らせ
アルコールや薬物、ギャンブル等の依存症
について、ご本人やご家族からの相談をお受け
しています。
依存症は、意志や性格の問題ではなく、回復
できるこころの病気です。
まずは、お問い合わせください。
コンテンツ番号 32136
問 県精神保健福祉センター
☎018-831-3946

コンテンツ番号 54283
問 県移住・定住促進課 ☎ 018-860-1248

秋田技術専門校説明会を開催します

あきた芸術劇場愛称発表イベント
令和4年開館予定の新文化施設「あきた芸術
劇場」を皆さんに知ってもらうためのイベント
を開催します。
当日は愛称の発表、高校生や文化団体による
ステージパフォーマンス等を行いますので、
ぜひご来場ください。
日時 3月13日
（土）
13：00～15：00
アルヴェ

情報のひろばに記載の内容は、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。

県政広報の
ご案内

会場 秋田拠点センター ALVE
料金 無料

コンテンツ番号 54732
問 県文化振興課 ☎018-860-1529
問 あきた芸術劇場開館準備事務所
☎018-838-5822

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

高校生や保護者の方を対象に、概要説明と
施設見学を行います。
授業内容・授業料のほか、各科
（自動車整備科・
オフィスビジネス科・メカトロニクス科・情報
システム科）の説明および実習設備・製作品
などの見学をしていただく予定です。
日時 3月27日
（土）
10：15～11：45
（受付10：00～）
会場 秋田技術専門校
（秋田市新屋町）
定員 40組
（1組2名まで）
料金 無料

コンテンツ番号 10780
問 秋田技術専門校
☎018-895-7166

技術戦隊
テクノレンジャー

ラジオ
「秋田県からのお知らせ」
7:50〜

毎週金曜日

事前申込必要

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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秋田

［新］

モノづくり

秋田杉桶樽

プラスチック製品の普及前、暮らしに欠かせ
ない道具として県内で盛んに作られていた
秋田杉の桶と樽。
江戸時代創業の「樽冨かまた」
（能代市）
は、
今では数少ない製造元の1つで、伝統の桶作り
の技を生かして現代の暮らしに合わせた製品
を作っています。
「紅白二段重」は、秋田杉の幹の外側「白太
（しらた）」
と中心部分の「赤身」を組み合わせ
て紅白を表現した丸型の重箱で、秋田杉の色
の美しさが際立っています。
おせち料理を盛り
付けたり、
菓子器として使ったり、
用途は使う人
の生活やアイデアで何通りにも。
最近は2合、3合サイズのおひつが人気で、
秋田杉の素材が余分な水分を吸ってご飯が
おいしくなると首都圏などから注文が絶えま
せん。
秋田が誇る伝統の技は今、再び脚光を浴び
ています。
おけ

たる

たる とみ

料理を華やかに引き立てる
「紅白二段重」

2021年3・4月号

自然素材の道具として
首都圏で人気の
「おひつ」

伝統の技と秋田杉の魅力が光る

もしかして、
控えていませんか？

持病の治療
生活習慣病の健診・がん検診

発熱の症状がある場合等の相談は
身近な医療機関にまずは電話を！
24時間
受付

どこに相談すればよいか分からない場合は

あきた新型コロナ受診相談センターへ電話してください。

018-866-7050

8：00〜17：00
（毎日）

018-895-9176、0570-011-567
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秋田県広報広聴課
〒010-8570秋田市山王四丁目1番1号
018
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1076
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joukai@pref.akita.lg.jp

コロナ禍でも持病の治療など、
健康管理は大切です。
乳幼児の予防接種を遅らせると、
免疫がつくのが遅れ、
重い感染症になるリスクが高まります。
また、
生活習慣病やがんの早期発見には、
定期的な健診が重要です。
健康が気になる今だからこそ、
かかりつけ医に早めに相談し、
健診は予定どおり受けましょう。

秋田県
全戸配布
広報紙

かかりつけ医への相談
乳幼児健診・予防接種

[秋田県データ] 県人口◎948,964人（-1,113）男◎446,395人 女◎502,569人
世帯数◎389,675世帯（-203）※令和3年1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22.95円です。

