
新春特別対談
地域活性化の鍵は男女共同参画と女性活躍

今号の表紙

八峰町にある「木肌のぬくもり社」が製作する、飾り扇子。技を磨いた職人が一本一本心を込め、丁寧に絵柄をくり抜きます。
天然秋田杉の美しい木目を活用した扇子は、素材の風合いや香りがほんのりと残り、手に取った瞬間から安らぎを感じる逸品です。
師走の定番は翌年の干支作品。今年は力強さを感じさせる「寅」の絵柄が象られました。

すかし彫りの干支の飾り扇子（八峰町）
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地域活性化の鍵は
男女共同参画と女性活躍

新春
特別
対談

「陽気」から元気をもらえる、
農産物直売所

知事 「陽気な母さんの店」は、オープンから何年ですか？
石垣 ようやくハタチを過ぎて、21年目を迎えることができ
ました。
知事 私が秋田市長、県知事を務めてきた年月と同じで
すね。以前お店に寄らせていただいた時に、皆さんがとても
活気があったことを大変よく覚えています。店名を「元気な

母さん」だと間違えたほど！
石垣 よく言われます（笑）。
知事 当時、農家のお母さんたちが直売や加工販売をする
スタイルは珍しく、今で言う「道の駅」の草分け的存在でした
ね。あれから株式会社になり、サービスや施設が増え、
とてもアクティブに動いていらっしゃる。お店に活気がある
のは、石垣さんの活躍が周りを刺激しているからなのでしょう。

　令和3年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰を受賞された、大館市の「陽気な母さんの店」
代表・石

いし がき

垣一
かず こ

子さんをゲストに迎え、佐竹知事と新春対談を行いました。
　食堂や体験工房を併設する直売所を立ち上げ、現在は約60名の女性農家と共に活動する地域の女性リーダー・
石垣さんと知事が、女性の社会進出のほか、家庭や社会での男女の役割について、ざっくばらんに意見を交換
しました。

秋田県知事

佐竹 敬久
陽気な母さんの店株式会社

代表取締役社長 石垣 一子
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陽気な母さんの店

「このままでは農家がなくなる」
危機感から立ち上がった女性たち

石垣 お店を始めた
きっかけは、「もっと
地域の農業を明るく
して、子供たちに継いで
と言える職業にしたい」
という強い思いから
でした。そのためには
お父さんたちが作った
野菜をもっと多くの方に食べてもらうことが必要で、消費者
の声を直接聞いて販売できるのは、私たち“ 母さん”だと
思いました。
知事 直売や地域活動に取り組むお母さんたちは、本当に
意識が高い。行政主導ではなく、皆さんが自ら問題意識を
持って取り組んでいるからでしょうね。
石垣 はい。最初うまくいかなかった頃も、仲間たちと「諦め
ない。コンテナ一つでも売りに行こう」と励まし合っていま
した。いざ一歩を踏み出してみると、今まで見たことのない
世界にワクワクする毎日。今日はどんな新しい事が待って
いるのか、それを楽しみに頑張ってきました。

固定観念を捨て、役割を柔軟に

知事 仕事と家庭を両立させることは大変だと思いますが、
石垣さんのお仕事に対して、家族のサポートはどうですか？
石垣 我が家はお嫁さんが「石垣家の健康管理部門」として、
炊事洗濯をやってくれています。○○部門としているのは、
家事も立派な仕事だと認めるべきだからです。私は「販売
部門」として家計を支えます。
知事 部門化とは良いですね。私の家も同じです。料理が
好きな私は、買い物、片付けを含めた料理担当。その反面、
洗濯物を畳むことは苦手なので、洗濯や掃除は妻がやって
くれています。男女の役割については、固定観念に縛られず、
状況に応じて役割を柔軟に考えていくのが理想だと思います。

ずっと長く紡ぐために、
新しい風を吹き込みたい

知事 今年はどんな1年にしたいですか？
石垣 後継者育成と、地域活性化の新たな基盤作りです。
私がもうリーダー14年ですから、新しい風が会社としての
伸び代になると考えています。地域活性化の新たな基盤に
ついては、漬物加工所の立ち上げとそこでの若者の雇用創出
です。
知事 食品衛生法の改正で漬物販売は加工所がなければ
売られなくなり、残念ながらそれでやめてしまう人も多い
と聞いています。
石垣 補助金を頂いたとしても、高齢者がゼロから基盤を
作っていくのはハードルが高いんです。そんな中、「陽気な
母さんに加工所があるなら、作り方を伝授したい」という
声を多く頂いています。そこで、加工所を作り若い人たち
を雇用できれば、伝統食の継承と地域の活性化につながる
のではないかと考えています。
知事 ピンチをチャンスに変える発想は、さすが石垣さん
です。行政もしっかりバックアップして販売や宣伝などを
サポートしていければ、秋田の伝統的な漬物がブランド化
する日も近そうですね！

女性と男性、どちらも輝くことが
地域活性化の鍵

石垣 農家に限らず、女性が社会で活躍するのはそう簡単
ではありませんよね。ですが、子育てや介護をしているから
と諦めてほしくないんです。10の目標があったら、まずは
一つ達成することから始める。少しずつでも確実に進んで
いくことが、夢への近道です。

知事 今後さらに女性
が活躍する時代が来る
ことで、男性自身も意識
改革 が 求められるで
しょう。私も内閣府の

「男性リーダーの会」に
入り、県内の女性の活躍

を応援します。さまざまな方面で地域が活性化することを
期待しています。

大館市の国道103号沿いで20年以上続く、農産物直売コーナーと食堂、
蕎麦打ちやきりたんぽの体験工房などを備えた、農家の魅力が満載の
複合施設。
代表の石垣一子さんは、1953年大館市生まれ。強いリーダーシップと
組織マネジメント力で地域の農業振興と女性の社会進出に貢献する。

〒018-5603 大館市曲田字家ノ後97-1
TEL：0186-52-3800　FAX：0186-52-3801
営業時間：9:00～16:00　休業日：1月・2月の火曜日
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現在、県では、これからの 4 年間とその先を見据えた新たな指針を策定しています。
県が目指す未来への取り組みを紹介します。

　現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を
きっかけに社会経済情勢や人々の価値観の
変化など、100 年に一度とも言える大変革の
時代を迎えています。
　新たなプランでは、人口減少問題の克服と
新時代の秋田の元気創造に向けて、「選択・
集中プロジェクト」を柱として取り組みを
進めていきます。

◆ 全国の中でも人口減少・少子
高齢化が深刻

人口減少問題の克服

秋田の未来を
一緒に考えてみませんか？

「～大変革の時代～
   新秋田元気創造プラン」

（推進期間：令和4～7年度）
県の最重要課題

人口減少が進んでいるのは、
都市圏に比べて所得が低い
ことも影 響しているんじゃ
ないかな…
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○ 賃金の引上げに取り組む県内
企業等を応援する制度の構築

○ 新分野への進出・業態転換等
への支援

○自立した稼ぐ観光エリアの形成
など 

○ 新エネルギー関連産業の振興
○ 脱炭素化に向けた県民運動の推進
○ 再造林の促進 など

○ スマート農林漁業の普及
○ オンライン診療モデルの構築
○ デジタル教育の実施 など

選択・集中プロジェクト

単語探しゲームに挑戦 “サキホコレ”をゲット！

時代の変化に対応するため、特に三つの分野を「選択・集中プロジェクト」に位置付け、集中的に取り組みます。

タテ、ヨコ、ナナメに並ぶ文字から、プランに関連した4文字の単語を三つ見つけて
応募しよう！　抽選で10名様に、秋田米新品種「サキホコレ」2合をプレゼントします。

チ オ ヒ ゼ デ
ク ン ト ー ジ
サ ガ ギ ア タ
ロ ナ モ ン ル
ビ カ ー ボ ン

お問い合わせ先  県総合政策課　☎018-860-1217

プラン素案に対するご意見（パブリックコメント）を募集中です！
指定の様式に氏名・住所をご記入の上、郵送・FAX・メールのいずれか
による提出をお待ちしております。　（期限：令和 4 年 1月14日（金）まで) 新プラン 61570

詳しくはこちらから

詳しくは
こちらから

〈 賃金水準の向上 〉 〈 カーボンニュートラルへの挑戦 〉 〈 デジタル化の推進 〉

所得向上により活気と
にぎわいあふれる秋田へ！

再生可能エネルギーや
森林資源の宝庫である
強みを生かした成長を

それぞれのニーズに合った
人に優しいデジタル化を

応募方法   美の国あきたネットの専用フォーム・はがき・郵送・
FAX・メールのいずれかで応募してください。
はがき・郵送：〒010-8570

秋田市山王四丁目 1 番 1 号
F  A  X：018-860-3873 県総合政策課
メール：seisaku@pref.akita.lg.jp

必要事項 ①氏名 ②住所 ③電話番号 ④答え
（三つの単語）

応募期限 令和 4 年 1 月24 日（月）必着

応募者の個人情報は、県が厳正に管理し、本業務にのみ使用します。当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
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新型コロナウイルス感染症対策

第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会

◎テーマ（愛称）
美の国あきた鹿角国体2022

◎スローガン（合言葉）
伝えよう感動　繋げよう絆

◎会　期 令和4年2/17木▶20日の4日間
◎会　場 競　技…花輪スキー場

開始式… 鹿角市文化の杜交流館コモッセ
表彰式… 鹿角トレーニングセンターアルパス

　この冬は、冬季オリンピックをはじめウインタースポーツの大会が目白押し。
　県内では令和4年2月、鹿角市で第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会

「美の国あきた鹿角国体2022」が開催されます。
　会場やインターネットの動画配信で県選手団の活躍を応援しましょう。

足がすくむような絶壁を滑り降り、スピード
感あふれ迫力あるジャンプで飛び出し、
美しい姿勢を保ち続ける選手たちは、もはや
超人の域。競技が行われるジャンプ台の
規模は国際スキー連盟のノーマルヒル公認
規格を満たす、HS（ヒルサイズ）86m。
※ヒルサイズー着地の限界点までの飛距離

スタート直後から急斜面が続く難易度
の高いコースで、ゴール前に緩斜面あり。
急斜面をミスなく滑り、ゴールまでいかに
スピードをロスせず生かせるかが勝負の
分かれ目。

見どころ

見どころ

スペシャルジャンプ

ジャイアントスラローム

1.参加選手、役員などのPCR検査の実施

2.感染症対応救護所の開設

3.宿泊療養施設などへの搬送

競技会場の三密を避けるため、
インターネットを 活用して
各競技の模様をライブ、
アーカイブで配信します。

空中を勇壮、豪快、華麗に
滑空するため、「スキー競技
の 華 」と 言 わ れてい ま す。
飛んだ距離と飛型をそれぞれ得点（飛距
離点・飛型点）に換算し、２回のジャンプの
合計得点によって順位を決定します。

山の斜面に立てられた旗
き

門
もん

の間を順番通りに滑り抜け、
ゴールまでの速さを競う競技で、「大回転」
とも呼ばれます。平均スピードは時速50
～70ｋｍにもなり、旗門のぎりぎりを通過
し、速く確実に滑走するかがポイントとなり
ます。

インターネットの
動画配信で
観戦しよう！

競技種目

鹿角トレーニングセンターアルパス

ジャイアントスラローム会場

フィニッシュ
エリア
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お問い合わせ先  県スポーツ振興課　☎018-860-1246

花輪スキー場のジャンプ
台とゲレンデは、スポーツ
振興くじ助成金を受け
て整備しました。

「くじを買う」は
エールになる。
 ▶

要が瞬発力のジャンプと持久力のクロス
カントリーと、相反する二つの能力が求め
られる競技。前半にジャンプが行われ、
その成績で後半のクロスカントリーの
スタートの順番と時間が決まる。秋田県は
実力のある選手ぞろい。

スタートして平地が100m、登り坂が
300m続くが、全体としては下りが長く、
スピードを生かした好タイムの出やすい
コース。

選手たちはコースを事前に調べ上げ、
ペース配分や作戦を考えて競技に臨む。

コンバインド

クロスカントリー

見どころ

見どころ

大会スケジュールや最新情報
などの詳細はこちらから

美の国あきた鹿角国体2022

ジャンプ競技とクロスカントリー競技を
合体（コンバインド）し、2種目の成績を
合わせて争います。「ノルディック複合」とも
呼ばれ、勝者は「KING of SKI」

（スキーの王様）とたたえ
られます。

スキーとストックを上手に
使って平地や起伏のあるコースを滑走し、
速さを争います。陸上競技の長距離種目
と同様、持久力が要求されます。距離は、
成年男子 A・Bと少年男子は10km、成年
男子 C・成年女子 A・Bと少年女子は5km
です。

ⓒ2015秋田県んだッチ

花輪スキー場ジャンプ台に新システム導入

レーンにクーリングシステムが導入
されたジャンプ台

最新式の人工降雪設備

進化しています

令和2年、ジャンプ台の助走路に冷却装置「クーリン
グシステム」を導入。レーンの内部を冷却することにより、
助走面の氷の状態を安定的に保てるようになりました。
選手は公平な条件のもと、より安全に安定した滑走が
可能となります。

また、ジャイアントスラローム会場には最新式の
人工降雪設備も設置。雪不足の心配がなくなりました。

ジャンプ会場
花輪シャンツェ

クロスカントリー会場

スタートエリア

スタートエリア

踏み切り台

スタート・
フィニッシュ

エリア

急斜面
（スタート直後から）
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県内に思いやりの輪が
広がっています

必要とする人に駐車場を

障害のある方や介護を必要とする方、妊産婦、けがをしている方などで、
歩行が困難な方々のために確保された駐車スペース「障害者等用駐車区画」。

県内の公共施設や商業施設などに設置が進んでいます。
この駐車区画を必要とする方々のために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

利用者は「利用証」を車の前方の
ミラーなどに掛けて表示します。

案内標識の一例
（三角コーンでの提示）

　必要とする方に利用証を発行し、障害者等用
駐車区画を使いやすくするための制度です。
　利用者が利用証を、駐車区画の管理者が案内
標識を表示することで、分かりやすく区分してい
ます。

秋田県障害者等用
駐車区画利用制度

障害者等用駐車区画利用証
（ 車 い す 使 用 者 用 ）

秋田県

交付番号

有効期限

障害者等用駐車区画利用証
（車いす使用者以外用）

交付番号

有効期限

秋田県

ご利用には、利用証が必要です。

利用証をもらってから、より駐車しやすく
なりました。本来必要な方が駐車場を
利用できるようになることを願います。

大変重宝しています。駐車スペースと建物
の入口が近いので、足の悪い人にとって
歩く距離が短くなることは、何よりありが
たいです。

妊娠中とても助かっています。

見た目では分かってもらえないが、利用証
があることによって、不適正利用では
ないと証明できます。

利用者の声

あきたびじょん　2022年1・2月号8



お問い合わせ先 県地域・家庭福祉課　☎018-860-1342

制度についておさらい

Q. 利用対象者は？
　身体・知的・精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、けが
などで歩行が困難な方が対象です。
　具体的な区分については、美の国あきたネットをご覧ください。

Q. 利用証の申請方法は？
　申請書に必要書類の写しを添付し、県地域・家庭福祉課または
各地域振興局福祉環境部（保健所）に提出してください。

申請書は、県地域・家庭福祉課や各地域振興局福祉環境部
（保健所）、市町村役場などで配布しています。美の国あきたネット
からダウンロードも可能です。

Q. 県外でも使えるの？
　同様の制度を実施している2府・37県・1市と秋田県では、それ
ぞれが発行している利用証を相互利用できます。
　相互利用自治体は、美の国あきたネットをご覧ください。

Q. ちょっとの間だったら利用してもいい？
　障害者等用駐車場は、利用証を持っている方（広い駐車スペース
を必要とする方など）の専用スペースです。本当に必要とする方
のために短時間でも駐車しないようにしましょう。

Q. どうすれば駐車区画を設置できる？
　届出書に必要事項を記入し、県地域・家庭福祉課に提出して
ください。登録した後、標示ステッカーを郵送します。
　届出書は、美の国あきたネットからダウンロードも可能です。

詳細は県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」から

障害者等用駐車区画利用制度

利用対象の皆さまへ

利用対象以外の皆さまへ

施設を管理する皆さまへ

障害者等用駐車区画利用証
（ 車 い す 使 用 者 用 ）

秋田県

交付番号

有効期限

障害者等用駐車区画利用証
（車いす使用者以外用）

交付番号

有効期限

秋田県

お問い合わせ先  県地域・家庭福祉課　☎018-860-1342

制度についておさらい

Q. 利用対象者は？
身体・知的・精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、けが

などで歩行が困難な方が対象です。
　具体的な区分については、美の国あきたネットをご覧ください。

Q. 利用証の申請方法は？
申請書に必要書類の写しを添付し、県地域・家庭福祉課または

各地域振興局福祉環境部（保健所）に提出してください。
　申請書は、県地域・家庭福祉課や各地域振興局福祉環境部
（保健所）、市町村役場などで配布しています。美の国あきたネット
からダウンロードも可能です。

Q. 県外でも使えるの？
同様の制度を実施している2府・37県・1市と秋田県では、それ

ぞれが発行している利用証を相互利用できます。
　相互利用自治体は、美の国あきたネットをご覧ください。

Q. ちょっとの間だったら利用してもいい？
障害者等用駐車場は、利用証を持っている方（広い駐車スペース

を必要とする方など）の専用スペースです。本当に必要とする方
のために短時間でも駐車しないようにしましょう。

Q. どうすれば駐車区画を設置できる？
届出書に必要事項を記入し、県地域・家庭福祉課に提出して

ください。登録した後、標示ステッカーを郵送します。
　届出書は、美の国あきたネットからダウンロードも可能です。

詳細は県公式ウェブサイト
「美の国あきたネット」から

障害者等用駐車区画利用制度

利用対象の皆さまへ

利用対象以外の皆さまへ

施設を管理する皆さまへ

障害者等用駐車区画利用証
（ 車 い す 使 用 者 用 ）

秋田県

交付番号

有効期限

障害者等用駐車区画利用証
（車いす使用者以外用）

交付番号

有効期限

秋田県
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56365

お知らせ

雪下ろし・除排雪作業は 
安全対策を万全に！

1月8日～1月16日は「秋田県雪害事故防止
週間」です。この時期は降雪量が多く、雪下ろし
や除排雪作業を行う機会が増加し、屋根から
の転落などの重大な事故が発生しています。
除排雪作業を行う場合は安全対策を万全に

し、事故防止に努めましょう。

◆安全対策のポイント◆
○作業中はこまめに休憩を！
○２人以上で作業を！
※�やむを得ず１人で作業を行う場合は、家族や近所
の方に声を掛けましょう。
○�適切な服装で！（防寒性のあるものなど）
○ヘルメット・命綱・安全帯の装着を！
○携帯電話を身に付ける！
○「はしご」はしっかり固定を！
○屋根からの落雪に注意を！
○除雪機利用中の事故に注意を！

�コンテンツ番号　39163
問 �県県民生活課　☎018-860-1522

少年に関する相談窓口のご案内
警察本部および各警察署に少年サポート

センターを設置しています。少年問題に関する
専門的な知識や技能を有する少年補導職員
などが、非行・家出・児童虐待などの少年に
関する各種相談を受け付けていますので、一人
で悩まず、お気軽にご相談ください。
○相談窓口
・やまびこ電話（警察本部内）
�☎018-824-1212
・各警察署少年サポートセンター
�☎各警察署代表電話
�（大館、能代、五城目、秋田臨港、秋田
中央、秋田東、由利本荘、大仙、横手）
問 �県警察本部人身安全対策課
☎018-863-1111

今こそ地域の力に!! 
消防団員募集中!!

「わがまちの安全と安心を守る」消防団は、
地域防災の主役です。
18歳以上の健康な方であれば、誰でも入団

できます。会社員や大学生も活躍しており、
女性も増えています。
地域の安全と安心のため、ぜひご加入くだ

さい。
主な活動内容
平常時 消火・防災訓練

救命講習会での指導
防火啓発活動

災害時 消火活動
捜索・救助活動
水防活動

入団する際には
事前に市町村、または最寄りの消防署に、

お問い合わせください。
問 �県総合防災課
☎018-860-4565

税の申告は期限内に！
所得税、復興特別所得税、住民税、贈与税

の申告期限は3月15日、個人事業者の消費税、
地方消費税の申告期限は3月31日です。申告は、
入力画面がさらに便利になったスマホ申告で、
納税は、便利で確実な口座振替をご利用くだ
さい。期限内に申告しましょう。
詳しくは、最寄りの税務署、またはお住まい

の市町村税務担当課までお問い合わせくだ
さい。

◀確定申告書作成は
こちら
(スマホ専用画面)

�コンテンツ番号　20914
問 �県税務課　☎018-860-1123

ⓒ2015秋田県んだッチ

ヘルプマークを知っていますか
心臓疾患などの内部障害や発達障害のある
方などが、外見からは分からなくても、援助
や配慮を必要としていることを周囲に伝える
ためのマークです。このマークを付けている人
を見掛けたら、電車内で席を譲る、困っている
ようであれば声を掛けるなど、
思いやりのある行動をお願い
します。
ヘルプマークは、市町村、
県地域振興局、県障害福祉課
などで配布していますので、
お気軽にお問い合わせください。
�コンテンツ番号　30131

問 �県障害福祉課　☎018-860-1331

外
がい

国
こく

人
じん

のための無
むりょう

料専
せんもんそうだんかい

門相談会
結婚（けっこん）や離婚（りこん）、在留資格（ざい

りゅうしかく）のことなど、困（こま）っている
ことを、弁護士（べんごし）などの専門家（せん
もんか）に外国語（がいこくご）で相談（そうだん）
できます。お金（かね）はいりません。相談
（そうだん）したい人（ひと）は電話（でんわ）や
メールで予約（よやく）してください。

にちじ 
日　時 1月（がつ）15日（にち）（土（どようび））

10：00～16：00
ば しょ 

場　所アトリオン�1階（かい）

問 �外国人相談センター
（がいこくじんそうだんせんたー）
電話（でんわ）018-884-7050
メール�soudan21@aiahome.or.jp
�コンテンツ番号（ばんごう）　2120

問 �県（けん）国際課（こくさいか）
☎018-860-1218

審議会などの委員を募集します！
県民の皆さまの意見を広く県政に反映させる

ため、審議会などの委員を募集します。
募集する審議会や応募方法など、詳しくは、
美の国あきたネットをご覧ください。
皆さまの貴重なご意見を、ぜひお聞かせくだ

さい！
募集期間 1月14日（金）～2月14日（月）
�コンテンツ番号　3178

問 �県総務課　☎018-860-1057

コンテンツ番号がある情報は、美の国あきた
ネット画面上部の「サイト内を検索する」
に番号を入力すると詳細をご確認いただけ
ます。

ウェブ「美の国あきたネット」

情報のひろば
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秋田県育英会学生寮の 
入寮生募集

首都圏の大学・短大・専修学校に進学予定の
方や在学生の方を対象に、学生寮への入寮生
を募集します。
寮には管理人がおり、食事、健康など親身

に相談に乗ってくれるほか、セキュリティーも
万全です。本会の奨学金を利用している方も
申し込みできます。

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

前期募集 1月11日（火）～1月25日（火）
後期募集 2月7日（月）～2月21日（月）
問（公財）秋田県育英会　☎018-860-3552
問県教育庁総務課　☎018-860-5111

秋田県プレミアムスキー 
チケット追加発行のご案内

12月1日から発行しているチケットの第2弾
です。お得にスキーを楽しめる秋田県プレミアム
スキーチケットを追加発行します。リフト
料金を最大2,000円、レンタル料金を最大
5,000円割引で利用できるチャンス！
申込方法など、詳しくは専用ウェブサイトを

ご覧ください。※4,000枚（予定）
申込受付 1月24日（月）～
利用期間 2月1日（火）～3月13日（日）
割引内容 ①�リフト・食事など2,000円分

②リフト・食事など2,000円分と
　レンタル・スキースクール5,000円分
※�①または②を選んでお申し込み
ください。

申込方法 専用ウェブサイトからの申し込み

　申し込みは
　　　　こちら▶

�コンテンツ番号　61504
問 �秋田県プレミアムスキーチケット事務局
☎0570-200-066

問 �県観光振興課
☎018-860-2261

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。お問い合わせいただくか、
美の国あきたネットなどでご確認ください。

催　し
あきた移住・交流＆Aターンフェア開催
秋田への移住や就職を考えている社会人や
学生の皆さまを対象に、県内市町村などに
よる移住相談や企業との就職マッチングを行う
フェアを、東京都内で開催します。
具体的に検討している方はもちろん、将来的

に移住を考えている方も大歓迎です。
県外にお住まいのご家族やお知り合いに、

ぜひお知らせください。
日　時 2月13日（日）　12：00～17：00
会　場 浜松町館（東京都港区）
料　金 無料

 コンテンツ番号　61596
問 県移住・定住促進課　☎018-860-1234

「あきた女子活交流会」参加者募集
"秋田で働きたい""秋田での就職に関心が

ある"女子学生の皆さまを対象に、現在秋田
で働く先輩女性に、就職に関する質問や相談
を気軽にできる「交流会」を開催します。
日　時 2月11日（金・祝）　14：00～16：30
会　場あきた文化産業施設「松下」

（オンライン開催に変更となる場合があります）
───────────────

日　時 2月20日（日）　14：00～16：30
会　場 Zoom（ズーム）によるオンライン開催

───────────────
定　員 各会場20名 料　金 無料
※服装自由、事前申込要
コンテンツ番号　45368

問 県移住・定住促進課　☎018-860-1248

洋ランフェスタ2022“春を迎える”
カトレアやパフィオペディラムをはじめ、
秘蔵の原種など、多種多様な洋ランをお楽しみ
いただけます。
また、温室内では、東北では珍しい南方系
のツバキや春咲きの花々も展示します。
厳寒期に、一足早く春の息吹を感じてみま

せんか。
日　時 1月8日（土）～2月13日（日）
会　場 県立農業科学館（大仙市）
料　金 無料

 コンテンツ番号　53645
問 県立農業科学館　☎0187-68-2300

「輝く女性の活躍を加速する 
男性リーダーの会」 

地域シンポジウムのご案内
女性の活躍を応援する全国の企業や自治体

のリーダーたちにより発足した「男性リーダー
の会」。会の取り組みを紹介し、参加を促すため、
「地域シンポジウム」が内閣府主催により開催
されます。
男性リーダーによる基調講演や佐竹知事も
参加するパネルディスカッションが予定されて
いますので、経営者などの皆さま、ぜひご参加
ください。
日　時 1月21日（金）　13：30～15：00
会　場 県庁第二庁舎8階　大会議室
定　員 150人（オンラインでの参加可）

 コンテンツ番号　61555
問 県次世代・女性活躍支援課
☎018-860-1555

県立美術館特別展 
生誕120年木村伊兵衛回顧展
日本の写真の歴史に大きな足跡を残した写真

家・木
き

村
むら

伊
い

兵
へ

衛
え

。『秋田おばこ』の肖像写真や
舞台写真をはじめ、東京の下町や秋田の農村
を記録した作品など、約130点を展示します。
会　期 11月13日（土）～1月23日（日）

10：00～18：00（最終入場　17：30）
※12月31日（金）～1月2日（日）は休館

会　場 県立美術館（秋田市）
料　金 一般1,000円、高・大学生800円、

中学生以下無料
 コンテンツ番号　60703

問 県立美術館　☎018-853-8686
問 県教育庁生涯学習課　☎018-860-5183

第1土曜日  17:25  秋田放送
第2土曜日  13:55  秋田テレビ
第2土曜日  15:30  秋田朝日放送

テレビ「あきたびじょんNEXT」 ラジオ
「秋田県からのお知らせ」

第２・４金曜日　7:50
エフエム秋田

4・8・12・2月の
第2土曜日 秋田魁新報・北羽新報
第2日曜日 北鹿新聞

新聞「あきた県広報」 FacebookTwitter
県政広報の
ご案内

note
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屋根を残して雪に埋もれてしまった家 （々横手市）
写真提供　越前谷�潔�氏

　昭和48年12月から49年3月にかけて、秋田県内は「四
よん

八
ぱち

豪雪」と呼ばれる記録的
な大雪に見舞われました。最大積雪深は、横手市で2メートル59センチ、湯沢市で
2メートル21センチに達し、死者15人、負傷者30人、住宅の全半壊21棟などの被害
が生じました。また、学校は休校、道路は通行
止め、路線バスや鉄道は運休になったほか、
多くの県民が雪寄せ、雪下ろしに追われるなど
暮らしに深刻な影響をもたらしました。
　記憶に新しい令和2年度の豪雪でも県内で
さまざまな雪による被害が発生し、特に雪下ろし
作業中の事故が目立ちました。過去の豪雪の
記憶や経験を生かして、この冬も事故の防止
に努めましょう。

語り継がれる、記録的な大雪

［ 四
よん

八
ぱち

豪雪 ］ 本コーナーは、秋田県誕生150年を記念し、
県の歴史を振り返るものです（全6回）

雪により倒壊した建物

コロナを乗り越え希望の年に
新型コロナウイルス感染症の発生から3回目の

お正月を迎えました。
今年の干支は壬寅（みずのえとら）です。
その意味合いは、「厳しい冬を越えて、芽吹き
始め、新しい成長の礎となる」というものです。
全く予期もしなかった地球規模での新型コロナ

ウイルス感染症のパンデミックにより多くの方が
亡くなり、社会経済も広範な分野で深刻な打撃
を被りました。
現在も新たな変異株の出現に警戒を緩める状況

になく、世界中が完全に正常な姿に戻る時期は、

いまだ見通せない状況が続いています。
当然に、地球規模での大事変は社会経済構造

や人々の価値観の変化をもたらし、一時的にも
大きな混乱も生じさせることから、新しい時代を
築くためには大変な努力を要することになります。
しかし、人類の歴史上、我々はこれまでも感染
症の世界的パンデミックや国土を焼け尽くした
戦禍を乗り越え、現在の社会を築き上げてきた
歴史があります。
「壬寅」干支のごとく、新しい成長の礎の年、
まさに希望の年になることを願うばかりです。




