


クルーズ船の寄港は、どんな効果があるの？

新型コロナウイルスへの対策

　県では、港周辺のにぎわい創出や地域経済の活性化を
目指し、クルーズ船の誘致に取り組んでいます。
　国内で新型コロナウイルス感染症が確認されて以降、
受け入れを見合わせてきましたが、昨年5月、国内クルーズ
に限って、受け入れを再開しました。また、昨年11月には、
国が国際クルーズの受け入れ再開を発表。本県も再開
に向けて、準備を進めています。

国際クルーズの
受け入れを再開します

港周辺のにぎわいづくりと	
交流の促進
地域住民との交流は、旅の楽しみの一
つ。旅行客との交流を通してにぎわいを
創出します。

Q1 Q2 Q3主な感染症対策は？ 船内の
医療体制は？

クルーズ船で感染者が発生した
場合の対応は？

・�乗船前3日以内の陰性を確認し
ます。
・�乗船前、質問票により、健康に異常
がないことを確認します。
・�レストランや劇場などの船内施設
では、人数制限等を行います。

・船医が常駐しています。
・�体調がすぐれない場合は、
速やかに検査を実施できる
体制となっています。

寄港地で感染者を下船させた上で、
クルーズを継続します。感染者はそれぞれ
の地域の療養施設などで隔離します。

感染者をクルーズ船内で隔離し、クルーズ
を継続します。
※�ただし、船医が陸上での治療が必要と判断した場合、
保健所に対し、医療機関での受け入れを要請します。

県の特産品などのPR

船内での食事に「サキホコレ」を提供す
るなど、県の特産品をPRする絶好の機
会です。

県内観光による	
地域経済への波及
観光、食事、土産品の購入などによる
地域経済への波及効果が期待できます。

※�感染症対策は社会情勢などを踏まえ、
変更となる可能性があります。

内航
クルーズ

国内を
周遊する

国際
クルーズ

海外を
航程に含む
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3月22日水［秋田港］ 3月23日木［秋田港］

寄港日

5月10日水、19日金、
8月28日月、9月6日水、
10月20日金、29日日 全て［秋田港］
入港予定   8:00　 出港予定  16:00

入港  8:00
出港  18:00

入港  8:00
出港  18:00

県民の皆さまへのご案内とお願い

お問い合わせ先  県港湾空港課　☎018-860-2541

［総トン数］	 30,277トン
［全　　長］	181.00m
［乗客定員］	 702人
［船　　籍］	マルタ	 ©アザマラ

［総トン数］	 40,791トン
［全　　長］	212.80m
［乗客定員］	 596人
［船　　籍］	バハマ	 ©シルバーシー・クルーズ日本支社

［総トン数］	 171,598トン
［全　　長］	315.83m
［乗客定員］	 4,488人
［船　　籍］	マルタ

©MSCクルーズジャパン

令和5年のクルーズ船寄港回数（予定）
内航クルーズ 外航クルーズ 合計

秋田港 1 20 21
船川港 1 0 1
能代港 0 2 2
合　計 2 22 24

○ 	記載した寄港スケジュール及び寄港回数は、令和5年2月2日時点の予定です。最新
の情報は、美の国あきたネットでご確認ください。

○ 	港への立ち入り、船内見学など県民の皆さまを対象とするイベントの実施等については、
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、適宜判断し、随時、美の国あきた
ネットでご案内します。

○ 	クルーズで来県するお客さまを温かくお迎えください。

詳しくは
こちらから

アザマラ・クエスト シルバー・ミューズ

MSCベリッシマ

国際クルーズ受け入れ再開後、
記念すべき第１船目の寄港になります！

2017年就航のクルーズ船が今回初めて
秋田県に寄港します！

日本に就航するクルーズ船として
最大規模！
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増えています「秋田県誘致企業」増えています

　県では、女性や若者の雇用機会の創出につなげるため、成長産業を中心に企業の誘致活動
を推進しています。
コロナ禍を契機に本社機能や生産拠点を地方に分散する動きも追い風となり、新たな

「秋田県誘致企業」は、令和3、4年度と2年連続で2桁増に。経済の活性化に期待が膨らみ
ます。

選ばれている秋田県！

　県では、県内に工場等を新設・増設、移転を行う企業のうち、
一定の要件を満たす企業を「秋田県誘致企業」と認定しています。
認定を受けた企業は県内で375社（令和5年1月31日現在）操業
しています。

　（株）東海理化トウホクは、自動車用アウター
ミラーやシフトレバーなどを製造する（株）東海
理化（本社：愛知県）の東北初の拠点として
設立された新会社です。秋田県からの産業強化
に対する強い思いを受けて進出を決めました。
　今後一日も早く県内企業の一員として地域に
根付き信頼され、地域
社会に貢献できるよう
経営に取り組んでまい
ります。
※ 手に持っているものは

「自動車のシフトレバー」です

　新しい技術が登場し、発展目覚ましい自動車・
バイク業界において、当社はメーターに組み
込むソフトウエアの開発を担っています。
　本社は新潟県にあり、同じく日本海側にある
秋田県とは、努力家タイプの優れた人財が多い
という点で親和性を感じています。今後、秋田
センターを拡充し、
秋田県の産業発展
に 貢 献してまいり
ます。

秋田県誘致企業 
とは？

代表取締役社長代表取締役社長

福福
ふくふく

田田
だだ

  一一
かずかず

成成
なりなり

さんさん

（株）東海理化トウホク（株）東海理化トウホク(株)NS・コンピュータサービス(株)NS・コンピュータサービス
エンベデッドシステム部エンベデッドシステム部
柴柴
しばしば

田田
たた

準準
じゅんじゅん

平平
ぺいぺい

さんさん

誘致企業の声

県の誘致企業に
関する詳しい
情報はこちらから

あなたも一緒に
働きませんか？

お問い合わせ先 県産業集積課　☎018-860-2251

①業種　②操業開始（予定）凡例
誘致企業認定年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

㈱オオダテソーイングファクトリー
①ブランドジーンズ縫製
②令和3年度

中国木材㈱
①木材の製材および乾燥材・集成材の
　製造、バイオマス発電
②令和5年度

東海能代精工㈱
① 建設機械クラッチプレート及び農機・
    二輪（ブレーキ）等の摩擦材芯板製造
②令和4年度

東洋紡㈱
①人工腎臓用中空糸膜製造
②令和6年度

㈱プレステージ・インターナショナル
秋田BPO潟上キャンパス
①サービス業（コンタクトセンター業務等）
②令和8年度

㈱エスプールグローカル
①自治体業務関連のアウトソーシング事業
②令和3年度

㈱八
はっこう
興

①樹脂ホース・チューブ・専用ジョイント製
造販売

②令和2年度

イリソ電子工業㈱
①コネクタの製造、開発及び販売
②令和7年度

㈱高
たか
英
ひで

①大型木質パネル建材製造加工
②令和4年度

㈱東海理化トウホク
①自動車部品の製造 ほか
②令和6年度

中央鋼建㈱
①スチールサッシ等製造
②令和5年度

㈱伊達電器製作所 秋田協和工場
①半導体製造装置の組立配線
②令和5年度

㈱NS・コンピュータサービス
①組込みソフトウェア開発
②令和4年度

㈱ワイヤードビーンズ
①ECサイト構築業務
②令和7年度

㈱シンクワン
①ソフトウェア開発 ②令和5年度

㈱Ｔ＆Iシステムズ
①ソフトウェア開発 ②令和6年度

㈱つむぎ秋田アニメＬab
①アニメーション制作
②令和2年度

ＪＮシステムパートナーズ㈱
①ソフトウェア開発業
②令和2年度

㈱A
エー
P
ピー
S
エス

①コールセンター業 ②令和2年度

㈱foriio Akita branch
①ウェブサービス業、ユーザーインター

フェイス・ウェブデザイン業
②令和3年度

㈱ショウワ秋田イノベーションセンター
①研究・開発業 ②令和3年度

㈱ハルメク・ビジネスソリューションズ
①コールセンター・物流・情報システム・発

注・在庫管理等の運営提供
②令和3年度

こまちソフトウェア㈱
①システム開発業 ②令和3年度

Ｗ
ワ メ イ ジ ン グ
Ａｍａｚｉｎｇ㈱

①観光地域ＤＸ事業
②令和5年度

㈱ストラテジーテック・コンサルティング
①ITコンサルティング業
②令和4年度

第一電材エレクトロニクス㈱
①電線・ケーブルをコネクタ等に接続する組

み立て加工
②令和5年度

能代市
2社

潟上市
1社
秋田市
14社

大館市
2社

大仙市
2社

横手市
5社

直近3カ年度に仲間入りした誘致企業
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開催 ！

あきたS
エスディージーズ

DGs
アワード2022

年齢を重ねても活き活きと長く生きる「長活き」を提唱 。「あきぎん
長活き学校」（2016年開校）の開催のほか、シニア層や、その子ども達
を対象とした非金融サービスを拡充するなど、高齢化社会への対応
を通じて地域課題の解決に取り組んでいます。

県内のSDGsの認知度アップやSDGs達成に向けた機運の譲成など
を目的に、ラジオ、テレビ、YouTube 配信を連携し、県内の中学生
が取り組むSDGsを県民に広く周知しています。 

藤里町特産のワイン用ブドウ「ヤマ・ソービニオン」の栽培を絶や
さぬよう、化粧品原料への応用を研究。また、残さとなる果汁の
利用のためにワイナリーを建設し、「白神山地ワイン」を復活させま
した。ワイナリーの電力は、100%県内の水力発電によるものです。

長活
い

きする秋田へ

SDGs告知CM「秋田県内の中学生に
　　　　SDGsの取り組みをきいてみた!」放送

化粧品原料の素材開発から
「白神山地ワイン」の復活

受賞者の取り組み

株式会社秋田銀行

株式会社秋田放送

株式会社アルビオン 白神研究所

受賞者左からポークランドグループ、（株）アルビオン白神研究所、
（株）秋田放送、（株）秋田銀行、大仙市立大曲南中学校、
（株）ブラウブリッツ秋田

SDGs の達成に向けた取り組みの普及や質の向上を促進
するため、県内企業・団体等の優れた取り組みを表彰
する「あきた SDGs アワード 2022」を 1 月 30 日に開催し
ました。
「秋田県 SDGs パートナー」37 者から応募があり、審査

の結果、6者が表彰されました。

SDGsとは？
「Sustainable Development Goals
（ 持続可能 な 開発目標 ）」の 略称。

2030年までの達成を目指して、国連
が定めた国際社会全体の目標です。

「秋田県SDGsパートナー」とは
SDGsの達成に意欲的に取り組む県内の企業や団体、

自治体などを登録し、PRする本県独自の制度です。
表彰された事例を参考に、あなたも SDGs の達成に

取り組んでみませんか。皆さまの積極的な参加を
お待ちしています。

1年生は「持続可能な生産と消費に係る学習」から「食と環境」、
2年生は「持続可能なエネルギー供給に係る学習」から「エネルギー
と環境」、3年生は「ICTを利用した国際教育」から「国際情勢と環境」
を学習。学校全体でSDGsを学んでいます。

スポンサーとのパートナーシップにより、ブラウブリッツ秋田の
試合会場で「SDGs アクションチャレンジデー」を開催。ファンや
サポーターと共に活動する取り組みを企画し、SDGs を学び、行動
に移す機会を創出しています。

養豚を中心に、地域と連携した循環型農業に向けた取り組みとし
て、県産主体の飼料用米を餌の原料に使用。飼料用米栽培による
水田機能の維持など、飼料自給率の向上による県内農業の活性化に
取り組んでいます。

SDGsを達成する人づくり

SDGsアクションチャレンジデー

環境保全型・地域資源循環型の農業振興と
「安全で安心な作り手の見える農業」の創造

大仙市立大曲南中学校

株式会社ブラウブリッツ秋田

ポークランドグループ

お問い合わせ先 県あきた未来戦略課　☎018-860-1232

SDGsアワード
の詳細はこちら
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開催 ！

あきたS
エスディージーズ

DGs
アワード2022

年齢を重ねても活き活きと長く生きる「長活き」を提唱 。「あきぎん
長活き学校」（2016年開校）の開催のほか、シニア層や、その子ども達
を対象とした非金融サービスを拡充するなど、高齢化社会への対応
を通じて地域課題の解決に取り組んでいます。

県内のSDGsの認知度アップやSDGs達成に向けた機運の譲成など
を目的に、ラジオ、テレビ、YouTube 配信を連携し、県内の中学生
が取り組むSDGsを県民に広く周知しています。 

藤里町特産のワイン用ブドウ「ヤマ・ソービニオン」の栽培を絶や
さぬよう、化粧品原料への応用を研究。また、残さとなる果汁の
利用のためにワイナリーを建設し、「白神山地ワイン」を復活させま
した。ワイナリーの電力は、100%県内の水力発電によるものです。

長活
い

きする秋田へ

SDGs告知CM「秋田県内の中学生に
　　　　SDGsの取り組みをきいてみた!」放送

化粧品原料の素材開発から
「白神山地ワイン」の復活

受賞者の取り組み

株式会社秋田銀行

株式会社秋田放送

株式会社アルビオン 白神研究所

受賞者左からポークランドグループ、（株）アルビオン白神研究所、
（株）秋田放送、（株）秋田銀行、大仙市立大曲南中学校、
（株）ブラウブリッツ秋田

SDGs の達成に向けた取り組みの普及や質の向上を促進
するため、県内企業・団体等の優れた取り組みを表彰
する「あきた SDGs アワード 2022」を 1 月 30 日に開催し
ました。
　「秋田県 SDGs パートナー」37 者から応募があり、審査
の結果、6者が表彰されました。

SDGsとは？
「Sustainable Development Goals
（ 持続可能 な 開発目標 ）」の 略称。

2030年までの達成を目指して、国連
が定めた国際社会全体の目標です。

「秋田県SDGsパートナー」とは
　SDGsの達成に意欲的に取り組む県内の企業や団体、
自治体などを登録し、PRする本県独自の制度です。
　表彰された事例を参考に、あなたも SDGs の達成に
取り組んでみませんか。皆さまの積極的な参加を
お待ちしています。

1年生は「持続可能な生産と消費に係る学習」から「食と環境」、
2年生は「持続可能なエネルギー供給に係る学習」から「エネルギー
と環境」、3年生は「ICTを利用した国際教育」から「国際情勢と環境」
を学習。学校全体でSDGsを学んでいます。

スポンサーとのパートナーシップにより、ブラウブリッツ秋田の
試合会場で「SDGs アクションチャレンジデー」を開催。ファンや
サポーターと共に活動する取り組みを企画し、 SDGs を学び、行動
に移す機会を創出しています。

養豚を中心に、地域と連携した循環型農業に向けた取り組みとし
て、県産主体の飼料用米を餌の原料に使用。飼料用米栽培による
水田機能の維持など、飼料自給率の向上による県内農業の活性化に
取り組んでいます。

SDGsを達成する人づくり

SDGsアクションチャレンジデー

環境保全型・地域資源循環型の農業振興と
 　「安全で安心な作り手の見える農業」の創造

大仙市立大曲南中学校

株式会社ブラウブリッツ秋田

ポークランドグループ

お問い合わせ先  県あきた未来戦略課　☎018-860-1232

SDGsアワード
の詳細はこちら
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温室ハウスでの
農作物の栽培

温水プール

温　泉

足　湯

道路の融雪
（ロードヒーティング）
道路の融雪
（ロードヒーティング）

陸上養殖

木材の乾燥

乳製品加工地熱発電

食品加工

施設の冷暖房

（温度 約100度）
温泉帯水層（温度 約300度）

地熱貯留層

蒸気・熱水
発電使用後の熱水

マグマだまり
数十～数百
メートル

スッポン トラフグ

シイタケ

サンチュ

乾燥野菜

パプリカ

1,000
〜
3,000
メートル

　地熱は、発電のほかにも産業や観光の振興など、さまざまなことに利用
されています。
　私たちが暮らす地面の下にある、見えないけれども身近な地熱。その
利用法や可能性を学んでみませんか。

すごいぞ 地熱
知ろう！ 地熱の可能性

　地表に降った雨や河川の水は、地下に入り込み、マグマの周囲に
ある岩盤の熱によって高温の蒸気や熱水になります。それらが
溜まっている地下深部（地下1,000 〜 3,000メートルくらい）を
「地熱貯留層」といい、地熱発電では、ここから高温の熱水や蒸気
を取り出し、発電所のタービンを回転させて電気を起こしています。
　季節や天候、時間帯に影響されずに、年間を通じて安定的に
発電できます。

　発電で使い終わった熱水は、地中に戻します。熱水を繰り返し
利用するため、地球に優しいエネルギーです。
　また、地下の熱源を利用するため、化石燃料のように枯渇する
心配がありません。

地球に優しい

地熱発電の仕組み
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温室ハウスでの
農作物の栽培

温水プール

温　泉

足　湯

道路の融雪
（ロードヒーティング）
道路の融雪
（ロードヒーティング）

陸上養殖

木材の乾燥

乳製品加工地熱発電

食品加工

施設の冷暖房

（温度 約100度）
温泉帯水層（温度 約300度）

地熱貯留層

蒸気・熱水
発電使用後の熱水

マグマだまり
数十～数百
メートル

スッポン トラフグ

シイタケ

サンチュ

乾燥野菜

パプリカ

1,000
〜
3,000
メートル

温室ハウスでの
農作物の栽培

温水プール

温　泉

足　湯

道路の融雪
（ロードヒーティング）
道路の融雪
（ロードヒーティング）

陸上養殖

木材の乾燥

乳製品加工地熱発電

食品加工

施設の冷暖房

（温度 約100度）
温泉帯水層（温度 約300度）

地熱貯留層

蒸気・熱水
発電使用後の熱水

マグマだまり
数十～数百
メートル

スッポン トラフグ

シイタケ

サンチュ

乾燥野菜

パプリカ

1,000
〜
3,000
メートル

県内ではどのように活用されているのでしょうか？
詳しくは、次のページで
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鹿角市

湯沢市

県内の活用事例

導入が進む地熱発電

暮らしの中の地熱（地中熱）

　県内には鹿角市と湯沢市に、合わせて5つ
の地熱発電所があり、地熱発電導入量の
合計は約13.5万kWで全国第2位です。
新たな地熱開発も複数計画されており、
10年後には17 ～ 18万kWとなる見込み
です。

県内の地熱発電の導入見込み（万kw）

　市街地では、「地中熱」というエネルギーも
利用されています。
　地中熱は、地熱に比べると地下の比較的浅い
部分にある熱で、年間を通じて温度変化が
小さいという性質があります。
　この温度特性を生かし、県内では、道路の
融雪や公共施設の冷暖房などに地中熱を利用
する例があります。

道路の融雪（秋田市） 市庁舎の冷暖房（能代市） 冷暖房排出口

山葵沢地熱発電所（写真提供：湯沢地熱株式会社）

地熱発電導入量全国順位（上位3県）
順位 都道府県 合計出力
第1位 大分県 17.3万kW
第2位 秋田県 13.5万kW
第3位 岩手県 11.1万kW

地熱エネルギーの循環イメージ

令和
4年度末

令和
8年度末

令和
12年度末

令和
16年度末

13.5
15.1

16.6
18.1

0

10

15

20

マグマ

蒸気・熱水

還元
発電

蒸発 雨水

地下水

5

0

10

20

30

月

温度（℃）

地中の温度
（≒平均気温）

気温

冬

夏

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

温度差

温度差
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お問い合わせ先  県エネルギー・資源振興課　☎018-860-2282

さらなる活用に向けて

地域産業への活用

観光地のにぎわい創出

　県内では、乾燥野菜の製造や乳製品の加工など、地域産業に地熱を活用しています。
　温泉水を利用したサンチュやパクチーなどの栽培では、温室ハウス内の暖房や、水耕
栽培ベッド※の加温、ハウス周辺の融雪など、用途もさまざまです。
※水耕栽培に必要な機能を備えた専用の棚

　県内には、全国的にも有名な温泉
が数多くあり、地元の人や湯治客で
にぎわっています。
　温泉地周辺は、足湯を楽しんだ
り、温泉卵を味わう観光客も多く
訪れます。

　県内には豊富な地熱資源があり、500万kWもの地熱発電
ポテンシャルがあるといわれています。
　コスト面や技術面など、さまざまな課題も残されていますが、
地熱は工夫次第で新たな産業や雇用を生み出す可能性を
持っています。
　県では、シンポジウムや勉強会を開催し、地域の皆さんと
共に地熱の活用による地域活性化に取り組みます。

温泉旅館（仙北市）

足湯（湯沢市）

パクチーのハウス栽培（湯沢市） 乾燥野菜の製造（湯沢市） 低温殺菌処理した乳製品（湯沢市）

1月31日開催　地熱シンポジウムinゆざわ
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63621

お知らせ

県議会議員一般選挙への投票を 
お忘れなく！

4月9日（日）は県議会議員一般選挙の
投票日です。皆さんの声を県政に届ける
大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。　
当日都合の悪い方は、期日前投票や不在
者投票をご利用ください。
投票日 4月9日（日）

期日前投票・不在者投票の期間
4月1日（土）～4月8日（土）

※�投票所の場所・時間など、詳しくは市町村
の選挙管理委員会へお問い合わせくだ
さい。
�コンテンツ番号　15273

問 �県選挙管理委員会
☎018-860-1145

忘れるなグラッときたら津波に警戒
平成23年の「東日本大震災」では、津波

により亡くなられた方が14,000人を超え、
昭和58年の「日本海中部地震」では、死者
104人のうち、津波により亡くなられた方は
100人でした。
津波に備え、ハザードマップで浸水域、
避難経路、避難場所を確認しておきましょう。
沿岸部で大きい揺れを感じたら、速やか

に高台に避難しましょう。
問 �県警察本部警備第二課
☎018-863-1111

「秋田河
か

川
わ

メール」を開始します
3月1日から、河川水位や降雨量のメール

配信サービスを開始します。
県内274カ所の水位観測局、158カ所の

雨量観測局の中から配信を希望する観測
局と基準値を事前に登録すると、その基準
値に達した場合にメールが届きます。
ぜひご利用ください。

登録はこちら�→
（3月1日以降
アクセスできます）

※�登録や利用は無料です。通信に要する
費用（パケット代など）は利用者負担となり
ます。
�コンテンツ番号　69992

問 �県河川砂防課
☎018-860-2514

障害者等用駐車区画の利用証を 
交付しています

障害や妊娠、けがなどにより歩行が困難
な方は、利用証を掲示すると、公共施設や
商業施設などに設置されている障害者
等用駐車区画を利用できます。
利用証が必要な方は、交付要件や申請

方法などを確認の上、県地域・家庭福祉課
か最寄りの地域振興局福祉環境部に申請
してください。
詳しくは、美の国あきたネットをご確認

ください。

�コンテンツ番号　20880
問 �県地域・家庭福祉課
☎018-860-1342

養育費の取り決め・ 
確保を支援します

養育費は子どもの健やかな成長のため
に必要不可欠な費用です。県では、離婚後
のひとり親の養育費の取り決め・確保を支
援します。
①費用の助成
公正証書作成、養育費請求調停申立、強
制執行申立、養育費保証契約の手続きに
必要な費用を助成します。
　詳しくは、美の国あきたネットをご覧く
ださい。
申請期限 3月31日（金）
②養育費相談
養育費のお悩みは、一人で抱え込まずに、

ご相談ください。弁護士による法律相談
（1時間無料、要予約）も利用できます。
【養育費相談窓口】
秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
☎018-896-1531
（月～金　8:30～17:00）
�コンテンツ番号　59286

問�県地域・家庭福祉課
☎018-860-1344

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
の譲渡や解体等を行った場合は、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、

早めの手続きをお願いします。
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

県公式ウェブサイト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。情情報報ののひひろろばば
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新たな仕事へのチャレンジを 
応援します！

県立技術専門校では、4月に始まる
離転職者等対象コースの入校生を募集して
います。
訓練科名 実施施設 定員 訓練期間
建設機械運転科 鷹巣校 20人 6カ月
木造建築科 10人 1年
第二種電気
工事士等資格
取得応援科

大曲校 10人 6カ月

募集締め切り 3月16日（木）
申し込み先 お近くのハローワーク
※�施設見学については、各技術専門校に
ご相談ください。
�コンテンツ番号　62313

問�県雇用労働政策課　☎018-860-2301

新県立体育館に関する意見を 
募集します！

秋田の元気を創造する新県立体育館の
基本計画づくりが始まりました。
県民の声を聴きながら有識者による
検討を進めるため、広く意見を募集します。
ご意見は、原文のまま検討委員会に
提示、公表します。個別の回答は行い
ません。
詳しくは、美の国あきたネットをご覧くだ

さい。
募集期間 8月ごろまで
提出方法 電子メール
提出先 sports@pref.akita.lg.jp
�コンテンツ番号　69987

問�県スポーツ振興課
☎018-860-1246

住宅用火災警報器を 
設置しましょう！

住宅用火災警報器は、全ての住宅に
設置が義務付けられています。消防庁の
調査では、設置により死者数は半減し、損害
額は4割減少しています。必ず設置しましょ
う。
また、いざという時にきちんと作動する

よう、定期的に点検し、10年を目安に交換
しましょう。
詳しくは、お近くの消防署へお問い合わせ

ください。
�コンテンツ番号　37276

問�県総合防災課　☎018-860-4565

自転車を安全に利用しましょう！ 
～4月15日は「自転車安全確認の日」～
自転車は車の仲間です。「原則、車道の
左側を通行」「歩道を通行できる場合
（通行可能の標識がある場合等）は、歩行
者優先で車道寄りを徐行」等のルールを
守り、定期的に点検・整備を行いましょう。
4月1日からは、道路交通法の改正により

自転車に乗る人は、ヘルメットを着用する
よう、努めなければなりません。事故に
よる死者の多くは頭部の損傷が原因です。
被害軽減のために着用しましょう。
また、県自転車条例により、自転車損害
賠償責任保険等への加入が義務になって
います。万が一の事故に備え、必ず加入
しましょう。
�コンテンツ番号　58212

問�県県民生活課　☎018-860-1523

催　し

にかほんじょうはるめぐり 
スタンプラリー2023

由利本荘市とにかほ市において、春を感
じられるスポットを巡るスタンプラリーを
開催します。
それぞれの市で2カ所以上、合計4カ所
以上のスタンプを集めて応募すると、抽選
で地元特産品が当たります。全てのスタンプ
を集めると、抽選品が豪華になります！奮って
ご参加ください！

実施期間 4月8日（土）～5月21日（日）
応募締め切り 5月31日（水）

スタンプ設置箇所
○由利本荘市� �本荘公園、道の駅にしめ

（ハーブワールドAKITA）、
八塩いこいの森、道の駅
おおうち

○にかほ市� �にかほ市観光拠点センター
「にかほっと」、土田牧場、
白瀬南極探検隊記念館、
フェライト子ども科学館

応募方法 スタンプ設置箇所に置いてある
応募箱に投函するか、はがきの
郵送（5月31日（水）消印有効）

 コンテンツ番号　57205
問  由利地域振興局（由利地域観光推進機構）
☎0184-22-5432

県立美術館企画展 
藤田嗣

つぐ

治
はる

が愛したものたち
藤田嗣治は、生涯さまざまなものを収集

し、愛着を持って自らの手元に置きました。　
本展では、それらの収集品をモチーフ

とした作品や、平野政吉に譲渡された中南米
の収集品などを中心に紹介します。
日時 1月28日（土）～4月16日（日）

10：00～18：00（最終入場17：30）
※3月13日（月）～3月22日（水）は休館

会場 県立美術館（秋田市）
料金 一般310円　大学生210円　シニア
（70歳以上）280円　高校生以下無料

 コンテンツ番号　69909
問 県立美術館　☎018-853-8686
県教育庁生涯学習課　☎018-860-5183

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」

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」

第２・４金曜日
7:50　エフエム秋田

ラジオ「秋田県からのお知らせ」 Twitter Facebook

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。

県政広報
のご案内
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▲�「�まんぷくすらり」は主にオンライン
ショップで購入可能

◀�「�まんぷくすらり」と「あきたこまち」で作った
商品「カラダ想いのきりたんぽ」

進化する秋田のお米
　秋田県立大学の藤田教授が秋田県農業試験場
などとともに開発したお米「まんぷくすらり」は、
健康効果が期待できるお米です。
　高レジスタントスターチ米といわれる「まんぷく
すらり」は、食物繊維と似た働きを持つ消化しにくい
でんぷん（難消化性でんぷん）が、あきた
こまちの約10倍高いのが特長です。
そのため、腹持ちが良く、満腹感が

得られるほか、食後の血糖値の上昇
抑制作用、腸内環境の改善、整腸などの効果も期待できます。
　精米での販売をはじめ、健康に役立つ食品への応用も注目
されています。「新たな用途を生む高付加価値米を開発すること
で秋田の農業を活性化したい」と話す藤田教授は、自らベン
チャー企業を立ち上げ、商品開発や販売、販路拡大にも着手。
秋田の未来を変える挑戦が始まっています。

全てに春よ来い！
「冬来たりなば春遠からじ」という言葉があり
ます。
この言葉は、イギリスの詩人シェリーの詩

「西風の賦」の一節で、つらい時期を耐え抜けば
幸せな時期は必ず来るという例えで、一般的には
長い冬を耐えて春を待つ気持ちの表現として
用いられる言葉です。
雪は貴重な水資源に変わることから、農業

生産や環境保全に不可欠で、また、南国の方には
新鮮な観光資源となり、多様なウインタースポーツ
ができることなどから、冬と雪はトータルとして
は必要なものと言えます。
しかし、理屈では雪の効用を理解しつつ、雪国

では、除排雪、屋根の雪下ろし、農業の被害防止
などに莫

ばく

大
だい

なエネルギーを費やし、やはり春を
待ち遠しいと思う心は自然なことと思います。
近年は、これに加え、3年越しの新型コロナ

ウイルス感染症による社会経済活動の停滞、昨年
初頭からのロシアのウクライナ侵略の影響による
燃料価格や各種資材、食料価格等の高騰など、
雪よりも我々の生活を冷やす事柄が生じ、春に
変わる時期も見通せない状況です。
「全てに春よ来い！」、春の陽光とともに、これ
らの事柄全てに春が訪れることを、強く願うばかり
です。




