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◆東日本大震災避難者支援事業
①避難者戸別訪問等
皆さまのご家庭などに避難者支援相談員が訪問し、避難元への帰還や秋田県内への定住をお考えの方へ具体的

な情報提供を行うほか、生活支援、就労支援についてお手伝いをしていきます。
②避難者交流センターの運営
秋田県生涯学習センター（秋田市山王）にある交流センターを運営し、気軽に集える場を提供します。

③各種交流会の開催
避難元自治体職員と情報交換・交流会の他、様々なニーズに応じた交流会を開催します。

④支援情報紙の発行
毎月１回「スマイル通信」を発行し、様々な情報の提供を行います。

⑤保健師等による戸別訪問・健康相談等
保健師等がこころや体、日常生活に不安を抱えている方のご相談に応じます。

⑥研修会や講演会の開催
支援者を対象とした研修会、避難されている方を対象とした講演会を開催し、支援の充実を図り、よりよい生
活を過ごす為のお手伝いをします。
⑦関係団体・行政との連携推進
他の自治体やＮＰＯなどの支援団体と連携し、生活する地域に根ざした支援の充実を図ります。

◆県内避難者生活再建支援事業
平成２８年度以降応急仮設住宅等に入居していた方が、秋田県内の新たなお住まいへ引っ越しする場合の

費用を補助します。（対象者には別途通知しております。）
◆被災者用民間賃貸住宅借上事業

災害救助法に基づく応急仮設住宅（みなし仮設住宅）
の提供と管理を行います。

はじめまして。前任の伊藤に代わり、この４月に異動してまいりました永須厚子
（えいすあつこ）と申します。
このスマイル通信や交流会等によるつながりを大切に、皆さまに安心して生活し

ていただけるよう、サポートさせていただきます。よろしくお願いします。
令和３年４月１３日 総務課被災者支援班 副主幹（兼）班長 永須 厚子

はじめまして。総務課 荻原と申します。今年度からお世話になります。
なかなか終わりが見えない新型コロナウイルス。今年度も交流事業やイベントに

影響が出る可能性がありますが、少しでも皆様方のお役に立てるよう、工夫をして
いきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
令和３年４月１３日 秋田県総務部総務課 政策監 荻原 由美子

～ お 問 合 せ 先 ～
〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

秋田県庁２階
秋田県 総務課 被災者支援班

℡ 018-860-4504（平日 8:30～17:15）

令和３年度 被災者支援班の主な事業

はじめまして、４月から総務課長になりました、菅生と申します。
４月から、これまでの企画振興部被災者支援受入室から総務部総務課被災者支援

班と組織が変わりました。体制が変わっても、これまで通り、皆さまが安心して生
活を送ることができるようお手伝いさせていただきますので、引き続きよろしくお
願いします。
令和３年４月１３日 秋田県総務部総務課 課長 菅生 淑子
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開館日：水・木・金曜日 土曜日（第２・第４）
（祝日・生涯学習センター休館日は休館します）

開館時間：午前９時半～午後４時半

住 所：秋田市山王中島町１－１（秋田県生涯学習センター３F）

℡ ：

県児童会館
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交流センターで閲覧できます

避難者交流センターは、４名の相談員が当番

制で在室しております。

裏表紙のカレンダーにて当番相談員をお知ら

せしています。お気軽にお立ち寄りください。

【新聞】
岩手日報・河北新報

福島民友・福島民報

＊岩手日報の震災 10
年特別号外もあります

【広報誌】
（福島・宮城・岩手）

＊福島は市町村の広報

誌もあります。

【秋田県内情報】

【秋田県情報誌】

【貸出図書】

【おたがいさま掲示版】
（＊譲りたい物・譲ってほしい物を提示）

【就職支援情報】
＊最新のハローワーク求人情報

（フルタイム・パートタイム）

＊職業訓練情報（毎月更新）

＊就職活動支援セミナーのお知

らせ

【住まいの情報】
＊県営・市営住宅の空き室情報

（毎月更新）

＊住宅支援の情報

【各種相談窓口、

支援団体の紹介】

遠方の方や、交流センターを訪れる

ことが難しい方も、お電話でお気軽にご

相談ください。

「ただ話を聴いてほしい」

「ちょっと誰かと話したくなった」

などのお電話でも大丈夫です。

震災 10 年

を振り返っ

た各県の

特集号も

あります

【土曜日の開館について】

◎4月は全土曜日 休館します。

◎5月からの開館日は 第 2・第４土曜日 を開館します。

【ＧＷ休館日のお知らせ】
◎4月２４（土）～5月 11 日（火）まで休館します。
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全国避難者情報システムについてのお願い

今お住まいの市町村に届け出されている

「全国避難者情報システム」の情報に変更など

ございませんか？

「全国避難者情報システム」とは、避難された方から、避難先の市町村へご自身

に関する情報を任意にご提供いただき、その情報を避難元の県や市町村へ提供す

ることで、避難されている方へ様々な情報提供等を行うシステムです。

※この「スマイル通信」は提供された情報に基づき送付しています。

【連絡先市町村一覧】（※令和２年度現在）

□ 姓や住所、連絡先等が変わる
→ 避難先（現在お住まいの）市町村へ

「登録内容変更」の連絡をしてください。

□ 避難先の市町村が変わる
→ ①今までお住まいだった市町村へ

「登録解除」の連絡をしてください。

②新たな転居先の市町村へ

「新規登録」の連絡をしてください。

□ 避難を終了する
→ 登録している市町村へ

「登録解除」の連絡をしてください。

※ご不明な点などございましたら秋田県総務課被災者支援班

（０１８－８６０－４５０４）までお問い合わせください。

市町村名 担当部署 電話番号

秋田市 総務部 防災安全対策課 018-888-5434

能代市 市民福祉部 福祉課 0185-89-2152

横手市 市民生活部 生活環境課 0182-35-4099

大館市 総務部 危機管理課 0186-43-7100

男鹿市 総務企画部 総務課 0185-24-9113

湯沢市 市民生活部 くらしの相談課 0183-73-2115

鹿角市 総務部 総務課 0186-30-0299

由利本荘市 総務部 危機管理課 0184-24-6238

潟上市 総務部 総務課 018-853-5301

大仙市 総務部 総合防災課 0187-63-1111

北秋田市 総務部 総務課 0186-62-6602

にかほ市 総務部 防災課 0184-43-7504

仙北市 総務部 総務課 0187-43-1111

三種町 福祉課 0185-85-2190

八峰町 総務課 防災まちづくり室 0185-76-4666

美郷町 総務課 0187-84-1111

羽後町 総務課 0183-62-2111
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ゆっくりと雑誌を読んだり、編み物や裁縫に熱中したり、おしゃべりを楽しんだり、各々好きなことを

して過ごしています。

交流センターには毛糸やかぎ針、裁縫道具やミシンもあります。

どうぞお気軽にお立ち寄りください(^_^)

【 開 催 日 時 】 令和３年４月２２日（木） 午後１時３０分～３時３０分

【 参 加 料 】 無料
【サークル名】 お茶っこタイム「いいねが♪」

令和３年 ４月 ８日（木）．１５日（木）．２２日（木）
５月１３日（木）．２０日（木）．２７日（木）

午後１時～４時 お好きな時間にお越しください。

支援相談員と一緒にぞうきんを縫いませんか？

皆さまに心を込めて作っていただいたぞうきんは、被災３県などにお届けしています。
どうぞお気軽にご参加ください。

※『いいねが♪』は秋田弁で「いいじゃない♪」を意味します。

好きなことをして過ごしましょう♪

こころの寄り添い事業

４月 保健師相談会

秋田県避難者交流センターにて、保健師による『こころの寄り添い相談会』を開催しています。
相談内容は厳守しますので、安心してご利用ください。

保健師が
お待ちしています

【開催日時】令和３年 ４月２２日（木）午後 1時～４時
【相 談 員】在宅保健師（ゆずり葉の会） ※ 終了時間の３０分前までにお越しください。

※ 静かにお話ししたい方には、個室をご用意します。

皆さまが毎日を快適に過ごせるように、健康相談や子育てに関する相談など
を行っています。その場で血圧測定もでき、生活の相談にも丁寧に応じます。

これまでの累計 枚！

心のこもったぞうきんは、たくさんの方のお役に立っています。

多くの方のご参加をお待ちしています!!
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保健師による相談会も開催します！健康に不安なこと、保健師にご相談ください！

保健師による相談会も開催します！健康に不安なこと、保健師にご相談ください！

避難されてきた方同士、ふるさとへの思いを語り合ったり、また地域の支援サポーターから情報を得たり、
県南区域で安心した生活を送るお手伝いをします。
みなさまのご来場をお待ちしております。

【会 場】横手市高齢者センター１Ｆ（横手市条里二丁目２番５２号）
【開催日】令和３年４月１６日（金）午前 10時～午後 3時 おしゃべりサロン

【お問合せ先】事務局 秋田県南 NPO センター（担当 今） 〒013-0046 横手市神明町 1-9
TEL 0182-33-7002（毎週木曜日休館） FAX 0182-33-7038 メール konkon@biscuit.ocn.ne.jp

みなさんの健康を考え支援活動をしている

在宅保健師等「ゆずり葉の会」をご紹介します♪

保健師として活動してきた方が、地域とつながり、皆さんの健康のため地域保健推進

活動をして見守っています。秋田県内全域にゆずり葉の会会員保健師がおります。
避難者交流センター（秋田市）、交流サロン in 大仙市（大仙市）、横手・湯沢避難者

交流サロン（横手市）での保健師相談会にて、参加者の血圧測定や健康相談を行ってい

ます。その他、会場へ来られない方へ家庭訪問をし健康をサポートしています。保健師
の家庭訪問をご希望の方は、下記までご連絡ください。日程調整のうえ、保健師が家庭

訪問致します。

秋田県在宅保健師等
ゆずり葉の会

気軽に相談できます！
いざという時に頼れる保健師です！

総務課 被災者支援班
TEL ０１８－８６０－４５０４

健康診断の結果で

要検査に･･･。話を
聞いて欲しい・・・。

食事制限が

あって、相談

したい・・・。

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）
TEL 090-9670-2852

「はぴねす大仙」
大仙市幸町 2-70
電話 0187-88-8722

はぴねす大仙

被災した方々のいろいろな状況を考えると、10 年と言う言葉で簡単に区切ることはできないと思
います。「大仙サロン」は、今年度も継続する予定です。

【4月の交流サロンの日】

【日 時】 令和 3年 4 月 25 日（日）
午前 10 時～午後 3時

【場 所】 地域交流センター「はぴねす大仙」
【内 容】 「茶話会」を予定しています。「交流サロン」の

計画を皆で考えたいと思います。
‼是非、ご参加ください

【昼食代】 大人 200 円（小学生以下無料）

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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市町村 問い合わせ先 電話番号 体験

助成

引越

助成

住宅

助成

空き家

バンク
◎主な移住・定住支援制度

県

北

エ

リ

ア

鹿角市 総務部企画課 鹿角ライフ促進班 0186-30-0208 ○ ○ ○ ○ 引越費用最大 9万円補助

小坂町 総務課 企画財政班 0186-29-3907 ○ ○ ○ 固定資産税 5年間減免

大館市 観光交流スポーツ部 移住推進係 0186-43-7149 ○ ○ 商品券 世帯上限 30万円

北秋田市 総合政策課 移住・定住支援室 0186-62-8002 ○ ○ ○ ○ 中学生まで医療費無料

上小阿仁村 総務課 企画班 0186-77-2221 ○ ○ ○ 小中学校給食費全額免除

八峰町 企画財政課 企画係 0185-76-4603 ○ ○ 町の物件家賃最大 3万 5千円

藤里町 総務課 0185-79-2111 ○ ○ ○ ○ 高校卒業まで医療費無料

能代市 移住定住相談窓口 0185-89-2163 ○ ○ ○ ○ 奨学金返還助成

三種町 企画政策課 企画係 0185-85-4817 ○ ○ 高校生まで医療費無料

県

中

エ

リ

ア

男鹿市 企画政策課 移住定住促進班 0185-24-9122 ○ ○ ○ 本市下見交通費を助成

大潟村 総務企画課 企画財政班 0185-45-2111 ○ ○ 25万円商品券（最大 4人）

五城目町 まちづくり課 018-852-5361 ○ ○ 移住者先輩による企業支援

八郎潟町 産業課 018-875-5803 ○ ○ 就職支援金交付

井川町 総務課 018-874-4411 ○ ○ 高校生まで医療費無料

潟上市 企画政策課 企画政策班 018-853-5302 ○ 空き家最大 40万円助成

秋田市 人口減少・移住定住対策課 018-888-5487 ○ ○ ○ ○ 生活必需品などの費用補助

由利本荘市 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 ○ ○ ○ ○ 中学生まで医療費無料

にかほ市 商工政策課 ふるさと創造班 0184-43-7600 ○ ○ ○ 定住奨励金最大 100万円

県

南

エ

リ

ア

大仙市 移住・定住総合支援室 0187-63-1111 ○ ○ ○ ○ 創業費用一部支援

仙北市 地方創生・総合戦略室 0187-43-3315 ○ ○ 固定資産税 3年間助成

美郷町 商工観光交流課 交流・商工班 0187-84-4909 ○ ○ ○ 企業経費最大 200万助成

横手市 総務企画部 経営企画課 0182-35-2164 ○ ○ 改修費最大 100円補助

湯沢市 協働事業推進課 0183-55-8274 ○ ○ 奨学金返還一部助成

羽後町 企画商工課 0183-62-2111 ○ ○ 住宅所得推奨金最大 100万

東成瀬村 企画課 0182-47-3402 ○ 商品券一人上限 5万交付

移住・定住 市町村ガイド

秋田県２５市町村には、それぞれに移住・定住に向

けた支援制度があります。秋田県移住ガイドブック

「秋田暮らしはじめの一歩」でどんな

サポートや特典があるかチェックで

きます。

＊秋田暮らしの魅力紹介

＊秋田への移住を

考え始めたら・・・

＊住まい探しをお手伝い！

＊移住体験住宅のご案内

体験ツアーや、６ヶ月以内の
入居期間のある体験メニュー
など、市町村に問い合わせで
きます。

体験助成・・・移住体験に要する交通費や滞在費等の助成があります。
引越助成・・・引っ越しに要する費用の助成があります。
住宅助成・・・住宅の購入費用やリフォーム費用の助成があります。

空き家バンク・・・空き家バンク制度を整備しています。
＊助成対象の詳細については各市町村にお問い合わせください。

【移住相談窓口】

（公財）秋田県ふるさと定住機構

TEL ０１８－８２６－１７３１

＊秋田県移住ガイドブック「秋田暮らし」は交流センターにもあります。

欲しい方には郵送いたしますのでお問い合わせください。 秋田県総務課被災者支援班 018-860-4504
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2,229 羽の折り鶴のご協力、大変にありがとうございました。

みなさまからの心のこもった折り鶴で「大輪の花火」を咲かせることが出

来ました。

折り鶴と共に近況報告やみなさまの想いを書いていただき、「折り鶴花

火」を通してみなさまとつながることが出来、嬉しく思っております。

みなさまからのお便り、また支援者の方々の応援も心から感謝いたします。

一羽一羽手に取りながら制作させていただき、3.11 には、それぞれの思

いが大切な人に届くよう、そしてたくさんの想いがまた「明日」へ

つながっていくことを願いながら展示させていただきました。

「3.11 語り継ごう in あきた慰霊祭」

折り鶴花火展示「明日へのエール」

題字は加藤有久さん（南相馬出身）

が書いてくださいました。

支援者のみなさまから

届いた応援メッセージです

（写真撮影・提供 秋田パドラーズ 山内 宏さん）

展示期間を延長して遊学舎

に、当面の間展示されてありま

すので、ぜひ機会がありました

ご覧ください♪

～ご報告～

完成したカラー版「折り鶴花火」も別紙

添付しました。（山内さん撮影）

県のホームページ「スマイル通信」でも

ご覧になれます。

秋田県被災者支援班
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4/

4
5 6 7 石川相談員 8 菊地相談員 9 只野相談員 10

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

【避難者交流センター休館日】

11 12 13 14 菊地相談員 15 只野相談員 16 石川相談員 17

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

「横手・湯沢避難者

交流サロン」

※保健師相談会

10:00～15:00
（横手市高齢者センター）

【避難者交流センター休館日】

18 19 20 21 石川相談員 22 只野相談員 23 菊地相談員 24

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「保健師による定期相談会」

「ちくちくの会」

13:00～16:00
「お茶っこタイムいいねが」

13:30～15:300

（避難者交流センター）

【避難者交流センター休館日】

25 26 27 28 29 昭和の日 30 5/

1
【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

《茶話会》

＊保健師相談会

10：00～15：00

（はぴねす大仙）

2 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6 7 8

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和 ３年 ４月 １３日 第１０３号

秋田県総務部総務課被災者支援班

〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

電話 ０１８－８６０－４５０４

E-mail：hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp

フリー
トーク

４月２４日から５月１１日まで休館

５月１１日まで休館

冬も終わり、桜の季節となりました。特に今年

の冬は厳しかったので、春が待ち遠しかったとこ

ろです。しかし、すでに桜が満開となっている地

域もあるとのことで、春よ行ってしまうのは早す

ぎないか、遠き春がまぶた閉じればそこにという

心境は、これのことかと感じました。

昨年４月のスマイル通信に目をやると、フリー

トークに新型コロナウイルスのことがありまし

た。未だこのウイルスの話題が途切れませんが、

早く収まることを願います。

（三浦）


