
◆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内（秋田市山王）の避難者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の情報交換・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研修会等の開催
支援者を対象とした研修会等を開催し、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。

◆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。

令和４年度 被災者支援班の主な事業

４月から総務課長になりました信田（しだ）と申します。
皆様が、安心して日常生活を送ることができるよう、また、コロナ禍にあっても、つ
ながりを深めることや秋田の文化に一層親しんでいただけるよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願いします。
令和４年４月１２日 秋田県総務部総務課 課長 信田 真弓

はじめまして。和田と申します。総合防災課から異動してまいりました。
コロナ前の交流に戻るにはまだ時間がかかりそうですが、一つ一つのご縁を大切
に皆様が安心して生活を送れるよう、少しでもお役に立ちたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
令和４年４月１２日 秋田県総務部総務課 政策監 和田 聡

はじめまして。前任の三浦に替わり、この４月から担当させていただきます佐藤と申
します。東日本大震災発生の記憶は、今でも心に強く残り続けています。皆様とのつな
がりを育み、気持ちよく日々を過ごしていただけるよう、心がけていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

令和４年４月１２日 総務課被災者支援班 主査 佐藤 江里

はじめまして。この４月に被災者支援班に異動してまいりました田澤と申します。
交流事業やイベントなどを通じてお話を伺いながら、皆様に安心して過ごしていただ
けるよう、サポートをさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いし
ます。
令和４年４月１２日 総務課被災者支援班 主幹（兼）班長 田澤 毅
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開 館 日 水・木・金曜日 土曜日（第２・第４）

開館時間 午前９時半～午後４時半

場 所 秋田市山王中島町１－１
（秋田県生涯学習センター３F）

℡

ゆずります

・折りたたみ式ベビーカー（コンパクトサイズ）
・そろばん
・鉛筆（柄は色々あります）
・こども名作全集（全１４巻）

・自転車（低学年用）サビあり。
（整備してからお乗りください。）

譲りたいものがある方は、交流センターに写真をお持ちいた

だくか、被災者支援班

Ｅ-mail：hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp まで画像デ
ータをお送りください。

◆ 問い合わせ先

秋田県総務課 避難者支援班

TEL ０１８－８６０－４５０４

避難者交流センターには相談員が当番制で在室しております。

当番相談員は裏表紙のカレンダーでお知らせしています。お気軽にお立ち寄りください。

「ゆずります」「ゆずってください」両方の声を避難者交流センター内に掲示し、譲り合いのお手伝い

をしています。

・自転車（２６インチ） ２台
・ベビー服

ベビー用品
・八橋小学校体操着
（１５０㎝以上）

・冬用ブーツ（２０㎝～）
・冬用ブーツ（２８㎝）

・スキー用手袋
女の子用

・スキー用手袋
男の子用（４歳～）

・スニーカー（２０㎝～）
男の子・女の子用

・スニーカー（２７～２８㎝）
・洋服（１３０㎝以上）
男の子・女の子用

・洋服
男性用 Lサイズ

全１４巻

ゆずってください

ついでの時、思い出した時など、

気軽にお越し下さい。ちょっとし

た休息のつもりで、お越しくださ

い。

（菊地）

悩んでいることありませんか？些

細なことでもお気軽にご相談くだ

さい。話すことで気持ちも楽にな

りますよ！

（只野）

秋田の情報などを、お伝えしていけ

ればと思っています。また、皆さん

が知りたいこと、伝えたいことなど

ありましたら、お気軽にご連絡くだ

さい。 （矢澤）
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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。

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４年 ４月２１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４年 ４月１４日（木).２１日（木).２８日（木）

５月１２日（木).１９日（木).２６日（木）
午後１時～４時 お好きな時間にお越しください。

『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♪

これまでの累計４１１６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!!

・イベント開催にあたっては、少人数、距離の確保、換気を行うなど、感染防止対策を徹底してまいります。不織布マスクの着用や手指

消毒に御協力をお願いします。

・当日体調不良等の症状のある方は、参加をご遠慮ください。

・状況によりイベントを中止させていただく場合があります。中止の場合、参加申し込みをされた方には電話連絡いたします。

こころの寄り添い事業

４月 保健師相談会

保健師が
お待ちしています

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。

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。

【開 催 日 時】令和４年 ４月２１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。
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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！

大仙
フレ
ンズ
より

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。参加者同士、おしゃ

べりをしたり楽しい時間を過ごしませんか。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内１Ｆ（横手市条里二丁目２番５２号）

【開催日】令和４年 ４月１５日（金）
ハンドメイド・おしゃべりサロン

【時 間】午前１０時～午後３時

【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

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）

TEL；090-9670-2852 FAX；0187-42-8645

「はぴねす大仙」
大仙市幸町 2-70
電話 0187-88-8722

はぴねす大仙

いまだにおとろえを見せない、大仙保健所管内の感染状況ですが、しっかりと感染
防止対策をして、今年度も開催の維持に努力してまいります。

【４月の交流サロンの日】

【日 時】 令和４年 ４月２４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】 「折り紙」教室

今年も行います大曲駅連絡通路の展示
多くの皆さんのご協力と参加、お待ちいたします。

【昼食費】 大人 200 円（小学生以下無料）

「あれから 11年‼今でも変わらない、つながる想い‼」
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全国避難者情報システムについてのお願い

お住まいの市町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。

▶各市町村の窓口（連絡先） 全国避難者情報システムに登録している情報を変更したい旨をお伝えください。

▶届出が必要なケースについて（住民票の異動とは別に届出が必要です。）

①転居等により、避難先を移される（された）時
→ 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。

※居住市町村が変わる場合は、現在お住まい（転居前）の市町村への｢登録内容変更｣

に加え、転居後の避難先市町村に｢新規登録｣の連絡が必要です。

②避難元に戻る、避難先に定住する等により、避難を終了される（された）時
→ 避難先（現在お住まい）の市町村へ「登録解除」の連絡をしてください。

◇ご不明な点がございましたら、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 市民福祉部 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 危機管理室 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

（令和３年度現在）
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4/

3
4 5 6 只野相談員 7 菊地相談員 8 矢澤相談員 9 只野相談員

【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）

10 11 12 13 菊地相談員 14 只野相談員 15 矢澤相談員 16

【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・湯沢交流サロン」

※保健師相談会

※ハンドメイド講座

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】

17 18 19 20 矢澤相談員 21 只野相談員 22 菊地相談員 23 矢澤相談員

【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
「お茶ゃっこタイムいいねが」

13:30～15:30

（避難者交流センター）

24 25 26 27 菊地相談員 28 矢澤相談員 29 昭和の日 30

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

※保健師相談会

※折り紙教室

10：00～15：00

（はぴねす大仙）

【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】 【避難者交流センター休館日】

5/

1

2 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6 7

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和 4年 ４月 １２日 第１２５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

１月から３月まで、今年の重大ニュースに選ばれる

ような事が続き、あっという間に４月を迎えました。

季節も春になり、「お花見」などもうすぐ楽しめるよ

うになって来ました。

桜の花は、実家に八重桜の樹があったので、白いソメ

イヨシノの桜よりも、濃いピンクの八重桜に懐かしさ

を感じます。

もうすぐ訪れる春の季節を楽しみたいと思います。

（菊地）

フリー
トーク

5月 10日まで休館
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