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令和２年度 被災者受入支援室の主な事業

◆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
避難元自治体職員を招いての情報交換・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専門家による個別訪問・健康相談等
専門家（医師、臨床心理士、在宅保健師、社会福祉士、精神保健福祉士）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を行い、避難されている方への支援の充実を図るほか、避難されている方を対象とし
た講演会を開催し、将来への不安を解消するお手伝いをします。
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。前任の福田に替わり、この４月から被災者受入支援室へ異動となりました
三浦と申します。

少しでも皆さんの不安や心配事を払拭できるように努めて参りますので、どうぞよろしく
お願いします。

令和２年４月１４日 被災者受入支援室 主任 三浦 史豊

秋田市では例年より１０日も早く開花宣言がだされましたが、今年の桜は「１日も早く新型コロ
ナウイルスが終息してほしい」そんな思いで眺めることになりそうです。

皆さま、はじめまして、４月から被災者受入支援室長になりました嘉藤と申します。
先月、岩手県大槌町の小中一貫校で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小して
卒業式が行われたという新聞の記事を目にしました。これは、９年前の震災で小学校の入学式

ができなかった子どもたちのために、「卒業式だけは・・・・」という先生たちの強い思いで
実現されたようです。誇らしげに卒業証書を手にしている子どもたちの晴れ晴れした表情から
は、支えてくれた家族や地域の人たちへの感謝の気持ちが伝わってくるようでした。

４月はそれぞれ新たなスタートをきる時期。このスマイル通信も１０１号からのスタートとなります。職員一

同、気持ちを新たに、皆さまが安心して日常の生活が送れるように引き続きお手伝いさせていただきますので、ど
うぞよろしくお願いします。

令和２年４月１４日 被災者受入支援室 室長 嘉藤佳奈子
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開館日：

他、生涯学習センター休館日も休館します

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）

℡ ：

秋田県避難者交流センターをご利用ください。

県児童会館

みらいあ

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

・新聞（岩手日報・河北新報・福島民友・福島民報）

・広報誌
・各種書籍（貸出図書あります）
・ネットワーク無線 LAN(Wi-Fi)
・秋田の情報誌 ・キッズスペース

・おたがいさま掲示板（譲りたい物、譲って欲しい物を掲示）

センターで閲覧可能なもの

【重要】GW 臨時休館のお知らせ４月２６日～５月６日まで休館します。

今後の状況によって変更の可能性がありますので、インターネットで「秋田県被災者受入支援室」

と検索していただくか、被災者受入支援室にお電話(018-860-4504)でお問い合わせください。

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。

裁縫が得意です♪

小物入れやマスク

など一緒に作りま

しょう！

（只野相談員）

夏は海やキャンプ、

冬は雪山など県内情

報をお伝えします。

（松田相談員）

猫好きさんへ。県内

の猫とふれあえるス

ポットなどなど知り

たいかたはぜひ！

（菊地相談員）

はじめまして。石川みどりと

申します。皆さんとお会いで

きることを心待ちにしていま

す。どうぞよろしくお願いい

たします。最近の趣味はギタ

ー（初心者）♪一緒に音楽を楽

しみましょう。

（石川相談員）
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今年度も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』を開催します！

残念ながら今月の相談会は、新型コロナウィルス感染拡大を防ぐためにお休みします。

また、今後の開催についてスマイル通信でお知らせしますが、状況により急遽開催中止

となる場合もありますのでご了承ください。

保健師相談会は、避難者の皆さまの心身の悩みを相談できる場所です。

県内の相談内容は厳守しますので、安心してご利用ください。

令和２年 ４月 ９日（木）．１６日（木）．２３日（木）

５月 ７日（木）．１４日（木）．２１日（木）．２８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お茶を飲みながら、ゆっくりと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。
ぞうきんの他にも「タオルずきん」「タオルで作るあずま袋」も作ることができます♪
材料はこちらで準備します。どうぞお気軽にご参加ください。

こころの寄り添い事業

４月 保健師相談会

はお休みします

４月・５月 ちくちくの会

ゆっくりと雑誌を読んだり、編み物や裁縫に熱中したり、お茶を飲みながら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。

普段の忙しさから抜け出して、一緒に穏やかな時間を過ごしましょう。

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(^_^)

４月 「お茶っこタイム」
はお休みします！

感染拡大を防ぐために今月はお休みします。

今年度も開催しますので興味のある方はご参加

ください♪次号スマイルで確認ください。
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同時に保健師による相談会も開催します！～ご自身の体調管理をしましょう。

交流サロン（in 大仙市）

横手・湯沢避難者交流サロンは６月から開催します♪

■掲示板

☆東日本大震災による避難者を支援する秋田県南連絡協議会からのお知らせ

【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

県南地域にお住まいの方が集える交流サロンです。
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、
県南地域で安心した生活を送るお手伝いをします。参加された皆さまが楽しめる講座も開催しますので、ど
うぞ、お気軽にお越しください！

今年度は毎月開催ではありません。
また、開催時も以前と会場を変えて開催する予定です。

開催日や会場は、スマイル通信で確認ください。

折り紙教室

茶道教室

ハンドメイド

主 催：東日本大震災による避難者を支援する秋田県南連絡協議会

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

現在は、横手市内２会場、湯沢市内１会場（各会場週１回）にて、ボランティア講師による「子ども向け
学習支援」を行っています。県南にお住いの方を対象に小・中・高校生が参加しています。授業の予習・
復習の解説やプリント等による学習を個人の希望に合わせておこなっております。また、長期休みの宿題
に関する内容もおこなっています。ぜひご利用ください。

「あれから 10年！これからも続くよ、みんなの輪！

お知らせ
4月から新規一転の思いで「交流サロン」の開催のために準備をしていましたが、国の方針等を考えます

と、今は我慢の時ではないかとの判断に下りました。誠に申し訳ありませんが、4月の交流サロンは、お休
みといたします。来月は、晴れて開催できることを願っています。

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）
TEL 090-9670-2852

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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秋田県内でお住まい・お仕事をお探しの方へ

秋田県営住宅へ入居を希望される方で、下記に対象となる

世帯は、次のとおり優遇措置が適用されます。

なお、入居する際は所得状況に応じ家賃等がかかります。

詳しい内容については、申込窓口にお問い合わせください。

〔主な優遇措置〕

入居決定に係る公開抽選の優遇について

対象となる方は、公開抽選における当選確率が２倍に引き上げとなります。

○ 秋田県営住宅のお問い合わせ、入居の申し込み先は次のとおりです。

美の国あきたネット
「組織別一覧」→「建設部」→「建築住宅課」→「県営住宅の空き家情報」

県営住宅

（改良住宅）所在地
問い合わせ先 住 所 電話番号

秋田市・男鹿市・潟上市
（一財）秋田県

建築住宅センター

〒010-0001

秋田市中通２丁目３−８

アトリオンビル５Ｆ

018-836-7850

大館市・能代市
北秋田地域振興局

建設部建築課

〒018-3393

北秋田市鷹巣字東中岱７６−１
0186-63-2531

由利本荘市・にかほ市
秋田地域振興局

建設部建築課

〒010-0951

秋田市山王４丁目１－２
018-860-3490

大仙市・横手市・湯沢市
仙北地域振興局

建設部建築課

〒014-0062

大仙市大曲上栄町１３－６２
0187-63-3124

支援対象避難者世帯＝「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者（東日本大震災当時、福島県の

対象地域にお住まいだった方）

※「居住実績証明書」の申請等や必要な場合は、避難元市町村へお問い合わせください。

高齢者世帯 ＝ 申込者又は同居者が、65歳以上の世帯

障がい者世帯 ＝ 申込者又は同居者が、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者、戦傷病者若

しくは難病患者等の世帯

母子・父子世帯 ＝ 申し込まれる方がひとり親（配偶者のいない方）で、同居者がその子供（20

歳未満の子を含むこと）のみの世帯など

結婚・子育て世帯＝ 結婚 5年以内の世帯、中学卒業までの子を 2人以上扶養している 4人以上の世

帯など
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■掲示板

実施

時期
訓練科名 定員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

５月
介護職員初任者研修科 15名 大曲技術専門校 横手

令和２年 ５月２０日(水)～

令和２年 ８月１９日(水)

令和２年 ３月２３日(月)～

令和２年 ４月２３日(木)

パソコン初級科 15名 鷹巣技術専門校 能代
令和２年 ５月２７日(水)～

令和２年 ８月２６日(水)

令和２年 ３月２６日(木)～

令和２年 ４月２３日(木)

６月
テクニカルオペレーション科 15名 ポリテクセンター秋田 －

令和２年 ６月 ２日(火)～

令和２年 １１月２７日(金)

令和２年 ３月３０日(月)～

令和２年 ４月２３日(木)

パソコン初級科 15名 大曲技術専門校 湯沢
令和２年 ６月１０日(水)～

令和２年 ９月 ９日(水)

令和２年 ４月１４日(火)～

令和２年 ５月１４日(木)

介護職員初任者研修科 15名 鷹巣技術専門校 大館
令和２年 ６月１１日(木)～

令和２年 ９月１０日(木)

令和２年 ４月 ９日(木)～

令和２年 ５月１４日(木)

パソコン初級科 20名 秋田技術専門校 秋田
令和２年 ６月１７日(水)～

令和２年 ９月１６日(水)

令和２年 ３月２５日(水)～

令和２年 ５月１２日(火)

医療事務実務科（デュアル） 15名 大曲技術専門校 大仙
令和２年 ６月１８日(木)～

令和２年 １０月１９日(月)

令和２年 ４月２０日(月)～

令和２年 ５月２０日(水)

介護実務者研修科 15名 大曲技術専門校 大仙
令和２年 ６月２４日(水)～

令和２年 １２月１５日(火)

令和２年 ４月２７日(月)～

令和２年 ５月２７日(水)

7月 電気設備技術科 13名
ポリテクセンター秋田 －

令和２年 ７月 １日(水)～

令和２年 １２月２５日(金)

令和２年 ５月 ７日(木)～

令和２年 ５月２９日(金)ビル管理技術科 15名

パソコン初級科 10名 鷹巣技術専門校 北秋田
令和２年 ７月 ３日(金)～

令和２年 １０月 ６日(火)

令和２年 ５月 ８日(金)～

令和２年 ６月 ５日(金)

パソコン初級科 10名 鷹巣技術専門校 鹿角
令和２年 ７月 ７日(火)～

令和２年 １０月 ８日(木)

令和２年 ５月１２日(火)～

令和２年 ６月 ９日(火)

パソコン初級科 1５名 大曲技術専門校 仙北
令和２年 ７月 ９日(木)～

令和２年 １０月１２日(月)

令和２年 ５月１３日(水)～

令和２年 ６月１２日(金)

介護職員初任者研修科 15名 鷹巣技術専門校 能代
令和２年 ７月１４日(火)～

令和２年 １０月１５日(木)

令和２年 ５月１９日(火)～

令和２年 ６月１６日(火)

実施

時期
訓練科名 定員 実施場所 訓練期間 申込期間

５月 2ヶ月で学べるビジネススキル・

初めてのパソコン基礎科
１５名 ママファミ （秋田市）

令和２年 ５月２５日(月)～

令和２年 ７月２２日(水)

令和２年 ４月 ２日(木)～

令和２年 ４月２３日(木)

６月
Ｗｅｂ制作技術者養成科（夜間） １５名

トラパンツコンテンツ

スクール （秋田市）

令和２年 ６月 ９日(火)～

令和２年 １１月 ６日(金)

令和２年 ４月２２日(水)～

令和２年 ５月１３日(水)

情報ビジネス基礎科 １２名
専門学校能代文化学院

（能代市）

令和２年 ６月２９日(月)～

令和２年 １０月２８日(水)

令和２年 ５月１１日(月)～

令和２年 ６月 ２日(火)

５月からの職業訓練をお知らせします！
※ハローワークで掲示している情報になります。詳細はハローワーク窓口でお問い合わせください！！

国や県の制度の中で、離職された方、転職される方を対象として、経験のない新たな職業への就職を希望

する方の職業適応能力を促すためのもので主に雇用保険を受給している求職者の方を優先対象に、就職に

必要な技能及び知識を習得するための訓練を無料（テキスト代等は自己負担）で実施しています。また、

在職労働者や高等学校卒業者の方などを対象とした高度な技能及び知識を習得するための訓練（高度人材

育成コース）も実施しています（原則、有料）。

求職者支援訓練
雇用保険を受給できない求職者の方に対し、無料の職業訓練（求職者支援訓練）を実施し、本人収入、世

帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金（※

職業訓練受講給付金）を支給します。ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施し、安定

した「就職」を実現するための制度です。

公共職業訓練

公共職業訓練

令和２年７月までに開催の訓練 すべてハローワークにお申し込みいただく訓練です！

求職者職業訓練

雇用保険を受給できない求職者のための支援制度があります！詳しくはお近くのハローワークまで

(デュアル)は、座学 3か月＋実習 1か月の訓練です。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
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がご覧いただけま

す。「ｃｏｃｏｎｉｍｏふくしま」は、全国各地の「生活再建支援拠点」の情

報、交流会や相談会などのお知らせを皆さまにお届けするために生まれまし

た。

皆さまに寄り添う存在となり、少しでも生活再建に向けたお役に立つものと

東日本大震災により広域避難されている方のための

相談窓口です。皆さまの悩みや不安に、

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ
のスタッフがていねいに対応します。

住 所： 〒０１０－１４０３

秋田市上北手荒巻字境切２４－２遊学舎内

電 話： ０１８－８２９－２１４０

相談用アドレス： info2340@akita-partnership.jp

時 間： 午前１０時～午後９時

開 設 日： 月曜日～金曜日

遊学舎は、セミナーやイベント、サークル活動等に利用

され、どなたでも自由に出入りできる施設です。

お気軽に
ご相談ください

秋田杉をふんだんに使った秋田県の市民活動

拠点「遊学舎」の施設内に設置しています。

避難生活のことはもちろん、日々の困りご

と、子育ての悩みや不安など、さまざまなご

相談に応じます。個人情報は厳守します。

気軽に立ち寄り、気軽にお話ができる居場所

として利用してください。

お待ちしております。

広報誌

２４時間あなたのタイミングで

かけられます

一人で抱え込まずにお電話ください

フリーダイヤル(無料)です

https://yorisoi-chat.jp/

ぜひお子様にも

ご紹介してくだ

さい。

https://yorisoi-chat.jp/
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4/

5
6 7 8 松田相談員

石川相談員
9 菊地相談員 10 石川相談員 11 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）

12 13 14 15 松田相談員 16 只野相談員 17 石川相談員 18 菊地相談員

【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）

19 20 21 22 菊地相談員 23 只野相談員 24 石川相談員 25 松田相談員

【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）

26 27 28 29 昭和の日 30 5/

1

2

3 4 みどりの日 5 こどもの日 6 振替休日 7 8 9

「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和 ２年 ４月 １４日 第１０１号

秋田県企画振興部総合政策課被災者受入支援室

〒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

新型コロナウィルス感染症の先行きがなかなか見えな

い中、近所の桜並木もほんのり赤く色づいて来ている

様子を横目で見ながら「今日もがんばろう！」と気合

いを入れて通勤しています。最近、マスクの手作り動

画などを良く見ており、綺麗な柄のハンカチでマスク

を作って出勤しようと目論んでいます。その昔、子ど

もの巾着袋を作るだけで徹夜してしまった実力派。結

果的に、ＧＷの「大掃除の時に大活躍！」になるのか

なあ・・・・ （班長 伊藤恵美）

フリートーク
今年度は支援室職員が月替わりに担当します♪

伊藤班長からスタート

４月２６日から５月６日まで休館

５月６日まで休館


