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令和２年１０月 ３日(土)

第１５回 秋田県内避難者

情報交換・交流会

秋田と岩手がつながります！

秋田と宮城がつながります！

秋田と福島がつながります！

新型コロナウイルス感染症の影響により、復興庁・避難元
自治体から職員をお招きすることができなくなりました
ので、テレビ会議により各県の担当者と中継をつなぎ参加
者の皆さまへ様々な情報を提供します。

開会セレモニーのあいさつ中継では講堂の大きなスクリーンへ映しま
す。今までとは違った雰囲気を感じることができます。また、分科会で
は質疑応答に応じます。

※詳細、申込書は８月に送付しております。
お手元にない方はご連絡下さい。

Connect
from
AKITA

☆ 各種相談会・心とからだの健康相談

・秋田県でのくらしの相談
・福祉の相談

☆ 暮らしの展示会も開催します！

岩手・宮城・福島の復興状況や懐かしい景色を

皆さまにご覧になっていただきたく、

現在、被災元自治体と映像準備をしております。

三部の交流会で映像を上映予定です。

その他

コーナー

秋田

岩手

宮城

福島
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避難者交流センター入り口に消毒を設置しておりますのでご利用ください。
また、感染症予防のためマスクの着用や、体調が悪い時はご遠慮いただくなど、ご協力いただけますよう
お願いします。

県児童会館

みらいあ

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

【お知らせ】
今年度は火曜日もお休みとなり、開館時間は９時半～１６時半へ変更しました。
新型コロナウィルス感染症予防対策のため臨時休館する場合は、ホームページに掲載しますので

「秋田県被災者受入支援室」と検索いただくか、被災者受入支援室（０１８-８６０ｰ４５０４)へ電話確認
しご来場ください。

要望の減少により、掲載内容に変動が少ないため、今後は不定期に掲載いたします。
センターには常時掲載しておりますので、ご来場時にご確認下さい。

熱中症予防に水分補給しましょう。
また、新型コロナウイルス感染予防
のためセンターでは飲食を遠慮いた
だいておりますのでご協力下さい。

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）

T E L：

Ｈ２４年９月に始まった『ソフトねんど講座』はＲ２年８月１９日４３回目の
講座で幕を閉じました。８年の長い月日の中、参加してくれた方々が帰還され
る時には見送っていただきました。また、幼稚園児だった参加者が中学生にな
り部活動を始めました。８年はあっという間だったように感じますが、見知ら
ぬ土地に避難してきた方々にとっては長く、手探りの日々だったのかもしれま
せん。
そんな中、支援者の岩渕先生、髙畑さんよりいただいた支援は、参加した子ど
も達はもちろんのこと、お母さん達にとって、穏やかな時間を過ごし語れる憩
いの場となっていました。
最後のセレモニーでは、参加者の方々の感謝の言葉に涙がこぼれる場面も…。
これまでたくさんのご支援ありがとうございました。

♥またいつか

コーヒー＆ニットＩＶＹ

髙畑さん（左）

シュガーアートサロン秋田

岩渕さん (右）

太陽のように輝く、大輪の大きな『ひまわり』が完成しました！

☆臨時休館のお知らせ☆
９月２３日（水）は生涯学習センターが休館のためお休みです。
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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(^_^)

【 開 催 日 時 】 令和２年９月１７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２年 ９月１０日（木）．１７日（木）．２４日（木）

１０月 １日（木）． ８日（木）．１５日（木）．２２日（木）．２９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。

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♪

ちくちくの会では、ぞうきん作成のためのタオルを募集しています！

ご自宅に眠るタオルを寄付(提供)してくださる方がいらっしゃいましたら、是非ご一報ください。

小中学生対象とした学習支援を行います。教員免許を持つ相談員が、
宿題の丸付けや家庭学習のサポートをします。

開 催 日 時 ： 令和２年 ９月１９日（土）午前１０時半～正午,午後１時半～午後３時
※新型コロナウイルス対策のため、開催時間を変更しています。

持 ち 物 ： 宿題などの学習用具・筆記用具
※３密を避けるために定員があります。事前申込みをして下さい。

申 込 先 ： 秋田県被災者受入支援室 ０１８－８６０－４５０４
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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。血圧測定はいかがですか？

【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

参加者からの要望を受け、毎月定期的に横手・湯沢避難者交流サロンを開催します。
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！

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

こころの寄り添い事業

９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２年 ９月１８日（金）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。

【場 所】横手市高齢者センター内１F
（横手市条里二丁目２番５２号 ℡ ０１８２－３３－２００２）

【開催日】令和２年 ９月 １８日（金）AM茶道体験 PM ランチ交流会

【時 間】午前１０時～午後３時

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。

今の状況下で、料理教室などの思い切った企画を行うことに不安を感じている（何時、施

設の使用中止を提示されるか）ため、折り紙教室に限定している状態です。来月の陶芸体験
については、是非実行したいと計画中です。

【９月の交流サロンの日】

【日 時】 令和 ２年 ９月２７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」
【小教室】 「折り紙」

大曲駅連絡通路展示作品の制作※手作り作品を募集しています。
【昼食代】 大人 200 円（小学生以下無料）

準備の都合があります、連絡ください

はぴねす大仙

あまびえ短冊でーす！

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp


5

秋田県にお住まいの皆さんがよりよい

生活を送るために、くらしに役立つお

問い合わせ先を一覧にしました。

◆秋田市・男鹿市・潟上市

（一財）秋田県建築住宅センター

TEL ０１８－８３６－７８５０

◆大館市・能代市

北秋田地域振興局 建設部建築課

TEL 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

TEL 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

TEL ０１８７－６３－３１２４

◆鹿角市 都市整備課 TEL ０１８６－３０－０２６６

◆小坂町 建設課 TEL ０１８６－２９－３９１０

◆大館市 建設部都市計画課 TEL ０１８６－４３－７０８１

◆北秋田市 建設部都市計画課 TEL ０１８６－７２－５２４６

◆上小阿仁村 建設課 TEL ０１８６－７７－２２２４

◆八峰町 建設課 TEL ０１８５－７６－４６１０

◆藤里町 生活環境課 TEL ０１８５－７９－２１１５

◆能代市 都市整備課 TEL ０１８５－８９－２１９４

◆三種町 建設課 TEL ０１８５－８５－４８２０

◆男鹿市 建設課 TEL ０１８５－２４－９１４４

◆大潟村 産業建設課 TEL ０１８５－４５－３６５３

◆五城目町 建設課 TEL ０１８－８５２－５２５２

◆八郎潟町 建設課 TEL ０１８－８７５－５８０９

◆井川町 産業課 TEL ０１８－８７４－４４２０

◆潟上市 都市建設課 TEL ０１８－８５３－５３３７

◆秋田市 住宅整備課 TEL ０１８－８８８－５７７０

◆由利本荘市 建築住宅課 TEL ０１８４－２４－６３３４

◆にかほ市 建設課 TEL ０１８４－３８－４３０６

◆大仙市 建築住宅課 TEL ０１８７－６６－４９０９

◆仙北市 建設課 TEL ０１８７－４３－２２９５

◆美郷町 建設課 TEL ０１８７－８４－４９１０

◆横手市 建設部建築住宅課 TEL ０１８２－３５－２２２４

◆湯沢市 都市計画課 TEL ０１８３－７３－２１５６

◆羽後町 財政課 TEL ０１８３－６２－２１１１

◆東成瀬村 建設課 TEL ０１８２－４７－３４０８

県営住宅
市町村営住宅

NPO 法人

住まい安心サポート秋田
TEL ０１８－８３８－４７２０

・「移住のこと、教えて欲しい！」

そんなときに頼れる窓口です。

・移住希望登録をすることで、各市町村の

「空き家バンク」や「住宅リフォーム支援」

等、移住定住に関する支援制度の情報を

お届けします。

秋田県あきた未来創造部

移住・定住促進課

移住促進班
TEL ０１８－８６０－１２３４

・空き家物件や空き地の情報提供、ご紹
介します。

・相談は無料ですが、契約は紹介する不動

産会社と個々に行います。

※秋田市内物件が対象

すまい給付金
◆新築住宅を「建築・購入」、

または中古住宅を「購入」した場合

に給付されます。

【対象者】

自ら居住すること

床面積が５０㎡以上であること

工事中等に第三者検査を受けているこ

と

すまい給付金事務局

TEL ０５７０－０６４－１８６

県内ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(窓口申請可)

（一財）秋田県建築住宅センター

TEL ０１８－８３６－７８５１

◆東日本大震災で被災した住宅※1 の所有者

が、

新築住宅を「建築・購入」、または中古住宅を

「購入」した場合に給付されます。

【対象者】

被災時点に被災住宅を所有していた方

再取得住宅を所有している方

再取得住宅に居住している方

◆東日本大震災で被災した住宅※1を「補修」

した場合に給付されます。

【対象者】

被災時点より被災住宅を所有している方

被災住宅の補修工事を発注した方

再取得住宅に居住している方

住まいの復興給付金事務局

TEL ０１２０－２５０－４６０（無料）

住まいの復興給付金

国土交通省 復興省

・東日本大震災津波に関係する、被災者の皆
様専用フリーダイヤルです。「どこに聞いたら

良いか分からない。」、「とりあえず確認した

い。」、｢不安だ。｣など、まずご相談ください。

岩手県庁被災者専用相談ダイヤル

TEL ０１２０－１８０－２７９

東日本大震災津波により内陸及び

県外へ避難している被災者の方の住まいの意向

把握を沿岸市町村に変わって行います。再建方

法を決めかねている方、まずご相談ください。

いわて内陸避難者支援センター

TEL ０１９－６０１－７６４０

・応急仮設入居者及び県外に避難されている方のうち、宮城県内のアパートやマンション

など賃貸住宅での生活再建を検討されている方へ、県内の物件情報・不動産事業者のご紹

介や、契約手続きなどのご相談をお受けします。

宮城県住宅情報提供コールセンター

TEL ０２２－７９６－９５０１

岩 手

・帰還や生活再建に関する相談を受け付けます。

福島県 避難者支援課

被災者のくらし再建相談ダイヤル

TEL ０１２０－３０３－０５９

・帰還するか悩んでいる方に

福島の知りたい情報の届けします。

ふくしまの今とつながる相談室

ｔｏｉｒｏ

TEL ０２４－５７３－２７３１

・福島に戻った時、様々な悩みを安心して話せ

る場所です。（福島市、郡山市、白河市、いわき

市、南相馬市、二本松市で開催）

ままカフェ

ふくしま子ども支援センター

TEL ０２４－５７３－０１５０宮 城

福島

帰還支援

移住・定住
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実施時

期
訓練科名 定員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

１０月
パソコン初級科 20名 秋田技術専門校 秋田

令和２年 １０月２７日(火)～

令和３年 １月２８日(木)

令和２年 ８月２０日(火)～

令和２年 ９月２４日(木)

パソコン初級科 1５名 大曲技術専門校 大仙
令和２年 １０月２１日(水)～

令和３年 １月２２日(金)

令和２年 ８月２５日(火)～

令和２年 ９月２４日(木)

１１月
パソコン初級科 15名 秋田技術専門校

由利

本荘

令和２年 １１月 ５日(木)～

令和３年 ２月 ５日(金)

令和２年 ８月２０日(木)～

令和２年 ９月２４日(木)

金属加工技術科 1０名 ポリテクセンター秋田 －
令和２年 １１月 ５日(木)～

令和３年 ４月２８日(水)

令和２年 ８月３１日(月)～

令和２年 ９月３０日(水)

住宅リフォームデザイン科 1５名 ポリテクセンター秋田 －
令和２年 １１月 ５日(木)～

令和３年 ４月２８日(水)

令和２年 ８月３１日(月)～

令和２年 ９月３０日(水)

介護実務者研修科 20名 秋田技術専門学校 秋田
令和２年 １１月１０日(火)～

令和３年 ５月１３日(木)

令和２年 ９月１０日(木)～

令和２年 １０月１４日(水)

パソコン初級科 15名 大曲技術専門学校 湯沢
令和２年 １１月１０日(火)～

令和３年 ２月１０日(水）

令和２年 ９月１４日(月)～

令和２年 １０月１３日(火)

パソコン初級科 １0名 鷹巣技術専門校 北秋田
令和２年 １１月１０日(火)～

令和３年 ２月１０日(水)

令和２年 ９月１５日(火)～

令和２年 １０月１３日(火)

介護職員初任者研修科 15名 大曲技術専門学校 横手
令和２年 １１月１７日(火)～

令和３年 ２月１８日(木)

令和２年 ９月１８日(金)～

令和２年 １０月２０日(火)

パソコン・事務習得科 20名 秋田技術専門学校 秋田
令和２年 １１月25日(水)～

令和３年 ２月２６日(金)

令和２年 ９月２３日(水)～

令和２年 １０月２７日(火)

パソコン初級科 １0名 鷹巣技術専門校 鹿角
令和２年 １１月2０日(金)～

令和３年 ２月２４日(水)

令和２年 ９月２５日(金)～

令和２年 １０月２３日(金)

実施

時期
訓練科名 定員 実施場所 訓練期間 申込期間

10月
web製作技術者養成科 １５名

トラパンツコンテンツスクール本校

（秋田市）

令和２年 １０月１２日(月)～

令和３年 ３月１１日(木)

令和２年 ８月２４日(月)～

令和２年 ９月１４日(月)

介護職員初任者養成科 １５名
専門学校能代文化学院

（能代市）

令和２年 １０月１２日(月)～

令和２年 １２月２５日(金)

令和２年 ８月２５日(火)～

令和２年 ９月１４日(月)

ビジネスパソコン科 １５名
職業訓練法人地方職業能力開発協会

（鹿角市）

令和２年 １０月１２日(月)～

令和３年 １月１２日(火)

令和２年 ８月２５日(火)～

令和２年 ９月１４日(月)

パソコン初級科 ２０名
トラパンツコンテンツスクール本校

（秋田市）

令和２年 １０月２７日(火)～

令和３年 1月２８日(木)

令和２年 ８月２０日(木)～

令和２年 ９月２４日(木)

１０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１１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！

求職者支援訓練

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

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
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■掲示板

『秋田の文化にエールを！』配信公演について （秋田県文化振興課）

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堺切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。

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。

５月に『秋田友の会』さんよりいただきました手作りマスクは、秋田県避難者交流センターに来場

された避難者の方へお渡ししました。受け取った皆さんに大変喜ばれ、お子さんはすぐにマスクを付

けてくれました。『秋田友の会』さん、ありがとうございました！

令和２年度福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業

２０２０年１０月１０日（土） 鳥海山麓で座禅体験交流会

体験内容

フットパス

座禅体験、御説法

昼食・交流会

森林や田園地帯など地域に昔か

らある風景を楽しみながら歩く事

ができる小道のことです！

※ 詳細は同封チラシをご覧下さい！

遊学舎 ８：３０出発です！

「今年会えなかった人にも、来年は会えますようにー。」そんな願い

と、わらび座を支えて下さる地域の皆さまへ感謝を込めて、配信限定

の特別講演を企画しました。フィナーレは実際の打ち上げ花火とのコラ

ボレーションによるサプライズ演出も！？ぜひ最後までご覧下さい。

秋田県 HP

下までスクロールし『ブンカ DE ゲンキ』

をクリック！

新型コロナウイルス感染症の影響により、芸術文化イベント公演等
の中止・延期を余儀なくされている芸術文化活動を行う県内事業者
等を対象に無観客公園およびその動画制作・配信への取り組みに対
する支援を行いました。

第一弾は、（株）わらび座

「秋田だ、祭りだ、花火だ、オイサーッ！」（配信限定公演）
配信期間は令和 3年 2月 28 日（日）までです。

サイト内にある公演動画ＵＲＬをクリック！
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8/

30

31 9/

1

2 松田相談員 3 石川相談員 4 只野相談員 5 菊地相談員

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【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）

6 7 8 9 菊地相談員 10 石川相談員 11 只野相談員 12 松田相談員

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【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）

13 14 15 16 松田相談員 17 菊地相談員 18 只野相談員 19 石川相談員

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

13：00～16：00
「お茶っこタイムいいねが」

１3：30～15:30

（避難者交流センター）

「保健師の定期相談会」

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」

10::00～15:00

10:::30～12:00（茶道体験）

※保健師相談会

（横手市高齢者センター）

「学習支援」

10：30～12：00

13：30～15：00

（避難者交流センター）

20 21 敬老の日 22 秋分の日 23 24 菊地相談員 25 松田相談員 26 只野相談員

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【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）

27 28 29 30 菊地相談員 10/

1

2 3

【交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«折紙・絵手紙教室»

10：00～15：00

（はぴねす大仙）

【交流センター休館日】 【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）

第15回秋田県内避難者

情報交換・交流会

（秋田県生涯学習センター

3F講堂ほか）

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和２年 ９月 ７日 第１０６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

初秋とは名ばかりで暑い日が続いておりますね。お盆に実家

に帰省した時、ご近所の方が熱中症になっているのに気付き

ご家族に連絡を取るということがありました。大事に至らず

皆で安心しましたが、自分の母も一人暮らしの為、日々声を

掛け合っているご近所付き合いを改めてありがたく思いま

した。今年は休校で一人留守番デビューした娘ですが、ご近

所の知人が 50歳差の娘と友人のように一緒に過ごしてくだ

さったりして助けられました。「新しい生活」の中でもお世

話になっているご近所さんを大切にしていきたいと最近感

じる日々です。（石川）

フリートーク


