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地域のまちづくり活動 の
「支援・相談窓口」を 開設中！

〜地域の身近な市民サービスセンター〜
各地域の
「支援・相談窓口」をご活用ください。
各地域の市民サービスセンターでは、地域の身近な窓口として、
職員が地域づくりに関する各種の業務を行っています。

各地域の市民サービスセンター
大町 旭北 旭南 川元

中央

中央市民サービスセンター（センタース） 山王一丁目1番1号［市庁舎2階］
地域支援担当電話：888-5643
地域保全担当電話：888-5718
（道路補修等）

川尻 山王 高陽 保戸野
泉 千秋 中通 南通

施設利用受付電話：888-5644
FAX:888-5641
E-mail:ro-copr＠city.akita.lg.jp

楢山 茨島 八橋

東通 手形 手形山 泉

東部

旭川 新藤田 濁川 添川

東部市民サービスセンター（いーぱる）

横森 桜 桜ガ丘 桜台
大平台 太平 下北手

西部

新屋 勝平 浜田

西部市民サービスセンター（ウエスター）
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地域支援担当電話：853 -1063

相談を聞いてくれるのは誰ですか?
●●●●●●●
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新屋扇町13番34号

地域支援担当電話：888-8080

施設利用受付電話：828-4217
FAX:888-8081
E-mail:ro-scws＠city.akita.lg.jp

豊岩 下浜
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広面字釣瓶町13番地3

施設利用受付電話：853 -1683
FAX:834-1829
E-mail:ro-sces＠city.akita.lg.jp

山内 仁別 広面 柳田

地域のまちづくり活動の支援や情報提供、相談を行っています。
地域の身近な窓口として、いっしょに解決方法を探します!
市の各種制度や業務の担当窓口をお探しの方も
どうぞ、お気軽にご利用ください!!

各地域にある市民サービスセンターの
地域支援担当の職員です。
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御野場一丁目5番1号

地域支援担当電話：838 -1213

南部

牛島 卸町 大住 仁井田

南部市民サービスセンター（なんぴあ）

御野場 御所野 四ツ小屋

施設利用受付電話：838 -1211
FAX:829-5312
E-mail:ro-scst＠city.akita.lg.jp
別館 牛島東六丁目4番5号

上北手 山手台 南ヶ丘

地域支援担当電話：853-5735
施設利用受付電話：853-5727
FAX:853-5738
E-mail:ro-scst＠city.akita.lg.jp

北部

河辺

雄和

寺内 外旭川 土崎港

北部市民サービスセンター（キタスカ）

地域支援担当電話：845-2261
施設利用受付電話：846 -1133
FAX:845-2265
E-mail:ro-scnt＠city.akita.lg.jp

将軍野 港北 飯島
金足 下新城 上新城

河辺市民サービスセンター（カワベリア）
岩見三内 和田 豊島

川添 種平 戸米川

土崎港西五丁目3番1号

雄和市民サービスセンター（ユービス）

河辺和田字北条ヶ崎38番地2

産業・建設・地域支援担当電話：882-5161
施設利用受付電話：882-5302
FAX:882-3051
E-mail:ro-sckb＠city.akita.lg.jp
雄和妙法字上大部48番地1

産業・建設・地域支援担当電話：886-5550
施設利用受付電話：881-3777
FAX:886-2154
E-mail:ro-scyw＠city.akita.lg.jp

大正寺

「支援・相談窓口」はどこで利用
できますか?
各地域の市民サービスセンターのほ
か、地区のコミュニティセンター等へ
職員が定期的に巡回して窓口を設け
ています。
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コミュニティセンターで相談したい
場合はいつ行けばよいですか?
各地域、各地区によって異なりますの
で、お住まいの地域の市民サービス
センターにお問い合わせください。
（相談窓口は4ページをご覧ください。
）
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秋田市
●●●●●●●
●●●●●●●●●●

❹

[作成]

中央市民サービスセンター

秋田市

市民サービスセンター
令和4年3月

❶

地域のまちづくり活動に

地域づくり交付金を活用してみませんか?

地域づくり交付金は、町内会や地区振興会などの地域団体のみなさまによる、地域の課題解決や地域力向上
のための公益的な活動を支援する制度です。
市民のみなさまの意欲やアイディアを活かした住みよい地域づくりの活動に役立てられています。
各市民サービスセンターの「支援・相談窓口」
に、お気軽にご相談ください。

「自助、
共助、
ご近所の力で住みよい街づくり！」
街区公園を拠点とした住民同士のふれあい、
世代間交流を促進して
地域の活性化と助け合い精神の醸成を目指す＜城南苑町内会＞

地域づくり交付金を
活用した団体の声

地域のまちづくり活動を支援するその他の主な事業
◆福祉活動
事業名

実施内容

実施時期

担当窓口

地域による災害時要援護者の個別避難支援プラン作成への
支援

随時

「避難支援対象者名簿（同意名簿）」と「要援護者把握用リスト
（特に支援が必要な方に絞り、未同意含む名簿）」の二種類を
地域へ情報提供

随時
更新は
年一回程度

各市民サービスセンター
（裏表紙参照）
福祉総務課 地域福祉推進室
☎888-5661

事業名

実施内容

実施時期

担当窓口

緑のまちづくり
活動支援基金

❶花苗のための支援コース
一定の範囲での花壇などによりまちなかの身近なみどりと花
を増やすための活動における材料費に対する助成
❷花と緑いっぱい活動支援コース
花壇やフラワーポットなどを、
歩いて楽しめる一定の範囲で通
り沿いに配し、まちなかの身近なみどりと花を増やすための
活動における助成
※助成金額は、
対象事業費の1/2以内
（❶が上限2万円、
❷が上限5万円）

申請受付
4/1～7/31

公益財団法人
秋田市総合振興公社
☎829-0221
公園課
☎888-5753

事業名

実施内容

実施時期

担当窓口

防災資機材結成助成

新たに自主防災組織を結成した際に1組織当たり1回を限度
に資機材を助成
※助成期限は、
結成届出日から3年

3月

防災安全対策課
☎888-5434

防災資機材活動助成

結成から一定期間を経過し、かつ積極的な活動を実施してい
る組織に市が指定する防災資機材を助成

7～8月

防災安全対策課
☎888-5434

自主防災訓練への支援

●各自主防災組織（町内会を含む）で実施する防災訓練（初期
消火、
煙中訓練等）
に職員を派遣
●消火訓練の指導や救命救急講座の講師として、各消防署の
協力を得て消防職員を派遣

随時

防災安全対策課
☎888-5434
各消防署

防災学習会への講師派遣

防災知識の向上などを目的とした町内会での学習会に、職員
を講師として派遣

随時

防災安全対策課
☎888-5434

事業名

実施内容

実施時期

担当窓口

ごみ集積所設置費
補助事業

各町内会等のごみ集積所の設置や修繕、
被せネット購入等に係
る経費の一部を助成

通年

環境都市推進課
☎888-5709

ボランティア袋の交付

ごみ集積所の清掃やボランティア清掃用にボランティア袋を
交付

通年

環境都市推進課
☎888-5709

土のう袋の交付、
回収

町内会等で行う道路側溝清掃に使用する土のう袋の配布と清
掃により発生した土のうの回収

通年

道路維持課
☎888-5751

蓋上げ機の貸し出し

町内会等で行う道路側溝清掃に使用する蓋上げ器具の貸し出
し

通年

道路維持課
☎888-5751

地域福祉計画
推進事業

◆環境活動

◆防災活動

実施した事業①

町内と公園の美化活動

交付金を活用した経費…公園内花壇およびモニュメント作成の資材や用具
●「 住 民 の 手 で 作 成 作 業 を 行うことが 大 切 」との 方 針 から町 内 会
の住民のできる範囲で作業を行った。
交付金を活用した経費…草刈り機、
側溝蓋上げ機
●これまでは市役所から借りて年１回程度行っていたが、
「町内の美化活動を
拡充したい」
と考え、交付金で草刈り機や側溝蓋上げ器具を購入し、年に複
数回活動を実施するようになった。
また、
借りる手続や運ぶ作業が不要になり、
大変助かっている。
実施した事業②

◆清掃活動

公園を拠点とした防災活動

交付金を活用した経費…避難時用キャリーワゴン
●交付金の対象となるのは訓練などの活動で実際に使用するこ
とが前提であったため、防災訓練以外にも町内会行事の際に
色々な使い方ができる物を選んだ。災害時に備えて、
けが人を
載せて移動ができるよう、
避難訓練で使用している。

◆道路の補修や空き家について
実施内容

相談窓口・連絡先

道路の穴や側溝・照明灯・ガードレール等の補修、
街路樹の剪定や草刈りなど

【市道】
道路維持課 ☎888-5751
各市民サービスセンター（担当窓口へ）
【県道】
秋田地域振興局建設部 ☎860-3472
【国道】
道路緊急ダイヤル ♯9910
（24時間受付・無料）

倒壊等の恐れのある危険な状態にある空き家についての相談受付

防災安全対策課 ☎888-5434

交付金を活用した事業の例
地域イベント

世代間交流イベントの開催 など

防災・防犯活動

美化・環境整備

町内会の草刈りや清掃活動 など

地域の魅力掘り起こし

地区避難訓練の実施 など
地域住民で身近な史跡を巡って
記録誌作成 など

◆ボランティア活動やNPO活動について
◉地域づくり交付金について、ホームページでご覧いただけます。 秋田市 地域づくり交付金

❷

実施内容

相談窓口・連絡先

ミーティングスペースの提供や市民活動支援アドバイザーによる活動へのアドバイス

市民交流サロン ☎887-5312
（午前9時〜午後7時）

市民活動の啓発やスキルアップの講座の開催、
市民活動に関する情報提供など

❸

