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｢六魂｣に全力を尽くす｡ こんな時だからこそ､ 全力大作戦 !  実行中です !
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　「秋田市民便利帳」は、秋田市にお住まいになるみなさんへ、市の行政

情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的と

して発行しました。

　また、市民のみなさんに、より利便性の高い情報源としてご利用いた

だけるよう、官民協働事業として秋田市と株式会社サイネックスとの

共同発行としました。

　「秋田市民便利帳」は、地域の各団体および事業者のみなさんのご協

力により、無償提供することができました。あらためて心より厚くお礼

申しあげます。

■「秋田市民便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年7月現在の情報を掲

載しています。社会情勢の変動などにより内容が変更となる場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。行政情報で内容・手続き

などで不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用くだ

さい。広告内容については株式会社サイネックスにお問い合わせく

ださい。

発　　行

制作

秋田市／株式会社サイネックス

令和3年9月発行

編集 後記

株式会社サイネックス東京本部
〒102-0083　東京都千代田区麹町5-3

TEL.03-5275-5022

広告販売

株式会社サイネックス  秋田営業所
〒010-0001秋田県秋田市中通4-1-2

TEL.018-833-6700

秋田
市民便利帳
AKITA CITY LIFE GUIDE BOOK

※掲載している広告は、令和3年8月現在の情報です。

困った時に頼れる
秋田市ガイド

とっても便利な3部構成！

秋田市民便利帳の使い方

秋田市ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp

秋田市 検索

　インターネットでも秋田市の情報を発信して
います。楽しいイベント情報や生活情報、市の施
設案内など、役立つ情報がいっぱい！

家族みんなに役立つ1
冊！

表紙と本文のカラーインデックスが連動し
ているため、直感的にスピーディに、目的の
情報にたどり着くことができます。

P O I N T

　調べごとを思いついた際、
すぐページが開けるよう、テレ
ビリモコンなど普段使いが多
い道具のそばに置いておくと
便利です。

目につく場所に置いて
おけば重宝！

　行政ガイドのほかに、秋
田市ガイドのページには、自
分たちが暮らす街のイベン
ト情報や見どころなど、子ど
もから大人まで誰もが楽し
める記事を掲載しています。

我が街の魅力を再発見で
きる楽しい記事が満載！

　運動公園やテニスコート
などの運動施設、図書館や
医療・福祉施設などの情報
を掲載しています。用途に
合わせて、公共施設を使い
こなそう！

市内公共施設の所在地
や電話番号なども掲載！

1 毎日の暮らしを支える
生活ガイド3

街の特徴がつかめる
行政ガイド2

　「秋田市民便利帳」は、秋田市暮らしに役立
つガイドブックです。ぜひ日々の暮らしにご活
用ください。

欲しい情報がスムーズに探せます。

２１０８秋田市6(SG40) .indd   2 2021/08/27   9:41:06



（昭和3年6月制定）
市 章 市の木 けやき

つ

友好都市提携：1982（昭和57）年8月5日
蘭州市  中華人民共和国・甘粛省

姉妹都市提携：1984（昭和59）年4月8日
パッサウ市  ドイツ連邦共和国・バイエルン州

姉妹都市提携：1992（平成4）年6月29日
ウラジオストク市  ロシア連邦・沿海地方

姉妹都市提携：2006（平成18）年6月28日
セントクラウド市  アメリカ合衆国・ミネソタ州

交流合意都市提携：1992（平成4）年1月22日
キナイ半島郡  アメリカ合衆国・アラスカ州

姉妹都市提携：1977（昭和52）年7月12日
常陸太田市　【茨城県】

常陸有縁町村友好交流提携：1982（昭和57）年7月15日
大子町　【茨城県】

三市連携交流提携(秋田市、仙北市、常陸太田市)：
2007（平成19）年8月4日

仙北市　【秋田県】

わたしたちは、伸びゆく秋田市の市民であることに誇りと責任をもち、
明るく豊かなまちをつくるために、進んでこの憲章を守りましょう。

（昭和36年6月25日制定）

市民のみなさまには、日頃から市政運営にご理解とご協力をい
ただき、心から感謝申し上げます。
本市では、2021年度から今後5年間の市政推進の基本方針

となる総合計画「県都『あきた』創生プラン」を策定し、「ともにつく
りともに生きる人・まち・くらし」の基本理念のもと、前計画から引
き続き人口減少対策を市政の最重要課題と位置付けております。
社会の変化や人々の意識の変化を的確に捉えていくことを重視
し、これからの秋田市を市民のみなさまとともに「創」り、ともに
「生」きるため、目の前の課題に一つ一つ取り組んでまいります。
また、コロナ禍において、ICTやAIなどデジタル化の進展、テレ

ワークやワーケーションの展開など、我が国の社会状況は大きく
変貌を遂げようとしております。本市においても、市民の利便性の
向上と行政運営の効率化を図り、今後の社会変容にも対応でき
る「デジタル市役所」の実現をめざすため、その基本となる計画を
策定いたしました。今後この計画に基づき、市民のみなさまが手
続きの簡素化や、選択肢の充実といったさまざまなメリットを実
感できるよう、取組を進めてまいります。
さて、この市民便利帳は２年に１度の発行となり、株式会社サ

イネックスとの官民協働事業により制作しております。みなさまの
身近なところにおいて、保存版の行政情報誌としてご活用いただ
ければ幸いです。
最後になりましたが、制作にあたりまして、コロナ禍の状況下に

もかかわらず、広告掲載にご協賛いただきましたみなさまに、心か
らお礼を申し上げます。

一、健康で働き、豊かなまちをつくりましょう。
一、あたたかく交わり、明るいまちをつくりましょう。
一、きまりを守り、住みよいまちをつくりましょう。
一、環境をととのえ、きれいなまちをつくりましょう。
一、教養を高め、文化のまちをつくりましょう。

海外の友好・姉妹都市、交流合意都市

国内の姉妹都市・有縁町、連携交流都市

市の花 さつき
的に「矢留」の形と、秋田

市の「田」の字をあらわして
います。「矢留」とは旧秋田
藩主佐竹氏の居城「久保
田城」の別名。

まと

秋田市長 穂積 志
ほ　　づみ　    もとむ

の

1

２１０８秋田市6(SG40)企画前半.indd   1 2021/08/12   10:33:32



目次Contents
行政ガイド INDEX

生活ガイド
113 秋田商工会議所
113 河辺雄和商工会
114 一般社団法人 秋田市医師会
116 一般社団法人 秋田市歯科医師会
118 秋田県薬剤師会 秋田中央支部
120 秋田市健康マップ
132 健康チェックとセルフケア
134 リフォームの基礎知識
136 エンディングノートを準備しませんか？

73 保健
76 介護保険
78 福祉
85 医療
89 水道・ガス・電気
94 住宅・道路・交通
98 暮らし

100 広報・広聴・情報公開・市議会
102 融資・求職

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

01 市長あいさつ
04 ライフサイクルインデックス
06 さくいん

秋田市ガイド
08 秋田市のプロフィール

概要／人口／県都『あきた』創生プラン／
 市の情報ツール／３つのトップスポーツチーム

12 特集　キーワードでなじむ

はじめての秋田市ライフ
13 新スポット
15 体験スポット
16 お出かけスポット
18 まちづくり
20 歴史・アート
21 特産品・工芸品
22 歳時記

24 あなたのそばの医療機関

　「秋田市民便利帳 2021・2022保存

版」は、令和3年7月現在の情報を掲載し

ています。

　今後、社会情勢の変動などにより内容

が変更される場合がありますので、あら

かじめご了承ください。なお変更が生じた

場合は、広報あきたやホームページなど

でお知らせします。広告

10 4 文化・スポーツ
109 レジャー
111 外国人住民のみなさんへ

Information For 
 International Residents

面向外国居民的信息

  외국인을위한 정보

30 市役所案内
35 災害・救急
43 届出・証明
48 市民相談
51 ごみ・リサイクル
55 育児・教育
64 市税
66 国民年金
69 国民健康保険
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新型
コロナウイルス

関連

　掲載した情報は令和３年７月末現在の
ものです。ワクチン接種、市の支援策など
の最新情報は、広報あきたまたは市ホーム
ページなどでご確認ください。

https://www.city.akita.lg.jp

　かかりつけ医がいないなど、医療機関に
迷う場合は、下記の｢あきた新型コロナ受
診相談センター｣へご相談ください。紹介
された医療機関を受診する際は、必ず事
前に受診先へ電話してください。

※聴覚に障がいのあるかたなど、電話での
　ご相談が難しいかたは、健康管理課へ
FAXで送信してください。

018-883-1158

さくい ん

☎ 018-866-7050
24時間対応

☎ 0570-011-567
午前8時～午後5時

☎ 018-895-9176
午前8時～午後5時

発熱などの症状があり
受診を希望する場合は
まずはかかりつけ医に必ず
電話でご相談ください

FAX

6
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新型
コロナウイルス

関連

　掲載した情報は令和３年７月末現在の
ものです。ワクチン接種、市の支援策など
の最新情報は、広報あきたまたは市ホーム
ページなどでご確認ください。

https://www.city.akita.lg.jp

　かかりつけ医がいないなど、医療機関に
迷う場合は、下記の｢あきた新型コロナ受
診相談センター｣へご相談ください。紹介
された医療機関を受診する際は、必ず事
前に受診先へ電話してください。

※聴覚に障がいのあるかたなど、電話での
　ご相談が難しいかたは、健康管理課へ
FAXで送信してください。

018-883-1158

さくい ん

☎ 018-866-7050
24時間対応

☎ 0570-011-567
午前8時～午後5時

☎ 018-895-9176
午前8時～午後5時

発熱などの症状があり
受診を希望する場合は
まずはかかりつけ医に必ず
電話でご相談ください

FAX
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ひ   ひとり親家庭のために ········································· 62
避難時の持ち物（参考例）······································ 37
避難場所・避難所 ··················································· 38
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父子手帳の配布 ····················································· 56
フッ化物塗布 ························································ 57
不妊治療を受けているかた ·································· 86
文化･スポーツ施設 ············································· 104
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AKITA CITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITYCITY
（令和3年1月現在）

（令和2年10月1日現在）
（令和3年6月25日総務省速報値）

136,942世帯

906.07k㎡

307,885人
男性

145,423人
女性

162,462人

秋
田
県

田市は秋田県のほぼ中央に位置し、日本海に面して
います。市の東部には出羽山地があり、南部を雄物川、

そして市街地を旭川が流れる、水と緑の豊かな美しい街です。
　秋田市は、古代には秋田城が置かれ北日本の拠点とな
り、中世には秋田（安東・安藤）氏の居城・湊城が築かれまし
た。慶長７（1602）年、常陸国（現在の茨城県）から秋田に
国替えとなった佐竹義宣は、安東氏の居城だった土崎の湊
城に入城しましたが、同９年、神明山（現在の千秋公園）に
新城を完成させ、新たな城下町を整備しました。これが秋田
市の原型です。
明治22（1889）年４月１日、市制を施行。平成９（1997）年

４月には東北地方ではじめて「中核市」となりました。平成17
（2005）年１月、河辺町、雄和町と合併し、現在の秋田市の
姿に。平成28（2016）年には、環境共生などをコンセプトに
建設された新庁舎が完成。令和元（2019）年、市制施行
130周年を迎えました。

つ

つ

第 14次秋田市総合計画

の
計画推進にあたっての

視点

基 本 理 念

将 来 都 市 像

政 策

施 策

取 組・事 業

重点プログラム
ねらい・取組
創生戦略事業

プ

の の

5つの
1.  豊かで活力に満ちたまち
2.  緑あふれる環境を備えた快適なまち
3.  健康で安全安心に暮らせるまち
4.  家族と地域が支えあう元気なまち
5.  人と文化をはぐくむ誇れるまち

5つの
1.  先端技術を活用した地域産業の
振興としごとづくり

2.  芸術文化・スポーツ・観光による
都市の魅力向上

3.  未来につなぐ環境立市あきたの推進
4.  子どもを生み育てやすい社会づくり
5.  いきいきと暮らせる健康長寿社会づくり

総合計画の詳細は
市ホームページでも
ご覧いただけます。

～元気と豊かさを次世代に   人口減少を乗り越えて～

秋田市のプロフィール

Akita city best shot

Instagram

千秋公園お堀のハス

8

秋
田
市
ガ
イ
ド

〈 広 告 〉
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秋田市のスポーツ秋田市の情報ツール

スポーツホームタウン
推進事業
　秋田市では地域に密着した
トップレベルのスポーツクラブ
を核としたまちづくりを推進
し、地域活性化を図るため、「ス
ポーツホームタウン推進事業」
を行っています。たとえばスポ
ンサーとしての協力や、各ホー
ムゲーム開催に併せたのぼり
などの掲示、また小・中・高生と
の交流活動にも積極的に取り
組んでいます。

秋田市公式Instagram
@akitacity_official 検索

　秋田市の四季折々の風景や街並み、自
然などの写真を国内外に向けて発信して
います。

公式インスタグラム

わたしたちのまちを
ホームタウンに戦う

　市政情報、観光、イベント情報などの動画
を公開しています。

公式YouTubeチャンネル

　暮らしの情報や市政情報などを掲載して
います。スマートフォンやタブレット端末から
も閲覧が可能です。

https://www.city.akita.lg.jp/
秋田市 検索

公式ホームページ

　市政情報やイベント情報のほか緊急のお
知らせも発信しています。

秋田市公式Facebook

秋田市公式YouTubeチャンネル
秋田市ユーチューブ 検索

公式ツイッター
公式フェイスブック

　その他にもさまざまな部署や施設で開設し
ています。詳しくはこちらから。

秋田市公式Twitter
@akitacity 検索@city.akita 検索

　毎月２回（第１・第３金曜日発行）、
各世帯にお配りしています。

秋田市いいわ
　地域おこし協力隊が自身の移住体験をも
とに、移住前に必要な情報や秋田市の魅力
を発信しています。

広報あきた

移住専用ポータルサイト

　秋田市の観光サイト。会員登録すれば自
分たちのイベントもPRできます。

アキタッチ+

市政テレビ・ラジオ番組

Twitter一覧Facebook一覧

●秋田放送
　「わがまち大好き秋田市長です」
　第3日曜：午前11時40分～15分間

●秋田朝日放送
　「いきいき秋田市から」
　毎週木曜、金曜：午後3時35分～5分間

●秋田放送
　「こんにちは秋田市から」
毎週土曜：午前11時40分～5分間

　毎週日曜：午前11時55分～5分間

●秋田テレビ
　「こんばんは秋田市から」
　毎週水曜：午後10時54分～5分間

●エフエム秋田（ラジオ）
　「秋田市マンデー555」
　毎週月曜：午後5時55分～5分間

●秋田放送（ラジオ）
　「秋田市今週のいちネタ」
　毎週火曜：午前10時30分～5分間

Bリーグに所属。県民が『元気』『夢』『希
望』『誇り』を実感できるように、「プロバ
スケで秋田を元気に！」の合言葉のもと、
トップをめざします。

　東日本のトップチームが
参加するトップイーストリー
グディビジョン１に所属。全
力で攻撃するプレースタイ
ルはブレッツ（弾丸）そのも
のです。（令和3年9月現在）

　J1をめざし、現在はJ2に
所属。ブラウブリッツはドイ
ツ語で「青い稲妻」の意で、
社会人のTDKサッカー部を
母体としたチームです。

バスケットボール

ラグビーサッカー

秋田ノーザンハピネッツ

秋田ノーザンブレッツブラウブリッツ秋田

つのトップスポーツ
チーム3
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秋田市のスポーツ秋田市の情報ツール

スポーツホームタウン
推進事業
　秋田市では地域に密着した
トップレベルのスポーツクラブ
を核としたまちづくりを推進
し、地域活性化を図るため、「ス
ポーツホームタウン推進事業」
を行っています。たとえばスポ
ンサーとしての協力や、各ホー
ムゲーム開催に併せたのぼり
などの掲示、また小・中・高生と
の交流活動にも積極的に取り
組んでいます。

秋田市公式Instagram
@akitacity_official 検索

　秋田市の四季折々の風景や街並み、自
然などの写真を国内外に向けて発信して
います。

公式インスタグラム

わたしたちのまちを
ホームタウンに戦う

　市政情報、観光、イベント情報などの動画
を公開しています。

公式YouTubeチャンネル

　暮らしの情報や市政情報などを掲載して
います。スマートフォンやタブレット端末から
も閲覧が可能です。

https://www.city.akita.lg.jp/
秋田市 検索

公式ホームページ

　市政情報やイベント情報のほか緊急のお
知らせも発信しています。

秋田市公式Facebook

秋田市公式YouTubeチャンネル
秋田市ユーチューブ 検索

公式ツイッター
公式フェイスブック

　その他にもさまざまな部署や施設で開設し
ています。詳しくはこちらから。

秋田市公式Twitter
@akitacity 検索@city.akita 検索

　毎月２回（第１・第３金曜日発行）、
各世帯にお配りしています。

秋田市いいわ
　地域おこし協力隊が自身の移住体験をも
とに、移住前に必要な情報や秋田市の魅力
を発信しています。

広報あきた

移住専用ポータルサイト

　秋田市の観光サイト。会員登録すれば自
分たちのイベントもPRできます。

アキタッチ+

市政テレビ・ラジオ番組

Twitter一覧Facebook一覧

●秋田放送
　「わがまち大好き秋田市長です」
　第3日曜：午前11時40分～15分間

●秋田朝日放送
　「いきいき秋田市から」
　毎週木曜、金曜：午後3時35分～5分間

●秋田放送
　「こんにちは秋田市から」
毎週土曜：午前11時40分～5分間

　毎週日曜：午前11時55分～5分間

●秋田テレビ
　「こんばんは秋田市から」
　毎週水曜：午後10時54分～5分間

●エフエム秋田（ラジオ）
　「秋田市マンデー555」
　毎週月曜：午後5時55分～5分間

●秋田放送（ラジオ）
　「秋田市今週のいちネタ」
　毎週火曜：午前10時30分～5分間

Bリーグに所属。県民が『元気』『夢』『希
望』『誇り』を実感できるように、「プロバ
スケで秋田を元気に！」の合言葉のもと、
トップをめざします。

　東日本のトップチームが
参加するトップイーストリー
グディビジョン１に所属。全
力で攻撃するプレースタイ
ルはブレッツ（弾丸）そのも
のです。（令和3年9月現在）

　J1をめざし、現在はJ2に
所属。ブラウブリッツはドイ
ツ語で「青い稲妻」の意で、
社会人のTDKサッカー部を
母体としたチームです。

バスケットボール

ラグビーサッカー

秋田ノーザンハピネッツ

秋田ノーザンブレッツブラウブリッツ秋田

秋田市のスポーツ

　東日本のトップチームが

ラグビー
秋田ノーザンブレッツ

つのトップスポーツ
チーム3
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プロジェクト
の拠点

の新駅
年ぶり

環境

伝統

「秋田竿燈まつり」や「秋田犬」など、

なじみある言葉から聞きなれない言葉まで、

まだまだ知らない秋田市のことを

キーワードからひもといてみませんか。

新しい出会いや会話に花を咲かす

種になるかもしれません。

あなたの秋田市ライフが

より素敵なものになるように…。

キーワードで
なじむ

Keyword of Akitacity

Keyword of Akitacity

P13
スポット

P18

P22

四季
折 の々
風情

P16
スポット

P15
スポット

P21

・

キリン

ユネスコ
無形文化遺産

曳山
まつり

大壁画
「秋田の行事」

P20
・アート

明治の
洋風建築

所 千秋明徳町3-16
893-5656
午前9時～午後9時
火曜日（休日の場合は翌日）、
年末年始（12月29日～１月３日）

時
休

☎

新スポット

ホームページ

「あきた芸術劇場」
令和4年6月開館予定！
　愛称は「ミルハス」。大ホール
（約2000席）、中ホール（約800
席）、リハーサル室を兼ねた２つ
の小ホールを備えた施設です。

COLUMN

NEW SPOT

夕日へ続く道（飯島）

Akita city
best shot

Instagram
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プロジェクト
の拠点

の新駅
年ぶり

環境

伝統

「秋田竿燈まつり」や「秋田犬」など、

なじみある言葉から聞きなれない言葉まで、

まだまだ知らない秋田市のことを

キーワードからひもといてみませんか。

新しい出会いや会話に花を咲かす

種になるかもしれません。

あなたの秋田市ライフが

より素敵なものになるように…。

キーワードで
なじむ

Keyword of Akitacity

Keyword of Akitacity

P13
スポット

P18

P22

四季
折 の々
風情

P16
スポット

P15
スポット

P21

・

キリン

ユネスコ
無形文化遺産

曳山
まつり

大壁画
「秋田の行事」

P20
・アート

明治の
洋風建築

スペース貸出
１F：コミュニティスペース、デッキ・屋外エリア
２F：スタジオA１、スタジオA2、スタジオA３、
スタジオB

所 千秋明徳町3-16
893-5656
午前9時～午後9時
火曜日（休日の場合は翌日）、
年末年始（12月29日～１月３日）

時
休

☎

文化創造館
　旧秋田県立美術館を改修し、令和3年3月に「秋
田市文化創造館」がオープンしました。市民の創造
力をはぐくむ学びと出会いの機会、活動のための環
境や情報発信などのサポートを提供します。

新スポット

ホームページ

「あきた芸術劇場」
令和4年6月開館予定！
　愛称は「ミルハス」。大ホール
（約2000席）、中ホール（約800
席）、リハーサル室を兼ねた２つ
の小ホールを備えた施設です。

COLUMN

イメージ図

NEW SPOT

夕日へ続く道（飯島）

Akita city
best shot

Instagram
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所 大町一丁目2-37　　824-8686　　
午前9時～午後7時（4月～10月）、
午前9時～午後6時（11月～３月）
12月31日～1月2日（臨時変更あり）

時

休

☎

所

時
¥

休

☎

土崎港西三丁目10-27
838-4244
無料
午前9時～午後5時
火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

所

時
¥

休

☎ ☎
新屋表町5-2
853-4201
無料（体験料は別料金）
午前9時～午後5時
火曜日、年末年始

美しい夕日に感動

年ぶりに
新駅が誕生！

「チャレンジオフィスあきた」
起業を考えているかた、起業に関
心のあるかたへ
土崎港にあった創業支援拠点施設

が中心市街地へ移転し、利用しやすくな
りました。創業支援室に加えて、新たに
コワーキングスペース、起業家交流室を
設けています。起業をサポートするイン
キュベーションマネージャーも常駐して
いるので、お気軽にご相談ください。

秋田市まちなか
観光案内所
　明治34（1901）年に建てられた県内初のレ
ンガ造り百貨店「旧大島商会店舗」を移築・再
現し、観光案内の拠点として令和3年4月に
オープンしました。男鹿石とレンガのコントラス
トが絶妙な洋風建築は、明治期の技を今に伝
える歴史的建造物としても楽しめます。

泉外旭川駅
　県内のJR駅として20年ぶりとなる「泉外旭川
駅」が、令和3年3月、秋田駅～土崎駅の間に誕
生。泉側および外旭川側に駅前広場も整備さ
れ、駅前広場と駅舎は自由通路で行き来が可
能です。泉外旭川駅の開業により、秋田駅・土
崎駅までそれぞれ約4分となり、周辺地区の利
便性が向上し、新たな人の流れによるにぎわい
の創出が期待されます。

　下浜羽川地区と浜田地区を結ぶ、国
道7号下浜道路、愛称はズバリ！「下浜サ
ンセットロード」。
　展望スペースからは、美しい日本海の
海岸や夕日、男鹿半島などを一望するこ
とができます。

COLUMN

所

時
¥

休

大町一丁目3-30　　866-7091
100円（高校生以下無料）
午前9時30分～午後4時30分
年末年始

体験スポット

午前9時～午後6時（11月～３月）
12月31日～1月2日（臨時変更あり）休

20
いずみ　そと　あさひ　かわ

EXPERIENCE

所
☎

中通二丁目2-32　山二ビル7階
827-5868

下浜サンセットロード

NEW SPOT新スポット
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所 大町一丁目2-37　　824-8686　　
午前9時～午後7時（4月～10月）、
午前9時～午後6時（11月～３月）
12月31日～1月2日（臨時変更あり）

時

休

☎

所

時
¥

休

☎

土崎港西三丁目10-27
838-4244
無料
午前9時～午後5時
火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

所

時
¥

休

☎ ☎
新屋表町5-2
853-4201
無料（体験料は別料金）
午前9時～午後5時
火曜日、年末年始

高さ約約11.5ｍの
　　 曳山は圧巻！

「チャレンジオフィスあきた」
起業を考えているかた、起業に関
心のあるかたへ
土崎港にあった創業支援拠点施設

が中心市街地へ移転し、利用しやすくな
りました。創業支援室に加えて、新たに
コワーキングスペース、起業家交流室を
設けています。起業をサポートするイン
キュベーションマネージャーも常駐して
いるので、お気軽にご相談ください。

土崎みなと歴史伝承館土崎みなと歴史伝承館
　土崎地区の歴史と文化を伝える施設　土崎地区の歴史と文化を伝える施設
で、土崎港曳山まつりを紹介する「曳山展で、土崎港曳山まつりを紹介する「曳山展
示ホール」をはじめ、「空襲展示ホール」や示ホール」をはじめ、「空襲展示ホール」や
「常設展示室」があります。毎月第「常設展示室」があります。毎月第1・2・4
日曜日の日曜日の11時
からは、曳山まからは、曳山ま
つりを盛り上げを盛り上げ
る民謡や港ばやる民謡や港ばや
し、踊りの実演を
行って行っています。

COLUMN

触れて学んで竿燈を体感ものづくりを体験できる
新屋ガラス
工房
　ものづくり、
ひとづくり、まち
づくりの創造拠
点。若いガラス
作家が独立を

めざし、日々創作にいそしむ場です。作家が
制作した作品を展示・販売しているほか、吹
きガラス制作などの体験メニューもあり、もの
づくりの現場をより身近に感じられます。

民俗芸能伝承館（ねぶり流し館）
竿燈まつりや三吉梵天祭、秋田万歳など、秋

田市に伝わる年中行事や民俗芸能を資料や
映像で紹介します。実物大の竿燈を展示して
いて、実際に手で持って演技を体験できます。

所

時
¥

休

大町一丁目3-30　　866-7091
100円（高校生以下無料）
午前9時30分～午後4時30分
年末年始

体験スポット

いずみ　そと　あさひ　かわ

EXPERIENCE

所
☎

中通二丁目2-32　山二ビル7階
827-5868

下浜サンセットロード

NEW SPOT新スポット
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所 浜田字潟端154　　828-5508　　
730円（高校生以下無料）
3月第3土曜日～11月末日まで　
※雪の動物園は1月～２月の
　土・日・祝のみ開園
午前9時～午後4時30分
（入園は4時まで）
※1月～2月午前10時～午後3時
　（入園は2時30分まで）
期間内は無休

時

期
¥

休

☎

所

時
¥

休

☎

千秋公園
佐竹史料館：832-7892
久保田城御隅櫓：832-1298
100円（高校生以下無料）
午前9時～午後4時30分
佐竹史料館：年末年始
12月29日～1月3日、
展示替え期間（不定期）
久保田城御隅櫓：
12月1日～3月31日

あきぎん オモリンの森

大森山動物園
　大森山動物園では、約90種
類以上の動物を飼育していま
す。中でも令和2年7月に誕生
したキリンの「ケイタ（恵太）」は
1年で大きく成長しました。令
和3年3月には新しいサル舎
「天空の楽猿」がオープン。高さ
約8mの屋外展示場では、アジ
アやアフリカ原産のサルたちを
立体的に観察できます。

in千秋公園・

年に日本犬として初めて「国の天然記念物」に
指定された秋田犬。市内には秋田犬に会える公式スポッ
トがあります。その愛らしい姿に癒されてみませんか。

会える
OUTING SPOTお出かけスポット

所
☎
土崎港西一丁目９-１
857-3381

Keyword of Akitacity

まんまタイム
だよ！

新
サ
ル
舎

「
天
空
の
楽
猿
」

ポートタワー・セリオン
　秋田港のシンボル。無料開放されている地上100100
ｍの展望台は360度の大パノラマが広がり、また、建度の大パノラマが広がり、また、建
物は時季に合わせたライトアップが楽しめます。地元物は時季に合わせたライトアップが楽しめます。地元
の野菜・果物・物産などが購入できるほか、屋内緑地の野菜・果物・物産などが購入できるほか、屋内緑地
公園のセリオンリスタ
では、子ども向けの遊
具があるので雨天でも
安心です。

おすみやぐら

所
期
中通一丁目4-3エリアなかいち1階
土曜日・日曜日※祝日は不定期

所
期
時

千秋公園二の丸
5月～10月
午前11時～午後3時（休憩あり）

所
時 休

☎中通四丁目7-35　　833-1855
午前5時～午後6時　　日曜日

所
☎

太平山リゾート公園総合案内所
仁別字小水沢134　　827-2270

※各施設の詳細はホームページをご確認ください。

ホームページ

オモリンの森

種
類以上の動物を飼育していま

月に誕生

秋田犬ふれあい処 in千秋公園・
秋田犬ステーション
昭和6年に日本犬として初めて「国の天然記念物」に

指定された秋田犬。市内には秋田犬に会える公式スポッ
トがあります。その愛らしい姿に癒されてみませんか。

秋田犬に会える
OUTING SPOT

新
サ
ル
舎

「
天
空
の
楽
猿
」

道の駅あきた港
ポートタワー・セリオン

秋田犬ふれあい処in千秋公園
元気いっぱいな秋田犬を見学。

ケージ越しに記念撮影も可能です。

秋田犬ステーション
週2回、秋田犬に会えるスポット。
グッズ売上の一部は、秋田犬の保護
活動に充てられます。

所
期
中通一丁目中通一丁目4-3エリアなかいち1階
土曜日・日曜日土曜日・日曜日※祝日は不定期

所
期
時

千秋公園二の丸
5月～10月
午前11時～午後3時（休憩あり）

秋田犬に会える時間な
ど詳しくはホームページ
をご覧ください。

泉外旭川駅

Akita city
best shot

Instagram

千秋公園 下浜サンセットロード

Akita city
best shot

Instagram
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所 浜田字潟端154　　828-5508　　
730円（高校生以下無料）
3月第3土曜日～11月末日まで　
※雪の動物園は1月～２月の
　土・日・祝のみ開園
午前9時～午後4時30分
（入園は4時まで）
※1月～2月午前10時～午後3時
　（入園は2時30分まで）
期間内は無休

時

期
¥

休

☎

所

時
¥

休

☎

千秋公園
佐竹史料館：832-7892
久保田城御隅櫓：832-1298
100円（高校生以下無料）
午前9時～午後4時30分
佐竹史料館：年末年始
12月29日～1月3日、
展示替え期間（不定期）
久保田城御隅櫓：
12月1日～3月31日

OUTING SPOTお出かけスポット

所
☎
土崎港西一丁目９-１
857-3381

Keyword of Akitacity

まんまタイム
だよ！

新
サ
ル
舎

「
天
空
の
楽
猿
」

千秋公園
　秋田市を代表する公園で、秋田藩
主佐竹氏の居城・久保田城跡です。
久保田城御隅櫓や表門、お堀、佐竹
史料館など、趣ある建物や施設があ
るほか、明治時代に造られた園内で
は四季の移ろいを楽しめ、市民の憩
いの場となっています。

おすみやぐら

所
期
中通一丁目4-3エリアなかいち1階
土曜日・日曜日※祝日は不定期

所
期
時

千秋公園二の丸
5月～10月
午前11時～午後3時（休憩あり）

秋田市民の台所
秋田市民市場
　鮮魚や野菜、精肉、果
物、乾物、生花、日用品な
ど何でもそろいます。秋田
ならではの激辛ボダッコ
（秋鮭）など旬の味も豊
富。飲食スペースもあるの
で、買った食材を食べるこ
ともできます。

所
時 休

☎中通四丁目7-35　　833-1855
午前5時～午後6時　　日曜日

一年中自然を満喫！
太平山
リゾート公園
　テニスコートやキャンプ
場、植物園、グラウンド・ゴ
ルフ場「グリーンパル」、ス
キー場「オーパス」、温泉
とレジャープールがある
「クアドーム ザ・ブーン」な
ど、一年を通して自然を満
喫できる施設がそろって
います。

所
☎

太平山リゾート公園総合案内所
仁別字小水沢134　　827-2270

※各施設の詳細はホームページをご確認ください。

ホームページ

秋田犬に会える時間な
ど詳しくはホームページ
をご覧ください。

泉外旭川駅

Akita city
best shot

Instagram

千秋公園 下浜サンセットロード

Akita city
best shot

Instagram
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Keyword of Akitacity

時
874-8548（一般社団法人あきた地球環境会議）
平日午前9時30分～午後5時

☎

スマホ・ガラケーでためるエコポイント

環境編

あきエコどんどんプロジェクト
環境にやさしい取り組み（エコアクション）に参加して、

ポイントをためれば抽選でお得な賞品が当たるアプリで
す。対象店舗でレジ袋を辞退すると2ポイントなど、ポイン
トメニューを見れば、ポイント数が分かるほか、CO2削減
量も分かるので楽しく温暖化防止活動に参加できます。

食品ロスを
削減しよう！

人にも地球にも
やさしいあきた！

秋田市の
お役立ちBOOK
　家庭ごみの約半分が生ご
みといわれています。市では
食品ロスを減らすため、冷
蔵庫整理術から食材を食べ
きるアイデアレシピまで、食
品ロス削減に特化した冊子
を作成しています。

もったいないアクション
　家庭での食品ロス削減だけでは
なく、市では「人にも地球にもやさし
いあきた」をめざす取り組みの一環
として、食べ物を大切に残さずおい
しく食べきることを啓発する「もった
いないアクション」を進めています。
協力いただいている事業所を「もっ
たいないアクション協力店」として紹
介しています。

食べきりアイデアレシピ集
市民のみなさんから募集したアイ

デアレシピ集。スイカの皮を使うなど
驚きのアイデアがいっぱいです。

CITY PLAN　まちづくり

まずは、冷蔵庫からもったいない
を見直そう！BOOK
冷蔵庫の整理と収納が食品ロス削減

につながる？自宅の冷蔵庫をチェック！

非常食も残り野菜も
使いきりレシピ集
使わなかった非常食も日常の食生

活に取り入れておいしい料理に。

まるごと食べきり
野菜活用ハンドブック
知っているようで知らない野菜の使い
切り方法からおいしいレシピまで掲載。

CEEA 検索

ホームページ

ホームページ

アプリのダウ
ンロードはコ
チラから

詳しくは
コチラから

詳しくは
コチラから

この
ステッカーが
目印！

秋田を楽しむ
大人の情報サイト

または

Akita city best shot

Instagram

大森山動物園　ワオキツネザル

Akita city best shot

Instagram

秋田駅西口ミニかまくら

Akita city best shot

Instagram

土崎駅

大森山公園 千秋公園

Akita city
best shot

Instagram
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子育て
世代編

Keyword of Akitacity

時
874-8548（一般社団法人あきた地球環境会議）
平日午前9時30分～午後5時

☎

その人らしく、いきいきと暮らせるまちへ
エイジフレンドリーシティ
　エイジフレンドリーシティとは「高齢者にやさしい都市」と
いう意味で、2007年、WHO（世界保健機関）のプロジェク
トにおいて提唱されました。市ではエイジフレンドリーシ
ティをめざし、高齢者自身が輝ける場づくりを進めています。

安心して
子育てできる環境へ
子育てサポートクーポン
　在宅で子育てしている家庭に「在宅子育てサ
ポートクーポン券（22枚綴り）」と大森山動物園年
間パスポート引換券１枚をセットで交付します。ま
た、3人以上お子さんがいる世帯に「多子世帯サ
ポートクーポン券（1万5千円分）」を交付します。
クーポン券は7つのプランから自由に組み合わせて
利用可能。詳細はホームページをご覧ください。

シニア
世代編

プラっと！
シニア世代が主役の情報
ポータルサイト。シニア向け
のイベント情報や利用者の
投稿も配信しています。

エイジフレンドリー
シティカレッジ
エイジフレンドリーシティ
実現に向けてエイジフレンド
リーシティカレッジを開催。
セミナーや講演などを積極
的に行っています。

秋田市暮らしに役立つ
サービス
「お弁当の配達を利用した
い」など、介護保険制度以外
のサービスや支援の情報を集
めた冊子です。

CITY PLAN　まちづくり

CEEA 検索

ホームページ

ホームページ

アプリのダウ
ンロードはコ
チラから

詳しくは
コチラから

詳しくは
コチラから

この
ステッカーが
目印！

秋田を楽しむ
大人の情報サイト

または

Akita city best shot

Instagram

大森山動物園　ワオキツネザル

Akita city best shot

Instagram

秋田駅西口ミニかまくら

Akita city best shot

Instagram

土崎駅

大森山公園 千秋公園

Akita city
best shot

Instagram
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大町三丁目3-21　　864-6851
210円（高校生以下無料）
午前9時30分～午後4時30分
年末年始、展示替え期間（不定期）

秋田ゆかりの作家が
集まる

特産品・工芸品歴史・アート PRODUCT & CRAFT

秋田県立美術館
エリアなかいち内にあり、日本を代表する建築家・
安藤忠雄氏の設計による美術館。世界的な画家・
藤田嗣治の作品が多数展示されていて、昭和12
（1937）年当時の秋田を描いた大壁画「秋田の行
事」は、まさにここで観るべき作品といえます。展示
のほかにもイベントやワークショップなど、よりアート
を楽しむ企画も開催。2階のラウンジからは水庭越
しに千秋公園を望めます。

つぐはる

所

時
¥

休

☎

所

時

¥

休

☎

中通二丁目3-8（アトリオン内）
836-7860
一般310円、大学生210円
（高校生以下無料）
午前10時～午後6時（入館は5時30分まで）
年末年始　※臨時休館あり

所

時

¥

休

☎

中通一丁目4-2
853-8686
通常入館料は一般310円、シニア
（70歳以上）280円、大学生210円
（高校生以下無料）。特別展開催
時は料金の変更の場合あり
午前10時～午後6時
※竿燈期間中は延長する場合あり
不定休
※メンテナンスによる臨時休館あり

2階からの景観はまるで絵画のよう

HISTORY & ART

秋田駅待合ラウンジ

お米
もちもちとした

粘りのある食感と
つやつやと輝く光
沢が魅力で、甘み
があります。

地酒
冬の寒冷な

気候を利用し
た「低温長期醗
酵法」によって
つくられます。

山菜
　秋田の春の野山は山菜の宝庫。それぞれ特
有の味、香り、そして調理法があります。

きりたんぽ鍋
比内地鶏の旨みがギュッと凝縮され、思わず

飲み干したくなるほどの味わいが特徴です。

秋田かやき
かやきは「貝焼

き」がなまった言
葉で、漁師が鍋の
代わりに貝を使っ
たのが始まりとさ
れています。

秋田銀線細工
細く線状にした純銀の「銀線」をさまざまな模

様に加工し、商品にしています。

木工家具
伝統的な技法を守りながら、新たなデザイン

や加工技術を取り入れた製品が自慢です。

正勝
刃物鍛冶
土崎港に１軒の

み残る鍛冶屋「正
勝刃物鍛冶」。職人
技が光ります。

八橋人形
江戸時代中期

に京都伏見の人
形師が伝え、制作
したのが始まりと
されています。

や   ばせ にんぎょう

秋田蕗摺
天然の秋田蕗そのままの姿を、布や紙に摺り

込んだ染色工芸品です。

ふきずり

もく  め がね

杢目銅
江戸時代から秋田に伝わる金属加工の技

法で、アクセサリーや花器などが人気です。

赤れんが郷土館
　赤れんが館（国の重要文化財）、新館、収蔵庫の3つ
の建物からなる「赤れんが郷土館」は、明治45（1912）年
に完成した建物で、旧秋田銀行本店だったものを活用し
ています。土台は男鹿石を使用し、1階が白の磁器タイ
ル、2階が赤煉瓦という紅白のコントラストが特徴的で
す。館内では、版画家・勝平得之や人間国宝・関谷四郎
の作品を鑑賞できます。

とくし

せんしゅう

千秋美術館
　佐竹曙山、小田野直武らの秋田蘭画や、平福穂庵・
百穂父子、寺崎廣業、木村伊兵衛など、秋田ゆかりの
作家たちの作品を多く収蔵しています。展示のほか
に、職場体験など子ども向けのプログラムも充実。ま
た、ニューヨークをはじ
め、海外で高い評価を
受けた洋画家・岡田謙
三の作品を常設展示
する岡田謙三記念館
を併設しています。

しょざん ひらふく すいあん

ひゃくすい こうぎょう

Akita city best shot

Instagram

土崎駅
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大町三丁目3-21　　864-6851
210円（高校生以下無料）
午前9時30分～午後4時30分
年末年始、展示替え期間（不定期）

特産品・工芸品歴史・アート PRODUCT & CRAFT

つぐはる

所

時
¥

休

☎

所

時

¥

休

☎

中通二丁目3-8（アトリオン内）
836-7860
一般310円、大学生210円
（高校生以下無料）
午前10時～午後6時（入館は5時30分まで）
年末年始　※臨時休館あり

所

時

¥

休

☎

中通一丁目4-2
853-8686
通常入館料は一般310円、シニア
（70歳以上）280円、大学生210円
（高校生以下無料）。特別展開催
時は料金の変更の場合あり
午前10時～午後6時
※竿燈期間中は延長する場合あり
不定休
※メンテナンスによる臨時休館あり

HISTORY & ART

秋田駅待合ラウンジ

お米
もちもちとした

粘りのある食感と
つやつやと輝く光
沢が魅力で、甘み
があります。

土崎のふぐ
秋田港のある土崎地区は「北限の天然ふ

ぐ」の名産地です。

地酒
冬の寒冷な

気候を利用し
た「低温長期醗
酵法」によって
つくられます。

山菜
　秋田の春の野山は山菜の宝庫。それぞれ特
有の味、香り、そして調理法があります。

きりたんぽ鍋
比内地鶏の旨みがギュッと凝縮され、思わず

飲み干したくなるほどの味わいが特徴です。

秋田かやき
かやきは「貝焼

き」がなまった言
葉で、漁師が鍋の
代わりに貝を使っ
たのが始まりとさ
れています。

秋田銀線細工
細く線状にした純銀の「銀線」をさまざまな模

様に加工し、商品にしています。

木工家具
伝統的な技法を守りながら、新たなデザイン

や加工技術を取り入れた製品が自慢です。

正勝
刃物鍛冶
土崎港に１軒の

み残る鍛冶屋「正
勝刃物鍛冶」。職人
技が光ります。

八橋人形
江戸時代中期

に京都伏見の人
形師が伝え、制作
したのが始まりと
されています。

や   ばせ にんぎょう

秋田蕗摺
天然の秋田蕗そのままの姿を、布や紙に摺り

込んだ染色工芸品です。

ふきずり

もく  め がね

杢目銅
江戸時代から秋田に伝わる金属加工の技

法で、アクセサリーや花器などが人気です。

とくし

せんしゅう

しょざん ひらふく すいあん

ひゃくすい こうぎょう

Akita city best shot

Instagram

土崎駅
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山王祭［新屋の日吉神社］
25日は宵宮祭。翌26日は例祭。若者に担
がれたお神輿が町内を巡ります。

鹿嶋祭［新屋の日吉神社］
豊作を祈る鹿嶋信仰に由来し、やがて端
午の節句に。現在は子どもの成長を祈る
行事に。

蕗刈り撮影会［仁井田地区］
ヤートセ秋田祭  ［大町・通町］
秋田の民謡などをアレンジして、オリジナ
ルの振り付けで踊るお祭りです。

三皇祭［三皇熊野神社］
神輿や曳山が氏子地域の各町内を巡ります。

土崎港曳山まつり
［土崎神明社ほか］

ヤマハゲ［雄和、豊岩、下浜地区ほか］
家内安全、無病息災、子どもの健康と成
長を願う行事です。

火振りかまくら［仁井田地区］
三吉梵天祭［広面地区ほか］
太平山三吉神社の勇壮な神事。江戸時代
頃に始まったとされています。

だるま祭り［大町の星辻神社］
桜まつり［千秋公園］
秋田藩佐竹氏20万石の居城跡に、樹齢
約120年のソメイヨシノや八重桜といった
約700本の桜が咲き誇ります。

つつじまつり［千秋公園］
胡月池から本丸へと続く石段の道を白や
ピンク、赤に色づいたつつじが彩ります。

歳時記

12・13日

中旬～下旬

25・26日

中旬～下旬

下旬

上旬

第2日曜日

20日・21日

第2土・日曜日

下旬

上旬

３日～６日

11日

17日

中旬～下旬

15日

1月

火振りかまくら
五穀豊穣、家内安全などを祈り

行われる仁井田地区の小正月行事
です。

だるま祭り
　星辻神社（大町）のだるま祭りには
必ず雨が降ると言われ、火伏せ、商
売繁盛などを願う参拝客でにぎわい
ます。

EVENT

・

・

秋田竿燈まつり
東北三大祭りのひとつ。国の重要無形

民俗文化財に指定される、市を代表する
伝統行事です。夏の夜空を背に、約280
本の竿燈と約１万個の提灯がゆれるさま
は、幻想的のひとこと。天の川が降り注い
だような光を満喫してください。

5月 8月

10月

12月

4月

6月

7月
5月

秋田竿燈まつり
［竿燈大通り］

秋田市夏まつり
雄物川花火大会
［雄物川河川敷］

健康のつどい
［八橋運動公園ほか］
市民が運動を楽しむ恒例イベント。体力テ
ストや各種スポーツ大会などが行われます。

スキー場オープン
［太平山スキー場オーパス］

市街地から車で30分。初心者からベテラ
ンまで、家族で楽しめます。

秋田市の歳時記

※お祭りやイベントは変更・中止になる場合があります。

Akita city best shot

Instagram

河辺岩見鵜養地区

Akita city best shot

Instagram

雄物川河川敷
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山王祭［新屋の日吉神社］
25日は宵宮祭。翌26日は例祭。若者に担
がれたお神輿が町内を巡ります。

鹿嶋祭［新屋の日吉神社］
豊作を祈る鹿嶋信仰に由来し、やがて端
午の節句に。現在は子どもの成長を祈る
行事に。

蕗刈り撮影会［仁井田地区］
ヤートセ秋田祭  ［大町・通町］
秋田の民謡などをアレンジして、オリジナ
ルの振り付けで踊るお祭りです。

三皇祭［三皇熊野神社］
神輿や曳山が氏子地域の各町内を巡ります。

土崎港曳山まつり
［土崎神明社ほか］

ヤマハゲ［雄和、豊岩、下浜地区ほか］
家内安全、無病息災、子どもの健康と成
長を願う行事です。

火振りかまくら［仁井田地区］
三吉梵天祭［広面地区ほか］
太平山三吉神社の勇壮な神事。江戸時代
頃に始まったとされています。

だるま祭り［大町の星辻神社］
桜まつり［千秋公園］
秋田藩佐竹氏20万石の居城跡に、樹齢
約120年のソメイヨシノや八重桜といった
約700本の桜が咲き誇ります。

つつじまつり［千秋公園］
胡月池から本丸へと続く石段の道を白や
ピンク、赤に色づいたつつじが彩ります。

土崎港曳山まつり
古くから港町として栄えた土崎の総鎮守・土崎神明社の例祭。

平成28年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。迫力満点の
武者人形や軽快なお囃子、そして自慢の踊りを楽しんでください。

歳時記

12・13日

中旬～下旬

25・26日

中旬～下旬

下旬

上旬

第2日曜日

20日・21日

第2土・日曜日

下旬

上旬

３日～６日

11日

17日

中旬～下旬

15日

1月

秋田市夏まつり
雄物川花火大会
スターマインなど約7,500

発の花火が打ち上がります。

EVENT

・

・

5月 8月

10月

12月

4月

6月

7月
5月

秋田竿燈まつり
［竿燈大通り］

秋田市夏まつり
雄物川花火大会
［雄物川河川敷］

健康のつどい
［八橋運動公園ほか］
市民が運動を楽しむ恒例イベント。体力テ
ストや各種スポーツ大会などが行われます。

スキー場オープン
［太平山スキー場オーパス］

市街地から車で30分。初心者からベテラ
ンまで、家族で楽しめます。

秋田市の歳 時 記

蕗刈り撮影会蕗刈り撮影会
あきた観光レディーが、おば

こ姿で秋田蕗を刈り取る姿を撮
影する初夏の風物詩。

ふき　が

※お祭りやイベントは変更・中止になる場合があります。

Akita city best shot

Instagram

河辺岩見鵜養地区

Akita city best shot

Instagram

雄物川河川敷
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秋田市役所

　　　　月～金曜日　午前8時30分～
午後5時15分（祝日・年末年始は除く）

駅東サ－ビスセンター

　　　　  月～金曜日午前9時～午後5時15分
土曜日午前9時～午後5時
（一部取扱いしない業務があります。）

　　　　  日曜日・祝日・年末年始　　

行政ガイドインデックス

東部市民サービスセンター
（いーぱる）

西部市民サービスセンター
（ウェスター）

南部市民サービスセンター
（なんぴあ）

北部市民サービスセンター
（キタスカ）

南部市民サービスセンター別館
（なんぴあ別館）

河辺市民サービスセンター
（カワベリア）

雄和市民サービスセンター
（ユービス）

　各市民サービスセンターの業務時間
は、月～金曜日午前8時30分～午後5
時15分（祝日・年末年始は除く）です
が、各センター内の施設については異な
る場合がありますので電話などでご確
認ください。
　それぞれの場所は30・31ページをご
覧ください。

中央市民サービスセンター
（センタース）（市役所2、3階）

30市役所案内
庁舎および
市民サービスセンター案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
行政組織の案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

64市税

66国民年金
国民年金にはみんなが加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
国民年金から受けられる給付・・・・・・・・・・・・・・・・68

35災害・救急
いざというときの行動マニュアル・・・・・・・・・・・・・35
消防・救急は119番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
事件・事故は110番（防犯の心がけ）・・・・・38

43届出・証明
転入・転出など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
戸籍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
時間外および休日の窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
戸籍・住民票などの各種証明書・・・・・・・・・・・・・45
印鑑登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

48市民相談
相談窓口を紹介します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
消費生活相談に応じます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

51ごみ・リサイクル
ごみの出し方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
粗大ごみの出し方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

55育児・教育
出産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
保育所・幼稚園に入るとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
小・中学校に入るとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
ひとり親家庭のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
障がいのある子どものために・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

●「秋田市民便利帳 2021･2022保存版」は令和3年7月
　現在の情報を掲載しています。
●今後、社会情勢の変動などにより内容が変更される場
　合がありますので、あらかじめご了承ください。
●行政情報について不明な場合は、各担当課までお問い
　合わせください。

69国民健康保険
国保から受けられる給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
国民健康保険税の課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
国民健康保険税の納付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
特定健康診査・特定保健指導・・・・・・・・・・・・・・・72

73保健
生活習慣病予防と健康づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・73

76介護保険
予防と安心のための制度です・・・・・・・・・・・・・・・・・76
介護保険サービスを利用するには・・・・・・・・・77

85医療
医療費の助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
後期高齢者医療制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
市立秋田総合病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88

78福祉
高齢者福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
社会参加・生きがいづくりを応援・・・・・・・・・・・・80
市民福祉を支える協力体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
生活に困っているかたへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
資金の貸付を受け付けています・・・・・・・・・・・・・83
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障がいのあるかたのために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
市内の障がい福祉関係機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

89水道・ガス・電気
水道・下水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
水道の凍結に注意しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
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☎
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所
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東通仲町4-1（秋田拠点センターアルヴェ１階）
887-5320

109レジャー

98暮らし

104文化・スポーツ

100
広報・広聴・情報公開・
市議会

94住宅・道路・交通
快適な住まいづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
生活に欠かせない道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
公共交通機関のバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

102融資・求職
仕事を探しているかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
勤労者福祉施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

111

外国人住民のみなさんへ
Information For
International Residents
面向外国居民的信息
외국인을위한 정보

29

〈 広 告 〉

２１０８秋田市6(SG40)企画前半.indd   29 2021/08/12   10:34:37




