
◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.25 2012.4.20発行 

  「去年は桜をながめる気分にはなれなかったけど、今年は鶴岡公園の桜を見に行きたい」―そんなふうに言って下さ

った避難者の方がおられました(^_^) 厳しい冬を乗りこえて、今、庄内地方は次々と花々が咲き始めています。「被災して

からまだ時間が止まっているような気がする」―そんな思いの方もおられますが、季節は冬から暖かい春へと移り変わっ

てきました。思いはまだ立ち止まったままでも、移り変わる自然の美しさに心癒される時間をお過ごしいただけたらと願っ

ております(*^_^*)  

 

避難者 Q&A 特集～part４～ 

寄せられたご相談の中で、他の方も「実は聞きたかった！」というものがあるかもしれませんよね(^_^) 

今回は、防災に関するご質問の特集です。鶴岡市は安全なイメージがありますが、万が一に備えてご確認くださいね！ 

 

鶴岡市独自の防災メールのようなものはあるんですか？ 

緊急地震速報を受け取れる携帯電話をお持ちの方は、鶴岡市が独自に発信する地震・津波情報を無料受信できます！

2012 年 2 月より携帯電話会社三社（ドコモ・au・ソフトバンク）どれでも受信することができるようになりました。 

 

わたしの持っている携帯電話は「緊急地震速報」を受け取れるか分からないんですが・・・ 

「緊急地震速報」はマナーモードにしていても緊急時には音が鳴るよう設定することができ、地震など災害予測を

お知らせします。この一年間、地震などの時に、災害予測のお知らせが「ぜんぜん入らなかった(>_<)」という方は、 

受信できない機種の可能性がありますので、各携帯電話会社にご確認下さいね。(スマートフォンご使用の方も、受信

できるものとできないものがあるようですので、ご確認下さい。) 

  

鶴岡市では、防災行政無線は設置されていますか？ 

鶴岡市の海岸沿い、赤川沿い、藤島・羽黒・温海）の各地域に設置されています。櫛引と朝日については、ケーブ

ルテレビの回線を通して放送しています。 

 

わたしの場合、避難場所はどこになるんですか？ 

「支援だより No.22」でもご紹介しました「つるおか市民便利帳 2012」の 42 ページを 

ご覧下さい。鶴岡市では災害の種類や状況に応じて避難場所が分類されています。 

 

①いっときの避難場所：災害発生後すぐに隣組などの単位で安否確認を行う屋外避難場所 

 ②一 次 避 難 所：町内会・自治会の単位で安否確認を行う屋外避難場所 

 ③二 次 避 難 所：災害などで住宅にいられない場合の「寝泊り可能」な屋内避難所 

 

  「つるおか市民便利帳」には「二次避難所」一覧のみ掲載されています。「いっときの避難場所」 

についてはご近所の方や町内会長さんにおたずねください。「一次避難所」のリストは 

鶴岡市ホームページ[ 防災 ]→[ 鶴岡市地域防災計画など ]→[ 資料編 ]で閲覧できます。 

 

   お住まいの「町内会が分からない」「自分の一次避難所だけ知りたい」という方は、この 

  ページ下の部分にある「内容のお問い合わせ 0235-24-0053 担当：志賀」までご連絡下さい。 

 

   ＊インターネット無料閲覧は「鶴岡市立図書館」（家中新町 14-7 平日 9:30-19:00 土日祝は 17:00 まで,(月)休館） 

印刷もできる施設は「出羽庄内国際村」(伊勢原町 8-32 毎日 8:30-19:00 ,(月)休館 印刷 1 枚 10 円)です♪ 

 

今さらですけど、非常持ち出し袋の中身とか非常用備蓄品って準備の目安ってあるんですか？ 

今年度の「山形県民手帳 2012」の付録にチェックリストが掲載されています。目安としては 

 「家族の三日分」（食料品・医療関係・衣類・日用品など）＋貴重品です。「県民手帳 2012」は 

 ご希望の避難者の方に無料で差し上げておりますので、下記の連絡先までお問合せ下さいね♪ 

 （非常食に適した食料等のアドバイスも参考になるかと思います） 
 

＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（避難者生活支援事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀)



【 ４・５月の予定 】 各種相談   

鶴岡市で在宅のお仕事をご希望の方のために、内職に関する相談・支援をしています。 

ご希望の方は鶴岡ワークサポートルーム（就業支援室）にご相談においで下さい。 

鶴岡ワークサポートルーム（鶴岡市役所東庁舎 2 階）☎0235-25-2215 

(月)～(金)9:00～16:00 対象者：鶴岡市と三川町にお住まいの方 

＊できるだけ事前に電話予約をお願い致します。相談者の来所が重なると 

お待ちいただく場合があります。 

※鶴岡市社会福祉協議会でも事務・保育士助手(保育士資格がなくても OK)など避難者

枠のある求人がありますので、興味のある方はお早目にお問合せ下さい。 

鶴岡市社会福祉協議会 0235-24-0053 避難者支援担当・志賀または総務課まで 
 

 
（原発被害や津波被害等で避難されている皆様へ） 

４月２４日（火）に金融応援セミナーと金融相談会を開催します。住宅ローンな

どお借入れの返済についてお悩みの方や今後家賃の補助がなくなると返済

が不安となるような方などに対する説明会や相談会を実施します。 

１度聞いてみませんか？借上げ住宅ご利用の方などお気軽にご相談下さい。 

４月２４日（火）午前１０時～１６時 鶴岡市中央公民館 ２階  

説明会：午前１０：００～１時間程度 

相談会：説明会終了しだい個別にご相談できます。相談内容をあらかじめ参加

申し込み時にお知らせいただくと、ご事情に沿ったご提案ができます。 

【お申込み・問い合わせ】 山形財務事務所・理財課  

☎ 023－641－5178 （担当・橋本・佐藤）  
 

毎月第二・第四(火)11:00～15:00 鶴岡市役所にて、福島県職員が来鶴して、

避難者生活全般のご相談対応をしております。現在の福島県内の様子、避難生

活でのお困り事、“どこの誰にどのように相談したらいいのか分からない”と

いったことまで、お気軽にご相談下さい。福島県以外からの避難者の方も気

兼ねなくお越し下さい。ご相談内容がはっきりしている場合は、事前にご予

約いただくと、資料などをご用意できますのでよろしくお願い致します。 

ご予約・お問合せ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会 担当（志賀） 

 

避難者招待(子供～大人まで)大山公園さくらまつり～黒川能鑑賞会  
開催日 4 月 22 日(日) 10:00～15:30 大山公園イベント広場(旧鶴岡西高野球場) 

10:00～ポニーと遊ぼう！(受付 14:00 まで) 入場無料 

10:30～バルーンアート（風船プレゼント♪） 

    地域のサークル発表など 

 11:00～黒川能鑑賞会 

 13:30～念珠関弁天太鼓 など 

※避難されている方に「大山の銘菓とお茶」のプレゼントをご用意しております。 

ご来場予定の方は、下記の電話でお申込み下さいね！ 

申込み・お問合せ: ０２３５-３３-３２１４ 大山観光協会 

 

子供～高齢者まで  

4 月 29 日(日・祝)10:00～（受付 9:30 開始）要予約の「スペシャル企画」

と予約なし参加可の「屋台・フリーコーナー」があります！ 

「春の金峰まるかじり登山」～山頂で庄内平野を眺めてみませんか？～ 

 定員 20 名 前日 28 日まで申込み（定員になり次第〆切） 
 （持ち物：リュック・飲み物・行動食―飴、チョコ、ゼリーなど―・保険代 20 円） 

「フリーコーナー」（「春の里山自然散策トレッキング」「春の里山さんぽ」「金峰ゆ

ったり満喫」など）は、初めての人・のんびりしたい人に最適です♪ 

きれいな空気をたくさん吸って、元気になりましょう＼(^o^)／ 

※フリーコーナーは参加・帰宅時間に制限はありませんが、 

必ず受付に声をかけて下さいね♪ 
 

子供～高齢者まで  出羽三山「祈りの集い」 

５月 8 日(火)11:00～ 場所：羽黒山三神合祭殿 送迎バスご用意、自家用車

でおいでの方は案内状のご提示により有料道路を無料で通行できます。 

内容：①精進料理をご堪能下さい。②国宝五重塔・羽黒杉並木の石段などの羽黒山の     

散策 ③祈りと供養の御山 羽黒山三神合祭殿（復興への祈り） 

※「支援だより No.24」同封の返信ハガキで 5/2 必着でお申込み下さい。 

お問合せ：0235-62-2356 羽黒山三神合祭殿（担当：佐藤・中野） 

21 土 「ようこそ魔法の美術館」(～5/27 まで) 

「光のアート」をテーマに見て触れて感じるこ

とのできる参加・体験型の作品展示。子供から

大人までみんなが一緒に楽しめる展覧会です。 

鶴岡アートフォーラム（馬場町 13-3） 

0235-29-0260 大人 500 円・中学生以下無料 

（4/21-22） 
正午～15:00 荘内神社境内（雨天時は参集殿） 

料金 400 円＊会場で和菓子作り体験(200 円) 

絵ろうそく絵付け体験(500 円)できます♪ 

22 日 温海さくらマラソン 開会式 8：10～ 

メイン会場：温海温泉林業センター      

(鶴岡市湯温海字湯乃里 88-8)        

大山公演さくらまつり 10：00～15：00    
大山公園イベント広場（旧鶴岡西高野球場）  

ステージ：黒川能鑑賞会 11:00～、念珠関辨

天太鼓、地域サークル発表、         

子供イベント：ポニーと遊ぼう!!10:00～、マ

ルミバルーン、各種ゲーム、お花見出店、など 

避難者の方には大山の銘菓とお茶をプレゼン

ト！事前にお電話でお申込み下さい(*^_^*)   

0235-33-3214 大山観光協会       

23 月 

24 火 
個人版私的整理ガイドライン説明会・相談会 

10：00～説明会 11:00～個別相談会 

中央公民館 2 階 問合せ：023-641-5178 

山形財務事務所理財課 
庄内地方避難者相談会 

11：00～15：00 鶴岡市役所 6 階 
＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 

25 水 

26 木 

27 金編み物教室（最終回） 
10:00～にこ♥ふる 2 階（ボランティアセンター） 

法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

28土ヘアーサロン髪切屋 0235-26-5198 
（避難者割引 4/28 まで延長になりました!!） 

伊藤忠ファミリーフェア GW 直前セール(～29) 

10:00－17:00 山形ビッグウィング 

来場者全員に「ucc the clear 無糖ミルク」 

お子さんには「森永アイスボックス」をプレゼ

ント！（招待券が必要です。庄内地方は鶴岡市

社会福祉協議会0235－24－0053避難者支

援担当までお問合せ下さい） 

由良海洋釣堀オープン(～10/21 まで) 

29 日 10:00－      

金峰少年自然の家 大人から幼児まで     

30 月                        

5/1 火 

2 水出羽三山「祈りの集い」申込み〆切 

（申込みハガキ 5/2 必着） 

3 木 神谷明ふれ愛ファミリーコンサート    

開場 13:00～ 開演 13:30～         

山形市総合スポーツセンター（第二体育館） 

入場無料（整理券が必要です。庄内地方の方は

鶴岡市社会福祉協議会0235-24-0053避難

者支援担当にお問合せ下さい。）        

＊正午から佐渡ヶ嶽部屋直伝ちゃんこなべの

炊き出しがあります！浪江町出身のユニット 

「涼風」も出演予定です(^_^)v        

アマゾン子どもフェスティバル      

出羽庄内国際村 10:00～当日入館無料   

庄内チューリップ祭り（5/5 まで）      

10:00～15:00 いこいの村庄内 76-3211 


