
報道関係各社　様

NO． 内　　容 担　　当

1 64歳以下の方への新型コロナワクチン接種の実施について コロナワクチン対策室

2 結婚祝い金・出産祝い金などをマイナポイントで給付 DX推進課

3 健幸まちづくりプロジェクトで地域経済を活性化 健幸まちづくり推進室

4 消防団音楽隊の設置について 総合防災課

5 大仙市災害時外国人支援ボランティアの募集について 交流振興課

6 大仙市優良建設工事表彰について 契約検査課

　

令和３年６月　定例記者会見について

日　時：令和３年５月２６日（水）　午前１１時～

会　場：大仙市役所大曲庁舎３階大会議室
≪会見内容≫

大仙市

ようこそ大仙市ホームページへ

おおきなせなかに夢を乗せ未来に羽ばたく元気なまち

７月の定例記者会見は６月３０日（水）午前１１時を予定しています。

問い合わせ

大仙市企画部広報広聴課

e-mail：kouhou@city.daisen.lg.jp

電話：0187-63-1111（内線274）／ FAX：0187-63-1119
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健康福祉部コロナワクチン対策室 

 

安心して日常生活が送られるよう、接種を加速 

６４歳以下の方への新型コロナワクチン接種の実施について 
  

市では、5月 9日から 65歳以上の高齢者を対象にワクチン接種を開始しています。受

付開始当初は混乱もありましたが、予約受付の見直しや大曲仙北医師会の協力により接種

枠を拡充するなど、現在は、接種・予約とも順調に進んでおり、7月末の接種終了をめざ

しています。 

・コロナワクチン接種予約済み人数 ２３，９８８人（７６．６％） 

・    同  接種済み人数  ４，７９１人（１５．３％） ※５月２５日現在 

次のステップとして 8月１日から、16歳以上 64歳以下の方、約 4万人を対象にした

集団接種の開始に向けて準備を進めています。まずは、重症化リスクの高さを鑑みて呼吸

器や心臓の慢性の病気など、基礎疾患のある方から優先的に実施することとし、その後は

混雑を避けるため 5段階に年齢を区切って順次接種券を送付します。 

市民が一日も早く新型コロナワクチン接種を終えて、安心して日常生活が送られるよう、

接種の加速化を図ります。 

 

■ 集団接種開始予定日   ８月１日 

＊医療機関による個別接種は、現在調整中 

 

■ 接種券（クーポン券）発送の区分および順番 

   ６月 18日から次の順番で１週間ごとに発送 

    ①届け出のあった基礎疾患のある方 

 ②６０歳～６４歳  ③５０歳～５９歳  ④４０歳～４９歳    

⑤３０歳～３９歳  ⑥16歳～２９歳以下 

 

■ 予約方法 

 接種券（クーポン券）が手元に届いたら、次の方法で予約 

① インターネット予約（PCやスマートフォンなど）：24時間受付 

② 電話予約（コールセンター２５回線）：午前 9時～午後６時 

 

＊基礎疾患のある方の申し出について 

□周知 広報だいせん 6月号および HP、SNS 

□届け出 郵送またはインターネット 

・郵送の場合：広報だいせん 6月号に綴じ込みの申請用紙に記入し、「のり

しろ」を貼り合せて封筒を作成し郵送 

・インターネットの場合：大仙市電子申請届出サービス 

https://s-kantan.jp/city-daisen-akita-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1617  

にアクセスし、必要事項を入力し送信 

□締め切り ６月１５日（火） 

 ※締め切り後の届け出は、優先発送ができない場合もあり 

 
 問い合わせ／大仙市コロナワクチン対策室 ℡0187-73-6044 
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 問い合わせ／総務部 DX推進課 ℡0187-63-1111(内線 229) 

 

総務部 DX推進課 

 

民間キャッシュレス決済サービス事業者との連携 

結婚祝い金、出産祝い金などをマイナポイントで給付 
  

市は、総務省の「自治体マイナポイントモデル事業」に採択され、総務省が構築してい

る民間キャッシュレス決済サービス事業者との連携の仕組みを活用し、ポイント給付施策

を実施します。モデル事業では、むすび・サポート事業など 3事業を計画しており、結婚

祝い金、出産祝い金ならびに健幸まちづくりプロジェクトの特典をマイナポイントで給付

します。 

今後のさまざまなデジタルポイント給付施策を見据え、本事業によりマイナンバーカー

ドを活用した迅速かつ正確なオンラインでのポイント給付事業を行うための基盤を構築し、

マイナンバーカードのより一層の普及促進とデジタルガバメントを強力に推進していきま

す。 

なお、関係予算については、今次定例会に上程しています。 

 

■事業概要 民間キャッシュレス決済サービス事業者と連携し、自治体マイナポイン

トをキャッシュレス決済サービスで使用できるポイントや電子マネー

に変換するためのシステム基盤を構築し、市独自のポイント給付施策を

実施する。 

■連携するキャッシュレス決済事業者 

 KDDI ・ Docomo ・ イオンリテール 

■事業期間 7月から 12月まで 

■事業内容 次の 3事業において、①自治体マイナポイントまたは、②地域商品券で

の受け取りを選択可能とし、①による場合は地域商品券相当分にさらに

ポイントを上乗せして給付する。 

  

事業名 概要 給付額 

むすび・サポート事業 

（総合政策課） 

婚姻した夫婦に対し、結

婚祝い金を給付 

① 12,000Ｐ 

② 10,000円 

スマイル子育て応援事業  

（子ども支援課） 

新生児の保護者に対し、

出産祝い金を給付 

第一子   ① 35,000Ｐ 

② 30,000円 

第二子以降 ① 60,000P 

② 50,000円 

健幸まちづくり推進事業 

（健幸まちづくり推進室） 

健幸まちづくりプロジェク

トの参加拡大および継続の

インセンティブを給付 

① 4,000Ｐ 

② 3,000円 
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 問い合わせ／健康福祉部健幸まちづくり推進室 ℡0187-63-5255(直通) 

健康福祉部健幸まちづくり推進室 

 

健幸ポイントを獲得し地域商品券をゲット 

健幸まちづくりプロジェクトで地域経済を活性化 
  

タニタグループとの連携により昨年度から実施している健幸まちづくりプロジェクト。 

今年度はキャンペーン期間中にプロジェクトへの新規参加者全員と一定以上の健幸ポイ

ントを貯めた方の中から抽選で 2,000人に地域商品券を贈呈します。 

健幸まちづくりプロジェクトは、市民の日々の運動量やからだの状態などの計測データ

をもとに市民一人ひとりの健康づくりをサポートする事業で、官民連携で取り組んでいま

す。今年度からは、さまざまな分野との連携を強化することとしており、その一環として

４月２９日から一般公開している「国指定名勝 旧池田氏庭園」の入園料を活動量計の提

示により無料にする取り組みも始めています。 

今後も多くの市民の皆さんに参加いただけるようプロジェクトの周知と市民の健康増進

を図るとともに、健幸ポイントの活用による地域経済の活性化や地方創生の実現につなげ

ていきます。 

 

 
【新規参加者募集キャンペーン】 

■ 対象者 市内に住所を有する方・市内事業所等に勤務する方で新規に参加した
方 

■ 強化期間 6月 1日 ～ 11月 30日 

■ 特典 地域商品券 1,000円分（４/1以降に申し込んだ方も対象） 

■ 申し込み方法 インターネット・電子メール・募集チラシを郵送（切手不要）など 

■ 贈呈方法  活動量計に同封し郵送 
 
【健幸ポイント獲得者への特典贈呈】 

■ 対象者 8/31（1回目）、11/30（2回目）の時点で健幸ポイント 600Pに
達している方 

■ 特典 対象者の中から抽選で各 1,000人の方に地域商品券 3,000円分
または、マイナポイント 4,000P（選択制） 

■ 獲得ポイント ・5,000歩/日で健幸ポイント 10P ※歩数に応じて加算あり 
・体組成計、血圧計データ送信で健幸ポイント各 50P（月２回まで） 

など 

■ ポイント獲得方法  
健幸スポットまたはローソンのロッピーから活動量計のデータを
送信 

■ 贈呈方法 地域商品券は抽選の翌月に郵送、マイナポイントは翌々月までに付与 
 
【健幸ポイント獲得ランキング上位者への特典贈呈】 

 □年間トータルで健幸ポイント獲得ランキング上位者への特典を検討中。 
 



健康で
幸せ～♪ 

対象者

《お問い合わせ》
大仙市健康福祉部健幸まちづくり推進室
■直通電話：0187-63-5255 ／ 8：30～ 17：15（土日祝日を除く）
■FAX:0187-63-8811 ■メール :kenkoumachi@city.daisen.lg.jp

健幸まちづくりプロジェクト

参加者募集中!
参 加 無 料

新規募集強化期間（６/１～11/30）の
申込者には、大仙市地域商品券
1，000円分を差し上げます。

健幸ポイントも貯めて特典ゲット

2021年度版

71

差出有効期限
令 和 ４ 年
３月３１日まで
切 手 不 要

大仙市地域商品券の交付について
•令和３年４月１日～５月31日に申込済の方
 登録した住所に準備ができ次第、６月中に郵送します
•令和３年６月１日～１１月30日に申し込む方
 活動量計に同封の上、郵送します

　活動量計を健幸スポットのリーダーライターに置くと、歩数や測定回数等に応じた健
幸ポイントが付与されます。ポイント上位者には抽選（※１）１回につき 1，000名に、大
仙市地域商品券3，000円分が当たります（※２）。
　※１ 抽選は令和３年８月31日と11月30日の２回行います。
　※２ 申込特典の１，000円分の商品券とは別に交付します。

・大仙市内に住所を有する方
・大仙市内の事業所等に勤務する方（※３）
　※３ 事業所単位での申し込みとなります

対象者

参加する
だけで
使える



※アプリでも簡単に確認できます。

（0187-63-8811）

活動量計を
おくだけ !

※全ての項目を必ず記載してください。

《申請窓口》
・健幸まちづくり推進室（本庁）
・各支所市民サービス課
・各地域公民館
・健康増進センター

大曲地域
大仙市役所本庁（市民ホール）
花館公民館・内小友公民館
大川西根公民館・藤木公民館
四ツ屋公民館・角間川公民館
大曲中央公民館・サンクエスト大曲
大曲体育館・はぴねす大仙
健康福祉会館（健康増進センター）
イオンモール大曲
イーストモール
グランマート白金店

神岡地域
神岡中央公民館（嶽雄館）
神岡支所

西仙北地域
大綱交流館・西仙北支所
（健康増進センター西部）
中仙地域 
中仙市民会館ドンパル 
中仙支所 
（健康増進センター東部） 

協和地域
協和市民センター和ピア
協和支所
仙北地域 
仙北ふれあい文化センター 
仙北支所

●市内各地域郵便局
　29カ所
　（簡易郵便局除く）

最新の開設情報は
市ホームページで

南外地域
南外公民館
南外支所
太田地域 
太田文化プラザ
太田支所

下の 2 次元コードを読み込
むかまたは下の内容を検索
し、お申し込みください。

大仙市　からだカルテ

インターネットによる
電 子 申 請
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総務部総合防災課 

 

防火意識の啓発や消防団活動の PR 

消防団音楽隊の設置について 
 

市では本年度、消防団の中に吹奏楽を演奏する「消防団音楽隊」を設置します。 

消防団音楽隊は、消防団の活性化を図るとともに、音楽を通じて防火・防災意識の啓発

や消防団活動のＰＲに努めることを目的に結成します。 

今後、基本団員の募集に合わせ音楽隊に属する機能別団員を募集し、結成後は約半年間

の練習を経て、消防訓練大会などの消防行事や市のイベントなどでの活動を予定していま

す。 

なお、関係条例、予算については、今次定例会に上程しています。 

 

 

■ 目的 

    消防団音楽隊を結成し、年々減少する消防団の活性化を図るとともに、音楽を通 

じて広く消防団活動をＰＲし、防火・防災の啓発に努める。 

 

■ 音楽隊概要 

    ・隊員数 40人 

    ・待 遇 機能別消防団員 

    ・体 制 隊長 1人、副隊長 2人、隊員 37人 

    ・編 成 木管楽器…ピッコロ、フルート、オーボエ、ファゴット、 

クラリネット、バスクラリネット、アルトサックス、 

テナーサックス、バリトンサックス 

         金管楽器…トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、 

              チューバ 

         弦 楽 器…コントラバス 

         打 楽 器…楽曲による 
 

■ 隊員募集方法 

      音楽隊としての活動に賛同する吹奏楽等経験者を中心に、市広報やＳＮＳなどに

より広く公募 
 

■ スケジュール（予定） 

            7月   隊員募集開始 

          １０月  練習開始 

令和４年４月～ 消防団行事、市の行事等で演奏 

 

  

問い合わせ／総務部総合防災課 ℡0187-63-1111(内線 385) 
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 問い合わせ／企画部交流振興課 ℡0187-63-1111(内線 216) 

 

企画部交流振興課 

 

外国籍の方の不安解消に期待 

大仙市災害時外国人支援ボランティアの募集について 
 

市では、大規模な災害が発生した際に外国籍住民または海外から来訪している観光客の

方々を災害弱者にしないため、避難所等への誘導や避難生活について、正確な情報を伝え、

外国籍の方とのコミュニケーションが容易にできる外国語が堪能な「大仙市災害時外国人

支援ボランティア」を募集します。 

４月末現在、大仙市在住の外国籍の方は２６６人、そのうち英語、中国語、韓国語圏の

方が全体の約７割を占め、残り約３割の方はその他の言語を話します。 

災害時に、言語はもちろん、その国や地域の文化、習慣を理解している外国人支援ボラ

ンティアが身近にいることで、外国籍の方の不安解消につながると期待しています。 

外国人支援ボランティアには、個々のコミュニケーション能力向上を図るため、防災訓

練や研修会に参加していただき、災害に備えます。 

 

■活動内容 １．災害時の活動 

避難所、災害対策本部および災害現場等で、必要な情報を通訳・翻訳

し情報を外国籍の方に伝える。 

       ２．平常時の活動 

大仙市等が行う研修会（翻訳・通訳研修、やさしい日本語※１講座 等）

や10月13日開催予定の総合防災訓練などに参加し、スキルアップを

図る。 
         ※１：やさしい日本語とは、外国籍の方の「わからない」を解消できる言語として

考案された。阪神淡路大震災から注目され、徐々に全国に広まっている。 

■登録条件 以下の全てを満たしていること                     

①満２０歳以上であること 

②日本語と外国語で日常的なコミュニケーションがとれること 

③人種、民族、国籍、宗教及び性別等への偏見や差別意識を持っていな 

 いこと 

④他の従事者やボランティアと協力して活動できること 

⑤パソコン、携帯電話等のメールでの連絡が可能であること 

■登録方法 １．市ホームページから申込書をダウンロードして提出 

２．大仙市電子申請サービスを利用(URL又はQRコード) 
https://s-kantan.jp/city-daisen-akita-u/offer/offerList_detail.

action?tempSeq=1532 

■そ の 他 無償の活動とし、ボランティア保険へは加入する(保険料は市負担) 



あなたの語学力を 

活かしてみませんか？ 
大仙市災害時外国人支援ボランティア事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大仙市では、大規模な災害が発生した場合、日本語がわからず地震などの災害を経験し

たことがない在住外国籍の方々に、正確な情報を速く伝えることが必要不可欠と考えてい

ます。 

 そこで、災害時に語学力を活用して被災された外国籍の方々の支援を行う人材の確保や

育成を目的として、大仙市災害時外国人支援ボランティアを募集します。 

ボランティアはどんな活動をするの？ 

・大仙市、社会福祉協議会等から依頼 

・災害対策本部、避難所及び災害現場等での通

訳･翻訳を伴う活動をします。 
災害時の活動 

・大仙市、社会福祉協議会等が行う研修会や防

災訓練に参加しスキルアップを図ります。 
平常時の活動 

★スキルアップの活動 

どんな人がボランティアになれるの？ 

満２０歳以上である

こと。 

 

日本語と他言語で日

常会話ができる語学

力があること。 

人種、宗教等の偏見 

や差別意識を持って

いないこと。 

主体的に取り組み、 

他のサポーターと協

力できること。 

パソコン、携帯電話 

のメールアドレスを

持っていること。 

これら５つ全て満た

していることが条件

です。 

どうやったらボランティアになれるの？ 

申出者→大仙市 
登録申込書にて

お申し込みくだ

さい。 

大仙市 
登録申込書の内容

を確認します。 

 

大仙市→申出者 
登録の可否を連

絡します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ケガの補償】 

 ①死亡保険金 １０，４００，０００円 

 ②後遺障害保険金 １０，４００，０００円(限度額) 

 ③入院保険金 ６，５００円/日 

 ④手術保険金 入院中 ６５，０００円 ・ 外 来 ３２，５００円 

 ⑤通院保険金 ４，０００円/日 

【賠償責任の補償】 

 対人・対物共通 ５億円(限度額) 

 

 

 

 

 

※いつでも申し込みは可能です。「大仙市災害時外国人支援ボランティア事業登録申込 

書」で申し込むか、大仙市電子申請サービスをご利用ください。 

※パソコンからは以下のURL、スマートフォン、タブレットからは右のQRコードを読み 

込みご利用ください。 
https://s-kantan.jp/city-daisen-akita-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1532 

 

ボランティアとして守ってほしいこと 

・登録を取り消したい場合、氏名や住所、電話番号等に変更があ

る場合は、大仙市に必ず連絡してください。 

・語学に関する資格などを新しく取った場合は、大仙市に連絡し

てください。大仙市が皆さんの語学力を正しく把握すること

で、皆さんに合った活動を紹介することができます。 

登 録 

・通訳や翻訳活動をとおして知った情報は、個人情報となるため

家族を含め、他の人に教えないようにしてください。 

・活動中に撮影した写真や動画を、Twitter､Instagram､facebook

などのＳＮＳにアップするときは、アップする前に依頼者に必

ず確認してください。 

活 動 

・登録が取り消される日は、ボランティア本人から「登録の取り

消しを希望する」と連絡があった日です。 

・大仙市から連絡しても返事がない期間が長期間続いたり、活動

で周りの人に迷惑をかけることが続いたりした場合は、登録を

取り消します。 

登録の

取 消 

ボランティア保険への加入と免責 

■ボランティア保険 
登録されたボランティアは、大仙市が指定するボランティア保険に加入していただ

きます。保険料は大仙市が負担します。 
※補償の内容は次のとおりです。但し、変更となる場合があります。 

■免責 
大仙市は、活動に伴い生じた被災者等とボランティア間の損害について、その賠償

の責を負いません。 

【担当及び問い合わせ先】 

大仙市 企画部 交流振興課 〒014-8601 大仙市大曲花園町1番1号 

TEL 0187-63-1111  FAX 0187-63-1119  E-mail:kouryu@city.daisen.lg.jp 



令和３年６月 定例記者会見資料 
 

 

 問い合わせ／総務部契約検査課 ℡0187-63-1111(内線 271) 

 

総務部契約検査課 

 

 

大仙市優良建設工事表彰について 
 

大仙市優良建設工事表彰式を６月２４日に行います。 

大仙市優良建設工事表彰は、大仙市優良建設工事請負業者等表彰要綱に基づき、平成 20

年度から実施している事業です。 

これは、市が発注した建設工事において、他の模範となる良好な施工成績を収めた請負

業者および担当技術者を表彰し、市の建設業の持続的な発展の支えとなっている事業です。 

これまで８５工事を表彰しており、今回は、令和２年度に施工された４９件の成績評定

対象工事の中から推薦された３工事の請負業者を優良建設工事業者として表彰します。 

 

 
■ 表彰式日時  ６月２４日（木） 午後２時３０分～ 
 
■ 表彰式会場  市役所大曲庁舎 3階 大会議室 
 

■ 優良建設工事について 

   【対象要件】次の全てに該当していること 

・予定価格が 700万円以上であること 

・工事成績評定点 81点以上であること 

・現場安全パトロールの結果が良好であること 

※優良建設工事表彰受賞者は、総合評価落札方式で加点評価。 

 

■ 受賞者 

□姫神橋 橋梁補修工事 

秋田振興建設株式会社 代表取締役 小原 吾朗(おはらごろう) 

現場代理人 竹村 和也(たけむらかずや) 

□岩瀬・湯野沢地区道路等整備工事 

進藤建設株式会社 代表取締役 進藤 章(しんどうあきら) 

現場代理人 髙橋 義治(たかはしよしじ) 

□高畑新山線・茶畑２号線歩道整備工事 

Takamitu株式会社 代表取締役 高橋 篤美(たかはしあつみ) 

現場代理人 太田 征岐(おおたまさき) 

 

 

 



№ 工事名 工種 工事場所 請負業者
契約額
（円）

工期 工事担当課 評定点

自 R2.7.3

至 R3.3.22

自 R1.10.11

至 R2.5.22

自 R2.8.7

至 R3.1.15

51,080,700
建設部
道路河川課

82

第14回　優良建設工事表彰　対象工事一覧表

建設部
道路河川課

822
（建道００３２）
　宅造工－第１号 岩瀬・湯野沢地区道路等整備工
事

一般土木
協和峰吉川字
岩瀬・早稲田地内

進藤建設株式会社

代表取締役　進藤
シン ドウ

　章
アキラ

現場代理人　髙橋
タカ ハシ

 義治
ヨシ  ジ

46,536,600

1
（建道００１８）
  橋補修交－第１号 姫神橋 橋梁補修工事

一般土木 大曲西根字中寺野地内

秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原
 オ　ハラ

 吾朗
 ゴ  ロウ

現場代理人　竹村
タケ ムラ

 和也
カズ  ヤ

建設部
中仙・太田
建設水道事務所

813
（建道００３２）
　道交－第２号 高畑新山線・茶畑2号線歩道整備工
事

一般土木 長野字新山地内

Takamitu株式会社

代表取締役　高橋
タカ ハシ

 篤美
アツ　ミ

現場代理人　太田
オオ　タ

 征岐
マサ　キ

28,943,200


