
報道関係各社　様

NO． 内　　容 担　　当

1 大仙市新型コロナウイルス関連経済対策事業について
大仙市

新型コロナウイルス
総合対策本部

2 西仙北地域のクラフトビール（地ビール）「大綱麦酒」について
西仙北支所

地域活性化推進室

≪資料》

NO． 内　　容 担　　当

3 大仙市優良建設工事表彰について 契約検査課

4 ウエブ会議バーチャル背景に利用できる画像を配信しています ＩＣＴ推進課

令和２年７月　定例記者会見について

日　　時　：　令和２年６月３０日（火）　午前１１時～

会    場　：　大仙市役所　大曲庁舎　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 

 次回の定例記者会見は、 
 ７月３１日（金）午前１１時からを予定しています。  

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275）／ FAX：0187-63-1119 
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問い合わせ／健康福祉部社会福祉課 TEL 0187-6３-1１１１（内線 172） 

 

健康福祉部社会福祉課 

 

 

緊急経済対策関連事業 

在宅重度障がい者（児）介護世帯への支援事業 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、要介護者の健康や体調管理への不安をかかえ、

心理的・身体的な負担が増大したと思われる介護者を応援することを目的に在宅重度障が

い者（児）がいる世帯への支援事業を行います。 

日常生活において常時介護を必要としている重度の障がい者（児）を持つ世帯に対し、

障がい者（児）一人あたり 5万円を支給します。同じ世帯に複数の対象者がいる場合、2

人目以降については、一人につき 3万円を加算します。 

なお、本事業は７月７日の大仙市臨時議会の承認を得た上での実施となります。 

 

 

 

■ 支給世帯  在宅で重度の障がい者（児）を介護している世帯（見込み５２０世帯） 

 

■ 支給対象  次の各手当受給者を在宅で介護している世帯 

        令和 2年 8月支払分（5月～7月分）の受給者とする 

①特別障害者手当 

②障害児福祉手当 

③特別児童扶養手当（障害児福祉手当受給者を除く） 

         

 ■ 支 給 額 対象者一人あたり 5万円 

同じ世帯に複数の対象者がいる場合は、2人目以降、一人につき

3万円加算 

 

■ 支給時期  上の手当の８月支給日にあわせて支給 

（①、②は８月 6日、③は 8月 11日） 

        ※6月３0日まで受給申請し、現在、認定作業中のものについては、 

受給決定後、随時支給 

 ■ その他   申請は不要 
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問い合わせ／健康福祉部高齢者包括支援センター TEL 0187-6３-1111（内線 167） 

健康福祉部高齢者包括支援センター 

 

緊急経済対策関連事業 

在宅高齢者等介護世帯への支援事業 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、要介護者の健康や体調管理への不安をかかえ、

心理的・身体的な負担が増大したと思われる介護者を支援することを目的に在宅高齢者等

介護世帯への支援事業を行います。 

介護を必要とする在宅高齢者などを在宅で介護している低所得の世帯に対し、対象者

一人あたり 5万円を支給します。同じ世帯に複数の対象者がいる場合、2人目以降につい

ては、一人につき 3万円を加算します。 

なお、本事業は７月７日の大仙市臨時議会の承認を得た上での実施となります。 

 

 

 

■ 支給対象  市内に住所を有する市民税非課税または均等割のみ課税世帯であっ 

て、次の①または②に該当する世帯（見込み約８００世帯） 

①介護保険の要介護認定において要介護３～５の認定を受けている

在宅高齢者（２号被保険者含む）（※１）と同居し介護している世帯 

②要介護認定を受けていない６５歳以上の在宅高齢者のうち要介護

３～５程度の状態にある在宅高齢者と同居し介護している世帯 

※１ 在宅高齢者：令和２年３月１日から５月３１日までの期間のう

ち、通算３０日以上在宅で生活している要介護高齢者など（特

別障害者手当を受給している在宅高齢者を除く） 

■ 支 給 額  在宅高齢者一人あたり５万円、２人目以降一人につき３万円を加算 

■ 申請方法  ①該当世帯：８月中に対象世帯に発送する通知書の案内により申請            

        ②該当世帯：広報８月号掲載予定の案内等により申請 

■ 支給開始  ９月（予定） 
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問い合わせ／経済産業部企業商工課 TEL 0187-6３-1１１１（内線 257） 

経済産業部企業商工課・観光課 

 

緊急経済対策関連事業 

経営再興支援事業  
 

 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している事業者に対し、今後の

事業継続の下支えや経済活動の回復を目的に、テナントを借りている事業主や自動車運転

代行業者、宿泊業・大規模宴会業者への緊急的な支援を実施します。 

なお、本事業は７月７日の大仙市臨時議会の承認を得た上での実施となります。 

 

 

■ テナント事業者等支援事業 

【補助対象者】  市内でテナントを借りて家賃を支払っている中小企業および個

人事業主であって、令和２年２月から１２月のいずれか１カ月

の売上高が前年同月比で２０％以上減少した事業者 

【補助額】    申請時の直近の支払家賃（月額）の１／３を６カ月分給付 

     一事業者あたり最大２０万円（複数の事業所がある場合は４０

万円） 

【申請期間】   7月 13日（月）～令和３年１月１５日（金） 

【申請受付会場】 大曲武道館 

【その他】    国の「家賃支援給付金」の給付を受けている場合でも申請するこ

とができます。 

 

■ 自動車運転代行業支援事業 

【補助対象者】  市内に主たる営業所を置く自動車運転代行業者（秋田県公安委

員会の認可を受けている業者） 

【補助額】    車両保有台数一台につき５万円 

【申請】     広報 8月号に案内を掲載するとともに、対象者へお知らせ通

知と申請書を発送 
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問い合わせ／経済産業部観光課 TEL 0187-6３-1１１１（内線 249） 

 

■ 宿泊業等支援事業 

【支給対象者】 ①旅館業法第３条第１項に規定する許可を受けた宿泊事業者 

            ※休眠、直営および風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第 2条第 6項第 4号に該当する施設は除く 

          ②収容定員 300人超かつ年間利用者数 5千人超を満たす会場・

ホール・宴会設備を有する事業者ならびに施設 

【支給要件】  令和 2年 2月から 12月までのいずれかの月で前年同月と比べ

て売り上げが 20％以上減額となっていること 

【申請】    ７月中旬に対象者へお知らせ通知と申請書を発送 

【補助内容】  令和 2年 2月から 12月までの固定経費相当額（電気・ガス・

水道・燃料費・通信費・リース代） 

 上限額を７月下旬から順次支払い。実績確定後、上限額を下回

る場合は、精算を行う。 

【補助額】 
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問い合わせ／経済産業部企業商工課 TEL 0187-6３-1１１１（内線 258） 

経済産業部企業商工課 

 

緊急経済対策関連事業 

プレミアム付地域商品券発行事業 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内における消費の喚起と地域経済

の発展、商業振興を目的に、市内全世帯を対象としたプレミアム付商品券を発行します。 

なお、本事業は７月７日の大仙市臨時議会の承認を得た上での実施となります。 

 

■ 発行内容 15,000円相当の商品券を 10,000円で販売 

共通券と一般券の２種類を発行 

○共通券：登録取扱店全店で使用可能 

○一般券：登録取扱店のうち、売場面積が 1,000㎡以下の店舗のみ

使用可能 

※デザインは市民、取扱店が混乱しないよう、子育て支援地域商

品券給付事業と同じ。 

■ 購入限度 一世帯あたり 20,000円（30,000円相当） 

■ 販売期間 令和 2年 8月 5日（予定） ～ 10月３０日 

■ 有効期間 令和 2年 8月 5日（予定） ～ 令和 3年 3月 31日 

■ 販売場所 大曲商工会議所、大仙市商工会各支所、大曲武道館 

■ 販売方法 購入引換券を販売場所に持参し購入。購入単位は 10,000円または

20,000円のみ。 

■ 購入引換券発送予定日  ７月３０日（全世帯に郵送します） 

■ 発行総額 9億 3千万円 

（プレミアム額 3億 1千万円、プレミアム率 50%） 
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問い合わせ／総務部総合防災課 TEL 0187-63-1111（内線 385） 

企画部総合政策課 TEL 0187-63-1111（内線 278） 

 

 

総務部総合防災課 

企画部総合政策課 

 

緊急経済対策関連事業 

新型コロナウイルス対策取組宣言店応援事業 

 
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が解除され、制限が段階的に緩和される

中、「新しい生活様式」の実践と社会経済活動が両立する「新しい日常」づくりが必要とな

っています。 

こうした状況を踏まえ、感染防止対策を講じながら客足の回復に取り組む飲食事業者な

どの皆さんを応援する取り組みとして「新型コロナウイルス対策取組宣言店応援事業」を

実施します。 

予防対策の徹底による感染防止を促進するとともに、利用者の皆さんの不安を少しでも

取り除き、安心して利用できる環境を創出し、地域経済の再始動を後押しする取り組みと

して展開したいと考えています。 

 

 

 

■ 実施内容  下記事項にある感染防止対策に取り組む事業者（取組宣言店）の  

皆さんが、市ホームページにある「宣言書」をダウンロード、必要事

項を記載のうえ店先に掲示し、来店者に「安心」をアピールします。 

 

 【取り組み事項】 

1. 消毒液の設置 

2. 施設の消毒 

3. 従事者の体調管理 

4. 混雑の予防 

5. 定期的な換気 

6. ソーシャルディスタンスの確保・飛沫(ひまつ)防止対策 

7. その他独自の取り組み 

 

※ ダウンロード・印刷できる環境にない事業者の皆さんに配慮し、印刷済 

 の「宣言書」を、市役所（総合防災課・総合政策課）や大曲商工会議所、 

 大仙市商工会に配置します。（希望により郵送サービスも行います。） 

 

 ■ その他  ・市町村レベルでは「県内初」の取り組み（大仙市調べ） 

        ・「新たな生活様式」の実践を加速させる契機として官民協働で推進 
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 問い合わせ／西仙北支所地域活性化推進室 ℡0187-75-1111（内線 213） 

西仙北支所地域活性化推進室 

 

～地元の湧水を使って製造～ 

西仙北地域にクラフトビール「大綱麦酒」誕生 

  

西仙北地域の「地域の魅力再発見事業」の一環で、大沢郷地域おこし組合が実施主体と

なって「クラフトビール（地ビール）」を製造し販売を開始します。 

このビールは、古くから延命の水として親しまれている西仙北大沢郷地区の「雄
お

清水
し ず

・雌
め

清水
し ず

の湧水」や地場産の小麦や米、地域内で生まれた酵母などを原材料とした地場産のビ

ールとして誕生しました。 

西仙北地域を知っていただく契機になればという思いから企画した「クラフトビール（地

ビール）」をより多くの皆さんからご賞味いただき、地域の活性化に繋がることを期待して

います。 

 

 

■ 名  称 大綱麦酒（おおつなビール） 

■ 実施団体 大沢郷地域おこし組合 

■ 販売開始 ７月６日（月） 

■ 販売価格 ５５０円（税込み） 

■ 内 容 量 ３３０ml 

■ 製造本数 ２，０００本 

■ 原 材 料 仕込み水（雄清水・雌清水の湧水） 

小麦（大沢郷産）、米（刈和野産） 

酵母（刈和野 秋田今野商店） 

麦芽、ホップ 

■ 賞味期限 ９０日（要冷蔵にて） 

■ 製 造 先 株式会社あくら（秋田市大町） 

■ 販売店舗 西仙北地域内の酒販店、ぬく森温泉ユメリア売店、 

道の駅協和、道の駅かみおか、 

東京都内アンテナショップ（有楽町 秋田ふるさと館） 

 

■ そ の 他 ・酒販店によって受注販売となることがあります。 

・ラベルには大沢郷地域おこし組合 HPのQRコードを印字して

おり、大沢郷地域の魅力や観光スポットを紹介した動画や地域の

情報を公開しております。 
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 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７月９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。 

これまで延べ８６業者を表彰しており、今回は、令和元年度に施工された５３件の成績

評定対象工事の中から推薦された4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  ７月９日（木） 午前 11時～ 
 
■ 表彰式会場  市役所大曲庁舎三階 大会議室 
 

■ 優良建設工事について 

   【対象要件】次のすべてに該当していること 

・予定価格が 700万円以上 

・工事成績評定点 81点以上 

・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します。 

 

■ 受賞者 

□丸子橋 橋梁補修工事 

髙倉工業株式会社 代表取締役 髙橋 日出男 

          現場代理人 伊藤 剛 

□公共下水道整備工事 

株式会社宮原組 代表取締役 宮原 竜也 

現場代理人 風間 祥壮 

□高野中山線道路改良工事 

株式会社宮原組 代表取締役 宮原 竜也 

現場代理人 平川 之 

□大曲上水道宇津台浄水場築造（土木・建築）工事 

秋田振興・荒屋鋪特定建設工事共同企業体 

代表者 秋田振興建設株式会社 代表取締役 小原将司郎 

監理技術者 髙柳伸治 

構成員 株式会社荒屋鋪建設  代表取締役 今野 春夫 

監理技術者 照島 聡 

 

 



№ 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 H30.11.9

至 R1.7.31

自 H31.3.25

至 R1.8.30

自 R1.9.13

至 R2.3.18

自 H28.9.12

至 R2.2.28
1,113,514,300

上下水道局
水道課

81

3
（建道0025）道交－第4号
  高野中山線道路改良工事

一般土木 南外字大畑深山地内

株式会社宮原組

代表取締役　宮原
ミヤ ハラ

 竜也
タツ  ヤ

現場代理人　平川
ヒラ カワ

　之
ユキ

41,961,700

4
（上水0006）第6号
  大曲上水道宇津台浄水場築造
          （土木・建築）工事

その他
（異業種

JV）

大曲西根字宇津台地
内

秋田振興・荒屋鋪

特定建設工事共同企業体

代表者

秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原
 オ  ハラ

 将司郎
ショウ ジ ロウ

監理技術者　髙柳
タカヤナギ

 伸治
 シン  ジ

構成員

株式会社荒屋鋪建設

代表取締役　今野
コン  ノ

 春夫
ハル  オ

監理技術者　照島
テルシマ

　聡
サトシ

23,009,400
上下水道局
下水道課

（神岡支所）
81

建設部
道路河川課

（南外支所）
81

2
（下水0203）第300203号
  公共下水道整備工事

一般土木 神宮寺字荒屋地内

株式会社宮原組

代表取締役　宮原
ミヤ ハラ

 竜也
タツ  ヤ

現場代理人　風間
カザ  マ

 祥壮
ヨシ オキ

第13回 大仙市優良建設工事表彰受賞者一覧表

（令和元年度　完成工事）

1
（建道0029）橋補修交－第2号
  丸子橋 橋梁補修工事

一般土木 大曲中通町地内

髙倉工業株式会社

代表取締役　髙橋 日出男
タカ ハシ　 ヒ デ オ

現場代理人　伊藤
 イ  ト ウ

　剛
ツヨシ

82,709,640
建設部

道路河川課
82
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 問い合わせ／企画部 ICT推進課 ℡0187-63-1111(内線 236) 

企画部 ICT推進課 

 

会議をしながら 大仙市をＰＲ 

ウェブ会議バーチャル背景に利用できる画像を配信しています 
  

 

新型コロナウイルス感染症対策により、「新しい生活様式」として、集合しない会議、オ

ンライン帰省など、インターネットを利用したオンラインでの交流の機会が増加していま

す。 

市では、ウェブ会議などの背景として大仙市の魅力的な風景を利用していただけるよう、

ホームページにて画像を配信しています。 

市民のみなさんはもとより、市出身の方、観光で訪れたことのある方など、多くのみな

さんに大仙市の風景を「バーチャル背景」として利用していただき、市への愛着を深めて

いただきたいと思います。 

 

 

 

 

■ 配信ページ 次の URLで画像・映像を配信しています。 

https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020061200018/ 

 

 

 

■ 利用方法 【PCの場合】 

配信ページの画像・映像のリンクをクリックし、表示された画像を 

右クリックして「名前を付けて画像を保存」を選択、パソコンにダウ

ンロードしてご利用ください。 

        【スマートフォン等モバイルの場合】 

画像のリンクを選択し、表示された画像を長押しして「画像を 

ダウンロード」してご利用ください。 

 

※ ウェブ会議での「バーチャル背景」機能は、利用するサービスや有料/無料のアカウ

ント、利用機器など環境によって制約がある場合があります。利用方法については、

各サービスのウェブサイト等を御確認ください。 

 

 



大曲の花火 の短い動画や市松模様も配信しています

背景利用なし バーチャル背景利用時

市 ー ージから ンロードできる画像

ブ会議バー ャル背景利用イ ージ


