
報道関係各社　様

NO． 内　　容 担　　当

1 コロナワクチン接種状況について コロナワクチン対策室

2 市民の消費拡大と市内の商業振興に 商工業振興課

3 秋田銀行２支店の健幸スポットを市民に開放 健幸まちづくり推進室

4 ぐるっと大仙デジタル・スタンプラリー2021 観光振興課

5 だいせん防災教育「生き抜く力育成」事業　避難所開設訓練 教育指導課

　

令和３年９月　定例記者会見について

日　時：令和３年９月１日（水）　午前１０時３０分～

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

１０月の定例記者会見は１０月１日（金）午前１０時３０分を予定しています。

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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 問い合わせ／健康福祉部コロナワクチン対策室 ℡0187-73-6044 

健康福祉部コロナワクチン対策室 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
  

市では、７月７日以降停止していた６４歳以下の方を対象としたワクチン接種の予約受

付を８月１８日に再開し、４９歳以下の方への接種券の発送も８月２０日に再開しました。 

９月６日以降の接種計画につきましては、国からのワクチン供給量を想定しながら、対

象者の接種率を８割と見込んで組み直しており、集団接種実施期間を当初より１か月延長

し、１１月の第３週に終える計画としています。 

今後も、大曲仙北医師会や大曲厚生医療センターの協力をいただき、ワクチン接種を希

望する全ての方が早い時期に接種できるよう努めていきます。 

 

 

■ ワクチンの接種状況（8月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象者数：VRS（ワクチン接種記録システム）に接種対象者として登録され

ている人数 

※接種者数：ワクチン接種者として VRSに実績登録した人数 

 

65歳以上 

    

（人）  

対象者数 31,60４  
 

1回目接種者数 28,435  90.0% 

2回目接種者数 28,007  88.6% 
   
   

64歳以下   

対象者数 42,241   

1回目接種者数 15,487     36.7% 

2回目接種者数 10,006  23.7% 

   

全体   

対象者数 73,845   

1回目接種者数 43,922  59.５% 

2回目接種者数 38,013  51.5％ 
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 問い合わせ／経済産業部商工業振興課 ℡0187-63-1111(内線 266) 

経済産業部商工業振興課 

 

地域商品券交付で地域経済を下支え 

市民の消費拡大と市内の商業振興に 
 

市では、市内での消費拡大と商業振興を図るため、「消費拡大商品券交付事業」として、

全市民を対象に地域商品券 3,000円分を交付します。交付する地域商品券は、大仙市地

域商品券の取り扱い加盟店として登録している市内の商店で使える一般券と市内の大型店

でも使える共通券の２種類です。すでに、８月 25日に世帯主あてに引換はがきを発送し

ており、本日から引き換えおよび使用することができます。 

また、市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け低迷している地域経済の下支え

と市民の消費拡大を図るため、現在、本商品券を含め 7種類の地域商品券を発行していま

す。 

今後も、地域経済の回復に向けて、市民や市内事業者の支援となる大仙市の経済対策を

引き続き実施していきます。 

 

 

■ 対象者 令和３年 8月 1日現在、大仙市に住民登録されている方 

 

■ 発行内容 一人当たり 3,000円分（一般券 2,000円、共通券 1,000円） 

  

 ■ 受け取り方法 世帯主あてに送付される世帯員の氏名が記載された引換はがきと

身分証明書を持参 

世帯主、または世帯員が来場できない場合は代理申請可 

 

 ■ 引き換え会場 

大曲交流センター   9月 1日～30日（土・日、祝日含む） 

※9月 13日（月）、27日（月）は休館日のため除く 

 各支所市民サービス課 9月 1日～30日（土・日、祝日除く） 

  商工業振興課     9月 13日、27日 

10月 1日～令和 4年 1月 31日（土・日、祝日除く） 

 

 ■ 引き換え時間 午前 9時～午後 5時 

 

 ■ 商品券使用期間 9月 1日～令和 4年 1月 31日 
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【令和3年度に実施している大仙市地域商品券交付事業】

No.
事業名

【問い合わせ先（内線）】
交付対象者 商品券の額面 商品券の種別

商品券
使用期間

申請方法 予算額
（単位：千円）

1
むすび・サポート事業（結婚祝い金）

【総合政策課（278）】
・申請時点で夫婦ともに市内に住
所を有している方　　　　など

　10,000円/世帯
※12,000Ｐ/世帯

一般券5,000円
共通券5,000円

通年
記名申請

期限：婚姻から
6カ月

2,050

2
スマイル子育て応援事業（出産祝い金）

【子ども支援課（193）】
・出生により大仙市に住民登録し
た子の父または母

第一子
　　30,000円/人
　※35,000Ｐ/人
第二子以降
　　50,000円/人
　※60,000Ｐ/人

一般券15,000円
　　　(25,000円)
共通券15,000円

　　　(25,000円)

通年
記名申請

期限：誕生から
6カ月

16,688

3
マイナンバーカード普及促進事業
【市民課（120）】

・6.1時点で住民登録し、マイナ
ンバーカードを保有する方（過去
に同給付を受けた方を除く）
・6.２～12.28の期間にマイナ
ンバーカードの新規交付を受けた
方

 　3,000円/人 共通券3,000円
R3.6.2～
R4.1.31

申請不要 65,895

4
高齢者支援地域商品券給付事業
【高齢者包括支援センター（167）】

・75歳以上(令和3年度末までに
75歳到達者含む)の方

 　3,000円/人 共通券3,000円
R3.8.1～
R4.1.31

申請不要 61,173

・4.1～11.30の新規プロジェク
ト参加者(住所要件無し)

　 1,000円/人 共通券1,000円
R3.6.1～
R4.1.31

申請不要

・プロジェクト参加者のうち抽選
(9月、11月)で計2,000人(住所
要件無し)

　  3,000円/人
　※4,000Ｐ/人

共通券3,000円
R3.9.1～
R4.1.31

申請不要

6
消費拡大商品券交付事業費
【商工業振興課（266）】

・8.1時点で住民登録している方 　 3,000円/人
一般券2,000円
共通券1,000円

R3.9.1～
R4.1.31

引換はがきと交換
期限：R4.1.31

243,375

7
新型コロナウィルス対策生活応援事業
【社会福祉課（173）】

・R3年度住民税非課税世帯(基準
日:R3.1.1)の世帯員(生活保護世
帯含む)
・R3.1月分の児童手当受給世帯
の対象児童(公務員および特例給
付受給者を除く)

　10,000円/人
一般券5,000円
共通券5,000円

R3.9.1～
R4.1.31

記名申請
期限：11.30

247,761

市事業

県事業

健幸まちづくり推進事業
【健幸まちづくり推進室（100）】

32,649

※国の自治体マイナポイントモデル事業の実施に伴い、
　自治体マイナポイントでの受け取りも可能（～12/28）

5
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 問い合わせ／健康福祉部健幸まちづくり推進室 ℡0187-63-1111(内線 100) 

健康福祉部健幸まちづくり推進室 

  

大仙市健幸まちづくりプロジェクト 

秋田銀行２支店の健幸スポットを市民に開放 
  

この度、株式会社秋田銀行が同行大曲支店および大曲駅前支店に設置している健幸スポ
ットを広く市民の皆様にも開放していただけることとなりました。この健幸スポットは、
同行が「大仙市健幸まちづくりプロジェクト参加事業者支援補助金」を活用し設置したも
のです。 
設置に伴い、市民の皆様の測定機会が一層拡大され自身の健康状態を把握する一助とな
ることはもちろん、プロジェクト未参加の皆様にも健幸スポットを通じたプロジェクトの
周知が図られることが期待されます。 
あわせて、現在、参加者拡大と地域経済の回復を図る目的でプロジェクト新規参加者に
地域商品券を交付しており、市民の健康増進と地方創生の実現に向けて引き続き取り組ん
でいきます。 

 

■ 利用可能期日 ９月１日（水）～ 

■ 利用可能時間 午前９時～午後３時  

※秋田銀行大曲支店および大曲駅前支店窓口営業時間に準じる 

■ 設置箇所 秋田銀行大曲支店・同大曲駅前支店 店舗内ロビー 

■ 設置内容 

（１）設置する測定機器類 ①体組成計 DC-13C 

（靴を履いたまま測定できる体組成計） 

             ②血圧計 BP-910 

             ③リーダーライター（読取機）MY-200 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用料 無料 

■ 健幸スポットの設置数 合計 60カ所 

  ＜内訳＞・市内公共施設 26カ所 

       ・市内郵便局（簡易郵便局を除く） 29カ所 

       ・その他民間施設（小売店舗、金融機関） ５カ所 

■ プロジェクト参加者数 18,106人（8月 30日現在） 

 

※大仙市健幸まちづくりプロジェクト参加事業者支援補助金：事業者が機器を設置

する際の経費３分の２を補助する事業 

①体組成計 
（DC-13C） 

②血圧計 
（BP-910） 

③リーダーライター 
（MY-200） 



■大仙市の健幸スポット一覧 R3.9.1 現在 

【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 

大曲郵便局・大曲駅前郵便局 

大曲栄町郵便局・大曲田町郵便局 

花館郵便局・四ツ屋郵便局 

角間川郵便局・内小友郵便局 

秋田銀行大曲支店 NEW・秋田銀行大曲駅前支店 NEW 

 

【神岡地域】 

神岡中央公民館（嶽雄館） 

神岡支所 

神宮寺郵便局・北楢岡郵便局 

 

【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） 

刈和野郵便局・強首郵便局・大沢郷郵便局・土川郵便局 

 

 

【中仙地域】 

中仙公民館（中仙市民会館ドンパル） 

中仙支所（健康増進センター東部） 

中仙郵便局・羽後清水郵便局 

羽後豊川郵便局・豊岡郵便局 

 

【協和地域】 

協和公民館（和ピア）・協和支所 

協和郵便局・羽後荒川郵便局 

淀川郵便局・羽後船岡郵便局 

峰吉川郵便局 

 

【南外地域】 

南外公民館・南外支所・南楢岡郵便局・外小友郵便局 

 

【仙北地域】 

仙北公民館（ふれあい文化センター）・仙北支所 

仙北横堀郵便局・高梨郵便局 

 

【太田地域】 

太田文化プラザ・太田支所・太田郵便局・長信田郵便局 



①市内に事業所があること
②プロジェクトの参加者が５名以上かつ次のアまたはイに該当すること
ア 体組成計を読取機（リーダーライター）とともに購入し設置する
イ 血圧計を体組成計及び読取機（リーダーライター）とともに購入し設置する

③市税の滞納がないこと

大仙市健幸まちづくりプロジェクト

参加事業者支援補助金
健幸まちづくりプロジェクトに参加して体組成計等を設置し、積極的に
健康経営に取り組む企業の皆さまを支援します。

補助対象事業者

補助対象経費（税抜） 補助率

プロジェクト参加者に配布する活動量計と連携できる市が指定する体
組成計、血圧計及び活動量計用リーダーライター（以下、RW）の購
入費

※データ送信に必要なインターネット環境整備費及び電気代等は補助対象外です。

例①

《問い合わせ先》

大仙市健康福祉部 健幸まちづくり推進室 ☎0187-63-5255（直通）

メール：kenkoumachi@city.daisen.lg.jp

補助対象経費

282,000円体組成計Ａ・RWセット

７１５，０００円

体組成計B・RWセット

３３７，１５０円 ＝

444,500円体組成計A・血圧計・RWセット

１，１２７，５００円

体組成計Ｂ・血圧計・RWセット

７４９，６５０円

－ ６８３，０００円 ＝

例② －

－

－

４５４，０００円

４３３，０００円

２０４，０００円

295,650円

133,150円

＝

＝例③

例④

補助金 実質負担額設置費用

市が指定する物品種別 市が指定する物品の名称

体組成計
㈱タニタ製MC-780A-N（体組成計Ａ：素足
で乗って測る型式）または 同社製DC-13C
（体組成計Ｂ：靴を履いたまま測る形式）

血圧計 ㈱タニタ製BP-910

活動量計用RW（読取機） ㈱タニタ製MY-200

※①～③のすべての条件を満たすことが必要です。
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 問い合わせ／観光文化スポーツ部観光振興課 ℡0187-63-1111(内線 252) 

観光文化スポーツ部観光振興課 

 

 

With コロナ時代に対応！スマホで楽しく安全に♪ 

「ぐるっと大仙デジタル・スタンプラリー2021」の実施について 

  

大仙市の地域資源および観光名所を巡ってその魅力に直接触れ、伝えていただく取り

組みとして「ぐるっと大仙デジタル・スタンプラリー2021」を実施します。 

スマホアプリを使用した非接触型のスタンプラリーで、期間は、昨年度より半月長く

５カ月半とし、密を避け余裕をもって周遊いただけるようにしています。12個全てのス

タンプを集めると大仙市の特長的な春夏秋冬をまとめた、特別な画像をプレゼントしま

す。また、大仙市にお住まいの方も年代を問わず楽しんでいただけるよう、スタンプポ

イントによっては、その施設や周辺に関連した豆知識も掲示します。ぜひこの機会に改

めて「大仙市の魅力」を実感していただきたいと思います。 

 

 

■ 期  間  ９月 15日（水）から令和４年２月 28日（月）まで 

■ 主  催  大仙市 

■ 協  賛  大曲商工会議所 大仙市商工会  

■ 参加方法  ぐるっと大仙デジタル・スタンプラリー2021 

① アプリ「ＣＯＣＯＡＲ
コ コ ア ル

２」をダウンロード 

※事前にアプリをダウンロードいただけるとスムーズです 

② スタンプ設置施設に掲示している豆知識を確認（緑色の旗が目
印） 

③ 施設内に設置されたスタンプ画像を①のアプリでスキャン 

④ スタンプを３個以上集めて応募 

⑤ アンケートに答えて抽選で賞品を獲得 

■ スタンプポイント  市内 12カ所 

■ 賞品・特典  取得スタンプの数に応じ、大仙市の特産品等をプレゼントします。

プレゼントの内容は市 HPの特設ページ（後日掲載）またはチラシ

でご確認ください。また、全てのスタンプを集めた方が取得できる

大仙市の画像は、トリミング等で調整いただければ、スマホの待ち

受けに設定することもできます。 

■ 昨年からの変更点  今年度はスタンプ取得画面を大きくリニューアルしています。まる

でパズルのように、スタンプを集める度にピースが埋まり、少しず

つ絵柄が完成される仕掛けになっています。スタンプラリーで各ポ

イントの周遊を楽しむと同時に、絵柄を完成させるワクワク感も楽

しめます。 

 



地点
№

スタンプポイント 地域 予定期間 所在地

1 花火伝統文化継承資料館「はなび・アム」 大　曲 9月15日～2022年2月28日 大曲大町7番19号

2 国登録有形文化財　旧本郷家住宅 大　曲 9月15日～11月15日 角間川町字西中上町19

3 道の駅かみおか「茶屋っこ一里塚」 神　岡 9月15日～2022年2月28日 北楢岡字船戸187

4 大綱交流館 西仙北 9月15日～2022年2月28日 刈和野字愛宕下24-1

5 鈴木酒造店（清酒「秀よし」醸造元） 中　仙 9月15日～2022年2月28日 長野字二日町9

6 道の駅なかせん「ドンパン節の里」 中　仙 9月15日～2022年2月28日 長野字高畑95-1

7 唐松神社 協　和 9月15日～2022年2月28日 協和境下台84

8 道の駅協和「四季の森」 協　和 9月15日～2022年2月28日 協和荒川字新田表15-2

9 南外民俗資料交流館 南　外 9月15日～2022年2月28日 南外松木田193-1

10 国指定史跡　払田柵跡（払田柵総合案内所） 仙　北 9月15日～11月15日 払田字仲谷地95

11 国指定名勝　旧池田氏庭園 仙　北 9月15日～11月15日 高梨大嶋1

12
太田文化プラザ
　　鈴木空如筆「法隆寺金堂壁画模写」

太　田 9月15日～2022年2月28日 太田町太田新田田尻3-4

ぐるっと大仙デジタル・スタンプラリー2021　スタンプポイント一覧
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 問い合わせ／教育指導部教育指導課 ℡0187-63-1111(内線 336) 

教育指導部教育指導課 

 

自助から共助へと主体的に行動する力を 

だいせん防災教育「生き抜く力育成」事業 避難所開設訓練について 
 

今年で９年目となる「だいせん防災教育『生き抜く力育成』事業」の中核をなす「避難

所開設訓練」を、９月３０日（木）に協和中学校を会場に実施します。 

生徒が、自助から共助へと主体的に行動する力および防災に対する高い意識を身に付け

ることをねらいとし、地域災害対策本部となる協和支所や協和公民館と連携し、新型コロ

ナウイルス感染予防に配慮した避難所開設に係る防災訓練を計画しています。 

  

 

   

■ 日  時  ９月３０日（木） 午前９時 30分～午後０時 15分頃 

 

■ 会  場  大仙市立協和中学校体育館および校舎内 

（大仙市協和境字岸館９０）  

 

■ 想定内容  ９月 30日（木）午前９時３０分頃、協和境地域を震源とする直下型 

       の強い地震が発生し、地域で震度６弱を記録した。協和中学区を含む協 

和地域の多くの家屋が倒壊し、水道・電気のライフラインがあちこちで 

停止したほか、電話も一部不通になった。通常の生活が営めない状況に 

なり、各避難所に市民が集まった。大仙市災害対策本部からの避難所開 

設要請を受けて、倒壊を免れた協和中学校にも避難所を開設することと 

なり、生徒たちが避難所の開設に協力することになった。 

 

 

 

※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって、延期または中止になる場合もあり

ます。 

  


