
ご
寄
附

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
地
域
住
民
の
健

康
づ
く
り
や
暮
ら
し
の
充
実
に
役
立
て

て
ほ
し
い
と
、
明
治
安
田
生
命
保
険
相

互
会
社
か
ら
、
50
万
2
0
0
0
円
の
ご

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お座敷料理を楽しめる市内対象店舗で4,000
円以上の食事をした場合に勝山市民1人あたり
2,000円の割引を行う勝ち山飯お座敷体験事業
の実施期間を10月31日㈰まで延長します。
　この機会にお座敷料理をぜひご
体験ください。

※現在、勝山市民1人以
上を含む3人または4
人のグループが対象
になります
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　「PayPay」を利用
したポイント還元キャ
ンペーンの第2弾を実
施します。実施期間中
に対象店舗で「PayPay」を
利用すると、 最大20％の
PayPayボーナスが付与されます。

実施期間▶ 11月1日㈪ ～ 30日㈫まで
決済1回あたりの付与上限額▶1,000円相当
実施期間中の付与上限額▶合計1万円相当
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　楽天トラベルを利
用して市内対象宿泊施
設を予約する場合に宿
泊料金を割引します。

予約受付期間▶ 11月1日㈪～
1月28日㈮

宿泊対象期間▶11月1日㈪～1月31日㈪
割引額▶ 5,000円以上の宿泊で2,000円の割引

1万5,000円以上の宿泊で6,000円の割引
3万円以上の宿泊で1万2,000円の割引
※１予約1室あたりの割引額
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　市内対象飲食店で利用できるプレミアム付き
お食事券（第2弾）を販売します。

販売価格▶ 1万円で1万3,000円分（1,000円×10
枚、500円×6枚）食事券を購入可能
利用期間▶ 11月1日㈪ ～ 3月31日㈭

販売場所▶サンプラザ、道の
駅、市内一部酒屋、市内郵
便局、勝山市役所
※ 郵便局、市役所は11
月1日から、それ以外
は10月30日から販売
開始
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新型コロナウイルス
感染症対応　地域経済対策

  

 

         

問商工観光・ふるさと創生課
（市役所2階）☎88-8105

こちらで
11月1日10時
から受付開始

3 　　 広報かつやま10月号 №803

STOP!! コロナ差別
　感染者や濃厚接触者を過剰に避けたり非難する
差別や偏見が生まれています。正しい知識をもとに、
感染者とその家族に思いやりを持って接しましょ
う。 問みんなの人権110番　☎0570-003-110

接種費用

無料
コロナウイルス
ワクチン接種に関するお知らせ
問勝山市コールセンター（すこやか内）　☎64 ｰ 5543

新型コロナウイルスワクチン接種状況　（10月9日現在)
　ワクチン接種は、家族や友人、職場の同僚など周囲の人の命と健康を守ることにつながります。12歳未
満の子どもたちは、ワクチン接種を受けることができません。子どもたちを新型コロナウイルス感染から
守るためにも、周囲の大人や家族の方は早めのワクチン接種をご検討ください。

LINE予約受付はこちら

コールセンター受付時間変更
　新型コロナウイルスワクチンに関する問い合わ
せ先である勝山市コールセンターの受付時間を   
10月23日㈯から下記のとおり変更します。

曜　日 受付時間
月曜日から金曜日 午前9 時～午後５時
土曜日 午前9 時～正午
日曜日・祝日 電話受付を休止

11月からの個別接種実施機関
　11月から個別接種を実施する医療機関が下記の
とおりとなります。予約については、これまでど
おりコールセンターおよびLINEで受け付けします。

曜　日 医療機関
月曜日 たけとう病院

火曜日 わかばやしこども内科クリニック

水曜日 木下医院

木曜日 クリニカ・デ・ふかや

金曜日 福井勝山総合病院
河北小児科医院

土曜日 芳野医院

対象年齢
※今年度中に達する年齢

対象者数 予約済者数 １回目接種済者数 2回目接種済者数

65歳以上 8,650人 7,839人（90.6％） 7,839人（90.6％） 7,659人（88.5％）

60歳～ 64歳 1,631人 1,532人（93.9％） 1,532人（93.9％） 1,502人（92.1％）

50歳～ 59歳 2,569人 2,369人（92.2％） 2,369人（92.2％） 2,261人（88.0％）

40歳～ 49歳 2,638人 2,312人（87.6％） 2,312人（87.6％） 2,172人（82.3％）

30歳～ 39歳 2,067人 1,667人（80.6％） 1,667人（80.6％） 1,421人（68.7％）

20歳～ 29歳 1,746人 1,442人（82.6％） 1,442人（82.6％） 916人（52.5％）

12歳～ 19歳 1,431人 1,133人（79.2％） 1,130人（79.0％） 984人（68.8％）

合　計 20,732人 18,295人（88.2％） 18,291人（88.2％） 16,915人（81.6％）
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