
除雪機械へのGPS端末を導入す
ることで除雪作業の効率化を図
り、除雪状況や道路情報を福井
県ホームページ「みち情報ネット
ふくい」に公表しま
す。

令和3年度　勝山市の雪対策令和3年度　勝山市の雪対策

　勝山市総合克雪・利雪・親雪計画では、平成29年、令和3年の大雪への対応を教訓とし、市道除
雪などの雪対策、各世帯への支援、地域コミュニティへの支援を「公助」と位置づけ、市民や地域と
一体になった安全安心で雪に強いまちづくりの実現を目指しています。
問監理・防災課（市役所２階）　☎88‐ 8125

　市雪害対策室、市雪害対策本部が設置された場
合に、地区の除雪活動団体・２戸以上の地域コミュ
ニティなどが行う除雪機械による生活道路の除雪
に対する助成額を拡充します。

除雪に係る各種助成金の拡充

　対象世帯が行う雪下ろしにかかる経費への助成
額を8,000円から１万円へ増額します。
対象： 65歳以上の独居、高齢者のみの世帯、一人

暮らし身体障害者世帯のいずれかで、市の
福祉票に登載されている市民税非課税世帯

勝山市除雪活動費助成金 勝山市地域ぐるみ雪下ろし支援事業

空き家適正管理促進事業を新設
し、空き家所有者等へ管理代行
サービスに要した費用の一部を
助成します。

不在家屋対策04
監視カメラの活用により積雪や
水路状況を把握し、流雪計画に
よる投雪時間の周知および水路
詰まり発生時の投雪一時中断情
報を発信します。

流雪計画の周知05
地区内で屋根雪下ろしを実施す
る区民グループの設立を検討す
るほか、除雪作業員登録する事
業者、個人、区民グループへ道
具購入経費などを助成します。

除雪作業員の確保06

07

除排雪体制の確保01
除雪車などに使用する給油所の軽
油備蓄量を増量します。

燃料等の確保02
避難所施設および地区への貸出
用として、中型除雪機、大型除
雪機を導入します。

除雪機等の導入03

みち情報ネット
ふくいHP
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新型コロナウイルス感染症
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　（11月2日現在)

　勝山市では、12月から実施予定の医療従事者向けの３回目のワクチン接種の準備を進め
ています。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。子どもたちを守るためにも、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。

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 7,890人（91.2％） 7,890人（91.2％） 7,851人（90.8％）

60歳～ 64歳 1,631人 1,539人（94.4％） 1,539人（94.4％） 1,539人（94.4％）

50歳～ 59歳 2,569人 2,379人（92.6％） 2,379人（92.6％） 2,369人（92.2％）

40歳～ 49歳 2,638人 2,337人（88.6％） 2,337人（88.6％） 2,331人（88.4％）

30歳～ 39歳 2,067人 1,683人（81.4％） 1,683人（81.4％） 1,671人（80.8％）

20歳～ 29歳 1,746人 1,473人（84.4％） 1,473人（84.4％） 1,446人（82.8％）

12歳～ 19歳 1,435人 1,181人（82.3％） 1,181人（82.3％） 1,135人（79.1％）

合　計 20,736人 18,482人（89.1％） 18,482人（89.1％） 18,342人（88.5％）

LINE予約
受付はこちら

基本的な感染対策を徹底したうえで、日常生活の再開を
　11月になり、市内でもさまざまな地域経済対策やイベントが実施され、少しずつではありますが、日常
生活が戻りつつあります。安心して年末年始を迎えるためには、基本的な感染対策を継続することが必要
です。気を緩めずに、感染対策の徹底をお願いします。

　「おはなしはマスク
4 4 4 4 4 4 4 4

」を継続する
　 感染者の8割超がマスクなし会話が原因で感染したと推定されます。ワクチン接種後も油断せず、マスク、
換気、手指消毒など感染対策を徹底しましょう。

　県外と往来
 4 4 4 4 4

する場合は、感染対策を徹底する
　県外往来時には人混みを避けマスクを着用し、往来後は体調管理に注意しましょう。

　会食するときは４人以下のテーブル
4 4 4 4 4 4 4 4 4

に分ける
　 会食は「ふくい安全・安心認証店」や「勝山市感染予防推進宣言店」でのマスク会食とし、会食への参加者
が5人以上の場合は1テーブル４人以下に分けてテーブル間を1m以上離しましょう。
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