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新型コロナウイルス感染症に関する花巻市の対応について

《新型コロナウイルス感染症に関する事業者等に対する支援について》

◆中小企業持続支援事業（商工労政課：４１－３５３４）
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している市内事業者の一刻も早い売上回復を図るため、国の

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、下記の２つの事業を行います。

（１）花巻市中小企業売上アップ応援業務委託事業
キャッシュレス事業者「ＰａｙＰａｙ」と連携し、利用者へのポイント還元を行う事業を創設
詳細は項目Ｎｏ２を参照ください。

（２）「はなまき小判」配布事業
７０歳以上の市民に対し、花巻商工会議所が発行する「はなまき小判」を１人当たり２，０００円分配布

配 布 額：２，０００円（１，０００円券×２枚）
配布時期：令和２年１０月上旬を予定
配布対象：７０歳以上の市民
利用期間：令和２年１０月中旬から令和３年３月中旬を予定
そ の 他：参加事業者を令和２年８月に募集予定（花巻商工会議所会員が対象）

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者に対する家賃補助を拡充（商工労政課：４１－３５３４）
国の第２次補正予算成立により実施が決まった国の家賃支援給付金の要件に合わせるとともに、市町村の判断で

対象業種の拡大も可能となったことから、下記のとおり県・市が連携して行っている家賃補助の要件等を拡充しま
した。

【対象者】 ：小売業、飲食業、宿泊業及び生活関連サービス業等に加え、タクシー業、貸切バス業などの道路
旅客運送業、レンタカー業などの物品賃貸業を追加
上記事業者の内、下記のいずれかに該当する中小企業者が対象
①令和２年４月から令和２年９月のいずれかひと月の売上が前年同月に比べ５０％以上減少
した中小企業者（従前から）

②令和２年２月から令和２年９月までの間のいずれか連続する３か月の売上が前年同期に比
べ３０％以上減少した中小企業者（拡充分）

【補助額】：令和２年４月から９月までの連続する３か月間の家賃（土地建物）の1/2を補助
月１０万円が上限、３か月分で３０万円が上限（補助額の1/2を岩手県、1/2を花巻市が負担）

【申請方法】：郵送又は完全予約制による窓口受付

＜参考＞
国の家賃支援給付金
要 件：令和２年５月から１２月の期間中、いずれか１か月の売上が前年同月比で５０％以上減少又は連続す

る３か月の売上が前年同期比で３０％以上減少
給付額：中小企業者：月額上限１００万円×６か月（最大６００万円）

個人事業主：月額上限５０万円×６か月（最大３００万円）

◆宿泊施設等関連事業者支援金について（観光課：４１－３５４１）
市では岩手県の緊急事態措置を受け、市内の宿泊施設及び県外からの来客が多い立寄施設等に対し、大型連休期

間中（4/29～5/6）の休業をお願いし、６６施設にご協力をいただきました（※）。休業にご協力いただいた施設と
通常取引がある、お土産、食材、飲料の卸業者などの関連事業者も宿泊施設等の休業により影響を受けたことから、
関連事業者の事業継続を支援するため「宿泊施設等関連事業者支援金」を関連事業者へ支給します。

予 算 額 ２，０００万円
対 象 市内に事業所を有する宿泊施設等関連事業者であって、休業に協力いただいた温泉宿泊施設等と

お土産、食材等の物品又はサービス等の取引がある事業者
支援金額 取引先１件につき３万円（２０万円を上限）

〈参考〉
※花巻市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
温泉施設等宿泊施設・日帰り温泉施設・立寄施設等６６施設に対し１０，５００千円を交付済み



◆観光関連施設事業持続支援金（観光課：４１－３５４１）
長期休館していた市が設置する観光施設の館内又は隣接地で飲食店やお土産店等を行っている事業者も市の観光

施設の休館により影響を受けたことから、「観光関連施設事業持続支援金」を支給します。

予算額 １４０万円
対 象 １４事業者
支給額 １事業者当たり１０万円

◆花巻産牛銘柄確立緊急対策事業を創設（農政課：２３－１４００）
花巻市内で生産された黒毛和種の子牛を肥育素牛として、市内の肉用牛肥育農家が自家保留または県内市場から

導入し、市内の農場で肥育後出荷する場合、市が１頭当たり５０，０００円を支援します。この補助金は、県が創
設した「肥育経営生産基盤強化緊急支援事業」と併せてこの補助を受けることができます。また、市とＪＡいわて
花巻が従来から行っている「花巻産牛銘柄確立対策事業」の要件を満たす畜産農家は、併せて３つの支援を受ける
ことができます。

花巻産牛銘柄確立
緊急対策補助金
（新設）

Ｒ２/４月～Ｒ３/３月
までに導入した子牛
が対象

市内繁殖農家で生産
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市内繁殖・肥育一貫農家で肥育される
黒毛和種の子牛（自家保留）

牛肉市場に出荷する場合
１経営体２０頭を上限として
５万円／頭 補助
※最大１００万円

出荷 導入

〈花巻市・ＪＡいわて花巻〉 花巻産牛銘柄確立対策事業補助金（既存）
花巻市産の肥育素牛を、市内肥育農家が導入及び自家保留する経費の一部を補助 ４万円／頭 補助

負担割合
花巻市：２万円
Ｊ Ａ：２万円

+

+

〈岩手県〉 肥育経営生産基盤強化緊急支援事業
県内家畜市場から肥育素牛を導入した意欲ある肉用牛肥育農家に対し、導入経費の一部を補助

１万円／頭 補助

３つの制度併せて最大 １０万円／頭 補助

◆肉用牛肥育経営安定緊急対策補助金（農政課：２３－１４００）
国が行う肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）が発動された場合、標準的生産費から標準的販売価格を

差し引いた額の９割の交付金を受けた農家（令和２年４月から令和３年３月までに交付を受けた農家が対象）に対
し、本来農家が負担する残り１割を市が上乗せ補助いたします。
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◆温泉宿泊施設等利用促進事業の内容拡充について（観光課：４１－３５４２）
６月１日から開始しています温泉宿泊施設等利用促進事業について、７月１日から助成する対象を「岩手県民・

県民のグループ又は県内事業所に勤務する方」に拡大して実施いたします。また宿泊助成は素泊まりでのご利用も
対象としました。
【対 象】

【助成額】
①日帰り入浴（１食付）助成（従前の通り）
・温泉宿泊施設等の2,000円以上のプラン（入湯税は含まない）について、利用者一人当たり1,000円を助成

②宿泊（素泊まりも対象）助成
・温泉宿泊施設等利用者一人当たり最大4,000円助成
4,000円以上6,000円未満のプラン（入湯税は含まない）については2,000円を助成
6,000円以上8,000円未満のプラン（入湯税は含まない）については3,000円を助成
8,000円以上のプラン（入湯税は含まない）については4,000円を助成

【その他】
・利用状況（６月１日から６月１５日まで）：６月２６日までに報告のあった人数

日帰り入浴助成 ３５７名、宿泊助成 ９６５名（報告のあった１９施設分）
・この助成を利用した方を対象にした「花巻の物産品などが当たる抽選会」の１回目の抽選会を６月２９日に
花巻観光協会で実施します。抽選会ではワイン・肉・野菜・漬物・工芸品など3,500円から5,500円相当の物
産品が当たります。１回目の当選者は300人の予定です。２回目の抽選会は７月２７日に実施予定です。

花巻市民及び岩手県民、県民のグループ又は県内
事業所に勤務する方
・団体利用は２０人程度を目安
・県民以外、県内事業所に勤務する方以外の方が
含まれる場合は、その分を除き助成

従 前 拡充後

《新型コロナウイルス感染症に関する市民の皆様に対する支援について》

◆勤労者教育資金の拡充（商工労政課：４１－３５３６）
新型コロナウイルス感染症の影響により、入学金、学費、仕送り等の教育資金を必要としている勤労者への融資

を円滑に行うため、勤労者教育資金の融資枠（預託）を拡充するとともに、３年間全額利子補給を行います。

【融 資 枠】 預託金6,000万円に1,000万円追加し、2倍協調で合計１億4,000万円の融資枠に拡充
【対 象】 下記の全てを満たす方が対象

①市内に住所を有する２０歳以上の方
②高校・大学などに進学又は在学する親族を有する方
③同一事業所に１年以上勤務し、前年の収入が１５０万円以上の方
④市税を完納している方

【貸付限度額等】 貸付限度 ３００万円
貸付利子 年１．５５％

※令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに新規に貸し付けた分は、
市が３年間全額利子補給

担 保 無担保
保 証 無保証料（信用保証協会の保証が受けられます）
返済期間 １０年以内（据置期間あり。原則、在学期間内の据置）

【取扱金融機関】 東北労働金庫花巻支店

◆新型コロナウイルス感染症対応生活資金特別融資制度を新設（商工労政課：４１－３５３６）
新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時・緊急に生活資金が必要な勤労者を対象に資金を貸付ます。

【融 資 枠】 ３，０００万円を預託し、１倍の３，０００万円の融資枠
【対 象】 下記の全てを満たす方が対象

①市内に住所を有する２０歳以上の方
②本人または２親等以内の親族の収入の減少や支出の増加により生活資金が必要な方
③同一事業所に１年以上勤務し、前年の収入が１５０万円以上の方
④市税を完納している方

【貸付限度額等】 貸付限度 ５０万円
貸付利子 年１％（関係団体より５千円を上限とした利子補給があります）
担 保 無担保
保 証 無保証料（信用保証協会の保証が受けられます）
貸付期間 令和２年６月２２日から令和３年３月３１日まで
返済期間 ５年以内（据置期間１年以内）

【取扱金融機関】 東北労働金庫花巻支店

花巻市民又は市内事業所に勤務する方
・団体利用は２０人程度を目安
・市民以外の方も混じるグループ利用も対象とな
るが、助成は市民又は市内事業所に勤務する方
のみ助成



花巻市の感染拡大を予防するための対応

◆特別定額給付金の６月２６日時点の状況（地域福祉課特別定額給付金室：２９－５２７０）
対象世帯 ：３７，９１５世帯
申請件数 ：３７，３０１件（申請済 98.4％、未申請世帯６１４世帯 1.6％）
振込件数 ：３７，２４４件（対象世帯中：98.2％）
振込金額 ：９，３９５，７００，０００円

※６月１１日に未だ申請していない世帯に対し返信用封筒を同封し申請勧奨アンケートを実施
回答世帯：１２７世帯

「申請書を無くした」と回答した方にはその都度申請書を送付
「書き方がわからない」と回答した方には申請書に鉛筆で書き方を明示し、添付書類の台紙に
マーカーするなど不備が生じないように工夫し送付

【非接触型体温計・サーモグラフィーカメラ等の設置】：契約管財課４１－３５２０
・６月１日以降の市所管施設再開を受けて、非接触型体温計（ガンタイプ）を追加で９５台配備
・サーモグラフィカメラ（ドームカメラ５台、カメラ型１台、タブレット型５台）を追加発注（６月納品予定）
（本庁舎新館、まなび学園、なはんプラザ、花巻市交流会館、文化会館等への設置を検討中）

※本庁舎本館正面玄関、各総合支所正面玄関、宮沢賢治記念館正面玄関で６月１日からサーモグラフィードー
ムカメラでの検温を実施

【花巻・遠野地区における新型コロナウイルス感染症「地域外来・検査センター」について】
：新型コロナウイルス感染症対策本部２９－５２７５

設置主体：花巻市 （花巻市医師会が医師を派遣。遠野市医師会からも協力をいただく予定。）
対 象 者：花巻市・遠野市に在住する者で小学生以上の者
開設場所：厚生労働省の通知に基づき非公表
開設時期：令和２年７月中の予定

建物建設工事は発注済み、７月１４日頃の完成予定
開設時間：毎週水曜日・土曜日）の午後１時３０分～午後３時３０分（当面 １日最大６名の検査を実施）

ドライブスルー方式、かかりつけ医受診後にかかりつけ医からの検査依頼による完全予約制
検査後１～４日で結果が市に届くので、市より本人、かかりつけ医、保健所に報告となる予定

従事スタッフ
医師（問診・診察・検体採取）
看護師（診察介助）：総合花巻病院より派遣いただく予定
市職員（検体梱包業務）
市職員（誘導、環境整備）
委託業者（医療事務）

※７月４日にスタッフの研修会を開催予定。また建物完成後にも研修を行う予定
業務内容：問診・PCR検査の検体採取・（必要により）体温測定・酸素飽和度測定
登録医療機関（各市医師会にて登録）：患者を紹介する地域の医療機関を協力医として登録
そ の 他
・予算措置の状況

６月補正予算 40,927千円（4.1.1 臨時診療所運営事業費 財源：県委託金25,082 診療報酬15,845千円）
６月補正（追加提案 3,500千円（同科目：備品費 財源：花巻市医師会からの寄付金3,500千円）、会場

で使用しその後市でも活用が見込まれる、オゾン除菌機や机などの什器類などを購入予定）

・関係機関による準備会の開催状況
６．１６ 第１回 花巻・遠野地域外来・検査センター（仮称）準備会 開催

中部保健所、花巻市医師会、総合花巻病院、花巻市、遠野市（オブザーバー）20名出席
・検体採取方法、対象者、開設日 ・会場動線、関係者研修会 などを協議

６．２４ 第２回 花巻・遠野地域外来・検査センター準備会 開催
中部保健所、花巻市医師会、総合花巻病院、遠野市医師会、花巻市、遠野市 25名出席
・スケジュール確認 ・会場動線、会場施設配置 ・運営マニュアル案 などを協議

今後も準備会を継続して開催予定。



【市所管施設の開館等ついて】
○振興センター等（7/20～） ：原則、市民・市内団体に限り利用可能

開館日・開館時間・利用時間は制限せず、通常通り利用可能
ただし、利用人数は利用するスペースの面積等により個別に判断する。また、
懇談や交流を目的とする会食は不可

○地区社会体育館等（7/20～）：原則、市民・市内団体に限り利用可能
開館日・開館時間・利用時間は制限せず、通常通り利用可能
ただし、利用人数は利用するスペースの面積等により個別に判断する。

○スポーツ施設（屋内・屋外共通 7/1～）
・県内、県外を問わず、従来の通り利用可能
・大会の開催は、県内レベルの大会まで開催可能
・大会や練習試合を開催する場合は、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数とし、屋外にあっ
てはスポーツの特性に応じて可能な限り人と人との距離を十分に確保すること

・主催者の責任において、関係者及び観客等全員の連絡先を把握するとともに、感染防止対策、誘導・指示
などを徹底すること

○総合体育館（6/19～）
・トレーニングルーム及びランニングコース（第３アリーナのみ）を開放
・トレーニングルームの利用は、市民又は市内に勤務先を有している方に限定し、一度に利用できる人数は
１２人までとする

・正午から午後１時、午後４時から午後５時までの間は消毒作業を行うため利用休止
・ランニングコース利用の際は、窓口でランニングコース利用カードの交付を受け、使用簿に登録番号や使
用時間を自ら記入すること

○戸塚森森林公園及び平塚・花巻交流の森（7/1～）
・従来通り利用可能。ただし、テントの貸し出しは休止を継続（テントの持ち込みは可能）

○宮沢賢治童話村（7/1～）
・これまでの芝生広場等に加え、賢治の学校・賢治の教室も開館

○文化会館（6/14～）
・これまでの会議室に加え、大ホール・中ホール・展示ホールの利用が可能
・利用時間は午前９時から午後５時まで

○花巻市交流会館・なはんプラザ（7/1～）
・県内、県外問わず従来通り利用可能
・開館日、開館時間、利用時間も制限せず、通常どおり利用可能
ただし、利用人数は利用するスペースの面積等により個別に判断

○市立図書館（花巻・大迫・石鳥谷・東和）
・６月２３日から図書や新聞の閲覧、インターネット端末の利用が可能。ただし、閲覧席の机・椅子の数・イ
ンターネット端末の台数を縮小し、利用時間は１人１時間程度に制限

・郷土資料室（花巻図書館）の利用を再開。ただし、座席数を縮小し、利用時間は１人１時間程度に制限
・７月から、おはなし会や映画会などの各図書館でのイベントを再開予定。ただし座席数を縮小するなどの制
限あり

【イベント等の延期・中止について】
市及び市関連団体が主催する全てのイベントについて当面の間中止、市が開催する各種会議についても不急のも

のは延期又は中止。今後も感染の状況を踏まえて感染拡大防止を第一に考え、イベント等の中止又は延期を判断す
る。

〈中止を決定した主なイベント等〉
・第３９回みちのく神楽大会（７／５） ：中止
・令和２年度花巻市郷土芸能鑑賞会（７／２６）：中止
・花巻市感謝状贈呈式（７／７） ：中止（感謝状はご本人にお届けいたします）
・イーハトーブフェスティバル２０２０（８／２９、３０）：中止
・花巻まつり（９／１１～９／１３）：中止
・南部杜氏の里まつり：１０月に延期して開催予定でしたが、実行委員会の協議の結果、中止

なお、童話村の森ライトアップ２０２０は開催期間を８月１日から１０月１８日までに変更して実施



【指定緊急避難場所における感染症対策の指針を策定】：防災危機管理課４１－３５１１
〈主な内容〉
・避難所連絡員等のマスク、ゴム手袋、フェイスシールドの着用及び手指衛生の徹底。避難者へ食事配布等手渡
しする前は必ず手洗いを実施し、マスク、ゴム手袋を外した場合はこれを廃棄して手指消毒を行った後、手洗
いをする。

・避難者へ、マスクの着用・手指衛生の徹底を働きかける
・体調不良者の避難する療養室と一般避難者の部屋を分けるゾーニングを行う
・感染を防ぐ環境確保のため、避難者の間隔を確保（２ｍ間隔となるよう配置させる）するとともに、施設の定
期的な消毒及び換気（１時間に２回程度）を行う。

・一般避難者と体調不良者の行動する区域を分け、テープを貼るなど避難者にわかりやすく掲示する
・トイレは一般避難者と体調不良者は基本的に同じ場所を使用させないこととし、施設にトイレが１か所しかな
い場合は、両者を同時に使用させない

・受付の際は、避難者の体温を非接触式体温計で測定し、「健康状態チェックシート」に現在の体調を記入して
いただく。37.5℃以上ある場合又はチェックシートに一つでも「はい」があった場合は、受付の後に別室へ誘
導、災害対策（警戒）本部へ連絡するとともに保健師の派遣を要請し、保健師による状態確認を実施する。



花巻市民及び岩手県民、県民のグループまたは県内事業所
に勤務する方を対象として、市内温泉宿泊施設等(裏面参照)を利用し

た際の料金の一部を助成します。
※ご家族以外の団体の利用も可能です（目安20名程度まで）。
※団体の中に県民以外・県内事業所に勤務する方以外が含まれる場合は、その分を除き助成いたします。
※発熱や風邪の症状がある方は利用をご遠慮願います。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、皆様の
ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

【事業に関するお問合せ】花巻市商工観光部観光課 ０１９８-４１-３５４２

【注意事項】
 施設の運営状況により、やむを得ず休業する場合があります。ご利用の際はお電話等

で確認・予約くださいますようお願いいたします。
 拡大後の事業期間は令和2年7月1日～7月31日を予定していますが、新型コロナウイル

ス感染症の状況により事業期間または利用対象者の方などを変更する場合がございま
す。あらかじめご了承ください。

ご利用の際は助成（値引き）後の金額をお支払いください。
（利用実績を元に施設と市が後日精算手続きを行います。）
 まずは裏面の参加施設一覧をご覧の上、お電話等でこの事業を使うことをお話しし、

ご予約ください。
 利用当日に各施設にて申込書をご記入いただきます。
 当日は運転免許証や社員証等の本人確認ができる書類をお持ちください
（グループの場合は代表者の方のみのご提示で結構です）。

ご利用頂いた方
は市内物産品が
当たるキャン
ペーンにご参加
いただけます！

7/1(水)
利用分から

ご利用の際は、裏面の各施設の連絡先にご連絡ください。

花巻市温泉宿泊
施設等利用促進事業
(7/31まで)のおしらせ

日帰り入浴支援（１食付き）

ひとりあたり2,000円以上(※)

のプラン料金について
1,000円分を市が助成します。

宿泊支援（１泊２食付き）

ひとりあたりのプラン料金(※)に応じて

最大４,000円分を助成します。
・4,000円以上6,000円未満のプラン：2,000円分
・6,000円以上8,000円未満のプラン：3,000円分
・8,000円以上のプラン ：4,000円分

※消費税込み、入湯税別の料金です。 ※消費税込み、入湯税別の料金です。

素泊まり
でもOK！

家族・グループ利用の例 利用区分 補助対象

県民の家族利用
県民のみ 対象

県民 ＋ 県民以外 県民のみ対象

県民グループ
県民のみ 対象

県民 ＋ 県民以外 県民のみ対象

県内事業所に勤務する方々の
グループ

県内事業所に勤務する方々のみ 対象

県内事業所に勤務する方々 ＋
県民または県民以外

県内事業所に勤務する方々（県民以
外も含む）及び県民が対象



事業にご参加いただける温泉宿泊施設等 一覧

咳エチケット 手洗い＋消毒

ゆ
ソーシャル
ディスタンス

ご利用の際は各施設の指示に従い、
新型コロナウイルスの感染拡大防止
にご協力をお願いいたします。

施設名 住所 連絡先 日帰りプラン 宿泊プラン 備考

花巻温泉 佳松園 湯本1-125-2 37-2111 ー ○

花巻温泉 ホテル花巻 湯本1-125 37-2111 ○ ○

花巻温泉 ホテル紅葉館 湯本1-125 37-2111 ー ○ ７月１日 受入開始

花巻温泉 ホテル千秋閣 湯本1-125 37-2111 ○ ー

割烹旅館 廣美亭 湯本1-88-1 27-2216 ー ○

台温泉 中嶋旅館 台1-190 27-2021 ○ ○

台温泉 旅館かねがや 台1-186 27-2344 ○ ○

台温泉 松田屋旅館 台2-20 27-2356 ー ○

台温泉 ホテル三右エ門 台2-45 27-4511 ○ ○

台温泉 やまゆりの宿 台2-57-9 27-2055 ー ○

台温泉 観光荘 台1-166-1 27-2244 ○ ○ ６月２１日 受入開始

台温泉 滝の湯旅館 台1-161 27-2454 ー ○

台温泉 そめや旅館 台2-62 27-2809 ー ○

台温泉 福寿館 台2-9-1 27-2544 ー ○

台温泉 吉野屋旅館 台2-57-1 27-2744 ー ○

金矢温泉 ホテル銀河パークはなまき 金矢5-251-1 27-2811 ○ ○

松倉温泉 悠の湯 風の季 湯口字松原36-3 38-1125 ○ ○

志戸平温泉 湯の杜 ホテル志戸平 湯口字志戸平27-1 25-2011 ○ ○

志戸平温泉 游泉志だて 湯口字志戸平11-2 25-3939 ー ○

大沢温泉 山水閣 湯口字大沢181 25-2021 ○ ○

渡り温泉 ホテルさつき 湯口字佐野21-8 25-2110 ○ ○ ７月１日 受入開始

山の神温泉 優香苑 下シ沢中野53-1 29-4126 ○ ○

山の神温泉 別墅 清流館 下シ沢中野53-1 29-4126 ー ○

鉛温泉 藤三旅館（旅館部） 鉛字中平75-1 25-2311 ○ ○

鉛温泉 藤三旅館湯治部 鉛字中平75-1 25-2901 ○ ○

鉛温泉 心の刻 十三月 鉛字中平75-1 29-6222 ー ○

新鉛温泉 結びの宿 愛隣館 鉛字西鉛23 25-2619 ○ ○

花巻北温泉 ぎんがの湯 石鳥谷町松林寺3-81-10 45-6789 ○ ー

花巻北温泉 健考館 石鳥谷町松林寺3-81-13 46-1212 ○ ○

花と緑と安らぎの湯 東和温泉 東和町安俵6区135 42-4311 ○ ー

ホテルフォルクローロ花巻東和 東和町安俵6区134 42-1011 ー ○

JAいわて花巻 高齢者健康管理福祉センター
グリーンホーム落合

椚ノ目4-99-1 27-3390 ○ ー

ホテルベルンドルフ 大迫町大迫11-34-6 48-4200 ○ ○



市内物産事業支援キャンペーン商品内容（※6/26現在調整中のものです）
事業者名 商品内容

㈱道奥 華彩・椿（漬物詰合せ8種）

高源精麦㈱ 白金豚三色しゃぶ賞（ロース、バラ、もも、ポン酢）

喜平堂
A賞 くるみ羊羹、黒糖羊羹、南部鬼ぐるみ・姫ぐるみ、くるみゆべし、梅ゆべし

B賞 南部鬼ぐるみ・姫ぐるみ、くるみゆべし、梅ゆべし

㈲早池峰自然科学興業
A賞 調味料詰合せ賞10種

B賞 調味料詰合せ賞6種

丸一食品工業㈱
A賞 花巻の漬物、味噌、醤油賞（漬物7種、本醸造醤油１ℓ、味噌１㎏）

B賞 賢治の里からつけものだより（漬物8種）

花巻農業協同組合
A賞 飲むヨーグルト＆ジュース賞

B賞 だぁすこせんべい詰合せ

㈱ネクスグループ
A賞 黄いろのトマト100％ジュース（桐箱入）、キーマカレー2個

B賞 ゴールデンベリーアイス5個 or トマトジュース180ml（4種類各1本）

花巻市農村青年クラブ連
絡協議会

旬の野菜・果物の詰め合わせ、ドレッシング

岩手阿部製粉㈱
お茶餅5本、水まんじゅう賞3種6個入、酒まんじゅう10個、三色だんご4本、芽麩
久もち6個入

㈱石鳥谷観光物産
A賞 三種の人氣賞、もち黒米、吞んべい漬け

B賞 南部関御用袋、丸文酒まんじゅう15個入

佐々長醸造㈱ 老舗のしずく賞（生醤油500ml、老舗の味つゆ500ml、老舗の白だし）

社会福祉法人 悠和会
「銀河の里」

A賞 シードル（ポム・シュクレ2019フルボトル、ポム・エグル2019フルボトル）

（アールペイザンワイナ
リー）

B賞 シードル（ポム・シュクレ2019ハーフボトル、ポム・エグル2019ハーフボトル）

㈾末廣
A賞 賢治最中本舗菓子詰め合わせ賞A、アンジュ菓子詰め合わせ賞A

B賞 賢治最中本舗菓子詰め合わせ賞B、アンジュ菓子詰め合わせ賞B

銀河フーズ㈱
A賞 銀河工房シリーズ（ロース、ベーコン、ヤキブタ、あらびき、ペッパー、レモン）

B賞 銀河シリーズ（サラミ、サラダチキン、ももハム、ウインナー、サラミ辛口）

タカハシ菓子工房
A賞

バターケーキ（紅茶レモン、チョコ）、クッキー（チョコ２、スフレ、セサミ、パ
ルミエ）

B賞 バターケーキ（紅茶レモン）、クッキー（チョコ２、スフレ、セサミ、パルミエ）

㈾川村酒造店 南部関 純米酒ヒカリノミチ火入 1.8リットル

㈱エーデルワイン
A賞 五月長根葡萄園2019白、シルバーカベルネ・フラン2017赤

B賞 かぐみ赤・白

㈱エーデルワイン・サ
ポート

A賞 トンボ玉アクセサリー（どんぐりネックレス）、ワインボトルプレート

B賞 トンボ玉アクセサリー（どんぐりネックレス）

事業者名 商品内容

社福）岩手県社会福祉事
業団 障害者支援施設 松
風園

A賞
花巻銀河珈琲豆賞（銀河ブレンド、ブラジル、モカ、コロンビア、タンザニア、
ミャンマー、ペルー）

B賞
花巻銀河珈琲ドリップパック賞（銀河ブレンド、ブラジル、モカ、コロンビア、水
出しコーヒー）

㈱風童社
A賞 カタログギフト「花巻づくし」、風がはこんだマロンパイ9個入、鯖味噌煮8枚入

B賞 風がはこんだマロンパイ6個入、鯖味噌煮4枚入

ハコショウ食品工業㈱
A賞

ハコショウおいしさの詰合せ（一の紫500ml、料理人500ml、あまくちみそ、注
文通りみそ、漬物各種5）

B賞 吞べえ漬詰合せ（箱入 呑べえ漬6個賞）

大石乳業㈱
コ～ちっち500ml×2本、生乳ヨーグルトBasic500g×2個、生乳ヨーグルト
Basic800g×2個、

㈽大迫菓子センター
A賞 ワインゼリー3色×12個、ワインようかん赤2本

B賞 ワインゼリー3色×9個、ワインようかん赤1本

高鉱菓子舗
A賞 エーデルワインゼリー6種類24ケ入（赤・ロゼ・ぶどう・トマト・梅・またたび）

B賞 エーデルワインゼリー6種類12ケ入（赤・ロゼ・ぶどう・トマト・梅・またたび）

㈱亀屋 旨玉3種各1、煎り青大豆2個、十五穀米、いわての愛穀心PREMIUM

みちのくコカ・コーラボ
トリング㈱花北営業所

A賞 いろはす555mlペット24本入×2ケース

B賞 いろはす555mlペット24本入×1ケース

㈱伊藤染工場
A賞 絆ざくらトートバック大、宮沢賢治テーブルセンター、花巻方言手拭い

B賞 絆ざくらポーチ大、雨ニモマケズフェイスタオル、花巻方言手拭い

㈲台焼
A賞 フリーカップペア

B賞 多用鉢（糖青磁柚）

㈱小彌太
A賞 キャンバス地エコバッグM（鹿踊）、マグカップ（鹿踊）、マグカップ（鹿踊）

B賞 おでんせ岩手手拭い、キャンバス地エコバッグS（鹿踊）、マグカップ（鹿踊）

㈲染屋たきうら
A賞 レースハンカチ２Lサイズ、スカーフ止め小

B賞 タオルハンカチ、ミニ宝袋カラー、ポケッティ

㈱林風舎
A賞 ビアグラス（シルエット）、ウイスキーグラス（注文の多いor春と修羅）

B賞 ペーパーウエイト（ミミズク）、クリアファイル2枚（賢治）、賢治絵葉書4種

㈲夢工房
A賞 オルゴール 賢治シルエット 星めぐりの歌

B賞 ブナコースター5枚賞

早池峰焼 星工房 うすゆき草マーク付 マグカップ、ビールカップ、陶器のけんざん5個

森の店っこや
A賞

（右記の組合せ）宮沢賢治タオルや文具、菓子、染物、陶器、木工品、ぶどう
ジュース 等

B賞
（右記の組合せ）陶器、デクノボーこけし、根付、鹿踊張子、ミニ傘、麹、花巻人
形 等



花巻市内
勤労者限定

花巻市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、臨時・緊急に生活資金を必要とす
る市内勤労者に対し、新たな融資制度を創設すると共に、教育資金を必要とする市内勤労者に対
する融資制度の拡充として、令和3年３月31日までの新規貸付分について３年間利子補給（3年間
無利子）を実施します。

対象：花巻市内に住所を有する勤労者の方（20歳以上）

※ 同一事業所に1年以上勤務している方
※ 前年中の収入金額が150万円以上の方
※ 市税を完納している方

【融資に関するお問合せ】東北労働金庫 花巻支店 ☎０１９８-２３-６２４１
【制度に関するお問合せ】花巻市 商工労政課 ☎０１９８-４１-３５３６

【注意事項】
 金利情勢の変動等により、お取扱期間中に適用金利を見直す場合があります。
 ご融資にあたり、取扱金融機関所定の審査を行います。審査結果によって、
ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

【確認書類】
・本人確認資料（運転免許証等）
・勤続年数確認資料（健康保険証等）
・前年年収確認資料（源泉徴収票等）及び直近の給与明細
・居住地確認資料（運転免許証等）

生活資金特別融資制度（新規）

限度額 ：50万円
金利 ：年1.00%
返済期間：5年以内（据置期間あり）

担保 ：不要
保証料 ：不要（保証協会の保証あり）

利子補給：※1あり

※1 上限5千円の利子補給があります

教育資金融資制度（拡充）

限度額 ：300万円
金利 ：年1.55%
返済期間：10年以内（据置期間あり）

担保 ：不要
保証料 ：不要（保証協会の保証あり）

利子補給：※2あり

※2 令和3年3月31日までの新規貸付分について
当初3年間花巻市が全額利子補給します

◇新型コロナウイルス感染症の影響により

収入減または支出増加されている方◇

詳しくは、
金融機関へ

勤労者向け
融資制度のおしらせ

※新型コロナウイルス感染症の影響による

◇高校・短大・大学等に

進学（在学中）する親族がいらっしゃる方◇


