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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
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《新型コロナウイルスワクチン接種について》

市では、高齢者の中でも感染時の重症化リスクの高いと考えられる９１歳以上の方からワクチン接種を行ってい
ます。４月２１日には総合体育館を会場に３２５人、４月２２日には大迫交流活性化センターを会場に６５人に対
して１回目のワクチン接種を行いました。今後は９１歳以上の方のワクチン接種を優先しながら、ワクチン供給の
状況を見て７５歳以上の方へのワクチン接種について、地区毎に「集団接種会場日程等のご案内」を送付し予約を
受け付けていく予定です。

【ワクチン接種の状況】 １回目：白色 ２回目：緑色

日付 会場（対象地区） 接種者数 ２回目予定

４月２１日（水） 花巻市総合体育館 91歳以上：325人（確定） ５月１２日（水）

４月２２日（木） 大迫交流活性化センター 91歳以上：65人（確定） ５月１３日（木）

５月 ６日（木）

石鳥谷生涯学習会館 91歳以上：155人（予定）

５月２７日（木）

東和コミュニティセンター 91歳以上：100人（予定）

５月 ８日（土） まなび学園 91歳以上：330人（予定） ５月２９日（土）

５月１２日（水）

大迫交流活性化センター
（大迫、亀ヶ森第1～3）

75歳以上（91歳以上優先）
：450人程度（予定）

６月２日（水）

花巻市総合体育館
（4/21分の2回目）

91歳以上：325人（予定）

５月１３日（木）

花巻市総合体育館
（松園1区～5区）

75歳以上（91歳以上優先）
：450人程度（予定）

６月３日（木）

大迫交流活性化センター
（4/22分の2回目）

91歳以上：65人（予定）

５月１５日（土）

石鳥谷生涯学習会館
（石鳥谷第1～6、15、16）

75歳以上（91歳以上優先）
：450人程度

６月５日（土）

東和コミュニティセンター
（小山田第1～4、土沢第1～4）

75歳以上（91歳以上優先）
：450人程度

６月５日（土）

５月１９日（水） 花巻市総合体育館
75歳以上（91歳以上優先）

：400人程度
６月９日（水）

５月２０日（木） まなび学園
75歳以上（91歳以上優先）

：400人程度
６月１０日（木）

５月２２日（土） まなび学園
75歳以上（91歳以上優先）

：450人程度
６月１２日（土）

５月２６日（水） 花巻市総合体育館
75歳以上（91歳以上優先）

：600人程度
６月１６日（水）

５月２７日（木）

石鳥谷生涯学習会館
（5/6分の2回目）

91歳以上：155人（予定）

東和コミュニティセンター
（5/6分の2回目）

91歳以上：100人（予定）

５月２９日（土） まなび学園（5/8分の2回目） 91歳以上：330人（予定）
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《新型コロナウイルスＰＣＲ検査助成制度の創設について》

市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一定の要件を満たす方に対しＰＣＲ検査費用の助成
を行います。制度の概要は下記のとおりを想定しておりますが、ゴールデンウィーク明けの実施を目途に詳細につ
いて医師会等と協議を進めています。

【対象者】
市内医療機関で新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査を受ける方で下記のいずれかに該当する方
・入所型の市内高齢者施設、障がい者・障がい児施設、生活保護者の救護施設に入所される方、又は、同施設等
に新たに就業・復職される方

・市内の保育園や幼稚園、認定こども園等の教育保育施設に新たに就業・復職される方
・市外から市内小中学校に転入する方及びその同居家族
・市外から転入し保育園や幼稚園を新たに利用する児童の同居家族

【助成額】
１人当たり２万５千円（原則１人１回分のみ助成）

【申請及び検査方法等】
・助成の対象となる方は、対象施設（高齢者・障がい児・救護・教育保育施設）に申請し、対象施設と検査日時
を決定するだけで、検査を受検できます

・助成の対象となる方の検査費用の負担は、無し

担当：新型コロナウイルス感染症対策本部：２９－５２７５

【消防職員へのワクチン接種】
・消防職員（１３７名）全員が医療従事者等としてワクチン接種を実施（接種場所：総合花巻病院）
１回目：４月２０日、２１日、２３日に分けて接種済み
２回目：５月１１日、１２日、１４日に分けて接種予定

【ワクチン供給の状況及び今後の予定】
・４月１２日の週に１箱（９７５人×１回分）供給済み。４月２６日の週に事前に予定されていた１箱（９７５
人×１回分）に加え、４月２６日から５月９日までの間に追加で４箱（１，９５０人×２回）が供給予定。
さらに、５月１０日から２３日までの間に１３箱（７，６０５人×２回）が供給される予定。
※累計１０，５３０人×２回分

供給済・供給予定のワクチンの内、４，６２５人分については接種日が決定済み（資料１Ｐ表）ですが、残り
の５，９０５人分については５月から６月にかけて接種を行えるよう接種計画を策定中です。

・６５歳以上の高齢者に対するワクチン接種を迅速に完了できるよう、医師会等と協議のうえ接種計画を策定
します。

・施設へ入所されている方への接種は、ワクチンの供給状況を見ながら、施設従事者への同時接種も含めて５月
中に行えるよう準備を進めております。

・岩手県がワクチン接種の日程調整を行っている市内医療従事者へのワクチン接種については、５月中に完了す
る見込みとのことです。

担当：新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室：４１－３６０５

被検査者
（助成対象者）

高齢者施設等
対象施設

市コロナ対策室

検査医療機関

①助成申請 ②ＦＡＸ連絡

④検査日時連絡⑤検査日時確認・確定

⑦検査結果報告

⑧検査結果報告⑧検査結果報告



《新型コロナウイルス感染症に関する支援について》

◆「ＰａｙＰａｙを活用したポイント還元キャンペーン」の実績について（商工労政課：４１－３５３４）
市では、令和２年１２月１日から令和３年３月３１日までの４か月間、新型コロナウイルス感染症により影響を

受けている市内飲食店や小売店などの事業継続を応援するため、市内対象店舗でＱＲコード決済サービス「Ｐａｙ
Ｐａｙ」で決済した場合、支払額の最大２０％のＰａｙＰａｙボーナス（ポイント）を還元するキャンペーンを実
施しました。

【対象店舗等】 １，０７５店舗

【キャンペーン実績】
▶第１弾キャンペーン（令和２年８月１日～令和２年９月３０日）

決済回数：７０，２３４回
決済金額：２億７，９７７万

（１日あたりの平均決済金額：４，５８６，３９３円）
還 元 額：４，５６５万

▶第２弾キャンペーン（令和２年１２月１日～令和３年３月３１日）
決済回数：２２７，９３９回
決済金額：１１億６，２２２万円

（１日あたりの平均決済金額：９，６０５，１２３円）
還 元 額：１億９，８７０万円

【令和３年度の実施について】
令和３年８月以降に第３弾キャンペーンを実施することで現在検討しています。

◆花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業の期間を延長します（観光課：４１－３５４２）
市では、市内温泉宿泊施設等を支援するため、令和２年６月から実施しております温泉宿泊施設等利用促進事業

について、一部助成額を変更して令和３年５月３１日（月）まで期間を延長して実施します。

【対 象】 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
団体利用の際は、８人程度までを目安

【期 間】 令和３年５月３１日（月）まで

【助成額】
①日帰り入浴（１食付）助成
・温泉宿泊施設等の2,000円以上のプラン（消費税込み、入湯税別）について、利用者一人当たり1,000円を
助成

②宿泊助成

※4,000円未満（消費税込み、入湯税別）の宿泊プランは対象外

【その他】
・岩手県が実施する「いわて旅応援プロジェクト」との併用が可能（利用する施設への宿泊予約時に併用の可
否について確認する必要があります。）

〈参考〉
岩手県が実施する「いわて旅応援プロジェクト」について
【対 象】 岩手県居住者で岩手県内での宿泊又は日帰り旅行した方（５月３１日宿泊分まで対象）

【助成額】 ▶宿泊助成及び日帰り助成
利用する施設の宿泊・利用代金から他の助成制度の助成額を差し引いた額を対象として、最大5,000円を助成。
なお、他の助成制度の額を差し引いた額を対象とすることから「いわて旅応援プロジェクト」のみを利用する場
合と比して、他の助成制度と併用する場合の「いわて旅応援プロジェクト」の助成額が少ない額になる場合があ
ります。

▶いわて応援クーポン（2,000円分のお買い物券）：上記助成対象者に下記のとおり配布、使用期間6月1日まで
・宿泊の場合、1人1泊当たり2,000円（7泊が限度）
・日帰りの場合、1人当たり2,000円

助成期間 助成額（一人当たり）

５月９日まで 料金プランに応じて2,000円～4,000円を助成

５月１０日～３１日 一律2,000円を助成
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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８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。
 市では、県内の感染拡大状況により、本事業を中止・停止することがあります。この場合、利用者から予約キャンセルの申し

出をされた宿泊事業者などは、キャンセル料を徴収しないことになっています。
 継続後の事業期間は令和3年5月31日まで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。

いわて旅応援
プロジェクト
と併用できます。
ご利用の際は

で！

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
利用促進事業継続
(5/10～5/31利用分)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（素泊まり可）

※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。

※4,000円未満のプランは対象外です。

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

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。
 特に、岩手県が実施する「いわて旅応援プロジェクト」と併用するときは、お電話や施設の公式HPから宿泊施

設に直接予約を行うか、必ず事前に宿泊施設にご確認ください。宿泊施設公式予約サイト以外のインターネット
予約サイトなどで予約を行うと、当市助成や他の助成を利用できなくなる場合があります。

 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）。
※各種キャンペーンなどとの併用が可能です。それぞれの利用方法をよくご確認いただき、宿泊施設にご確認の上ご利用ください。

グループでの
ご利用目安は
8名程度
まで！

【注意】5月10日利用分から助成額が変更になります。

ひとりあたり4,000円以上(※)

のプラン料金について

2,000円分を市が助成します。



事業にご参加いただける温泉宿泊施設等 一覧（令和3年4月22日時点の情報です。）

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。

❕❕今一度気持ち新たに徹底を❕❕

施設名 住所 連絡先 日帰りプラン 宿泊プラン 備考

1花巻温泉 佳松園 湯本1-125-2 37-2111 ○ ○

2花巻温泉 ホテル花巻 湯本1-125 37-2111 ○ ○

3花巻温泉 ホテル紅葉館 湯本1-125 37-2111 ○ ○

4花巻温泉 ホテル千秋閣 湯本1-125 37-2111 ○ ○

5割烹旅館 廣美亭 湯本1-88-1 27-2216 ー ○

6台温泉 中嶋旅館 台1-190 27-2021 ○ ○

7台温泉 旅館かねがや 台1-186 27-2344 ○ ○

8台温泉 松田屋旅館 台2-20 27-2356 ー ○

9台温泉 ホテル三右エ門 台2-45 27-4511 ー ○

10台温泉 やまゆりの宿 台2-57-9 27-2055 ー ○

11台温泉 観光荘 台1-166-1 27-2244 ○ ○

12台温泉 滝の湯旅館 台1-161 27-2454 ー ○

13台温泉 そめや旅館 台2-62 27-2809 ー ○

14台温泉 福寿館 台2-9-1 27-2544 ー ○

15台温泉 吉野屋旅館 台2-57-1 27-2744 ー ○

16台温泉 はな 台の湯 台2-64 27-2561 ー ○ R3.4.27～

17金矢温泉 ホテル銀河パークはなまき 金矢5-251-1 27-2811 ○ ○

18松倉温泉 悠の湯 風の季 湯口字松原36-3 38-1125 ○ ○

19志戸平温泉 湯の杜 ホテル志戸平 湯口字志戸平27-1 25-2011 ○ ○

20志戸平温泉 游泉志だて 湯口字志戸平11-2 25-3939 ー ○

21大沢温泉 山水閣 湯口字大沢181 25-2021 ○ ○

22渡り温泉 ホテルさつき 湯口字佐野21-8 25-2110 ○ ○

23山の神温泉 優香苑 下シ沢中野53-1 29-4126 ○ ○

24山の神温泉 別墅 清流館 下シ沢中野53-1 29-4126 ー ○

25鉛温泉 藤三旅館（旅館部） 鉛字中平75-1 25-2311 ○ ○

26鉛温泉 藤三旅館湯治部 鉛字中平75-1 25-2901 ○ ○

27鉛温泉 心の刻 十三月 鉛字中平75-1 29-6222 ー ○

28新鉛温泉 結びの宿 愛隣館 鉛字西鉛23 25-2619 ○ ○

29花巻北温泉 ぎんがの湯 石鳥谷町松林寺3-81-10 45-6789 ○ ー

30花巻北温泉 健考館 石鳥谷町松林寺3-81-13 46-1212 ○ ○

31花と緑と安らぎの湯 東和温泉 東和町安俵6区135 42-4311 ○ ー

32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 ○

33
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

34ホテルベルンドルフ 大迫町大迫11-34-6 48-4200 ○ ○

35ビジネスホテル通天閣 吹張町3-9 24-6681 ー ○

36かほる旅館 大通り1丁目10-29 23-4523 ー ○

37ホテルグランシェール花巻 大通り1丁目6-7 22-7777 ー ○



◆中小企業経営支援金について（商工労政課：４１－３５３４）
市では、令和２年度に市が独自に支援を行った飲食店、温泉宿泊業、タクシー、貸切バス、運転代行業などの事

業者以外の事業者を支援するため、岩手県が令和３年度から行う「地域企業経営支援金」に上乗せして、花巻商工
会議所を通じて下記のとおり市独自の支援金を給付します。

【事業主体】 花巻商工会議所

【対 象】 下記の全てを満たす事業者

①花巻市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、小売業、サービス業、
飲食業、宿泊業など、県「地域企業経営支援金」の対象業種を営む事業者

②令和２年度に市が行った以下の補助金等をいずれも受給していない事業者
・花巻商工会議所飲食店等経営支援事業支援金
・花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業補助金
・花巻市貸切バス事業者事業持続支援金
・花巻市公共交通事業者緊急対策支援金

【売上要件】 下記のいずれかに該当する事業者

(1)令和２年１１月から令和３年３月までの間のいずれか１か月の売上が前年同月と比較して
５０％以上減少している事業者

(2)令和２年１１月から令和３年３月までの間のいずれかの連続する３か月の売上の合計が前年
同期と比較して３０％以上減少している事業者

※前年の売上が存在しない者にあっては、比較月の直近までのいずれか１月の売上若しくは
いずれかの連続する３か月の売上の合計で算定します

【支援金額】 １店舗につき３０万円

【申 請 等】 申請期間：令和３年４月１２日（月）から令和３年５月１４日（金）まで（土日除く）
※申請多数により申請期間を４月２８日から延長しました

受付時間：午前９時から午後４時（事前予約必須）
電話番号：０１９８－２３－３３８１（花巻商工会議所）
受付場所：なはんプラザ ３階 ギャラリー

※申請書類の作成方法などの相談も可能です
※上記期間以降は６月３０日まで花巻商工会議所本所または支所で申請可能です。
予約が必要ですので、事前に花巻商工会議所本所または支所にご連絡ください。

〈参考〉
○岩手県による支援（地域企業経営支援金支給事業費補助金）
【対 象】 県内に店舗を有する中小企業者であって小売業、サービス業、飲食業、宿泊業など次頁に掲載し

ている対象業種を営む事業者
【要 件】 花巻市と同様
【支援額】 令和２年１１月から令和３年３月の間で、売上を比較する月を含む任意の連続する３か月の売上

合計を前年同期の売上合計から差し引いた額（１店舗につき最大４０万円）※
※複数店舗を経営する事業者にあっては法人２００万円、個人事業主１００万円が上限

○岩手県、花巻市の事業実績（４月２３日時点）
岩手県分：申請件数２５６件、交付決定１３６件（交付決定額４，８８７万７千円）
花巻市分：申請件数１１１件、交付決定 ５２件（交付決定額１，５６０万円）

Ｐ４



◆花巻市中小企業持続支援事業（地代・家賃補助）について（商工労政課：４１－３５３９）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の固定経費の軽減を図るため、令和

２年度に引き続き市独自で令和３年度も実施します。

【対象業種】 小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、サービス業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事
業などの中小企業者

【対象経費】 地代・家賃（共益費・管理費含む）

【要 件】 令和３年４月から令和３年６月までの間の、いずれかひと月の売上が前年または前々年同月に比
べ３０％以上減少している中小企業者
※ 創業から２年以内の事業者は、創業から申請月までのいずれかひと月の売上を直近の月の

売上と比較することができます

【補 助 率】 月額賃料の１/２以内（１か月当たり上限１０万円）

【対象期間】 令和３年４月から令和３年６月までの３か月間（上限１０万円×３か月＝最大３０万円を補助）

【申請受付】 受付期間：令和３年５月１２日（水）～令和３年７月３０日（金）
受付時間：午前９時～午後４時（完全予約制）
受付場所：本庁商工労政課及び各総合支所地域振興課

・本庁商工労政課（予約先 ４１－３５３９）
・大迫総合支所地域振興課（予約先 ４１－３１２２）
・石鳥谷総合支所地域振興課（予約先 ４１－３４４２）
・東和総合支所地域振興課（予約先 ４１－６５１４）

予約受付：令和３年５月１０日（月）より電話にて受付開始

〈参考〉
令和２年度実績 ５０７事業者、６６，６２１千円
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◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について
地域福祉課：４１－３５７５

国では新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親、その他低所得の子育て世帯
に対し、生活の支援を行うため「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を行うこと
としています。そのうち、ひとり親世帯への給付金の支給が始まります。

１．対象者
（1）児童扶養手当受給者：令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方

（2）公的年金等受給者：公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受け
ていない方
※「公的年金」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

（3）家計急変者：令和３年４月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

２．給付額
児童一人あたり一律５万円

３．申請手続・支給時期
▶対象者（1）児童扶養手当受給者に該当する方：申請不要
・支給対象となる方には、４月下旬に給付金のご案内を送付します。
・なお、受給を拒否される方は受給拒否の届出書の提出をお願いします。
・５月１１日（火）に児童扶養手当受給口座に振込予定

▶対象者（2）公的年金等受給者に該当する方、（3）家計急変者に該当する方：申請が必要
・下記ア、イの方には令和３年５月中旬を目途に給付金のご案内（申請書等一式）の送付を予定しております。
必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出をお願いします。
ア．令和３年４月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方
イ．ア以外で、令和２年度に実施した「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請者で対象の（1）に該当し

ない方
※上記ア、イ以外の方で、該当する可能性のある方は、地域福祉課児童家庭係にお問い合わせ願います。
※申請受付の開始時期は５月中旬を予定しております。また、申請書等の各種様式につきましては、ホーム
ページへ掲載いたします。

・申請期限：令和４年２月２８日まで
・申請内容の審査後、支給決定を行い順次、指定口座に振り込みます。

なお、ふたり親世帯などその他の子育て世帯への給付金の支給については、国が制度の詳細を検討中です。詳細
が示され次第、改めてお知らせいたします。
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