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《新型コロナウイルスワクチン接種について》
《６５歳以上の⾼齢者へのワクチン接種》
市では、４⽉２１⽇（⽔）から６５歳以上の⾼齢者に対するワクチン接種を実施してきました。ワクチン接種を

希望する６５歳以上の⾼齢者の⽅に対する接種は、４⽉２１⽇以降８７回の集団接種を実施し、７⽉３１⽇（⼟）
に実施する１０００⼈の集団接種を残すのみとなっており、それに加えて、病院を含む個別医療機関及び⾼齢者施
設でのワクチン接種により、ほぼ全員の接種を終える⾒込みとなっています。
接種に当たっては、定員により集団接種に予約できなかった⽅に対する接種施設として、総合花巻病院、県⽴東

和病院、⼤迫診療センター、⽯⿃⾕医療センター、国⽴病院機構花巻病院にご協⼒をいただきました。また、市内
の⾼齢者施設の⼊所者・従事者に対する接種の実施、市内の個⼈病院・診療所における⾼齢者向けの個別接種の実
施において、花巻市医師会をはじめとした医療関係者の皆様に多⼤なるご協⼒をいただきました。⼼より感謝を申
し上げます。

【ワクチン接種の状況（８⽉１⽇⾒込）】
①６５歳以上の⾼齢者数 ：３３，７５１⼈
② うち、接種希望者数 ：３０，７１６⼈（①の９１.０％）
２回⽬接種済者数 ：３０，１２８⼈（②の９８.１％）
１回⽬のみ接種済者数 ：３０，３７７⼈（②の９８.９％）

※接種希望者数は、⼊院中などで接種が困難な⼈、医院での個別接種を希望し、希望する医院で予約をとれな
かったため待機者リストに掲載している⽅等

※ワクチン接種を希望した⽅で、まだ⼀度も接種を受けていない⽅は、個別の医療機関での接種が可能ですの
で、専⽤ウエブサイトやLINE（ライン）のほか市コールセンターで予約の上、接種となります。
また、⼆回⽬の接種時に体調不良等で接種できなかった⽅については、市コールセンターにご相談ください。

※９１歳以上で”予約なし・接種記録なし・待機者登録なし”の⽅５２３名に対しては５⽉にワクチン接種の意
向確認を⾏うための往復はがきを送付し、返信のなかった９９名の⽅のお宅を⺠⽣委員が訪問、ワクチン接
種の意向を確認し、接種を希望した１３名の⽅に対して予約⽀援を⾏いました。

※７５〜９０歳で”予約なし・接種記録なし・待機者登録なし”で⾼齢者施設の接種名簿にもない⽅１３２０名
を対象に同様の往復はがきを７⽉２１⽇発送しました。返信の無かった⽅に対しては、８⽉から地区の⺠⽣
委員が該当者宅を訪問し意向確認を⾏う予定です。

《基礎疾患を有する⽅へのワクチン接種》
市では、市内の基礎疾患のある⽅を国の算定式により７，７０２⼈と⾒込み、そのうち６,２００⼈（約８０％）

が接種を希望すると⾒込んで接種計画を策定しました。接種⽅法は市内医療機関３５施設（次⾴表参照）でのファ
イザー社製ワクチンによる個別接種となります。７⽉２⽇より予約受付を開始し、７⽉５⽇（⽉）から接種を開始
しました。

７⽉５⽇から７⽉３１⽇の接種 ７⽉２⽇から予約受付開始
予 約 者 数 ：３，０３５⼈
１回⽬接種済者数：２，８１７⼈（７⽉２８⽇時点）

８⽉１⽇から８⽉１２⽇の接種 基礎疾患を有し、７⽉１０⽇以前に市コールセンターで「接種待機者」とし
て登録されていた⽅で、市コールセンター⼜は市からの連絡に基づき予約し
た⽅が対象
予 約 者 数 ：１，４９８⼈
予約可能枠数 ： ４７２⼈分

８⽉１７⽇から８⽉３１⽇の接種 ７⽉１９⽇から受付開始
予 約 者 数 ： ８７８⼈（７⽉２８⽇時点）
予約可能枠数 ：２，０６１⼈分

※８⽉１⽇から８⽉１２⽇の接種及び８⽉１７⽇から８⽉３１⽇の接種には、現在合わせて２，５３３⼈分の予
約可能枠については、７⽉３０⽇より「６０歳〜６４歳の⽅」の接種予約枠としても活⽤し、その受付を開始
します。



《⾼齢者・障がい者施設等の従事者へのワクチン接種》
市では現在、施設の従事者への接種を進めており、⼊所系⾼齢者施設５９施設は７⽉下旬、⼊所系障がい者施設

３施設は８⽉中旬までにワクチン接種を⾏う予定です。また、居宅系（通所・訪問等）サービス事業所の従事者へ
の接種については、国⽴病院機構花巻病院において集団接種を実施することとして、⾼齢者向けサービス事業所
７２事業所、障がい者向けサービス事業所４１事業所に対し案内を通知し７⽉４⽇より集団接種を⾏っております。

現在の接種状況
・⼊所系⾼齢者施設従事者 ：１回⽬接種者数 １，６２８⼈（うち、２回⽬接種済１，６２２⼈）
・⼊所系障がい者施設従事者 ：１回⽬接種者数 ２１９⼈（２回⽬接種は８⽉中に完了予定）
・国⽴病院機構花巻病院での接種：１回⽬接種者数（⾒込）６３０⼈（２回⽬接種は７⽉下旬から実施）

《基礎疾患のない６４歳以下の⽅へのワクチン接種》

▶クラスターの発⽣を抑制する⽬的で優先的に接種する⽅
市では、クラスター発⽣を抑制するため、６５歳未満の⼈に対するワクチン接種のうち下記に該当する⽅の優

先接種を８⽉中旬（お盆明け）から実施できるよう調整中です。なお、個別に産業医等と調整がつく場合は８⽉
上旬より実施します。

○教育・保育施設等の職員
・⼩中学校教職員・学童クラブ職員について、集団接種を実施。保育施設においては施設毎に園医と⽇程
調整し、園医の医院で個別接種を実施予定。医院で実施困難な場合は、集団接種を実施

○富⼠⼤学・花巻東⾼校の寮⽣及び教職員、⼤迫⾼校留学⽣、清光学園の園⽣及び職員
・学校医による接種⼜は集団接種

○市内観光業従事者（宿泊関連施設従事者、タクシー及びバスの運転⼿）
・各事業者の産業医による接種⼜は集団接種

※障がい児者通所施設利⽤者については基礎疾患を有する⽅に含まれるため、《基礎疾患を有する⽅へのワクチン接種》を参照
ください。

▶６４歳以下の⽅へのワクチン接種
・おおむね５歳間隔の年齢毎に予約案内を⾏う予定
・個別接種のほか地域ごとに集団接種会場を設置予定

【６０歳〜６４歳の⽅】
予約開始：７⽉３０⽇（⾦）から
接種開始：１回⽬ ８⽉中旬から開始、２回⽬ ９⽉上旬から開始
※個別医療機関での接種の予約期間や接種⽇程をお知らせする予約案内を７⽉２１⽇（⽔）に郵送済

【５９歳以下の⽅】
・国からのワクチン供給状況を⾒ながら、予約開始⽇・接種⽇を調整
・接種⽇程・接種場所・予約⽅法について、おおむね５歳間隔で８⽉中旬から段階的に予約案内を郵送予定

▶基礎疾患のある⽅が医療機関で接種する場合
・基礎疾患のあることを証明する診断書等の提出は不要
・医療機関で⾏う予診・問診の際に基礎疾患の状況を確
認します

・接種当⽇は、接種券・予診票（１枚）・本⼈確認書類
（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）・
お薬⼿帳（お持ちの場合）を持参ください

※市コールセンターにお電話いただいて予約が取れなかっ
た⽅については、「待機者リスト」に登録して、市コー
ルセンターからお電話または封書にて再度予約のご案内
をいたします。

※ＬＩＮＥまたは専⽤ウェブサイトでお申し込みし、予約
が取れなかった⽅は「待機者リスト」に登録されません
ので、改めて市コールセンターにお電話の上、「待機者
リスト」への登録をお願いします。
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◆第３弾「がんばれ花巻！対象のお店で２０％戻ってくるキャンペーン」を実施します
（商⼯労政課：４１−３５３４）

市では、令和２年度に２回実施した本キャンペーンが市内の地場事業者に対する⽀援策として⾮常に⼤きな効果
を発揮したことから、令和３年８⽉１⽇から８⽉３１⽇まで第３弾キャンペーンを実施します。

【キャンペーン開催⽇時】
令和３年８⽉１⽇(⽇) 午前０時〜令和３年８⽉３１⽇(⽕) 午後１１時５９分

【キャンペーン内容】
本キャンペーン開催期間中に対象店舗でPayPay※1で⽀払うと、決済⾦額の最⼤20％のPayPayボーナス（ポ

イント）を付与（PayPay１アカウントに付き１決済あたりの付与上限：4,000円相当、期間中の付与合計上限：
10,000円相当）します。
※1 PayPay残⾼、Yahoo!JAPANカード、PayPay後払い（⼀括）による決済が対象

【PayPayボーナス（ポイント）付与】
ポイントは、⽀払⽇の翌⽇から３０⽇後に付与され、代⾦の⽀払いに使⽤できます。

【キャンペーン対象店舗】

１，１６６店舗（７⽉２８⽇時点）

・市内PayPay加盟店のうち、市とPayPayが対象店舗として指定した市内に本社または本店を有する中⼩法⼈
もしくは市内に事業所を有する個⼈事業主が対象。
※ただし、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーン、温泉宿泊施設等利⽤促進事業の対象施設、公的医療の適⽤
となる医療機関や介護保険の適⽤となる事業者などは対象外です。

【操作⽅法説明窓⼝開設】
PayPayアプリのダウンロードや操作⽅法などを説明する窓⼝をマルカンビル１階に開設します。

開催⽇時：８⽉２⽇（⽉）
午前１０時から午後２時３０分まで（都合により時間を変更する場合があります）

開催場所：マルカンビル１階
その他 ：参加無料

【令和２年度のキャンペーン実績】

▶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：４，５６５万円
対象店舗：７７３店舗

▶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：１億９，８３９万円
対象店舗：１，０７５店舗

令和２年度合計
決済回数：２９８，１７３回
決済⾦額：１４億４，１９９万円
還 元 額： ２億４，４０４万円

《新型コロナウイルス感染症に関する⽀援について》
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◆⽉次⽀援⾦（国事業）の申請サポート窓⼝を市独⾃で設置しています（商⼯労政課：４１−３５３９）
国では令和３年４⽉以降に実施される緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置（以下「対象措置」）に伴う「飲

⾷店の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影響により、売上が５０％以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等にオ
ンライン申請による⽉次⽀援⾦を給付しています。市では本⽀援⾦の対象となる事業者を⽀援するため、申請サ
ポート窓⼝を市独⾃に設置しています。

【申請サポート窓⼝について】
設置期間：令和３年８⽉１２⽇（⽊）まで（⼟・⽇曜⽇・祝⽇、８⽉４⽇（⽔）を除く）

午前９時３０分から午後４時３０分まで
設置場所：なはんプラザ３階ギャラリー
対 象：旅⾏関連事業者のうち市内に本店または主な事業所を有する個⼈事業者
⼿続き等：完全予約制：花巻市商⼯労政課（電話41‐3539）に予約してください

申請までの⼿順
①国の⽉次⽀援⾦ホームページにアクセスし申請ＩＤを取得
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/

②登録確認機関（花巻商⼯会議所/花巻信⽤⾦庫/東北銀⾏花巻⽀店）で必要書類の事前確認を受
ける
※登録確認機関による事前確認の受付が８⽉１０⽇までであることが発表されました。
該当する事業者の⽅はお早めにお⼿続きください。

③申請補助シートに必要事項を記⼊の上、花巻市商⼯労政課に予約
※申請補助シートは市ホームページからダウンロードできるほか、商⼯労政課及び申請サポート窓⼝に設置
※上記①が困難な⽅は予約の際にその旨ご相談ください。

サポート実績：利⽤実績５６事業者、申請到達４５事業者（７⽉２８⽇時点）

【制度の概要】
対 象：以下、①、②いずれもみたす中⼩法⼈・個⼈事業者等

①対象措置に伴う「飲⾷店の休業・時短営業」⼜は「外出⾃粛等」の影響を受けていること
②令和３年４⽉以降に対象措置が実施された⽉のうち、対象措置の影響を受けて、⽉間売上が令和元
年⼜は令和２年の同じ⽉と⽐べて５０％以上減少している中⼩法⼈・個⼈事業者等
※当市は、令和３年４⽉及び５⽉において、旅⾏客の５割以上が対象措置実施都道府県から来訪し
ている週が存在する地域として該当していることが経済産業省から公表されており、市内の旅⾏
関連事業者（注）が本⽀援⾦を申請することができます。
なお、６⽉については７⽉９⽇に経済産業省が公表した「緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措
置の影響緩和にかかる⽉次⽀援⾦の詳細について」により花巻市は対象外となりました。

(注)旅⾏関連事業者には飲⾷事業者、宿泊事業者、旅客運送事業者、⾃動⾞賃貸業、⼩売事業者（⼟産店等）等が該
当になります。

給付額：「令和元年⼜は令和２年の基準⽉の売上」 − 「令和３年の対象⽉の売上」
上限：中⼩法⼈等 ２０万円/⽉、個⼈事業者等 １０万円/⽉
※対象⽉：令和３年に緊急事態措置等が実施された⽉で前年⼜は前々年に⽐して売上が50％以上減少した⽉
※基準⽉：令和元年⼜は令和２年の対象⽉と同じ⽉

申請等：申請期間 ４⽉・５⽉分：令和３年６⽉１６⽇から８⽉１５⽇まで

申請⽅法 オンライン申請
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◆中⼩企業経営⽀援⾦の実績について（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、岩⼿県が実施している「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した。

【申請期間】 令和３年６⽉３０⽇まで

【⽀援⾦額】 １店舗につき３０万円

【⽀援実績】 ２９９店舗、交付額８，９７０万円

〈参考：⽀援の概要〉

○花巻市の⽀援（中⼩企業経営⽀援⾦）
【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

○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）
第１弾
【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

第２弾（別添資料参照）
【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、宿泊業などを営む事業者

に加え、卸売業や無店舗営業（訪問販売など）を追加
【要 件】 別紙資料のとおり（第１弾と併給可能）
【申請等】 受付期間：令和３年７⽉１２⽇（⽉）から令和４年３⽉３１⽇（⽊）まで

受付時間：午前９時から午後４時まで（完全予約制）
【⽀援額】 令和３年４⽉から令和４年３⽉の間の連続する３か⽉の売上について、前々年同期との売上との

差額（減収額）を１事業所当たり３０万円を上限として⽀援
※複数店舗を経営する事業者にあっては１事業者当たり１５０万円が上限

【その他】 お問い合わせ・申請予約受付：花巻商⼯会議所本所及び各⽀所
本 所：０１９８−２３−３３８１
⼤迫⽀所 ：０１９８−４８−３２３０
⽯⿃⾕⽀所：０１９８−４５−４４８８
東和⽀所 ：０１９８−４２−３１５５
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【新型コロナウイルス対策】地域企業経営支援金支給事業

地域企業経営支援金
（令和３年度予算事業）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により厳しい状況にあっても、
感染症対策等に取り組みながら事業継続を行えるよう、減収幅に応
じて感染対策等に係る経費を支援します。

中小企業・個人事業者向け支援事業

令和３年４月から令和４年３月の期間のうち、いずれか

１か月の売上が前々年同月比50％以上減少、または

連続する３か月の売上が前々年同期比30％以上減少している

対象業種※の中小企業者の方が対象となる支援金です。
※ 対象業種については裏面を参照してください。

支援金とは？

対象期間内の連続する3か月の売上について前々年同期の売

上との差額（減収額）を1事業所あたり30万円を上限として
支援します。

店舗を複数経営されている場合には、１事業者当たり150
万円を上限として支援します。申請は1事業者1回のみとなり
ます。

【 申請受付期間 】
令和3年7月12日(月)～令和４年3月31日(木) 土日祝日を除く
午前9時～午後4時（完全予約制）※混雑を避けるため必ず予約をお願い致します。

※ 令和２年11月から令和３年３月を対象とした支援金とは別の事業です（併給可）。
※ 本事業は県予算を活用し、花巻商工会議所が実施します。
※ 詳しい内容については、7月9日以降に花巻商工会議所ホームページにて公表します。

「募集要項」を御確認ください。

花巻商工会議所

【お問い合わせ・申請予約受付】

花巻商工会議所本所および各支所

●本 所：0198-23-3381 ●石鳥谷支所：0198-45-4488

●東 和 支 所：0198-42-3155 ●大迫 支 所：0198-48-3230

※郵送でも受付い
たします。但し、
書類に不備があっ
た場合、ご連絡を
差し上げますので
対応をお願い致し
ます。



【新型コロナウイルス対策】地域企業経営支援金支給事業

大 分 類 中 分 類

Ｇ（情報通信業）の一部

38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス
41 映像・音声・文字情報制作業

Ｈ（運輸業、郵便業）の一部
43 道路旅客運送業
ただし、小分類431 一般乗合旅客自動車運送業を除く。
44 道路貨物運送業

Ｉ（卸売業、小売業）

50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業

Ｊ（金融業・保険業）の一部
64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業、商品先物取引業
67 保険業（保険媒介代理業、保健サービス業を含む）

Ｋ（不動産業、物品賃貸業）
68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業

Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業）

71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）

Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）
75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業

Ｎ（生活関連サービス業・娯楽業）
78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業

Ｏ（教育、学習支援業）
81 学校教育
82 その他の教育，学習支援業

Ｐ（医療、福祉）
83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業

Ｒ（サービス業）の一部

88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
95 その他のサービス業

【 対象業種 一覧表 】

※ 総務省「日本標準産業分類（平成21年3月23日告示第175号（平成25年10月改定））」に基づく分類

※本支援金は課税対象：事業所得（雑収入）となります。

※本支援金は、商工会議所・商工会の会員でなくても申請できます。



◆花巻市中⼩企業持続⽀援事業（地代・家賃補助）の実績について（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４⽉から６⽉までを対象に実施しています。

【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】 事業に要する地代・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：電話による受付

【実 績】 １９８事業者、交付決定額１，９９８万円（７⽉２６⽇時点）

〈参考〉
令和２年度実績（２回実施） ５０７事業者、６，６６２万１千円

１回⽬（対象⽉：4⽉〜9⽉） ：２７１事業者、３，０８３万円
２回⽬（対象⽉：10⽉〜2⽉）：２３６事業者、３，５７９万１千円
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