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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

Ｐ１

《新型コロナウイルスワクチン接種について》

《１回目・２回目ワクチン接種について（満５歳以上）》：４月２５日時点
対象者全体数（①）：９１，９００人・・・（今回から、５歳～１１歳が加わっております。）
１回目接種済者数 ：８０，７２６人（①の８７．８％）
２回目接種済者数 ：７８，９５５人（①の８５．９％）・・・②

《追加接種（３回目接種）について（満１２歳以上）：４月２５日時点
対象者全体数（③） ：７８，５２０人

（②のうち、満１２歳以上の人数。今回から、１２歳～１７歳が加わっております。）
３回目接種済者数 ：４７，８８６人（③の６１.０％）

《３回目接種（追加接種）について》

▶医療従事者等の接種：対象２，３９５人（接種完了済み）

▶高齢者施設等の入所者・従事者：対象６０施設、接種申込者数 ３，４６９人（３月２５日接種完了済み）
３月定例記者会見にて、３，５０４人接種完了と報告しておりましたが、高齢者施設からの報告書を精査し
た結果、３，４６９人でしたので、訂正させていただきます。

▶通所サービス施設の利用者・従事者：接種申込者数 ７８８人
※なお、国が定める「高齢者が利用する通所施設」に加え、市独自に「高齢者のいない障がい者（児）の入
所・通所施設、居宅サービス（訪問介護・居宅介護支援事業所等）も対象。また、市では施設従事者のみを
対象とする集団接種を計９回実施しました。５月２日に接種を希望する方７８８人への接種を終える見込み
です。

▶病院・有床診療所の入院患者：対象７施設
令和４年１月２７日から国立病院機構花巻病院での接種を皮切りに、４施設で合計３７２人に接種を予定して
おり、４月１１日までに接種を希望する方３７２人への接種を終えています。
（今後入院者の状況により接種人数等が変わる場合があります。）

▶一般高齢者（６５歳以上の方）：対象３１，４３４人
集団接種を１月２６日から、各医療機関による個別接種を２月１日から開始し、４月２５日現在、接種を希望
する方２９，０２９人への接種を終えています。

▶１２歳以上６４歳以下の追加接種：対象４７，０８６人
市が計画した１２歳以上６４歳以下の追加接種（医療従事者、施設従事者、市独自優先接種者を除く）につい
ては、３月８日から個別接種、３月１０日からは集団接種にて接種を開始しております。
４月２５日時点では、接種を希望する方１８，８５７人への接種を終えており、接種を希望する方全員への接
種完了は６月上旬を見込んでいます。

▶市独自の優先接種：接種申込者数 １，９３９人
・クラスター発生を防ぐ観点から、高齢者の予約枠の空き枠等を活用して２月５日から、教育保育施設等の職
員、小中高教職員、大学等の寮生及び教職員、清風支援学校の教職員、清光学園の職員、バス・タクシー事
業者、宿泊関連業者、補装具事業者に接種を開始、３月１０日からは、妊婦および妊婦のパートナーも接種
対象に加え、４月２５日時点で１，８８７人の接種を終えました。
さらに、３月２５日から、新たに１２歳～１７歳になる方（今年度１３歳～１８歳になる方）が接種対象と
なったため、花巻東高校、大迫高校および清光学園の寮生を追加し、４月１１日から優先予約を行っていま
す。



▶令和４年度中に１３歳から１８歳になる人の追加接種：対象３，８１０人
令和４年３月２５日付で、「新型コロナウイルス感染症に掛かる予防接種の実施について（指示）」が出され

たことに伴い、令和３年１２月１日までに２回目接種を終えた１２歳から１７歳の人（令和４年度中に１３歳か
ら１８歳になる人）に対し、追加接種に必要な接種券一体型予診票等を４月１１日に送付し、４月１６日（土）
より受付を開始しています。
主な接種日程については下記のとおり

○個別接種
市内２０医療機関で４月１８日から順次接種を開始しています。

○集団接種

《令和４年度中に５歳から１２歳になる人の１・２回目接種》
市では、令和４年度に５歳から１２歳になる人４，８６５人に対しファイザー社製の小児ワクチンによる１・２
回目接種を、集団接種により行っています。４月２５日までに１，７３３人が１回目の接種を終えています。
なお、令和４年度中に５歳となる方には、誕生月の月末迄に接種券一体型予診票と接種日程等を送付いたします。

◇５歳から１２歳 １・２回目接種 集団接種日程

Ｐ２

会場 接種期日 接種時間 予約枠

花巻市交流会館
（旧花巻空港ターミナルビル）

５月１９日（木） 午後２時～５時 ５００人

５月２６日（木） 午後２時～５時 ３００人

６月 １日（水）
午前１０時～午後１時、
午後２時～５時

５００人

６月 ２日（木） 午後２時～５時 ３００人

区分 会場 接種枠数 １回目
１回目
接種人数

２回目
２回目
接種人数

小学５年生① 交流会館 250 3/12（土） 208人 4/2（土） 205人

小学５年生② 交流会館 500 3/20（日） 235人 4/10（日） 231人

小児① 交流会館 300 4/9（土） 281人 4/30（土）

小児② 交流会館 300 4/16（土） 277人 5/7（土）

小児③ 交流会館 600 4/17（日） 265人 5/8（日）

小児④ 交流会館 300 4/23（土） 260人 5/14（土）

小児⑤ 交流会館 600 4/24（日） 207人 5/15（日）

計 2,850 1,733人

Ｒ４．４.２５現在

《４月２９日 ８時３０分から、これまで予約案内をした全ての方を対象に、インターネットやラインでの予
約が可能となります》

▶現在、予約案内の最終となる第１３グループの方について、明日４月２７日まで予約を受付けておりますが、
４月２９日からは、これまで予約案内をした全てのグループの方に対して、グループごとに設定していたイン
ターネットやラインでの予約期間の制限を解除いたします。
これにより、いままではグループごとにご案内した予約期間を過ぎた場合はコールセンターでのみ予約受付

をしておりましたが、４月２９日、午前８時３０分からは、再度インターネットやラインでも予約が可能にな
り、空いている接種日程を随時確認しながら２４時間予約ができるようになります。

《４月２７日の集団接種から、「予約なし接種」を実施します。》

▶市は、事前に接種予約を立てにくい方にも新型コロナワクチンの３回目追加接種を受けていただくため、集
団接種会場において、事前予約が不要な「予約なし接種」を新たに実施します。
また、「予約なし接種」では対象を花巻市民の方に限定することなく、花巻市内で働く方、学ぶ方にも接種

の機会を提供します。使用するワクチンは、武田/モデルナ社製ワクチンで、接種人数は、接種日あたり、40人
を予定しています。

詳しくは、別紙チラシをご覧ください。
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場において、事前予約が不要な「予約なし接種」を新たに実施します。 

また、「予約なし接種」では対象を花巻市民の方に限定することなく、花巻市内で働く方、学ぶ方にも接種の機

会を提供します。接種人数は、接種日あたり、40人を予定しています。 

記 

１ 対象者 

 次の全ての要件を満たす方 

 ・花巻市民または花巻市内で勤務・通学している方 

 ・接種日時点で 18歳以上であること 

 ・お住まいの市区町村が発行する３回目接種券を会場に持参できること 

 ・接種日時点で２回目接種日から６か月を経過していることが、接種済証等で確認できること 

 

２ 実施場所 

 花巻市交流会館（旧花巻空港ターミナルビル：花巻市葛 3-183-1） 

 

３ 実施期間 

接種日程 接種時間 接種人数 

令和 4年 4月 27日（水） 14:30～16:30 40人 

令和 4年 4月 28日（木） 14:30～16:30 40人 

令和 4年 5月 11日（水） 14:30～16:30 40人 

令和 4年 5月 12日（木） 14:30～16:30 40人 

令和 4年 5月 18日（水） 14:30～16:30 40人 

令和 4年 5月 25日（水） 14:30～16:30 40人 

 

４ 使用ワクチン 

武田／モデルナ社製ワクチン 

 

５ 接種当日の持ち物 

 ① 接種券一体型予診票 

 ② 予防接種済証 

 ③ 本人確認書類（健康保険証や運転免許証等） 

④ ２回目のワクチン接種日が確認できる接種済証又は接種証明書※ 

※スマートフォンアプリで接種日が確認できる場合は、接種証明書の提出は必要ありません 

⑤ お薬手帳（お持ちの方のみ） 

⑥ お住まいが花巻市外の方は、花巻市での勤務や通学が確認できる社員証や学生証等 
 

６ その他 

 接種に当たっては、事前に予約をされている方が優先となります。会場内の接種状況によっては、接種までお

待ちいただく場合があります。 

【担当】 

花巻市健康福祉部新型コロナウイルス感染症対策室 

電話：0198-41-3605 

新型コロナワクチン ３回目追加接種 

「予約なし接種」を実施します。【接種日あたり 40人】 



《新型コロナウイルス感染症に係る事業者の方々に対する支援について》

Ｐ３

◆花巻市中小企業持続支援事業（地代・家賃補助）の実施について（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、地代

家賃補助を令和２年度に２回、令和３年度は４回にわたり実施してきました。令和４年度においても新型コロナウ
イルス感染症の影響が続いていることから、地代・家賃補助を次のとおり実施します。

【対 象】 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主たる事業所を有する個人事業者で下記
の業種に該当する事業者

「小売業」「飲食業」「宿泊業」「道路旅客運送業」「サービス業」「卸売業」など

【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４年４月から６月までの間の、いずれかひと月の売上が以下のいずれかの期間のうち同月と
比較して３０％以上減少している中小企業者
①２０１９年（平成３１年、令和元年）４月から６月まで
②２０２０年（令和２年）４月から６月まで
③２０２１年（令和３年）４月から６月まで
※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４年４月から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）

【受付期間】 ５月９日（月）から７月２９日（金）まで

【申請方法】 郵送または持参にて申請を受付
＜郵送の場合＞

郵送先：〒025-8601 花巻市花城町9-30 花巻市商工観光部商工労政課商業係
＜持参の場合＞

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（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）

〈参考〉
令和３年度実績 ８６６事業者 ９，１６６万８千円
１回目（対象月：4月～6月） ：２３１事業者、２，４８８万３千円
２回目（対象月：7月～9月） ：２１８事業者、２，３０３万６千円
３回目（対象月：10月～12月）：１８６事業者、１，９６１万５千円
４回目（対象月：1月～3月） ：２３１事業者、２，４１３万４千円

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



◆花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業の期間を５月３１日まで延長します（観光課：４１－３５４２）
市では、４月２８日まで実施している温泉宿泊施設等利用促進事業の期間を、大型連休期間を含む令和４年５月

３１日まで延長して実施します。

【対 象】 花巻市民及び岩手県民、県内でお勤めの方、またはこれらの方々のグループ
団体利用の際は、１５人程度までを目安

【期 間】 令和４年４月２８日（木）まで ⇒ 令和４年５月３１日（火）までに延長
※４月２９日からの大型連休期間も花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業の助成期間に含みます
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により事業期間内でも助成事業を変更、中止、停止する
場合があります

【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、入湯税別）：利用者一人当たり1,000円を助成

②宿泊助成（素泊まり可）
温泉宿泊施設等の4,000円以上の宿泊プラン（消費税込、入湯税別）：利用者一人当たり2,000円を助成
※ 4,000円未満（消費税込、入湯税別）の宿泊プランは対象外

【その他】
◇花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業の中止・停止について
市は、岩手県に国による緊急事態宣言が発出された場合、花巻市にまん延防止等重点措置が発出された場合

などには、事業実施の取り消しや中断することとし、以下の措置を講ずることがあります。

①助成金を活用する新規予約の停止
②既に予約済みであっても助成の対象としないこととする決定

※このことにより、予約者から宿泊又は日帰りの予約のキャンセルの申出があった場合、宿泊事業者等はキャ
ンセル料を徴収しないで宿泊又は日帰りのキャンセルを認めることとし、そのことを宿泊事業者等が本市事
業に参加する条件といたします。

◇「いわて旅応援プロジェクト」との併用について
花巻市が実施するこの宿泊助成は、花巻市内の宿泊施設で岩手県が実施している「いわて旅応援プロジェク

ト」と併用できる場合があります。
併用できるか、またその具体の助成額やお支払い方法につきましては予約の際に宿泊施設にご確認ください。

◆第５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」実績（商工労政課：４１－３５３４）
市が令和４年３月１日から３月３１日まで実施した第５弾キャンペーンの実績（速報値）をお知らせいたします。

内 容：対象店舗でPayPay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決済あたり上限：4,000円相当（期間中の付与合計上限：15,000円相当）

第５弾状況（速報値）

なお、第６弾キャンペーンの実施について７月下旬からの実施に向け、補正予算を花巻市議会に上程する予定です。

Ｐ４

区分 実施期間
決済回数

（1日当平均決済回数）
決済金額

（1日当平均決済金額）
PayPayボーナス

付与合計
対象店舗

第５弾
R4.3.1～R4.3.31
（31日間）

119,604回
（3,858回）

6億2,462万円
（2,014万9千円）

1億 526万円
※速報値

1,187店舗

第４弾
R3.12.1～R4.1.10
（41日間）

128,089回
（3,124回）

6億4,006万円
（1,561万1千円）

1億 796万円 1,172店舗

第３弾
R3.8.1～R3.8.31
（31日間）

86,357回
（2,792回）

4億1,152万円
（1,327万5千円）

6,570万円 1,171店舗

第２弾
R2.12.1～R3.3.31
（121日間）

227,939回
（1,884回）

11億6,222万円
（960万5千円）

1億9,839万円 1,075店舗

第１弾
R2.8.1～R2.9.30
（61日間）

70,234回
（1,151回）

2億7,977万円
（458万6千円）

4,565万円 773店舗



◆飲食店等緊急経営支援金の令和４年度補正予算の上程について（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、経営に支障が生じている市内飲食店及び自動車

運転代行業を支援するため飲食店等緊急経営支援金の補正予算を４月２８日に開催される第２回花巻市議会臨時会
に上程する予定です。事業の詳細については補正予算承認後、決定次第市ホームページ等によりお知らせいたしま
す。

【支援金給付対象（案）】
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下記に該当する事業者
①市内に営業許可を受けた飲食店を有する事業者で、主たる業種が飲食業であるもの
②自動車運転代行業を営む事業者
※対象数（見込み）：飲食店・自動車運転代行業合わせて約510事業者

【支援金給付額（案）】
飲食店 ：市内１店舗につき１０万円
自動車運転代行業：市内１事業者につき１０万円

◆花巻市いわて飲食店安心認証店舗奨励金の実施について（商工労政課：４１－３５３９）
市では、市内に本社または本店を有する飲食店で、岩手県が実施している「いわて飲食店安心認証」を取得して

いる店舗に対し、令和３年度に市独自の支援策として１店舗につき１０万円の奨励金を支給しました。令和３年度
末において市内飲食店のうち「いわて飲食店安心認証」を取得している飲食店は約５５.６％（市内飲食店６０６店
舗のうち３３７店舗が認証取得）に留まることから、認証取得を促進するため、令和４年度も引き続き実施するこ
ととし、補正予算を４月２８日に開催される第２回花巻市議会臨時会に上程する予定です。

【対象（案）】
下記の全てを満たす事業者
・花巻市内に本社又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であること
・「いわて飲食店安心認証」を取得していること
・令和３年度に本奨励金を受給していないこと
・奨励金受領後も事業継続の意思があること

※ただし、「法人税法別表第一に規定される公共法人」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第

２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者」、「宗教上の組織若しくは団体」は対象外

【支給額（案）】
認証取得店舗１店舗につき１０万円
（虚偽の申請や不正受給が判明した場合は奨励金支給後であっても返還いただきます）

※参考：岩手県が行う「地域企業経営支援金（認証取得事業者支援金）」は令和３年度で終了

【令和３年度実績】申請件数 ３０５店舗、交付決定額３，０５０万円

Ｐ５


