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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

《新型コロナワクチン接種について》

◆新型コロナワクチン ４回目接種について
▶接種対象者 … ・６０歳以上の人

・１８歳以上５９歳以下の人のうち基礎疾患を有する人及び新型コロナにかかった場合、
重症化リスクが高いと医師に認められた人

・新規追加：医療従事者および高齢者施設等の従事者（１８歳～５９歳）
・上記の方で３回目接種完了からの接種間隔 … ５か月以上経過している人

《接種券一体型予診票等を接種対象者に対し順次発送しています。》
▶接種券一体型予診票等の発送について （毎日７００～８００通ほどを発送）
・６０歳以上の人：接種時期の早い人から段階的に発送、接種可能日の２週間前を目途に送付しています。
・１８歳以上５９歳以下の人

３回目接種済みの人全員に「接種券発行申請書」を段階的に送付し、基礎疾患を有する人や医師から新型
コロナにかかった場合、重症化リスクが高いと認められた人で接種を希望する人は、返信用封筒にて申請書
を提出、またはウェブサイトにて申請。コロナ対策室で申請内容を確認後、接種券一体型予診票等を接種時
期の早い人から段階的に、接種可能日の２週間前を目途に送付しています。

《４回目のワクチン接種》
６月２８日（火）から６０歳以上もしくは基礎疾患等を有する医療従事者に対するワクチン接種がスタートし、

現在、高齢者施設においても、入居者への接種が始まりました。
また、８月からは、ファイザー社製ワクチンも選択可能となります。

▶９１歳以上の高齢者の「指定予約」方式での接種：接種者 ５２５人、対象者 ７２１人（使用率７２．８％）
３回目の接種を、市の集団接種で接種した、９１歳以上の高齢者７２１人に、市から４回目接種日程を指定いた

しました。
6/29の集団接種からスタートし、6/30、7/2、7/6、7/7の5回の集団接種に日時指定し接種を行いました。

▶地域集団接種における「意向調査」（おまかせ予約）での接種
申込人数 １，５０９人、対象者 ３，３５０人（使用率４５．０％） 7/26現在：受付は終了しています

大迫、石鳥谷、東和地域においては、接種可能な医療機関が少ないことから、それぞれの地域にお住まいの方に
限り、地域集団接種を実施しています。地域集団接種を希望する市民が市コールセンターに繋がらない等の予約時
の負担を軽減するため意向調査を行い、電話やウェブサイト等での予約を不要とする予約方法を導入いたしました。

調査対象者：「７５歳以上で７月中に接種可能な高齢者」（９１歳以上の指定予約者は除く）
接種日程 ： 7/6、7/9、7/13、7/14、7/27、7/28、7/30

▶集団接種（今後実施分） 下記日程の通り

▶新：医療従事者および高齢者施設等の従事者の接種（１８歳～５９歳）
接種対象見込み人数：医療従事者 １，７８３人、高齢者施設等 １，４４１人
7/20～ 正式決定通知が届く前だが、各医療機関・施設等に接種希望者の名簿の提出依頼。（26日締切）
7/22 厚生科学審議会にて正式決定。
7/26～ 希望者名簿の提出を受け、接種に間に合うようメールや郵送にて接種券に送信・配送中です。
7/27～ 8/1以降、市内総合病院や各医療機関等にて、接種を開始することで、案内を送信済み。

集団接種日程：総合花巻病院 8/6、8/7、8/11
国立花巻病院 8/1、8/3、8/10、8/17

日程 接種枠数 会場
91歳以上指定予約

（7/7終了）
おまかせ予約

7/30 土 450 石鳥谷生涯学習会館 ○

7/30 土 300 東和コミュニティセンター ○

8/3 水 250 大迫交流活性化センター

8/4 木 350 石鳥谷生涯学習会館

8/6 土 300 東和コミュニティセンター

8/10 水 500 花巻交流会館（旧空港ﾀｰﾐﾅﾙ）

8/11 木 1,000 花巻交流会館（旧空港ﾀｰﾐﾅﾙ）
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《３回目接種について》
３回目接種は、モデルナ社製、ファイザー社製ワクチンを使用し、２回目のワクチン接種日から５カ月以上経過

している人が対象です。３回目接種を希望する人は、接種会場・使用するワクチンの種類を確認の上、ウェブサイ
トやＬＩＮＥ（ライン）もしくは市コールセンターでご予約願います。
なお、12～17歳の人が接種できるのは、ファイザー社製ワクチンのみです。

《今後の３回目・４回目接種日程》
▶８月に３回目および４回目の個別接種を実施する市内医療機関（７月２５日現在）

▶使用ワクチン ７月中 武田／モデルナ社製
８月以降 武田／モデルナ社製およびファイザー社製

《５歳～１１歳の１．２回目接種について》 ※５～１１歳の方は接種を受ける努力義務がありません。

小児の初回接種は、下記の医療機関で実施しています。使用するワクチンはファイザー社製の小児用ワクチンで
す。接種を希望する人は、ウェブサイトやＬＩＮＥ（ライン）もしくは市コールセンターでご予約願います。
これから５歳になる方については、誕生日の月末に「接種券一体型予診票」などをお送りします。

◎８月に小児個別接種を実施する市内医療機関（7/25現在）

《１２歳以上の１．２回目接種について》
１・２回目接種は、ファイザー社製ワクチンを使用し接種を行っております。１・２回目接種を希望する人につ

いては、市コールセンターのみで予約を行っておりますので、ご予約をお願いいたします。
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《抗原検査キットの配布を始めます。》
新型コロナ感染症の急速な感染拡大に鑑み、市では抗原検査キットを一定数購入・確保しております。
抗原検査キットについては、各施設やイベント主催者等で必要数量を購入していただくことを基本としておりま

すが、小・中学校・教育保育施設における集団感染の防止、高齢者・障がい者施設については、重症化リスクの高
い方々への感染防止、さらに公共的なイベント等では出演者等に使用いただくことにより、参加者の安全安心のた
めに使用できるよう配布を行ってまいります。高齢者や障がい者施設などで、抗原検査キットの購入が困難な場合
や緊急的に不足する場合等にご相談いただければと思います。

■主な使用用途（配布予定先）
・高齢者・障がい者施設、小・中学校、教育保育施設、学童クラブなどで必要な検査に不足する場合
・市内温泉従業員などで必要な検査に不足する場合
・一般廃棄物処理業者などで必要な検査に不足する場合
・公共的なイベント開催時の出演者・スタッフ等
・コニュニティ会議主催のイベント開催時のスタッフ・参加者等



Ｐ４

《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》

◆第６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」開催中（商工労政課：４１－３５３４）
市では、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ている本キャンペーンの第６弾を、

令和４年７月２２日から８月２１日まで第６弾キャンペーンを実施しています。

開催期間：令和４年７月２２日(金) 午前０時 ～ 令和４年８月２１日(日) 午後１１時５９分

内 容：対象店舗でPayPayで支払うと、決済金額の最大20％のPayPay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ポイント（期間中の付与合計上限：15,000ポイント）

対象店舗：１，２２５店舗（7/22現在）対象店舗の一覧は市のホームページに掲載しています

経 過：7/22～7/24分、３日間
決済回数 16,084回（１日当平均決済回数5,361回）
決済金額 8,502万円（１日当平均決済金額2,834万円）
PayPayボーナス付与合計額 1,421万円

【これまでのキャンペーン実績】

◆交通事業者への支援策について
市では、コロナ禍における燃料費の高騰等の影響を受けている交通事業者に対し、岩手県が実施する支援と合わ

せて交付金を交付し、事業の継続を支援します。

▶運輸事業者運行支援緊急対策交付金：商工労政課４１－３５３６

【対 象】 ①市内に本社または営業所等があり、下記のいずれかの事業を行っている中小企業者（個人事業
者を含む）

②県内に本社があり、市内で下記のいずれかの事業を行っている上記以外の法人

▶一般貨物自動車運送事業 ▶特定貨物自動車運送事業 ▶貨物軽自動車運送事業

【対象車両】 ４月１日時点で保有する、国土交通省東北運輸局岩手運輸支局に岩手ナンバー（緑または黒ナン
バー）の登録をしている営業用の車両（軽貨物自動車含む）
※被けん引車は対象外

【交付金額】 １台当たり２万３千円（県交付金と同額）※１交付対象事業者につき１回限り

【申 請 等】 申請期限：９月３０日（金）
申請方法：所定の申請書に交付対象車両一覧や自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可証の写

し等必要書類を添付し、郵送で商工労政課まで提出
※県トラック協会に登録している事業者については、市から申請書等を郵送予定
県トラック協会に登録していない事業者については、市ホームページから申請書
をダウンロードして申請する必要があります

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 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
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▶貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金：観光課４１－３５４１

【対 象】 市内に本社または営業所があり、一般貸切旅客自動車運送事業を行っている事業者

【対象車両】 市内の営業所に配置している貸切バス

【交付金額】 １台につき４万円（県交付金と同額）

【申 請 等】 申請期限：９月３０日（金）
申請方法：所定の申請書に必要書類を添付し、郵送または持参で観光課まで提出

※対象となる事業者へは、市から申請書等を郵送する予定です。

▶バス事業者運行支援緊急対策交付金：都市政策課４１－３５５４

【対 象】 市内に本社または営業所があり、一般乗合旅客自動車運送事業により市内で路線定期運行を行っ
ている事業者（市からの依頼により運行する市街地循環バス、岩手医科大学附属病院利用者連絡
バスを除く。）

【対象車両】 市内の営業所に配置している乗合バス

【交付金額】 １台当たり４万円（県交付金と同額）

【申 請 等】 申請期限：９月３０日（金）
申請方法：所定の申請書に必要書類を添付し、郵送または持参で都市政策課まで提出

※対象となる事業者へは、市から申請書等を郵送する予定です。

▶タクシー事業者運行支援緊急対策交付金：都市政策課４１－３５５４

【対 象】 市内に本社または営業所があり、市内で一般乗用旅客自動車運送事業を行っている事業者

【対象車両】 市内の営業所に配置しているタクシー

【支援金額】 １台当たり１万円（県交付金と同額）

【申 請 等】 申請期限：９月３０日（金）
申請方法：所定の申請書に必要書類を添付し、郵送または持参で都市政策課まで提出

※対象となる事業者へは、市から申請書等を郵送する予定です。
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◆令和４年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の実施について（地域福祉課：内線４２９）
国では、コロナ禍において原油価格や物価高騰等により、真に生活に困っている方々への支援措置を強化するた

め、「令和３年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金」に引き続き、新たに令和４年度住民税が非課税となった世
帯等に対して、１世帯当たり１０万円の給付を行います。

【対 象】 ① 住民税非課税世帯
令和４年６月１日現在で花巻市に住民登録があり、かつ世帯全員の住民税（均等割）が
非課税である世帯（約１，３００世帯）で、下記の全てに該当する世帯

・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養を受けていないこと
・世帯の中に、税申告について未申告の方がいないこと
・世帯の中に、租税条約*の規定により所得税を免除され、それに伴い住民税が免除され
ている方がいないこと

租税条約*：所得税、法人税等の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、

日本国と相手国との間で締結したもの。

② 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により令和４年１月以降の収入が減少し「住民税非課税
相当」の収入となった世帯

※①②いずれも、令和３年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金（住民税非課税世帯・家計急変
世帯）の給付を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は給付対象外

【給付額】 １世帯当たり１０万円

【申請等】 ① 住民税非課税世帯
申請方法：市が送付（８月５日送付予定）する「確認書」の記載内容を確認し、氏名等の

必要事項を記入のうえ返信用封筒で返送
※世帯に令和４年度住民税未申告の方や令和３年１２月１１日以降に転入し
た方がいる場合等は別途申請が必要

申請期間：確認書受取り後、令和４年１０月３１日（月）まで

② 家計急変世帯
申請方法：「申請書」に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少した令和４年１月

以降の任意の１か月の収入が確認できる書類（給与明細書、売上台帳、年金振
込通知等）を添付し市窓口にて申請
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金（非課税の公的年金等を除く）

申請期間：令和４年８月５日（金）から令和４年９月３０日（金）まで

《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》


