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令和４年１２月２１日
新型コロナウイルス感染症対策室
４１－３６０５

花巻市の新型コロナウイルス感染症対策について

◆オミクロン株対応ワクチン接種（ＢＡ.４－５）について
《１月以降の個別接種について》
１２月までに接種可能な方で接種を希望される方については、接種がおおむね完了したと見込んでおりますが、

１月以降に接種が可能になる方や都合により１２月中に接種できなかった方などは、令和５年１月以降の接種につ
いても、各医療機関で接種をしていただけます。接種を希望される方は、ご予約の上、接種されますようお願いい
たします。
なお、1月以降の集団接種については、現段階では予定しておりません。

▶接種対象者 初回接種（１・２回目接種）を完了した１２歳以上の方で、前回接種から３ケ月以上経過し
た方

▶使用ワクチン ファイザー社２価ワクチン（ＢＡ.４－５）
※ファイザー社２価ワクチン（ＢＡ.４－５）の在庫状況によっては、モデルナ社２価ワク
チン（ＢＡ.４－５）もしくはファイザー社２価ワクチン（ＢＡ.１）に切り替える場合
があります。

※現時点ではオミクロン株対応ワクチンの接種は、（ＢＡ. １）、（ＢＡ. ４－５）どちら
かのワクチンを１回接種することとなります。

▶予約方法 市コールセンター（0120-383-225）、専用ウェブサイト、ＬＩＮＥアプリにより予約

◆初回接種（１・２回目接種）について
《１２歳以上の初回接種について》
１２歳以上の初回接種では、従来型のファイザー社ワクチンを使用します。初回接種を終えていない方はオミク

ロン株対応ワクチンを接種することができませんので、まだ初回接種を受けていない方は従来型ワクチンの接種を
ご検討ください。
初回接種を希望する方については、新型コロナウイルス感染症対策室にご相談ください。接種希望日程と各医療

機関の都合を調整のうえ、接種日時をお知らせいたします。

【新型コロナウイルス感染症対策室 ０１９８－４１－３６０５ 平日：８：３０～１７：１５】
※初回接種は、３週間間隔で同じワクチンを２回接種する必要があります。

◆小児（５歳～１１歳）の１～３回目接種について
小児の１・２回目接種は、下記の医療機関及び集団接種会場にて実施します。３回目接種は、２回目のワクチン

接種から５か月以上経過した５歳～１１歳の人が対象で、下記の集団接種会場で実施します。いずれも使用するワ
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。

▶令和５年１月に小児の個別接種を実施する市内医療機関は、調整中です。（12/19現在）

▶小児の１～３回目接種を実施する集団接種会場（12/19現在）
接種会場 花巻保健センター
接種期日 １２月１７日（土） 午後４時～４時３０分（１・３回目対応）：終了しました。

令和５年１月７日（土） 午後４時～４時３０分（２・３回目対応）

ワクチン接種について
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◆乳幼児（生後６か月～４歳）の初回接種（１～３回目接種）について
乳幼児の初回接種は、下記の医療機関及び集団接種会場にて実施しています。
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。

【使用ワクチン】 乳幼児用ファイザー社ワクチン
※乳幼児の初回接種は３回に分けて接種します

２回目：前回から３週間後、３回目：前回から８週間以上後

【予約方法など】 市コールセンター（0120-383-225）、専用ウェブサイト、ＬＩＮＥアプリにより予約
※１回目の予約が確定した時点で２・３回目の予約も確定しますので、２・３回目の予約
は必要ありません

集団接種日程

※予約人数に応じて接種時間が変更となる場合があります

個別接種日程
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地 区 医療機関名
接種期日（曜日） 受付

接種時間
接種人数
1日当り

備 考
１回目 ２回目 ３回目

鍛治町 川嶋医院

11月29日(火)
終了

12月20日(火)
終了

令和5年2月14日(火) 午後２時～３時 20人

12月27日(火) 令和5年1月17日(火) 令和5年3月14日(火) 午後２時～３時 10人

花城町
こどもみらい
クリニック

12月3日(土)
終了

12月24日(土) 令和5年2月18日(土)
午後２時～
２時３０分

10人 接種日当日は
14:00から受付
できるよう来
院ください。令和5年1月7日(土) 令和5年1月28日(土) 令和5年3月25日(土)

午後２時～
２時３０分

5人

若葉町
はじめこども
クリニック

12月2日(金)
終了

12月23日(金) 令和5年2月17日(金) 午後４時～５時 20人

日程（１回目） ２回目
（前回接種から３週間後）

３回目
（前回接種から８週間後）

接種時間 会場

１１月１９日（土）：終了 １２月１０日（土）：終了 令和５年２月４日（土） 午後２時～５時

花巻保健
センター

１１月２７日（日）：終了 １２月１８日（日）：終了 令和５年２月１２日（日）
午前９時３０分～

午後０時３０分

１２月１７日（土）：終了 令和５年１月７日（土） 令和５年３月４日（土） 午後２時～４時



◆年末年始の休日当番医および臨時発熱外来

※ 必ず各医療機関に開設時間や予約状況等をお問い合わせの上受診願います。
※ 花巻市医師会では、１２月３０日、３１日、１月１日、３日の４日間、休日当番医のほかに「臨時発熱外来」
を開設します。午前中のみ２時間程度で各医療機関２０人の患者を受け入れます。

※ 総合花巻病院では、１２月３０日～１月３日の５日間、14:00～16:00に「臨時発熱外来」を開設します。

◆年末年始における、市による抗原定性検査キットの配付
市では、年末年始の新型コロナウイルス感染症による外来医療のひっ迫に備え、重症化リスクの低いと考えられ

る有症状者及び濃厚接触者に対し、抗原定性検査キットの配付を行います。なお、１２月２９日から１月３日の期
間中は郵送による抗原定性検査キットの送付については休止いたします。

【配付期日等】
期日：令和４年１２月３０日、３１日、令和５年１月１日、２日、３日の５日間
時間：９:３０～１２:３０（３h）

【配付対象者】
(ア) 岩手県内にお住まいの方（長期滞在を含む。）（基本的に花巻市在住者を想定）
(イ) 重症化リスクが低いと考えられる有症状者及び濃厚接触者

【配付場所】
花巻保健センター駐車場（ドライブスルー方式）

〈検査の結果陽性となった場合〉

・基本的感染対策の励行

・医療機関の受診は可能な限り年末年始以外の平日・日中に相談受診
・電話相談はかかりつけ医を基本として、夜間休日は「いわて健康フォローアップセンター」へ

(電話:0570-089-005 : 24時間対応、土日祝日含む)
・自宅療養に備えた抗原定性キットや解熱鎮痛剤の準備（薬局やネット購入）

新型コロナウイルス感染症の年末年始における外来医療逼迫に備えた対応について

１２月３０日 １２月３１日 １月１日 １月２日 １月３日 備考

休日当番医
内科

花城循環器内科
クリニック
21-3118

恵ライフクリニック
39-1133

熊谷内科胃腸科医院
22-1234

織笠内科医院
42-2515

中舘内科クリニック
41-1515 診療時間

9:00～
17:00

外科
とみつか脳神経外科

クリニック
23-2100

星が丘瀬川皮膚科
クリニック
23-3858

吉田整形外科医院
22-2151

ゆかわ脳外科
24-2960

小瀬川皮膚科医院
41-2100

臨時発熱外来
（検査医療機関）

午前

循環器科・内科
大平医院
23-5015

石鳥谷医療センター
45-3111

須田内科医院
38-1121

高木丘クリニック
22-0103

さとう消化器内科
クリニック
45-5111

診療時間は
各医療機関
にご確認願
います

午後 総合花巻病院 23-3311
診療時間
14:00～
16:00

区分 対応

重症化リスクの高い方
（６５歳以上の高齢者基礎疾患を
有する方妊婦など）

いわて健康フォローアップセンター（旧受診相談センター）に相談
電 話 ０５７０－０８９－００５
Ｆａｘ ０５０－３７３０－７６５８
※いずれも２４時間対応

重症化リスクの低い方
（上記以外）

いわて陽性者登録センターの専用Ｗｅｂサイトから登録

診療・検査
医療機関

（新型コロナの
疑いがある場合
の診療検査）

外来医療逼迫を防ぐために感染対策の徹底と事前の備えのお願いします
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◆【日帰り入浴プラン限定】温泉宿泊施設等利用促進事業の実施期間延長について（観光課：４１－３５４２）
市では、県民及び県内でお勤めの方を対象に、日帰り入浴プランに限定し利用料金の助成を１０月１日から

１２月２８日まで実施しておりますが、助成期間を令和５年２月２８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１０月１日（土）から令和５年２月２８日（火）まで
※令和４年１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）は助成対象外
※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】
日帰り入浴（１食付）助成
入浴施設等の日帰り入浴プラン（日帰り入浴、部屋利用及び食事等を組み合わせたプラン）のうち、
2,000円以上（消費税込、入湯税別）のもの：利用者一人当たり1,000円を助成

【その他】
◇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、予約者から日帰りの予約のキャンセルの申出があった場合、入浴施設等はキャンセル料を
徴収しないで日帰りのキャンセルを認めることとし、そのことを入浴施設等が本市事業に参加する条件とい
たします。

◇本年７月１４日まで実施いたしました宿泊助成については、現在市内宿泊施設の予約状況が好調であること
から休止しています。宿泊助成の再開については、今後も国や県が実施する旅行支援などの状況を注視し、
市独自の支援が必要と認められる場合に検討いたします。

《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》
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◆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年度から令和４年度にかけて実施していますが、いまだ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、引き続き地代・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１０月から１２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（令和元年）１０月から１２月まで
②２０２０年（令和２年）１０月から１２月まで
③２０２１年（令和３年）１０月から１２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１０月から１２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】 令和５年１月１６日（月）から２月１７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４年度実績 ３９５事業者 ４，０６５万９千円
１回目（対象月：4月～6月） ：２０３事業者、２，１１３万円
２回目（対象月：7月～9月） ：１９２事業者、１，９５２万９千円

令和３年度実績 ８６６事業者 ９，１６３万９千円
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、２，４１０万５千円

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
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◆第７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」中間報告（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７弾を、

令和４年１２月１０日から令和５年１月９日まで開催しています。

【キャンペーン開催期間】
令和４年１２月１０日(土) 午前０時 ～ 令和５年１月９日(月・祝) 午後１１時５９分

【キャンペーン内容】
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）
・ポイントは支払日の翌日から３０日後に付与され、PayPay加盟店舗での代金の支払に使用
できます

・付与されたポイントは出金・譲渡不可

【対象店舗】１，２５３店舗

【中間速報】
決済回数 ５１，０７４回（１日当平均決済回数 ５，１０７回）
決済金額 ２億８，３３３万円（１日当平均決済金額 ２，８３３万円）
PayPayボーナス付与合計額 ４，８３２万円（12月19日時点）

【これまでのキャンペーン実績】

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６弾
R4.7.22～R4.8.21
（31日間）

137,087回
（4,422回）

6億5,396万円
（ 2,109万5千円）

1億 762万円 1,227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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