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県政
レポート

いつも皆さまには、
あたたかいご支援をいただき誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症で、岩手県内、
日本国内、世界中で

４月県議会臨時会︵4月 日︶

内訳はすべて新型コロナ関係︹主な予算︺

・一般会計補正予算︵第2号︶51︐347百万円
新型コロナウイルス感染症対応資金貸付

43︐600百万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウイルス感染症軽症者宿泊療養事業費

等

971百万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６月県議会臨時会︵6月 日︶

・一般会計補正予算
︵第3号︶
24︐
499百万円
内訳はすべて新型コロナ関係︹主な予算︺
地域企業経営継続支援事業費補助

3︐
566百万円
・・・・・

1︐
904百万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

観光宿泊施設緊急対策事業費

緊急︑
周産期︑
小児医療機関院内感染拡大防止対策

1︐
630百万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（令和2年3月〜7月）

岩手県独自の
主なコロナ対策事業

◆経営企画部

︽補助金 観光関連︾

︵地元の宿応援割 市町村補助︶

●観光宿泊施設緊急対策事業費

上限2千円⁄日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県事業︶

●観光宿泊施設緊急対策事業費︵地元の宿応援割

1泊あたり2千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●観光バス運行支援事業費補助

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
補助率1⁄2

︵1日1台あたり上限5万円︶

︽補助金 感染防止関連︾

●地域企業経営継続支援事業費補助

︵感染症対策支援︶ ※飲食・小売・サービス

上限 万円
⁄店舗・事業所
︵消耗品 3万円︶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
定額

上限 万円⁄営業所

︵感染症対策支援︶ ※公共交通事業

・・・・・・・・・・・・・・
定額
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1⁄2

上 限 300万円

●肥育経営生産基盤強化緊急支援事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
県単︑1⁄2以内
︵事業主体の補助上限1︐000千円︶

●農山漁村体験受入体制強化緊急対策事業

◆農政部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
補助率

●ものづくり企業競争力強化緊急支援事業費補助

︽補助金 製造業︾

：

1︐
166百万円

7月

‥

●地域企業経営継続支援事業費補助

：

：
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： ：

●岩手県知事への要望（第３弾）
●県内33市町村要望ヒアリング調査
●岩手県知事への要望(第2弾)
●自民党本部、
関係省庁への要望書

6月
4月

等

●自民党本部、
関係省庁への要望書

支援事業費補助

岩手県議会自由民主党として今回の新型コロナウイルス感染症対策の
要望調査・ヒアリングを行い、取りまとめたうえで要望活動をしてまいりました。

‥

30

11

介護サービス事業所等感染症対策継続事業費

●県内業界団体と市長会町村会
第二次集中ヒアリング調査
●自民党本部・関係省庁への
緊急要望書
●県内業界団体と市長会町村会
集中ヒアリング調査
●岩手県知事への要望



Vol.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5月
3月

‥

上限単価 千円⁄頭

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
県単︑定額
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岩手県議会：●商工建設委員会委員 ●議会運営委員会委員 ●広聴広報会議座長 ●東日本大震災津波復興特別委員会委員
昭和31年２月1９日生まれ64才。岩手県花巻市高松出身。黒沢尻工業高校卒業。尊敬する人：新渡戸稲造。好きな言葉：一期一会。性格：辛抱強い

川村伸浩
PROFILE

みんなで予防しましょう
新型コロナウイルス感染症
密閉・密集・密接を避け
手洗いを徹底しましょう
基幹産業である農林水産業の振興
観光立県いわての実現
国際リニアコライダー（ILC）の実現
明るく豊かな長寿社会の実現
取組❶

子供たちに夢と希望を
お年寄りに安心と生きがいを

川村
しんこう

岩手県議会議員

SHINKO KAWAMURA
Prefectural government report

大変な状況となっておりますが、共にこの難局を乗り越えてまいりましょう。

川 村 し ん こ う 県 政 レ ポ ー ト

各省庁へのお問合せ先一覧

緊急包括支援交付金 ２兆 2, ３７０億円
重点医療機関の病床の確保

医療・介護・障害福祉従事者等への慰労金支給
実際に診療を行った医療機関の職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
それ以外の医療機関の職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
◇感染者が発生又は濃厚接触者に対応した
介護・障害福祉事業所の職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
◇その他の医療機関、
介護・障害福祉事業所の職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円

解雇を行わない中小企業の助成率 10 分の 10 に引き上げられます
●事業主から休業手当を受け取っていない方

休業支援金（直接給付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額賃金の 8

家賃支援給付金

月額上限額・・・・・・・・
（法人）100 万円 （個人）50 万円
給付金（月額）×６カ月分

持続化給付金

●

新規創業者（本年３月までに創業した方）

・・・・・・・
（法人）最大 200 万円（個人）最大 100 万円

●事業を再開する中小・小規模事業者

持続化補助金

疑い患者受入れ救急病院等の院内感染防止対策
医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援

等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大

●地方におけるさまざまな対応・取り組みを支援

地方創生臨時交付金 2 兆円

経営継続補助金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大

花巻市：12 億円

生 活・家 計

感染防止対策補助金

臨時特別給付金・・・・・・・・・・・・・1 世帯 5 万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・補助率 1╱2（100 万円までは定額で補助）

●
〈無利子・無担保融資〉

※第 2 子以降 1 人につき 3 万円を加算

政策金融公庫等・商工中金

※収入が減少した場合：1 世帯 5 万円加算

国民生活事業

を 守ります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000 万円→8,000 万円
（融資限度額）

●子供たちの生活「学びを支援」
●家庭から自立し、アルバイト収入により学費などを賄っている学生の方

学生支援緊急給付金（予備費）

（無利子枠）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000 万円→4,000 万円
中小企業事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 億円→6 億円
（融資限度額）

（無利子枠）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 億円→2 億円

万円が支給されます

民間金融機関

●

※住民税非課税世帯の学生：20 万円

（無利子枠）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000 万円→4,000 万円

●家計が急変した学生の授業料等を支援

●大企業・中堅向け融資（シニア）

授業料等減免 153 億円（1次補正では7億円）

※国立大学

約 1.2 万人

補助率 10 10

※私立大学

約 5.3 万人

補助率 2 3

政策投資銀行・商工中金
中堅企業には▲0.5% 利下げ（当初 3 年間）

●
〈無利子・無担保等の危機対応融資〉

福祉医療機構

●すべての小中学校・高校・特別支援学校等

貸付限度額の引き上げ（減収額に応じた拡充）

学校の再開支援

感染症対策と学びの保障

150 万円が補助されます

●地域公共交通事業者の方

●収入が少ないひとり親世帯の方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

150 万円が補助されます

●農林漁業者の方

（1 次補正と合わせて総額 3 兆円）

岩手県：130 億円

割（上限 33 万円）

●売上急減に直面する事業者の方

を 守ります

を 守ります

◇受入病院等の役割を設定された医療機関

雇用調整助成金

日額上限が引き上げられます8，330 円→1 万 5,000 円（月額 33 万円）

事業

地 域・医 療

●地域医療体制のさらなる整備・感染拡大防止の推進

●従業員を休業させている雇用主の方

を 守ります

国の主な取り組み

雇用

新型コロナウイルス感染症 支援策

令和２年７月発行

診療所・・・・・・・・・・4,000 万円〜

病院・・・・・・・・7.2 億円〜

1 校当たり・・・・・・・・・100 万円〜300 万円

医療機関の無利子・無担保枠（減収額に応じた拡充）

（感染状況に応じて加算あり）

診療所・・・・・・・・・・4,000 万円〜

病院・・・・・・・・1 億円〜

みんなで予防しましょう 新型コロナウイルス感染症 咳エチケット・マスクの着用を
● 岩手県 新型コロナウイルス
感染症関連情報

● 厚生労働省 新型コロナウイルス
感染症関連情報

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708̲00001.html

川村しんこう事務所

花巻

〒025-0079 岩手県花巻市末広町6−16
TEL.0198−29−5061 FAX.0198−29−5062
E-mail:shinkoujimusyo@gmail.com

花巻市役所
花巻中央消防署

花巻南 I.C

◀川村しんこうホームページ
http://shinko-kawamura.iwate.jp

◀川村しんこう Facebook
https://www.facebook.com/KawamuraShinko/

298

東北本線

皆さんの
ご意見お聞かせ
ください

花巻市役所
金刀比羅神社
花巻信用金庫 北日本銀行花巻支店
本店
岩手銀行花巻支店

