
１　社会福祉協議会による特例貸付等事業

概要：

２　生活困窮者自立支援金

概要：

３　生活困窮者冬季特別対策事業助成金

概要：

　高齢者、障がい者及びひとり親世帯のうち市民税が非課税の世帯並びに生活保護受給世帯を対象

に、冬期間における光熱費や生活用品購入費の一部を助成する事業

前回（2/4時点) 今回（2/9時点) 前回比

4,619件 4,679件 60件

0件

　総合支援資金の再貸付を終了した世帯や再貸付について不承認とされた世帯等に対して、支援金を

支給する事業

前回（2/4時点) 今回（2/9時点) 前回比

7件 7件 0件

〔住居確保給付金〕

　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、住居を失うおそれが生じてい

る方々に対して、一定期間家賃相当額を支給する事業

区分 前回（2/4時点) 今回（2/9時点) 前回比

生活福祉資金特例貸付 166件 166件 0件

各 種 支 援 事 業 の 実 施 状 況

令和4年2月9日現在 

住居確保給付金 13件 13件

〔生活福祉資金特例貸付〕

　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の

ための資金の貸付けを行う事業
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４　子育て世帯生活支援特別給付金

概要：

2/9時点

５　子育て世帯臨時特別給付金

概要：

申請不要(積極支給)分

　7/7    1,585万円 児童手当受給者(148件　児童317人)支給済

　7/29       35万円 児童手当及び特別児童扶養手当受給者

　　　　　　(5件　児童7人)支給済

 12/23       55万円 児童手当受給者(9件　児童11人)支給済

申請による支給分の受付を7月15日から開始

　8/31　 175万円（15件　児童35人）支給済

　9/29　   40万円（  4件　児童 8人）支給済

 10/28　    65万円  (  7件　児童13人）支給済

 11/29       20万円  (  2件　児童  4人）支給済

 12/23       15万円（  2件　児童  3人）支給済

低所得のふたり

親世帯

〔1,990万円〕

　18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(障がい児は20歳未満)１人当たり一律5万円

を給付する事業

予算総額

(うち給付額分)

区分

〔支給済額〕
実施状況

低所得のひとり

親世帯

〔3,095万円〕

申請不要(積極支給)分→児童扶養手当受給者に対し随時支給中

    4/27  2,915万円（382件　児童583人）支給済

    7/21　　  5万円（ 1件　児童  1人）支給済

申請必要分 → 前回申請者に申請書送付　4月26日から受付中

　5/20   85万円(11件　児童17人）支給済

　6/17   20万円(  3件　児童  4人)  支給済

　7/21   35万円(  4件　児童  7人）支給済

　8/31     5万円(  1件　児童  1人）支給済

 10/28　15万円(  1件　児童  3人）支給済

 11/29   10万円(  1件　児童  2人) 支給済

 12/23     5万円(  1件　児童  1人) 支給済
14,203

(13,500)

万円

国負担

10/10

　18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童１人当たり一律10万円を給付する事業

　※所得制限あり                                                                                          　 　 2/9時点

予算総額

(うち給付額分)

国負担

10/10

63,437

(63,000)

万円

実施状況

申請不要(積極支給)分→児童手当受給者に対し随時支給中

    12/27  46,170万円（2,408件　児童4,617人）支給済

申請必要分（高校生、公務員等）

　1/13　18歳以下の児童がいる世帯へ申請書を送付済

　1/27　1,610万円（117件　児童161人）支給済

　2/3　  4,200万円（316件　児童420人）支給済

　2/9　  6,160万円（371件　児童616人）支給済
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６　事業継続支援給付事業（市独自事業）

概要：

金額(万円)

【申請期間】令和3年10月15日～令和４年1月31日

７　地域企業経営支援金（第２弾）（県事業）

概要：

2/7時点

【申請期間】令和3年7月12日～令和4年1月14日

８　感染防止対策事業所リフォーム事業費補助事業（市独自事業）

概要：

2/7時点

金額(万円)

【申請期間】令和3年4月19日～9月30日（工事完成期限は令和3年12月28日まで）

1 5,736

人数 前回比

振込決定

予定人数

　新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、急激に売上げが減少した事業者に対し、市単独

で事業経費を支援する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　2/7時点

予算等 申請 振込決定

95.6%

予定件数 件数(店舗数) 前回比(店舗数) 件数(店舗数) 前回比(店舗数) 金額(万円) 執行率

600 6,000 94.0%526

件数(店舗数) 額(万円)

うち変更申請

（上限30万円が上限40万円に増額したことによる差額申請）
うち変更振込決定

件数（店舗数） 前回（店舗数） 額(万円)

133(146) 1,436

250 6,000 133 0 132

(564) 1 (1) 526

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者に対し、店舗等の感染防止対策に係るリ

フォーム経費を補助する事業

件数 前回比 金額(万円) 執行率

振込決定

件数（店舗数） 前回（店舗数） 額(万円) 前回(万円)

予算等 申請

(564) 1 (1) 5,640

前回(万円) 件数(店舗数) 額(万円)

133（146） 130（143） 1,436 1,419

　新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、事業の継続を図る中小企業者等を支援する事業

（１店舗所当たり30万円を上限として支給。岩手県独自の緊急事態宣言の発令に伴い、上限額が40万

円に変更）

申　　　請

547（595） 513（559) 20,933 19,630 547 (595) 20,933
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９　経済対策住宅リフォーム事業費補助事業（市独自事業）

概要：

2/7時点

金額(万円)

【申請期間】第１回目　令和3年6月15日～令和3年12月28日（工事完成期限は令和4年3月31日まで）

  第２回目　令和4年2月1日～令和4年3月22日（工事完成期限は令和4年7月29日まで）

  　※申請件数が2,000件となった時点で終了。

10　いわて旅応援プロジェクト（第２弾）（県事業）

概要：

【対象期間】令和4年3月10日宿泊分まで

11　みやこ宿泊割第5弾及び地域クーポン支給（市独自事業）

概要：

【対象期間】令和4年1月14日宿泊分まで

概要：

金額(万円)

【申請期間】令和3年4月～ ※漁業者等対象

※申請者４名は、令和2年度からの継続

77.3%

申請 振込決定

予定件数

予算等

前回比

2/7時点申請

6,000

人数

2,000 72

宿泊利用

（万円）

4,500

クーポン支給

（万円）

1,500

執行率

100.0%

【事業終了】

　住宅関連産業の事業継続、雇用維持などを中心とした地域経済の活性化を図るとともに、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けた市民の居住環境の向上を図るため、市内業者による住宅のリフォー

ム経費を補助する事業

予定人数

振込決定

件数

予定人泊 金額(万円) 人数 前回比

予算等 予約数

12　コロナ対策長期資金利子補給事業（市独自事業）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者への長期貸付に対して利子補給を行う事業

予算等

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の観光宿泊施設を支援するため、市内の宿泊施設に

宿泊した場合に宿泊料金を割り引く事業

　●定額3,000円の宿泊割引及び1,000円分のお買物券

　●対象者は全国

22,270 407 11,135

 2/7時点

前回比 （万円）

予約数 利用額

10 7.4

前回比 執行率

4 0 0 0 0

金額(万円)

　岩手県内での宿泊又は日帰り旅行について、岩手・宮城県民を対象に、１人5,000円を上限に半額補

助するとともに、１人2,000円分のクーポン券を支給する事業

15,000 15,000 0

人数

0.0%

20,000 1,898

人数 前回比 件数 前回比 金額(万円) 執行率

1,545 10 15,450
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概要：

金額(万円)

14　大学生等修学継続支援事業（市独自事業）

概要：

金額(万円)

【事業期間】令和3年4月26日～令和4年3月31日

【事業終了】

前回比 金額(万円) 執行率

122 495 122 122 122 122 495 100.0%

4,500 650900 1 650 1 3,250 72.2%

　新型コロナウイルス感染症の影響により、修学継続が困難となっていて、親元を離れて生活してい

る大学生、専門学生等を対象に支援金を支給する事業

予算等 申請 振込決定

予定人数 件数 前回比 人数 前回比 金額(万円) 執行率

2/7時点

13　米生産農家緊急支援事業（市独自事業）

　新型コロナウイルス感染症の影響による米の概算払金の下落に伴い、米生産者を緊急支援する事業

予算等 申請 振込決定

予定人数 件数 前回比 人数
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