
 

商 工 第 1 1 1 号 

                            令和２年８月６日 

 

一般社団法人岩手県工業クラブ 会長 様 

 

岩手県商工労働観光部長 

 

 

   岩手県新型コロナウイルス感染症対策に係る「お盆期間及び夏季休暇の過ご 

   し方」等について 

日頃から、本県の商工業・観光業の振興について、格別の御理解と御協力をいただき感

謝申し上げます。 

さて、県では、本日、岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部第 19回本部員会議を開

催しました。 

この会議において、県民の皆さまへ、「感染された方々やその家族に対し思いやりの気持

ちと冷静な行動」、「お盆期間や夏季休暇における移動の際の慎重な行動」、「業種別ガイド

ライン等を活用した感染防止対策の徹底」をお願いすることとしました。 

また、ＬＩＮＥを活用した感染防止対策と社会経済活動の活性化に向けたサービス「ビ

ジサポ岩手」や、感染症対策を実施する店舗を支援するための「感染症対策実行宣言」に

係るステッカー等の配布を開始することなどが報告されました。 

 つきましては、貴会におかれましても、別添の「岩手県にお住いの皆さまへ～お盆期間

及び夏季休暇の過ごし方～」及び本会議の報告内容について御了知いただき、引き続き、

感染対策や産業支援等に御尽力いただくとともに、会員の皆様への周知及び感染症対策の

積極的な実施について働きかけをしていただくなど、御協力くだいさいますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当：商工企画室 管理課長 星野 

電話：019-629-5526 



感染の不安がある方 

かかりつけ医に電話相談 
 

帰国者・接触者相談センターに相談 
TEL：019-651-3175（24時間 土日・祝日含む） 

保健所から相談者に連絡、症状等を確認 

地域外来・検査センター 
又は 

帰国者・接触者外来を受診・検査 

感染症に似た強い症状がある 無症状・軽症 

保健所が指定する医療機関に入院 自宅待機 

陽性 

感染症指定医療機関等に入院 

 
【自宅待機で気を付けることは？】 
・出来るだけ外出しない 
・家族との接触を出来るだけ避ける 
・外出する際は、マスクの着用、3密の 
 場所に行かない 
・行動記録をとる 
 

【陰性の場合】 
・自宅で安静に 
・かかりつけ医等を受診  
 

【検査が不要となった場合】 
・自宅で安静に 
・かかりつけ医等を受診  
 

【どんな時に相談する？】 
・息苦しさ、強いだるさ、高熱が続く 
・高齢や基礎疾患がある方で、発熱や咳 
 などの軽い風邪の症状がある 
・最近会った友人や同僚に感染が確認された 
・接触アプリ（COCOA、もしサポ）から通知がきた 



 ①事業者等のみなさまへ（施設・イベント等でのサービス導入方法）  

   登録施設一覧（６月29日現在）  

 ６施設（東日本大震災津波伝承館、消防学校、大窪山森林公園もりの学び舎、道の駅高田松原、県民の森・森林ふれ

あい学習館、滝沢森林公園ネイチャーセンター） 

     施設やイベント会場などに掲示されたQRコードをLINEアプリで読み取りいただくことで、

もしも他の利用者等の感染が判明し県が不特定の方への感染の恐れがあると判断した場合に、

LINEを活用して岩手県から感染拡大防止に向けたお知らせなどを行うサービスです。 

 もしサポ岩手とは？ 

 もしサポ岩手、はじめました 

もしもの 

時のために 

①Webから施設やイベントの情報を登録 

登録いただいた情報は岩手県が管理します 

②県民のみなさまへ（サービス利用方法）  

②受付や入口でQRコードを掲示 

①掲示されたQRコードを読み込む 
施設ごと、往訪日ごとに読み込んでください 

自動的に利用場所・時間が登録されます 

②もしもの際には注意喚起等のお知らせ 
お知らせが来ても感染しているとは限りません 

症状等が心配の方は県の窓口に相談ください 

 ～安心して買い物やごはんに行ける環境づくりをサポートします！～ 

岩手県庁問合せ先：保健福祉部医療政策室 医療情報担当（0196295487） 

QRコードの配布はご遠慮ください 

施設やイベントの管理者のみなさま、県民のみなさまへ 

感染拡大防止に向けて、『もしサポ岩手』にご協力をお願いします。 

詳細は『もしサポ岩手』で検索、もしくは右のQRコードから。 

８月５日時点登録数：756か所 



←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

おおのキャンパス  

おおのキャンパスでは、宿泊施設、農産物直売所、体験工房、食堂施設、
パークゴルフ場、入浴施設、天文台など敷地内にある13の施設ごとに紹介ポス
ターと「QRコード」を設置しています。 

各施設内は換気や手指消毒、レジ周り等の飛沫感染防止カーテンの設置など
感染予防対策を行っております。 

ぜひ、お互いに無理せず、３密を避け、安全を確保しながら、楽しんでくださいね。 

 

皆さまに感染症対策へ御協力いただき、感謝申し上げます。 

現在、３密を回避するために、受入人数を制限をしている施設もあります。
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
ご予約・お問い合わせ：一般社団法人大野ふるさと公社 TEL:0194-77-3202 MAIL：kanri@ohnocampus.jp 

  

tel:0194-77-3202
tel:0194-77-3202
tel:0194-77-3202
tel:0194-77-3202
tel:0194-77-3202
mailto:kanri@ohnocampus.jp


←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

ヌッフデュパプ  （大通ニッカツビル４F） 

 
広いヌッフのテーブルを減らしてさらに広く！ 入り口にはアルコールスプレーと共に
「もしサポ」QRコード設置してます。日々の清掃、ご利用後のテーブルも消毒液
を用いて万全にお迎えいたします。 
店舗での楽しい会食はもちろんテイクアウト、デリタク と岩手食材を活かしたヌッ
フの味をお楽しみください！ 

皆様のご協力に感謝申し上げます！ 接遇スタッフはマスク着用にて
サービスいたしております、各テーブルに消毒スプレー、お食事中のマスク
を保管するケースも配布いたします。 



←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

株式会社平泉観光レストセンター 

平泉レストハウス＜レストラン源・フードコート門・おみやげショッピングコーナー・
大文字、みやこわすれ、芭蕉、別館（各団体食堂）・事務所・平泉文化史
館・駐車場乗務員休憩所＞ 

おやすみ処束稲＜1階 おみやげ売店コーナー、2階 レストランコーナー※平
泉町営中尊寺第一駐車場内＞ 

世界遺産・平泉「中尊寺」門前の観光施設です。食堂・売店・資料館
など各会場ごとにQRコードを掲示致しております。感染予防対策をし、
お客様に安心して御利用頂けます様に取り組んでおります。 



←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

ヘアー＆フェイス ベリー 

ヘアー＆フェイス ベリーでは、レジカウンターに「もしサポ岩手」」のＱＲコードを設置し
ております。 

スタッフの検温・マスク着用・手洗い・消毒・換気の徹底をしております。レジカウンター
には「防御シート」を設置し、アルコール消毒液を自由にお使い頂けるように13か所に
置いてあります。また、すべての「現金」も紫外線消毒をしております。 

4席すべて個室のヘアーサロンです。 

感染症対策にご協力頂きまして、ありがとうございます。 

これからも、様々な情報を敏感に取り入れながら皆様の安心・安全のた
めに工夫と努力を行ってまいります。 

              ご予約・お問い合わせ 019-624-4518 ホームページ http://hf-verry.com 



←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

盛岡競馬場・水沢競馬場・県内の岩手競馬場外発売施設（テレトラック） 

岩手競馬では、盛岡競馬場、水沢競馬場、場外発売施設（テレトラック）
内に、「もしサポ岩手」のＱＲコードを設置しています。 

各施設では、地方競馬全国協会が定める「競馬における新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドライン」に基づき、お客様が安全に競馬をお楽しみいただ
けるよう、感染拡大防止の取組みを実施しています。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の取組みの実施に際しまして、ご来
場の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力賜りますよう 

お願いいたします。                    岩手県競馬組合 

問い合わせ先：岩手競馬ホームページ http://www.iwatekeiba.or.jp/ 

 

http://www.iwatekeiba.or.jp/
http://www.iwatekeiba.or.jp/


←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

岩手県営運動公園 

 岩手県営運動公園では、管理事務所の他、陸上競技場、スポーツクライミ
ング競技場等の各競技場に「もしサポ岩手」のQRコードを設置しています。 

 ご利用の際は、その都度ご登録をお願いします。 

 また、各競技場等に手指消毒液の設置を行い、新型コロナウイルス感染拡
大防止策にご協力をいただきながら運営をしております。 

  

皆様の施設利用とイベントの参加をお待ちしております。 

イベント情報及び施設の利用については、ホームページをご確認ください。 

HP http://sposhin.echna.ne.jp/shisetuka/ 

施設問合わせ先：岩手県営運動公園 019-641-1127 8：30～21：00 



←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

花北モータースクール 

 花北モータースクールでは、玄関入り口にアルコール除菌液を置き、マスク着
用お願いし、毎日体温計測しています。待合室座席間隔をあけ座る様に配置
しています。教室も間隔をあけて座り換気もしています。 

 花巻、北上両市から来校者があり、感染対策をしっかり行い、普通免許から
大型免許、高齢者講習、技能講習、ドローンスクール等を行っています。 

（スタッフからメッセージ）  来校時いつもマス着用などご協力いただき
ありがとうございます。これからも感染対策に配慮しながら、免許取得等
の教習、講習サービスをしてまいります。 

施設問合せ先：花北モータースクール（担当 佐藤） 0120-11-2523  北上市飯豊24-75-2  



←イベントの告知やおすすめ商品、 
  取り組んでいる感染対策などをPR 

←施設内のQRコード設置場所 

←施設名 

←「もしサポ岩手」QRコードの設置状況がわかるような写真を３点までお送りください。 
※ 従業員以外の第３者の映り込みや掲載物にご注意ください 
(写真からQRコードが読み込めないようご留意願います) 

ウチでも もしサポ岩手、はじめました 

    

Ｚ 

LINEアカウントは
こちら 

胆沢文化創造センター 大ホール 

8/9（日）に開催予定の水沢第一高校吹奏楽部＜第5回定期演奏会＞
にて、大ホール入口と大ホールロビーの消毒器設置場所に掲示します。 

客席の制限、ステージとの距離など、イベント開催ガイドラインを厳守した公演と
するよう準備しております。 

水沢第一高校吹奏楽部＜第5回定期演奏会＞ 

令和2年8月9日（日）16時開場 17時開演   

感染対策を徹底し、皆様のお越しをお待ちしております。 

 

http://isawabunso.com/media/2/20170419-s_dsc_0317.jpg


ビジサポ岩手とは？ 

施設やイベント会場などに掲示されたQRコードをLINEアプリで読み取りいただくことで、 

県の感染対策に協力しながらお店で使えるクーポンが配信されるサービスです。 

もしも他の利用者等の感染が判明したような場合には、県からLINEでお知らせなどを行います。 

 

ビ ジ サ ポ 岩 手  
I w a t e × M o r i o k a × K i p p u s h i  

2020.8.10 MoN～ 9.13 SUN 

地図を入れる 

～ 木 伏 緑 地 か ら 感 染 拡 大 防 止 と 社 会 経 済 活 動 の 両 立 に 向 け て ～  

【お店紹介】 来店飲食時に「もしサポ岩手」読み取りで、以下のクーポンをプレゼント！ 

①各店舗のクーポン内容、発信したい情報等を登録 

③もしサポQRコード読み取り 

クーポンの告知やお店の情報配信 

市町村・商店街等 

岩手県庁 

②QRコードにクーポンを紐づけ 

④LINEクーポンの配信&サービスの提供 

 ◆「ビジサポ岩手」サービスの流れ        

日時、場所情報を記録 

いわて串酒場 サカリバ 

ドリンク1杯サービス 

開運橋ジェラートスタンド 
digela 

トッピング1種サービス 

遠野食肉センター 
盛岡木伏店 

ドリンク１杯サービス 

CAFÉ Laube 

ミニケーキサービス 

BrewBeast MORIOKA 

ドリンク1杯無料 

大衆酒場モツレ 盛岡店 

ワンドリンクサービス 

mameta 

ディップ追加 

BAUMKUCHEN café&bar 

ドリンク1杯サービス  
※660円税込以下のドリンクに限ります 

東北カフェ&バル  
トレジオン (盛岡店) 

ドリンク1杯サービス 



 

 

感染症対策実施店舗へのステッカー及びポスターの配布について 

【要旨】 

 感染症対策を実施する店舗を支援するため、「感染症対策実行宣言」に係るステッカー等を８月７日（金）

から県ホームページで配信します。 

 

１ 事業の趣旨                                            

県の補助制度等を活用して感染症対策を実施した事業者等に対し、「感染症対策実行宣言」を表示す

る「ステッカー」及び取組状況を表示する「ポスター」を配布することにより、感染症対策をオールい

わての取組として広くＰＲするとともに、来店者の安心感の醸成や販売促進・需要喚起に繋がる取組を

推進する。 

 配布対象店舗 

  ・感染症対策等支援事業費補助の実施事業者 

  ・ガイドラインに沿って感染症対策に自主的に取り組む事業者 

 

２ デザイン                                             

(1) ステッカー (2) ポスター 

 
 

 

３ 今後のスケジュール                                            

８月７日（金） 県ホームページを通して、ステッカー等をダウンロードでの配信開始 

 ※ 事業者名や取組内容等の登録が必要 

８月下旬    ステッカー、ポスターの配布を開始（予定） 

 
【担当】 

商工労働観光部経営支援課 

総括課長 関口／商業まちづくり担当課長 伊五澤（内 5546） 



岩手県にお住いの皆さまへ 
 

～お盆期間及び夏季休暇の過ごし方について～ 

 １  思いやりの気持ちと冷静な行動のお願い 
  

 ● 感染された方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決 
   して許されません。相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動しましょう。 
 
 ● 医療関係者をはじめ、県民生活に不可欠なサービスの提供に従事し 
   ている皆さまに、感謝と思いやりの気持ちをもって応援してくださるようお 
   願いします。 

 ２ お盆期間や夏季休暇における移動の際のお願い 
  

 ● お盆の帰省や夏季休暇の移動について一律の自粛は要請しませんが、 
   ・ 発熱等体調の悪い場合には移動を控えること 
    ・ 人に接する場合、特にお年寄りに接する場合や会食を伴う場合は気 
       を付けること 
    など、慎重な行動をお願いします。 
  

 ● 県外に行く場合は、移動先の感染状況を確認し、その自治体の要請 

   に従って行動して頂くようお願いします。 

 ３ 感染拡大防止対策の徹底のお願い 
 

 ● 「三つの密」を徹底的に避けること、手洗いや人と人との距離の確保な 
   どに努めて頂くようお願いします。 
 

  ● 発熱等体調の悪い場合には、24時間電話対応している帰国者・接触 
   者相談センターや医療機関への相談をお願いします。 
 

 ● 新型コロナウィルス接触確認アプリ「 ＣＯＣＯＡ 」のインストールをお願  
      いします。 
 

 ● 事業者の皆様は、「業種別ガイドライン」と「もしサポ岩手」を活用した感 
   染防止対策の徹底をお願いします。 

 ※国内や県内の感染状況等に変化があった場合は、感染拡大防止のためのお願いや要請の内容を 
 変更することもあります。 

＜ねまろーくん＞ 

＜アマビエ＞ 

＜そばっち（マスクver)＞ 


