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岩手県新型コロナウイルス感染症対策に係る知事メッセージ等について 

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、県内の感染状況は、昨日、新規感染が確認されたものの、１か月を超えて新規感

染ゼロが続くなど感染を抑えることができており、これは、ひとえに県民の皆様の御努力

のおかげであり、併せて感謝申し上げます。 

このような状況を踏まえ、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

43回本部員会議を開催いたしました。 

この会議において、県内の感染状況と「いわて飲食店安心認証店の認証状況」について

報告されるとともに、当部からは、「飲食店・宿泊施設等利用促進及び県産品販売促進の取

組状況」について報告いたしました。 

また、県民の皆様には、基本的な感染対策をしっかりとした上で、社会活動、経済活動

などを活発に行って頂きたいこと、「いわての食応援プロジェクト」「いわて旅応援プロジ

ェクト」「いわて飲食店安心認証店スタンプラリー」を活用し、飲食店、宿泊施設等を応援

して頂きたいこと、会食時の人数制限はしていないので、飲食店の感染対策に協力頂き、

会食を楽しんで頂きたいことなどの知事メッセージが発出されました。 

 つきましては、貴会等におかれましても、本会議での報告内容や知事メッセージ等につ

いて御了知いただき、会員等の皆様へ一層の感染対策や産業支援等に御尽力いただくこと

についての周知徹底について御協力くださいますよう、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 



新型コロナウイルス感染症対策本部 第 43 回本部員会議 

知事メッセージ（令和３年 11 月 15 日） 

 

昨日(11 月 14 日)、県内で 35 日ぶりに新規感染者１名が確認されました。感染さ

れた方には早期のご快復をお祈り申し上げます。 

 

県民の皆様には、感染された方やその家族に対する誹謗中傷や差別的な行為を決

して行わず、優しく接して頂くよう改めてお願いします。 

 

県内では、昨日、新規感染が確認されたものの、１か月を超えて新規感染ゼロが

続くなど感染を抑えることができています。これは、ひとえに県民の皆様の御努力

のおかげです。感謝申し上げます。 

 

全国の状況を見ても、東京都でも人口 10 万人に 1 人程度となっているなど、人と

接触する機会があったとしても、誰かにうつす、また、誰かからうつされるという

感染リスクは低くなっていると言えます。 

 

県民の皆様には、マスク、消毒など基本的な感染対策をしっかりとした上で、社

会活動、経済活動などを活発に行って頂きたいと思います。 

 

現在、「いわての食応援プロジェクト」「いわて旅応援プロジェクト」「いわて飲食

店安心認証店スタンプラリー」を実施しています。これらを活用して頂き、飲食店、

宿泊施設等を応援してくださいますようお願いします。 

 

飲食店利用については、感染対策が整っている「いわて飲食店安心認証」店の利

用を推奨します。 

 

会食時の人数制限はしていません。会食の際は、人数に応じたスペースのある飲

食店で、三密の一つの密も回避して頂き、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、

会話の時はマスクを着用するなど、飲食店の感染対策に協力頂き、会食を楽しんで

ください。 

 

季節性インフルエンザが流行する時期になりました。誹謗中傷等を恐れて、医療

機関の受診を控えることがないよう、体調不良の場合には、早期に受診し、検査を

受けて頂くようお願いします。 

 

令和３年 11 月 1 5 日 

岩手県知事 達増 拓也 

 



 

 

 

飲食店・宿泊施設等利用促進及び県産品販売促進の取組状況について 

 

１ いわての食応援プロジェクト                          

(1) プロジェクト参加飲食店数（11月10日現在） 

総数 盛岡局管内 県南局管内 沿岸局管内 県北局管内 

2,021店 848店 712店 300店 161店 

※ 接待飲食等営業を行う店舗やデリバリー・テイクアウト専門店は対象外 

 

(2) 食事券の販売状況等 

  販売予定数：約23万冊  （額面 約11億5,000万円相当） 

  販売済数 ：16万7,812冊（額面    8億3,906万円、11月７日現在） 

  利用済額 ：３億8,591万3,500円（事務局への請求額、11月10日現在） 

  販売期間 ：令和３年12月15日まで（１カ月間の延長済） 

  利用期間 ：令和３年12月15日まで（延長する方向で国と調整中） 

 

２ いわて旅応援プロジェクト（第２弾）                       

(1) 期間 

   令和３年 10月１日（金）から令和３年 12月 31日（金）宿泊分まで 

   ※ 増額した予算について、参加事業者である宿泊施設及び旅行会社に配分済み。 

各宿泊施設及び旅行会社においては、配分された割引原資がなくなり次第終了 

(2) 事業の概要 

ア 旅行・宿泊代金の割引 

     日帰り旅行・宿泊代金の 50％又は 5,000円のいずれか小さい額を上限に割引 

イ 買い物クーポン券の配付 

    旅行期間中などに土産物店などで利用可能な 2,000 円分のクーポン券（利用期間 

10日間）を配付 

(3) 利用対象施設及び利用方法 

旅行会社（73）、宿泊施設（388）、クーポン券利用可能施設（3,108） ※11月 11日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県新型コロナウイルス感染症
対策第 4 3 回本部員会議資料 
令 和 ３ 年 1 1 月 1 5 日 
商 工 労 働 観 光 部 



 

 

３ 「買うなら岩手のもの運動」の取組                        

(1) 「買うなら岩手のものバーチャル物産展」のキャンペーン 

  ア 概要 

買うなら岩手のものバーチャル物産展に出品する約 180 社を対象に、メディアを

活用した広告宣伝による販売促進策を展開。 

  イ 販売促進策の実施 

    今年度、バーチャル物産展は岩手県産株式会社が県から引き継いで運用している

が、今般販売促進のための県からの委託事業でキャンペーンを実施するもの。 

◆ 第１弾キャンペーン（11月） 

新聞への折込広告（県内：約18万部、首都圏：約20万部） 

◆ 第２弾キャンペーン（令和４年１～２月） 

     ライブコマースを活用した販売促進、首都圏の新聞への折込広告 

◆ 第３弾キャンペーン（令和４年３月） 

     地元紙のタブロイド広告、関東圏のラジオショッピング 

 

(2) 楽天市場での「岩手フェア」の開催 

  ア 概要 

楽天市場に県内出店企業（115 社予定）の商品を取り扱う特設ページを開設し、

割引クーポンを発行して販売を促進。 

  イ 実施時期 

（第１弾）12月１日～12月 27日、（第２弾）２月９日～３月 11日 

   

(3) 県産品愛用月間における消費喚起の取組                      

  「買うなら岩手のもの運動」に参画する 470 の企業・団体のうちスーパーや百貨店、

道の駅、商店等の小売業 110社に対し、12月の県産品愛用月間に合わせて消費喚起に

取り組むよう要請を行うとともに、のぼり等の販促媒体物を配布。 
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いわて飲食店安心認証店の認証状況等について 

 

１ 認証状況等について【令和３年 11月５日現在】 

 ＜認証店数＞                            （単位：店） 

総数 盛岡局管内 県南局管内 沿岸局管内 県北局管内 

4,444 1,768 1,719 661 296 

 ＜認証申請等の状況＞                        （単位：店） 

申請受付数 訪問確認数 認証済数 再訪問数 

4,647 4,516 4,444 1,174 

  ア 申請受付数が 4,647店となり、対象施設約 9,000店の半数を超えた。 

  イ 認証制度の質を担保するため、引き続き認証済の飲食店への再訪問を実施し、認証

基準の徹底を図っていく。 

 

 

２ 認証店の利用促進について 

(1) 主要駅等へのポスター掲示 

   来県者に対する認証店の周知や利用を促すため、11月８日から新幹線主要駅（盛岡駅、

一ノ関駅、水沢江刺駅、北上駅、新花巻駅及び二戸駅）、花巻空港にポスター（Ｂ１判）

を掲示（資料１）。 

 (2) 認証店スタンプラリーの実施 

認証店の一層の浸透と誘客を図るため、11 月 15 日からいわて飲食店安心認証店スタ

ンプラリーキャンペーンを開始（資料２）するとともに、集中的に広報を実施。 

 

 

 

第 4 3 回本部員会議資料 

令 和 ３ 年 1 1 月 1 5 日 

環 境 生 活 部 



Ⓡわんこきょうだい

TEL019-613-8009
いわて飲食店安心認証事務局
受付／平日10:00～17:00 ※令和3年12月25日（土）～令和4年1月3日（月）までは休業 

https://iwate-ninshou.jpホームページ

お店をご利用の際は右記の感染
対策にご協力をお願いします。
いわて飲食店安心認証店では感染対策としてお客様の
お名前、ご連絡先を記録させていただいております。

発熱や軽度であっても
風邪の症状等、体調が
優れないお客様はご入
店をお控えください。

発熱のある方の
入場はご遠慮願います

ご入店の前に手指の消
毒をしてください。

入場の際は
消毒をお願いします

飲食中以外にはマスク
を正しく着用ください。
「マスク会食」をお願い
します。

マスクを着用
しましょう

順番待ちの際にはマス
クの着用と併せて最低
1mの対人距離を確保
ください。

距離をとりましょう

認証店は
こちらから

認証店をぜひ
ご利用ください

感染対策に
ご協力ください！

ホームページから認証店を
ご確認いただけます！

おいしく安心の時間を
お届けします

２

資料１



郵 便 は が き

お手数ですが
63円切手を
お貼りください

いわて飲食店安心認証事務局
スタンプラリーキャンペーン係

盛岡市名須川町17–10

キリトリ

キ
リ
ト
リ

【個人情報の取り扱いについて】　お預かりした個人情報は、関係法令を遵守し、賞品の発送と本件に関する諸連絡に目的に
利用させていただきます。また、マーケティング活動のために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただくことが
あります。これらの個人情報は、当該業務の委託に必要な範囲で業務委託先に提供する場合を除き、お客様の承諾無く第三
者には開示・提供いたしません。お送りいただいたご応募はがき、個人情報はキャンペーン終了後に適切に破棄いたします。

下記をご記入の上ご応募ください。※分かりやすくしっかりとご記入をお願いします。
郵便
番号

ふりがな

住所

氏名

メールアドレス

電話番号年齢

※本キャンペーンは新型コロナウイルス感染症の感染状況により、日程の変更や
　一時中止等の対策を講じる場合があります。予めご了承ください。

詳しくは裏面をご覧ください

※賞品の写真はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

スタンプラリー

いわて飲食店
安心認証店

キャンペーン

「オリジナル県産品ギフト」プレゼント‼

抽選で
合計150名様に認証店のスタンプ3つで

※当日消印有効　※WEBの場合は当日利用分まで
令和3年11月15日　 ▲ 令和4年2月14日月月

※料理写真はイメージです。※料理写真はイメージです。

いわて飲食店安心認証店
対象

この
認証マークが
安心の目印！

第1期～第3期　合計40名様

切手代金は
ご負担ください（　　　　）

A賞

第1期～第3期　合計110名様

B賞

TEL019-613-8009いわて飲食店安心認証事務局
受付／平日10:00～17:00 ※令和3年12月25日（土）～令和4年1月3日（月）までは休業 
いわて飲食店安心認証店・キャンペーン参加店は
ホームページでご覧いただけます。 https://iwate-ninshou.jp ３

資料２



ご利用日　　　年　　　月　　　日

ご利用日　　　年　　　月　　　日

ご利用日　　　年　　　月　　　日

キリトリ

キ
リ
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重複しない3スタンプ1口で
ご応募いただけます。

いわて飲食店安心認証店 スタンプラリーキャンペーン

1

2

3

【当選発表】
当選者の発表はありません。賞品の発送をもって代えさせていただきます。

【応募上のご注意】
◆ご応募は日本国内在住の方に限ります。
◆当選の権利は譲渡・換金できません。
◆本キャンペーンは景品表示法等に則り、適切な運用を実施します。そのため景品法の制限を超え
る重複当選を防止するため、別のキャンペーンの主催者に当選者情報を開示することがあります。
◆掲載賞品は、製造中止またはデザイン変更等のやむを得ない事情により、代替品とさせてい
ただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆ご応募後の応募賞品変更、賞品の返品、交換はできませんので、あらかじめご了承ください。
お届け先はご応募されたご本人の住所に限らせていただきます。
◆賞品の配送の際に破損や不良品が生じた場合は事務局負担にて交換させていただきます。
ただし、ご不在などのお客様の諸事情により生じた場合は、責任を負いかねます。
◆お客様のご住所が不明、連絡不能などの理由により賞品のお届けができない場合は無効と
させていただきます。

キャンペーン参加方法・応募方法

キャンペーン期間・当選者数

本チラシのスタンプ台紙、または専用サイトか
らダウンロードした台紙に、ご利用店のたなばん
（ゴム印）を押印。重複しない3スタンプを獲得
し1口として応募ください。

スタンプ台紙を郵送で応募1方法 2次元バーコードで応募2方法

認証店の1回のご利用で1スタンプ獲得
重複しない3スタンプを1口としてご応募いただけます。
※お一人様何口でもご応募いただけます。 ※ご利用金額はお一人様300円以上の飲食が対象となります。

上記の条件を満たし、必要事項 ①郵便番号 ②住所 ③氏名
（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号 ⑥メールアドレスをご記入
のうえご応募ください。 ※切手代金はご負担ください。

（はがきサイズ）

応募フォームに必要事項を入力【応募する】をタップ

重複しない3スタンプ集めて【抽選に応募する】をタップ

後日、他のお店を利用して同様にスタンプＧet！

ご利用時にスタンプGet！

これで1つ目のスタンプGet!

ご利用時にお店から表示される
2次元バーコードを読み取ります。

第1期
令和3年11月15日（月）～
令和3年12月14日（火）
A賞：10名様 B賞：30名様

第2期
令和3年12月15日（水）～
令和4年1月14日（金）
A賞：10名様 B賞：30名様

第3期
令和4年1月15日（土）～
令和4年2月14日（月）
A賞：20名様 B賞：50名様

いわて飲食店安心認証店 スタンプラリーキャンペーン

※賞品の発送：1月中旬（予定） ※賞品の発送：2月中旬（予定） ※賞品の発送：3月中旬（予定）

※当日消印有効　※WEBの場合は当日利用分まで

スタンプ

スタンプ

スタンプ

たなばん（ゴム印）をしっかりと
押印してください。認証店の方へ

※第1期、第2期の応募者（はずれた方）も持ち越し抽選となります。

※スタンプは1日1つしか押せません。

※1つ目のスタンプの際に、参加登録画面に進みますので
　画面の指示に従って参加登録を行ってください。

その後表示される店名リストからご利用店を選択してください。

いわて飲食店安心認証店では感染対策としてお客様のお名前、ご連絡先を記録させていただいております。

お店をご利用の際は下記の感染対策にご協力をお願いします。
発熱や軽度であっても風邪の
症状等、体調が優れないお客
様はご入店をお控えください。

発熱のある方の
入場はご遠慮願います

ご入店の前に手指の消毒をし
てください。

入場の際は
消毒をお願いします

飲食中以外にはマスクを正し
く着用ください。「マスク会食」
をお願いします。

マスクを着用
しましょう

順番待ちの際にはマスク
の着用と併せて最低1mの
対人距離を確保ください。

距離をとりましょう

※スタンプは1日1つまでです。
※ブラウザのCookieを有効にする必要があります。
※端末を交換した場合には情報を引き継ぐことが出来ません。注意事項

４


