
遠野市長記者懇談会（令和 2 年 6 月 1 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和２年６月１日（月）14：00～15：00 

■場所 とぴあ庁舎 大会議室 

 

 

 

【発表項目】 

１ 新型コロナウイルス感染症対策に係る取組等の概要について （ 資料No.１ ） 

 

２ 令和２年度遠野市一般会計補正予算(第２号)案の概要について （ 資料No.２ ） 

 

３ 『遠野物語』発刊 110 周年事業 「遠野物語 110 チャンネル」プロジェクト 

「クイズ 遠野ふしぎ再発見！」の制作開始・公開予定について （ 資料No.３ ） 

 

４ 市内小学校の大臣表彰について 

（1） 青笹小学校「令和２年度 子供の読書活動優秀実践校」 

文部科学大臣表彰の受賞について （ 資料No. 4-1 ） 

（2） 宮守小学校「令和元年度 特に優良な少年消防クラブ」 

総務大臣表彰の受賞について （ 資料No. 4-2 ） 

 



 
遠野市記者発表資料 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症対策に係る取組等の概要について 
 

【要旨】 

令和２年４月７日に政府が緊急事態宣言を発令したことに伴い、市は同日に対策本部

を設置。同16日に対象地域が全都道府県に拡大されてからは、市の基本的な対応方針を

定め感染防止対策を行ってきた。５月26日に緊急事態宣言は解除となったが、感染拡大

の第２波が懸念されていることなどから、対策本部を継続設置して対応する。 

 
【発表の内容】 
１ 新型コロナウイルス感染症対策に関する取組みの内容について   

 
市の基本方針 

 
 
 
 
 
 

  
２ 主な感染予防対策と経済対策について   

  別紙のとおり 
 

３ 特別定額給付金の進捗状況    
ア 経過 

５月１日㈮ オンライン申請受付開始 
７日㈭ 申請書の郵送及び郵便申請の受付開始 
12日㈫ 給付開始 

イ 申請受付状況（5/1～5/27） 
   9,803件（約91％）(給付対象者:26,325人、受給権者(世帯主) ：10,773人) 

 ※申請書類等の不備は、約１割（本人確認、口座確認(写)の添付漏れがほとんど） 
ウ  給付状況  

 
対象数 

(4 /27時点) 
振込日 

計 
～5/28の 
振込済割合 ～5/22 5/26 5/28 

件数(件) 10,773 7,117 919 1,028 9,064 84.1％ 

金額(千円) 2,632,500 1,818,700 212,200 250,600 2,281,500 86.7％ 

エ  地区センター等での出張受付 
郵便申請が困難な方などを対象に、５月28日(木)から６月４日(木)まで、各地区

での出張受付を実施する。 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 

総務企画部新型コロナウイルス対策室 

資料 Ｎｏ．1-1

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

期間：５月 27 日（水）～当面の間 
① 外出の際の感染予防の徹底 
② 新しい生活様式の周知および実践 
③ イベント・集会等における感染防止対策の徹底 
④ 施設等における感染防止対策の徹底 



 
遠野市記者発表資料 

４ 観光分野への影響及び対応策    
  緊急事態宣言が全国に拡大されたことにより、ゴールデンウィーク期間の市内の主

要観光施設等及び主要産直施設の入込は激減し、今なお影響が続いている。遠野市観

光推進協議会を中心に、観光分野への影響緩和に向けた取り組みを行う。 
 
ア ゴールデンウイーク期間の入込状況について（調査期間：4/29～5/5)  
  主要観光施設等への入込者数は、前年比 88％減の約１万４千人（10 万人減）、

主要産直施設への入込者数は、前年比 32％減の７.６千人（３.６千人減）と、大き

な影響を受けた。 
一方、主要産直施設の売上額の減少は、10 連休の大型連休だった昨年度と比較

して 18％の減少と、入込者数ほどの大きな影響は見られなかった。これは、主要

産直施設４施設中３施設が開業し、来客者の多くが市内及び周辺地域の方が野菜、

種苗等の購入目的で来訪したものと推察される。 
 
    
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 

 
イ 遠野市観光推進協議会の取り組みについて 

    新型コロナウイルスの影響に伴い、市内観光事業者等への対策を協議していくた

め、遠野市観光推進協議会の構成組織の中に専門の特別チームを設置した。重点的

に取り組むことは下記のとおり。 
 
 
 
 
 

 
 

ウ 観光施設等への支援策（第１号補正予算の活用） 
・不織布マスク（15,000 枚）…観光施設、宿泊施設及びタクシー事業者へ順次配布。 
・速乾性手指消毒剤（300 本）…観光施設、宿泊施設及びタクシー事業者へ配布予定。 

 令和２年 令和元年 比較 

主要観光施設等 
（14施設中12施設休業） 

入込者数 13,878 人 114,758 人 12.0％
売上額 25,806千円 90,183千円 28.6％

客単価 1,859.4円 785.8円 236.6％

主要産直施設 
（４施設中１施設休業） 

入込者数 7,659 人 11,261 人 68％
売上額 7,262千円 8,930千円 81.3％
客単価 948.1円 793円 119.5％

98,695 96,684 95,896 98,310 96,617 105,706 94,168
114,758

13,878
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過去同期間（4/29～5/5）の主要観光施設の入込状況（単位：人）

重点方針 
〇動画共有サイトを活用した発信力強化 

〇市内消費拡大に向けた地元事業者の PR 
〇市内宿泊施設の割引券の発行     

〇観光素材のブラッシュアップ 

総務企画部新型コロナウイルス対策室  

菊池利輝 電話 0198-62-2111 （内線 235）

担当 



令和２年６月１日
遠野市

新型コロナウイルス感染症対策に係る
取組等の状況について

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日
遠野市長記者発表資料
総 務 企 画 部
新型コロナウイルス対策室

資料 No.1-2
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１. 新型コロナウイルス感染症対策に係る経過①

日付 内容

2月21日~ 「遠野市新型コロナウイルス対策連絡会議」設置（2/21）
（合計11回開催、国・県・関係機関等の情報を共有）

3月30日 県は、3都県（東京・埼玉・神奈川）からの来県者等に不要不急
の外出を2週間自粛するよう要請

4月 7日 国は「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下、緊急事態宣言）」発出
→県と市は対策本部を設置

10日 県は新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を策定

13日 市は総務企画部内に対策室を設置

16日 ・第１回遠野市新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議開催
・政府は緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大（５月6日まで）

17日 市対策本部会議（第２回）／「遠野市基本方針」（4月17日～5月6日） 等

20日 市対策本部会議（第３回）／ 関係団体等からの要望集約と事業化の確認 等

21日 市対策本部会議（第４回）／ 観光施設等の営業のあり方の検討 等

23日
・県対策本部会議（第12回）
／緊急事態措置（4/23～５/6）不要不急の外出自粛要請、休業要請 等

・市対策本部会議（第５回） ／補正予算（第１号の確認）、特別定額給付金 等

24日 市議会臨時会 第１号補正予算可決（新型コロナウイルス対策分 27億5,437万円）
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日付 内容

４月27日 ・新型コロナウイルス対策室内に特別定額給付金事業チームを設置
・広報臨時号発行／市の基本方針、施設の利用制限、特別定額給付金 等

５月１日 ・市対策本部会議（第６回）／業務継続計画、緊急時の対応等の再確認 等
・特別定額給付金オンライン申請受付開始

4日 ・市対策本部会議（第７回）／ 国・県の補正予算への対応、地方創生臨時交付金 等
・政府は緊急事態宣言を延⾧（５月31日まで）

5日 県対策本部会議（第13回）／緊急事態措置を延⾧（５月31日まで）

６日 市対策本部会議（第8回）／遠野市基本方針、施設運営のあり方を変更 等

11日 遠野市商工労働ワンストップ相談窓口設置

12日 特別定額給付金給付開始

14日 政府は緊急事態宣言の対象地域から39県を解除

15日 ・県対策本部会議（第14回）／外出自粛、施設の感染対策徹底、新しい生活様式 等
・市対策本部会議（第９回）／予防対策・経済対策の予算化、基本方針の延⾧ 等

25日 政府は緊急事態宣言を解除

26日 県対策本部会議（第15回）／外出やイベント等の段階的な緩和 等

27日 市対策本部会議（第10回）／基本方針の変更、施設運営のあり方変更 等

１. 新型コロナウイルス感染症対策に係る経過②
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遠野市基本方針
遠野市新型コロナウイルス
感 染 症 予 防 対 策 本 部
第 1 0 回 会 議 決 定事項
2 0 2 0 . ５ . 2 7

２．新型コロナウイルス感染症対策の方針

期間：５月27日（水）～当面の間

・外出の際の感染予防の徹底

・新しい生活様式の周知および実践

・イベント・集会等における感染防止対策の徹底

・施設等における感染防止対策の徹底
【市対策本部の継続設置】 政府の緊急事態宣言は解除となったが、引き続き感染防止等の対応が求められる
こと、国・県も本部の設置を継続していることから、当面の間、市対策本部についても継続設置する。

４月17日 ～ ５月６日 ５月７日 ～ ５月26日 ５月27日 ～ 当面の間
①不要不急の外出自粛を要請
②県をまたいでの観光・旅行の自粛を要請
③市主催のイベント・集会は原則中止
※関係機関・団体等へは中止・自粛を要請
④公共施設の貸出を制限

①外出の際は感染予防の徹底を図る
②県境をまたぐ移動は極力避ける
③市主催のイベント・集会は原則中止
④公共施設の貸出を緩和する

※市内社会教育団体や学校等に対しては
感染症予防対策の徹底を前提に貸出を再開

①外出の際の感染予防の徹底
②新しい生活様式の周知および実践
③イベント・集会等における感染防止対策の徹底
④施設等における感染防止対策の徹底

◎遠野市基本方針の変遷
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３．新型コロナウイルス感染症対策の体制

国

県（県南局、中部保健所 等） 医療機関等

遠
野
市

対策本部 本部⾧:遠野市⾧ 本部員:部⾧級職員

対策室

相談窓口遠野TV

市内関係機関・団体 市民 ・市内事業者等

連絡調整会議（随時開催）

（市役所とぴあ庁舎 総務企画部内）
庁内の各部署との連絡調整

連携・協力

情報共有 対策の検討

ニーズ

各種支援

迅速な
情報提供

各種支援
ニーズ

連携・協力情報共有

特別定額給付金
事業チーム
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4. 新型コロナウイルス対策事業費

国
（交付金、補助金、独自施策 等）

県
（補助金、独自施策等）

感染予防対策 経済対策

新型コロナウイルス対策は、感染予防対策と経済対策の２本柱。
国・県事業と連携しつつ、市民ニーズに即した独自施策も展開。
第1・2号補正で合計約28億4,300万円を措置する。
国・県の動向を踏まえ、第３弾に向けた検討も進める。

第1弾 第１号補正予算
約2,129万円

第２号補正予算

2,292万円

第１号補正予算
約27億3,309万円

第２号補正予算

6,623万円
第2弾

第1弾

第2弾

４月24日可決 ４月24日可決

６月議会計上 ６月議会計上

約28億4,353万円

第1弾 第2弾
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４. 感染予防対策
第1号補正予算 （4月24日可決） 進捗状況（5/28現在） 予算額

（千円）

観光施設への感染症予防物品の配布 ・マスク15,000枚購入済み。順次配布
・その他物品は調達に向け対応済み 3,804

感染者発生時消毒作業助成金 ※感染者なし

小中学校配布用衛生用品等の購入 ・マスク28,000枚調達済み。順次配布
・その他物品は調達に向け対応済み 3,109

小中学校緊急連絡用メール配信システム導入 ・発注済み（6月中旬運用開始）

図書消毒機配置 ・発注済み（６月17日使用開始） 2,227

避難所等設置用衛生用品等の購入
・マスク63,000枚、消毒液500本
（1ℓ）購入済み
・その他物品は調達に向け対応済み

11,235

広報遠野 臨時号発行 ・臨時号発行（4/27）等 911

第1弾

第２弾

予算総額
約2,129万円

第２号補正予算 計上事業 予算額（千円）
子育て施設ヘルパー派遣
市内保育施設等の遊具等の消毒業務を委託 2,360

体温測定専用サーモグラフィカメラ購入
市民会館等利用者の測定に使用 18,363

救急隊員用感染防護衣・消毒用資機材購入 2,197
予算総額
2,292万円
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区分 内容

小・中学校
・令和２年度からは、文部科学省の通知を踏まえ、３密を避けるなどの感染予防対策や保健管理等
を徹底した上で教育活動を継続

・感染拡大の状況や国や県の要請を踏まえ対応する。

保育園・
認定こども園

・通常どおり受入れ。ただし、県内に感染者が確認された場合は、可能な限り家庭での保育を推奨。
・市内に感染者が確認された場合、就労等により保育が困難な保護者の児童のみ受入れ。

幼稚園 ・通常どおり受入れ。市内小中学校が休業措置となった場合は、併せて休業。

児童館・児童クラブ
放課後等デイサービス

・市内小中学校が休業となった場合、就労等の理由により家庭で見ることができない低学年（１～３
年生）を受入れ。

病児等保育施設
・保育室１室（全３室）につき子ども１人のみの利用とする。
ただし、同一世帯のきょうだいでの利用は同室利用を可能とする。

・岩手県内の感染状況に応じて休所とする場合がある。

子育て支援センター
まなざし

・通常どおり受入れ。ただし、県内に感染者が確認された場合は、
可能な限り家庭での保育を推奨する。

元気わらすっこ
センター

・６月１日から市内の未就学児とその保護者の利用を開放する。
・管理上、換気・消毒作業を徹底するとともに、利用者においても手指の消毒、マスクを着用し、
施設内での飲食は不可とする。

・発熱等により体調が悪い場合は利用を制限する。
・利用人数、利用時間を制限する場合がある。

（２） 教育・保育機関等の対応

４. 感染予防対策
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【市民への普及・啓発】

３つのテーマについて、各種広報媒体を活用し
た市民周知を展開。
現在は、新しい生活様式（右図）の周知・実践

を呼び掛けている。

ア 個人の予防対策
イ 感染拡大防止（集団発生予防）
ウ 感染が疑われる場合の対応

【市役所機能の安定継続に向けた取り組み】
・市役所職員向け感染予防・感染拡大防止マニュアルの策定及び周知徹底
・業務継続計画（BCP）の策定

【市役所の庁舎環境の対応】
・来庁者向けアルコール手指消毒液の設置
・庁舎窓口の仕切り用透明アクリル板等の設置
・不特定多数が触れる場所の消毒の徹底（手すり、ドアノブ、エレベーターのボタン等）
※設置の趣旨を表示し、来庁者に理解を求める

（３） その他取り組み

新しい生活様式（遠野市Ver.）

４. 感染予防対策

【避難所運営に向けた取り組み】
・避難所備蓄用のマスク 35,000枚・手指消毒剤 130本（1ℓ/1本）を購入
・避難所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策会議を5月28日実施
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５. 経済対策
第1号補正予算（4月24日可決） 進捗状況（5/28現在） 予算額（千円）

特別定額給付金 下記のとおり 2,668,878

子育て世代への臨時特別給付金 対象1,357世帯へ5/29通知発送。6/17振込。 28,283

雇用調整助成金追加助成 国の拡充に伴い事業見直し 3,000

中小企業等事業継続家賃補助金（４～６月） 申請受付実績:30件 補助決定額:230万円 11,000

六次産業チャレンジ応援事業費補助金 申請予定:６件 補助予定額:300万円 3,000

休業支援職業能力向上研修業務委託 5/22契約済み。早期開始に向け調整中 3,000

遠隔就業マッチングシステム構築業務委託 5/22契約済み。早期開始に向け調整中 1,800

商工労働ワンストップ相談窓口設置 5/11窓口開設。相談実績:30件 300

生活関連サービス向上支援事業費補助金 申請実績:1件 補助決定額:200万円 4,000

奨学資金貸付金（奨学生追加募集） 新規申込者:０件 2,200

学校臨時休業対策（給食費等返還・補償） 5月19・20日に返還済み。補償金は6/5振込。 625

新型コロナウイルス感染生産者事業継続支援給付金
※感染者なし

6,000

新型コロナウイルス感染施設園芸農家見舞金 1,000

第1弾 特別定額給付金事務の進捗状況（5/28現在）
■給付対象 10,773世帯（26,325人）
■申請受付数 9,803件（約91％）
■給付済件数 9,064件（約84.1%）
■給付済総額 22億8,150万円(約86.7%)

予算総額
約27億3,309万円
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第２号補正予算 計上事業 事業内容 予算額（千円）

高齢者等生活物資供給支援 高齢者や障がい者を対象に生活物資を自宅まで配達し、
生活不安を軽減。 14,850

馬産地遠野活性化支援事業費補助金 Wifi環境の整備、ホームページ充実等、乗用馬市場活性
化経費を補助。 3,200

ビールの里づくり協議会負担金 通販サイト整備、グッズ制作による消費拡大支援。 2,500
中小企業等事業資金緊急対策費補助金 資金繰りの元金返済に対する緊急支援を実施。 14,000
中小企業事業継続家賃補助金（７～12月） 売上高が減少した事業者に対し家賃を補助。 20,000
商工業総合相談機能の充実 窓口相談員を1名配置。 2,000

消費喚起支援事業費補助金 遠野すずらん振興協同組合のポイント還元セールの
実施補助。 6,000

プレミアム市内宿泊交通利用券 で・くらす遠野会員にプレミアム利用券（20％
UP）を販売し、コロナ後の観光促進を図る。 1,180

で・くらす遠野ホームページ
リニューアル

ホームページをブラッシュアップし、
定住・交流の促進、観光消費の拡大を図る。 2,500

予算総額
6,623万円第２弾

主な国の経済支援策（第２弾）※第２次補正予算 5/27閣議決定
・中小事業者への家賃補助 最大600万円（3分の２を半年間）
・雇用調整助成金の引き上げ 日額8,330円→15,000円
・地方創生臨時交付金の上乗せ
・感染症予防対策事業への支援
・低所得のひとり親への現金給付（児童扶養手当受給者） 第１子５万円、第２子以降３万円加算

第３弾で対応予定
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6. 観光分野への影響及び対応策

①２～４月市内観光施設・宿泊施設の入込状況
令和２年２～４月 前年同期 対前年比

観光施設 199,632人 300,352人 ↓33.5% 減

宿泊施設 10,748人 15,532人 ↓30.8％ 減

② ゴールデンウイーク（4/29～5/5）の市内主要観光施設の入込・売上状況
令和２年 前年 対前年比

観光施設
入込者数 13,878人 114,758人 ↓87.9% 減

売上状況 25,806千円 90,183千円 ↓71.4％ 減

（1）各種データ

キャンセル件数

観光施設 83件（3,788人）

宿泊施設 1,241件（5,773人）

宴会等 134件（5,820人）

キャンセルによる影響額（試算）※平均単価×キャンセル者数
■宿泊施設 34,638千円（6,000円/1泊）

■宴会（観光・宿泊施設）23,280千円（4,000円/人回）

影響額合計 ↓57,918千円

③市内観光施設・宿泊施設等のキャンセル状況（２/12～５/24集計分）
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イベント名 対応
遠野さくら祭り（４月18日~５月６日） 中止 ※鍋倉公園の提灯設置のみ実施

JR釜石線SL銀河運行 ４月18日~5月17日は中止、7月4日~8月16日については未定

町民運動会（６月７日） 中止

遠野市緑化祭「里山フェスタ2020」（６月13日） 縮小 ※関係者のみの植樹

国定公園早池峰山山開き（６月14日） 中止 ※交通規制は例年通り

東北馬力大会馬の里遠野大会（６月28日） 中止

全国やぶさめ競技遠野大会（７月19日） 中止

遠野納涼花火まつり（８月15日） 中止

６. 観光分野への影響と対応策
（２）主要イベントの中止等 5/29現在

感染拡大防止などの観点から主要イベントの中止や
縮小実施、延期等の検討が進んでおり、観光客等の入
込減少に拍車をかけている。
政府は緊急事態宣言解除後の移行期間において、段

階的緩和の目安を示しており、状況が改善された場合
は、一定条件を満たすことでイベント等の開催が可能
となる。ただし、感染拡大の第２波が懸念される為、
慎重な判断と感染防止対策の徹底が求められる。

出展:第15回県対策本部会議資料
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６. 観光分野への影響と対応策

広報・誘致部会

マーケティング部会

企画・整備部会

戦略会議
観光推進
協議会

遠野ふるさと公社

遠野ふるさと公社

遠野商工会

（株）遠野

遠野テレビ

遠野ふるさと公社

遠野商工会

遠野市観光協会

遠野市（観光交流課）

遠野市（観光交流課）

遠野市（市民センター・
文化課）

山・里・暮らし

ネットワーク
遠野市観光協会

遠野市（観光交流課）

旅館ホテル生活衛生同業
組合遠野支部

山・里・暮らし

ネットワーク

教育文化振興財団

遠野市観光協会

新型コロナ
ウイルス
特別対策
チーム

（３）遠野市観光推進協議会の取り組み
新型コロナウイルスの影響に伴い、市内観光事業者等への対策を協議していくため、遠野市観光推

進協議会の構成組織の中に専門の特別チームを設置。
企画・整備部会の構成団体に、岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合遠野支部を加え、関係団体と連

携した新型コロナウイルス収束後に向けた施策の検討と事業展開を図る。

〇動画共有サイトを活用した発信力強化
新規制作動画や既存動画などを動画共有ウェブサービスに投稿し、「収束したら、遠野におでんせ」のメッセージを発信する。

〇市内消費拡大に向けた地元事業者のPR
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けても、工夫とこだわりを持って懸命に取り組んでいる市内の飲食店等を遠野テ

レビで発信し、「新型コロナウイルスに負けない」機運を醸成するとともに、市内消費拡大に向けＰＲを図る。

〇市内宿泊施設の割引券の発行
市内宿泊施設で使用できる割引券を発行し、市民をはじめ、市外観光客の誘客促進を図る。

〇観光素材のブラッシュアップ
新企画として、市観光協会のクロスバイクを活用した御朱印周遊ツアー、わさび収穫体験ツアーなど、観光コンテンツをブラッ
シュアップして令和３年度の東北デスティネーションキャンペーンに向けた取組みを図る。

重点
方針



 
遠野市記者発表資料 

 
 

令和２年度遠野市一般会計補正予算（第２号）案の概要について 
 
 

【発表の要旨】 
  令和２年６月遠野市議会定例会（６月９日開会）に提出する一般会計補正予算案の概要

についてお知らせします。 

 
 
【発表の内容】 

令和２年度遠野市一般会計補正予算（第２号）案の概要  

 １ 補正予算額  ６９７,５１９千円 

   歳入歳出にそれぞれ 697,519 千円を追加し、予算総額を 20,701,891 千円とします。 

（当初予算比較では、20.0％の増） 

 

 ２ 編成の視点 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の計上         89,150千円 

(2) 遠野ふるさと公社経営改革・道の駅魅力アップに係る事業費の計上  87,000千円 

(3) ＧＩＧＡスクール構想に係る環境整備事業費の計上        148,663千円 

(4) 国及び県等の補助事業内示に伴う事業費の計上 ほか        372,706千円 

 

３ 歳入歳出予算の内容 

(1) 主な歳入について 

14款 国庫支出金の増 361,148 千円 
 地方創生臨時交付金 89,150千円 

地方創生推進交付金 48,500千円 
橋りょう長寿命化修繕計画補助金 141,330千円 ほか 

19款 繰越金の増 133,671 千円 

21款 市債の増 193,800 千円 

 

(2) 主な歳出について 

２款 総務費の増 70,863 千円 
 遠野スタイル地域経営改革推進事業費 50,000千円 ほか 

７款 商工費の増 140,680 千円 

 ものづくり産業振興事業費 60,000千円 
道の駅魅力アップ事業費 35,000千円 
新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 45,680千円 

遠野市記者発表資料 
令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 
総務企画部  財政担当 

資料 Ｎｏ．２

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 



 
遠野市記者発表資料 

 

８款 土木費の増 294,500 千円 

 橋りょう長寿命化整備事業費 202,500千円 
[新規]公営住宅整備事業費 92,000千円 

10款 教育費の増 151,020 千円 

 [新規]ＧＩＧＡスクール環境整備事業費（小学校）112,416千円
[新規]ＧＩＧＡスクール環境整備事業費（中学校）36,247千円 

ほか 

 

４ 主要事業 

   別添「令和２年度一般会計補正予算（第２号）主要事業一覧表」 

「新型コロナウイルス感染症対策事業内訳」のとおり。 

 

総務企画部財政担当 （田代） 

  電話 0198-62-2111 （内線 222） 

担当



 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 
『遠野物語』発刊 110 周年事業 

「遠野物語１１０チャンネル」プロジェクト 
「クイズ 遠野ふしぎ再発見！」の制作開始・公開予定について 

 
【要旨】 
  新型コロナ感染拡大のため行動が制限されるなか、テレビや SNS での動画視

聴の需要が高まっています。『遠野物語』発刊 110 周年事業として、遠野文化研
究センター、遠野市教育文化振興財団、遠野テレビが連携して、市内各地域の
『遠野物語』の舞台となった場所を、クイズなどを交えながら親しみやすく紹
介する短編講座映像「クイズ遠野ふしぎ再発見」を制作して、ケーブルテレビ
と SNS を使って『遠野物語』の知られざる魅力を学び、広く発信します。 

 

【発表の内容】 

１「遠野物語 110 チャンネル」プロジェクト番組「クイズ遠野ふしぎ再発見！」について 

(1) 内 容 『遠野物語』関連の場所を物語ハンターが訪ね、クイズなどを交えて親しみ

やすく紹介した短編映像で『遠野物語』の新たな魅力を発信する。 

第１回目は６月 14 日「『遠野物語』の日」を記念し、『遠野物語』の舞台と

なった土淵町山口集落（国選定重要文化的景観）をテーマに公開予定。年間

を通して『遠野物語』や関連する伝承をテーマに色々な地域を紹介していく。 

(2) ケーブルテレビ初公開日時（30 分番組） 

 令和２年６月 13 日（土）10 時～、15 時～、19 時 30 分～ 

     ６月 14 日（日）10 時～、15 時～、19 時 30 分～ 

(3) 企  画 遠野文化研究センター 

(4) 映像制作及びケーブルテレビ放映  ㈱遠野テレビ 

(5) SNS 発信 （一財）遠野市教育文化振興財団がユーチューブ・チャンネルを立ち上げ

番組を順次公開。６月 13 日に初公開。 

(6)その他  オリジナル音楽制作や現地出演者など市民総参加で制作する。 

 

 

遠野市記者発表資料 

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 

遠野文化研究センター 

資料 Ｎｏ．３

遠野文化研究センター (前川) 
電話 0198-62-2340 (内線 335) 

担

当 

●『遠野物語』とは？ 

『遠野物語』は、柳田国男が遠野出身の佐々木喜善（きぜん）

から聞いたカッパ、ザシキワラシ、天狗など遠野に伝わる不思議

な伝承を 119 話にまとめ、明治 43 年（1910）６月 14 日に発刊

された。「日本民俗学」の出発を告げる古典、近代日本文学の名

著と言われ、令和２年（2020）に発刊 110 周年を迎えた。 



 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 
 

青笹小学校「令和２年度 子供の読書活動優秀実践校」 
文部科学大臣表彰の受賞について 

 
 
【発表の要旨】 
 遠野市立青笹小学校が、令和２年４月 23 日（木）に「令和２年度子供の読書活

動優秀実践校」の文部科学大臣表彰を受賞しました。 
 

 
【発表の内容】 

文部科学省では、平成 14 年度から、国民の間に広く子供の読書活動についての
関心と理解を深めるとともに、子供が積極的に読書活動を行う意欲を高める活動を
推進するため、毎年４月 23 日の「子ども読書の日」に、子供の読書を推進する活
動において特色ある優れた実践を行っている学校、図書館、団体、個人を表彰して
います。 

 
本年度も全国 135 校（うち小学校は 66 校）が文部科学大臣表彰となり、本市の

青笹小学校が受賞となりました。 
 
青笹小学校は、児童・保護者・地域ボランティア・学校教職員が様々な図書に関

わる活動に連携しながら取り組み、児童が日常的に本に親しむとともに授業を通じ
て読書活動を豊かにしているなど顕著な成果を挙げていることから今回の受賞と
なりました。 

 
本来であれば、４月 23 日（木）に東京都の国立オリンピック記念青少年総合セ

ンターにて表彰される予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑
み、表彰式が中止となったため、５月 28 日（木）に当該校の全校朝会において、
教育長から表彰状を授与しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考：文部科学省ホームページ 
 （https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00182.html） 
 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 

教育委員会事務局学校教育課 

資料 Ｎｏ．4-1

教育委員会事務局学校教育課 (佐々木) 

   電話 0198-62-4412 （内線 280） 

担当 



 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 
 

宮守小学校「令和元年度 特に優良な少年消防クラブ」 
総務大臣表彰の受賞について 

 
 
【発表の要旨】 
 遠野市立宮守小学校が、令和２年３月 20 日（金）に「令和元年度特に優良な少

年消防クラブ」として総務大臣賞を受賞しました。 

 
【発表の内容】 

少年消防クラブとは、小学生から高校生までの少年少女が防火及び防災について
学習するための組織であり、防火パトロールや防火・防災に関する研究発表の実施
などの活動を行っています。令和元年５月１日現在、全国のクラブ数は 4,442 クラ
ブ、クラブ員は約 41 万人、指導者は約１万４千人です。 

 
総務省では、少年消防クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活動の活性化を図り、

少年消防クラブの育成発展に寄与することを目的として、昭和 29 年度より優良な
クラブや指導者を表彰しています。 

 
今回、全国 28 団体が特に優良な少年消防クラブとして総務大臣表彰となり、県

内では本市の宮守小学校と北上市内の小学校が受賞しました。 
 
宮守小学校は、34 年前に少年消防クラブを結成し、結成当初から続けている夜回

り活動や定期的な避難訓練の実施、チャレンジ防災スクール等を通して、防火志向
の向上を図っています。令和元年度の消防演習では分列行進や軽可搬入ポンプ操法
で市民に広く防火を呼び掛けました。これらの活動が評価され、今回の受賞となり
ました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 

消 防 本 部  遠 野 消 防 署 

資料 Ｎｏ．4-2

遠野市消防本部 遠野消防署 (予防係) 
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