
遠野市長記者懇談会（令和 2 年 7 月 31 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和２年７月31日（金）11：00～12：00 

■場所 本庁舎多目的大会議室 

 

 

 

【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状況について （ 資料No.１ ） 

 

２ 令和２年度遠野市一般会計補正予算（第３号）の概要について （ 資料No.２ ） 

 

３ 令和２年度岩手県知事への統一要望の実施について （ 資料No.３ ） 

 

４ 令和２年度「市長と語ろう会（分野別）」開催結果について （ 資料No.４ ） 

 

５ 『新編遠野市史 現代編』の刊行について （ 資料No.５ ） 

 

６ 日本夜景遺産の認定について （ 資料No.６） 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(1) 令和２年度ＳＬ銀河運行情報及び釜石線運行列車について（ 別添パンフレット ） 

 

 



令和２年７月31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 ７ 月 3 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



１. 新型コロナウイルス感染症対策に係る経過
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）

13日 総務企画部内に「新型コロナウイルス対策室」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

17日～
23日

2/17 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 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 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 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 約27億5,437万円）

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

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

15日～
６月９日

5/15 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
5/27 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
6/９ 市対策本部会議（第11回）／PCR検査体制の構築、国・県の予算への対応 等

19日 市議会6月定例会 第２号補正予算可決（新型コロナウイルス対策分 8,915万円）

７月27日 市対策本部会議（第12回）／第1・2号補正予算の進捗状況、補正予算（第3号）、国・県の動向の確認 等

29日 県内初の感染確認（盛岡市１名、宮古市１名）

30日
・市対策本部会議（第13回）／県内感染例に関する情報共有、感染予防対策及び情報発信等の確認 等
・市議会臨時会 第３号補正予算計上（新型コロナウイルス対策分 約3億9,361万円）

対策に係る会議実績

・連絡会議11回
・本部会議13回
・連絡調整会議1回

議会説明・予算措置

・4/24臨時会
・6月定例会
・7/30臨時会
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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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（1）花巻・遠野地域外来・検査センターの設置について

４. 感染予防対策

■目的（概略）

かかりつけ医の紹介でＰＣＲ検査を行う「花巻・遠野地域外来・検査センター」を、７月29日（水）
から開設する。センターは県の委託により花巻市が設置主体となり、花巻市、遠野市、花巻市医師会、
遠野市医師会、中部保健所等が連携して運営する。

■日時 ７月29日開設
※毎週水曜日・土曜日、13時30分から15時30分まで （祝祭日・年末年始、８月15日（土）を除く）

■場所 花巻市内（詳細は非公表）

■対象者 花巻市・遠野市に在住する者で小学生以上の者

■検査の流れ
① かかりつけ医に電話で相談し、医師の指示により受診、医師が必要と判断した場合、検査予約される。
検査予約の締め切り：水曜日は当日の１０時、土曜日は前日の１７時

② 予約された日時・場所に自家用車で向かい、検査を受ける。ドライブスルー方式
※検査は唾液によるＰＣＲ検査

③ 検査結果が出るまで２～３日は自宅で感染予防しながら待機。
④ 検査結果は電話と郵便で通知される。
陽性：保健所から入院等の指示 陰性：症状に注意し自宅待機・不要不急の外出自粛を指示

■遠野市の対応
花巻・遠野地域外来・検査センターは、花巻市内に設置し、対象とする人口規模も勘案して、花巻市・花巻市医師会が

中心に対応するが、花巻市の人員体制も厳しいことから、遠野市からも、月１回、保健師２名を派遣する。
■遠野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

県の例に準じて、一般職の職員が新型コロナウイルス感染症に対処するための作業（検体採取やその補助、患者等の
移送、患者等への付添いなど）に従事した場合、特殊勤務手当の特例として「防疫作業手当」を支給できることとする。
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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」と「熱中症予防｣の
両立について周知・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. 新型コロナウイルス対策事業費

（全48事業）
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する。約32億3,714万円

第1弾 第2弾 第３弾

約2,129万円
（3事業）

約27億3,309万円
（13事業）

約27億5,437万円
（16事業）

2,292万円
（3事業）

6,623万円
（9事業）

8,915万円
（12事業）

約1億9,738万円
（9事業）

約1億9,623万円
（11事業）

約3億9,361万円
（20事業）

2億4,159万円
（15事業）

約29億9,555万円
（33事業）

約32億3,714万円
（48事業）

第1弾

感染予防対策 ￥経済対策

第2弾

第3弾

合 計

合計
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６. 新規事業（第３号補正予算）

第3弾

感染予防対策

約3億9,361万円

事業名 概要 予算額（千円）

ケーブルテレビFTTH化整備事業
テレワークやオンライン授業等が円滑に行われるよう、ケーブル
テレビのFTTH化（光化）による通信・放送環境の整備を進めるた
めの実施設計を行う。※小友町と宮守町エリアを除く

106,634

高齢者等見守り体制構築事業 災害時避難行動個別計画の作成調査等を実施し、高齢者等が安心
して暮らすことのできるまちづくりをより一層推進。 14,652

児童館等空調設備設置事業 児童館等へ空調設備を設置し、保健・衛生環境の充実を図る。 12,253

元気わらすっこセンター感染症予防対策事業 サーモグラフィ検温器を導入し、感染予防を徹底。 1,067

保育施設等衛生環境整備・感染症対策事業 保育施設等で使用する感染症予防対策の物品等を購入。 10,889

予防接種等備品購入 サーモグラフィ検温器を導入し、感染予防の徹底を図る。 335

市営助産院感染症予防対策事業 通信ネットワーク対応型「４D超音波画像診断装置」を導入し新型
コロナウイルスの影響下においても母子の安全安心を守る。 19,250

避難所用感染症予防対策事業購入 避難所等における感染予防対策を講じるための間仕切り用簡易テ
ント、簡易ベッド、プライベートルーム等を購入。 18,139

小中学校消耗品・備品購入 小中学校における感染予防・学習保障に係る備品等を整備。 14,163

（全9事業）約1億9,738万円

感染予防対策：約1億9,738万円

経済対策：約1億9,623万円
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６. 新規事業（第３号補正予算）

事業名 概要 予算額（千円）

外出支援タクシー助成券配布事業 高齢者のみの世帯に8,000円分の助成券を配布。 20,000

わらすっこ応援臨時特別給付金 特別定額給付金対象外の令和2年4月28日～翌年3月31日に生まれ
た子の保護者に給付金を10万円支給。 10,000

ひとり親世帯臨時特別給付金

○国事業…①基本給付（児童扶養手当対象ひとり親世帯5万円、第
2子以降一人につき３万円）②追加給付（収入減少世帯に5万円）
○市独自事業…国の支援対象外となる令和２年6月1日～翌年３月
31日にひとり親になった世帯に①と同額を支給

31,086

新規雇用創出事業費補助金 令和２年6月１日から来年3月31日までに新規雇用した企業に補助
金（1人あたり基本給2か月分 ※上限30万円）を交付。 15,000

遠野わさび生産維持対策支援金 次期生産に向けた水わさび圃場の収穫、清掃、苗植え作業に係る掛
かり増し経費を支援（労働者1人あたり6,400円）。 5,376

遠野牛地域一貫体制整備事業費補助金 市内で生産された黒毛和牛子牛を肥育用素牛（肉用牛）として保留
又は導入した経費に対し、1頭あたり5万円交付。 5,000

主要畜産品目生産基盤拡大推進事業費補助金 和牛（黒毛、短角等）、農用馬の繁殖雌牛の増頭に補助金を交付
（牛10万円以内、馬30万円以内）。 16,500

商工業再生・持続化補助金 中小企業の生産性向上や感染症予防対策に係る設備投資に対して補
助金を交付（2/10以内、上限1,500万円）。 60,000

中心市街地活性化事業 ①買い物バス運行事業、店舗魅力アップ事業に補助金を交付
②中心市街地活性化施設の安全衛生対策工事を実施 11,469

地元飲食業等応援事業費補助金 遠野商工会が行うキャンペーン（地元飲食業等利用による抽選応募
券の発行など）の実施を支援。 1,800

新型コロナウイルス感染症対策観光推進補助金
遠野市観光推進協議会の事業実施（宿泊者への各種クーポン等配布
など）を支援。 20,000

（全11事業）約1億9,621万円￥経済対策
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７. 事業の進捗状況（第1・2号補正予算）


ഉ

ଆ
ৌ
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ਸ਼
ڭ
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事 業 進捗状況（７/22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、手指消毒液300本購入済み。
・１回目（５月末～６月上旬）及び２回目（夏季）

配布終了見込み。以降、順次配布予定。
・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。随時配布
・その他物品（消毒液、石鹸等）は配布済み 3,109

小中学校緊急連絡用メール配信システム導
入

・７月より運用開始済み

図書消毒機配置 ・６月17日使用開始済み 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。全行政区に配布済み 11,235

広報遠野 臨時号発行 ・臨時号発行（4/27）等 911

ਸ਼
ڮ
ഩ

子育て施設ヘルパー派遣
・7/13より開始。28施設中27施設へ計37回派遣済み。

7月中は計63回の派遣を予定
・今後各施設へ１・２週に１回のペースで派遣を継続

2,360

体温測定専用サーモグラフィカメラ
購入

・カメラ４台発注済
・早期運用開始に向け準備中 18,363

救急隊員用感染防護衣・消毒用資機材購入
・グローブ、マスク：各100箱発注済
・消毒用アルコール等：３０本納品済
・感染防護衣セット：250組契約処理中

2,197

※全事業着手済み
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７. 事業の進捗状況（第1・2号補正予算）

٧
৽
ੋ
ৌ
ੁ

ਸ਼
ڭ
ഩ

事 業 進捗状況（７/22現在） 予算額（千円）

特別定額給付金
・給付率98.9%（給付済み額26億1,560万円）。
・関係課連携の上、未申請114世帯に勧奨通知済み 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振込済。 28,283

雇用調整助成金追加助成 国の拡充(10/10)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：62件 補助決定額：550万円 11,000

六次産業チャレンジ応援事業費補助金 申請：６件 交付補助額：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。遠野市職業訓練協会に委託し、8/1から延べ８回開催 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。8/8 いわて就職マッチングフェアから本格的に活用 1,800

商工労働ワンストップ相談窓口設置 国の拡充(10/10)に伴い事業見直し 300

生活関連サービス向上支援事業費補助金 申請受付実績：62件 補助決定額：550万円 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支払済。 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

ਸ਼
ڮ
ഩ

高齢者等生活物資供給支援 8/4に委託契約後、８月中の物品配布等を予定。 14,850

馬産地遠野活性化支援事業費補助金 遠野市畜産振興公社と事業実施に向けた協議中。 3,200

ビールの里づくり協議会負担金 ビジョンブック・ポストカード作製済 ビールの里ＷＥＢサイト作成中。 2,500

中小企業等事業資金緊急対策費補助金 8/12金融懇談会で金融機関との調整後、８月中に要綱制定の予定 14,000

中小企業事業継続家賃補助金（７～12月） 7月中に要綱を一部改正（補助率1/4）。８月に既承認事業者に通知の予定 20,000

商工業総合相談機能の充実 7/13～会計年度任用職員１名任用 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 6/22交付決定済み。6/27～商品券販売開始 6,000

プレミアム市内宿泊交通利用券 で・くらす遠野HP等で周知済み。７/10 PRチラシ約850枚発送。
宿泊交通利用券申込者11名。（のんびり会員 2名、どっぷり会員 9名） 1,180

で・くらす遠野ホームページリニューアル ８/17 プローポーザル方式により委託事業者決定。8月下旬契約予定。 2,500

※全事業着手済み
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１ 全体 施設 本年 前年 対前年比

観光施設 378,348 651,288 -272,940 -41.9%

宿泊施設 12,602 21,438 -8,836 -41.2%

２ 観光施設(月毎)
年 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

本年 65,671 106,710 53,505 59,454 93,008

前年 65,345 131,366 142,861 179,835 131,881

対前年比
326 -24,656 -89,356 -120,381 -38,873

0.5% -18.8% -62.5% -66.9% -29.5%

３ 宿泊施設(月毎) 年 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

本年 4,156 4,389 2,203 1,854 3,183

前年 4,741 5,298 5,553 5,846 5,470

対前年比
-585 -909 -3,350 -3,992 -2,287

-12.3% -17.2% -60.3% -68.3% -41.8%

≪概要≫

全体で約４割減
・２月から新型コロナの影響出始め
・両施設とも約４割減

≪概要≫

３月から減傾向・６月約３割減
・３月から新型コロナの影響出始め
・５月は休業により約７割減
・６/19越県観光制限解除
・前年数値まで戻っていない

≪概要≫

２月から減傾向・６月約４割減
・２月から新型コロナの影響が
・５月は休業により約７割減
・６/19越県観光制限解除
・前年数値まで戻っていない

【単位:人】

【単位:人】

【単位:人】

（1）観光・宿泊施設入込状況（2～6月比較）

８. 観光分野への影響と取り組み
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８. 観光分野への影響と取り組み

（2）主要イベントの中止等 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。

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18日より運行再開

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

遠野ホップ収穫祭（8月22・23日） 中止 ※代替イベント等を計画中

遠野わらすっこまつり・消防フェア（９月6日） 中止

日本のふるさ遠野まつり（9月19・20日）
中止 ※令和４年度に迎える「日本のふるさと 遠野まつり」

50周年記念に向け、また、今年開催できなかった遠野まつ
りを少しでも感じてもらうため、特設サイトを開設する。

産業まつり（10月10・11日） 中止

躍進みやもり祭り（10月18日） 中止

13



８. 観光分野への影響と取り組み

（3）観光推進協議会の出口対策イメージ

14

★観光協会を中心とし構成団体がそれぞれの役割を踏まえたプレーヤーに徹する体制構築
★「ウイズコロナ」継続が想定され、貴重な来訪者をシェア(回遊)できる仕組みづくり

★観光施設×交通事業者、宿泊施設×飲食店等の他業種とのコラボ企画の造成

「新」 遠野市観光推進協議会

できることから取り組み
観光振興意識の高揚へ

1 協議会 ⇒ 代表者で組織
2 戦略会議 ⇒ 事務責任者で組織

毎月定例開催
3 ５部会で活動

⇒ 取り組み内容に重複
交通整理の必要性

意思決定まで要する時間
スピード感不足

1 戦略会議 ⇒ 必要な都度開催
2 部会整理統合(5部会⇒3部会へ)

(1)マーケティング部会
(2)企画・整備部会
(3)広報誘致部会

3 新型コロナ特別対策チーム編成

1 構成を各構成団体選任者に統一
2 スピード感を意識した事業展開

3 新型コロナ出口対策検討・実行
4 構成団体の機能をフルに活かす

スピード感を持って事業着手
ＰＤＣＡサイクルの徹底へ

今年度４月から６月まで令和元年度まで ７月以降

戦略会議 ⇒ 戦略の協議及び進行管理
協議会 ⇒ 意思決定等

ＩＣＴを活用した情報発信
感染防止・可能な範囲での宿泊誘導

レスポンスの高い観光振興

第１ステップ(1号補正)

感染防止策
第２ステップ(2号補正)

宿泊誘導策
第３ステップ(3号補正)

市内回遊策他
第４ステップ

秋以降・来年度の
事業組み立て

① 状況を読み取り ② 対策を講じ ③ スピード感を意識した展開

継続した情報発信

・観光施設等への予防物品の配布
・感染者発生時消毒作業助成金

3804千円

・プレミアム市内宿泊交通利用
・で・くらす遠野HPリニューアル

3680千円
・GoToキャンペーンへの対応
・東北DCに向けた事業組立 等

・宿泊者への各種クーポン等配布
・郷土芸能共演会負担金補助

20,000千円



 
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３号）の概要について 
 
 

【発表の要旨】 
  令和２年７月遠野市議会臨時会（７月30日開会）に提出した一般会計補正予算

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３号）の概要  

 １ 補正予算額  ３９３,６１３千円 

   歳入歳出にそれぞれ 393,613千円を追加し、予算総額を21,095,504千円としま

す。（当初予算比較では、22.3％の増） 

 
 ２ 新型コロナウイルス感染症対策に係る編成の視点 

(1) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費の計上        31,086千円 

(2) ケーブルテレビＦＴＴＨ化整備事業費の計上        106,634千円 

(3) 新型コロナウイルス感染症経済対策に係る事業費の計上   165,145千円 

(4) 新型コロナウイルス感染症予防対策に係る事業費の計上    90,748千円 

 
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 386,146 千円 
 地方創生臨時交付金 345,358千円 

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 29,680千円 
学校保健特別対策事業費補助金 7,080千円 ほか 

15款 県支出金の増 7,450 千円 
 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 7,450千円 

 

(2) 主な歳出について 

２款 総務費の増 106,634 千円 
 [新規]ケーブルテレビＦＴＴＨ化整備事業費 106,634千円 

３款 民生費の増 99,518 千円 
 [新規]わらすっこ応援臨時特別給付金事業費 10,000千円 

[新規]ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 31,086千円 ほか 

遠野市記者発表資料 
令和２年７月 3 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 

 

４款 衛生費の増  19,585 千円 

 新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 19,585千円 

６款 農林水産業費の増  26,876 千円 

 新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 26,876千円 

７款 商工費の増  93,269 千円 

 新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 93,269千円 

 

４ 主要事業 

   別添、資料№１「令和２年度一般会計補正予算（第３号）事業内訳」のと

おり。 

（参考）資料№２「新型コロナウイルス感染症対策事業項目別一覧」 

総務企画部財政担当 （田代） 

  電話 0198-62-2111 （内線 222） 

担当



※事業は№３、№17、№18、№19を除き、地方創生臨時交付金充当 単位：千円
№ 款 項 目 事　業　名 調　整　額

1
高齢者・障が
い者支援関連

3 1 1
外出支援タクシー助成
券配布事業

20,000

2
子育て支援関
連

3 2 2
わらすっこ応援臨時特
別給付金

10,000

3 30,286

4 800

5 労働関連 5 1 1
新規雇用創出事業費補
助金

15,000

6 6 1 3
遠野わさび生産維持対
策支援金

5,376

7
遠野牛地域一貫体制整
備事業費補助金

5,000

8
主要畜産品目生産基盤
拡大推進事業費補助金

16,500

9
商工業再生・持続化補
助金

60,000

10 中心市街地活性化事業 11,469

11
地元飲食業等応援事業
費補助金

1,800

1 4

令和２年６月１日から翌年３月31日までに新規雇
用の内定を行い実際に雇用した企業等に対して補助
金を交付
【交付額】内定者１人あたり基本給２カ月分
　　　　　（上限30万円）

次期生産に向けた水わさび圃場の収獲、清掃、苗植
え作業に係る掛かり増し経費を支援
【交付額】労働者１人あたり6,400円

市内で生産された黒毛和牛を肉用牛肥育素牛として
保留又は導入した経費に対し補助金を交付
【交付額】５万円／１頭

黒毛和牛等繁殖雌牛・農用馬繁殖雌馬の増頭補助
１　和　牛　10万円以内／１頭
２　農用馬　30万円以内／１頭

中小企業の生産性向上に係る設備投資や感染症予防
対策に係る設備投資に対して補助金を交付
【補助率】２／１０以内
【交付額】1,500万円（上限）

１　地元商圏購買力回復事業費補助金
　①買い物バス運行事業…近隣商圏から月２回
　②店舗アップ事業
２　中心市街地活性化施設安全衛生対策工事

遠野商工会が行う「キャンペーン」の実施支援
　①抽選により商品券や地元野菜、特産品が当た
　　る抽選応募券を発行
　②500円の買い物でスタンプ１個押印、スタン
　　プ6個（3,000円分）で満点となり抽選に応
　　募が可能
【実施期間】令和２年８月７日～９月25日
【参加店舗数】市内飲食店及び運送業者　約80店

3

7

経
済
対
策
事
業

6

1 2

令和２年度　一般会計補正予算（第３号）　新型コロナウイルス感染症対策事業内訳

商工関連

項　目

２　単独事業分
　…国の支給対象外となる令和２年６月１日から
　翌年３月31日までにひとり親になった世帯に
　上記基本給付と同額を支給

事　業　内　容

１　補助事業分（国庫補助金充当）
　①基本給付
　　対　象：児童扶養手当を受給しているひとり
　　　　　　親世帯等の方
　　給付額：１世帯５万円
　　　　　　第２子以降１人につき３万円
　②追加給付
　　対　象：新型コロナウイルス感染症の影響で
　　　　　　収入が減少している方
　　給付額：１世帯５万円

臨時特別給付
金

農林畜産関連

ひとり親世帯臨時特別
給付金

外出支援タクシー助成券
…交通弱者の高齢者のみの世帯の外出支援
【対象世帯】2,000世帯　１世帯8,000円分

特別定額給付金対象外の令和２年４月28日から翌
年３月31日までに生まれた子に給付金を支給
【対象人数】100人　１人１０万円

2 3

資料№１



№ 款 項 目 事　業　名 調　整　額項　目 事　業　内　容

12

経
済
対
策
事
業

観光関連 7 1 3
新型コロナウイルス感
染症対策観光振興補助
金

20,000

196,231

13 情報通信 2 1 1
ケーブルテレビＦＴＴ
Ｈ化整備事業

106,634

14
高齢者・障が
い者支援関連

３ 1 1
高齢者等見守り体制構
築事業

14,652

15
児童館等空調設備設置事
業

12,253

16
元気わらすっこセンター
感染症予防対策事業

1,067

17 7,451

18 10 1 2 429

19 3 2 2 3,009

20 4 1 2 予防接種等備品購入 335

21 4 1 4
市営助産院感染症予防対
策事業

19,250

22
避難所予防対
策

9 1 4
避難所用感染症予防物
品購入

18,139

23 教育関連 10 1 2
小中学校消耗品・備品
購入

14,163

197,382

393,613

遠野市観光推進協議会の事業実施を支援
　①遠野に泊まって応援クーポン
　…１泊2,000円割引クーポン配布
　②遠野市観光施設利用共通券配布事業
　…市内の宿泊施設に宿泊した者に対して、観光
　　５施設無料入場券（８施設から選択）を配布
　③市内飲食店等利用クーポン券配布事業
　…市内の宿泊施設に宿泊した者に対して、市内
　　飲食店等利用クーポン1,000円分を配布
　④郷土芸能共演会負担金

小　計

旧遠野エリアのケーブルテレビのＦＴＴＨ（光）化
に係る実施設計

高齢者等へ安否・状況確認に合わせ、災害時避難行
動個別計画の作成調査を委託し、市民生活の不安払
拭と継続的な安心の提供を図る
【対象者】避難行動要支援名簿対象者　3,700人

児童館等への空調設備設置工事
１　児童館…白岩・宮守
２　児童クラブ…小友・鱒沢・達曽部

サーモグラフィ検温器購入費　１台
3 2 2

１　足踏み式消毒液スタンド・除湿加湿機能付
　　空気清浄機等購入費
　①保育園等分
　【特定財源】
　　感染症緊急包括支援交付金　7,450千円

　②幼稚園分
　【特定財源】
　　教育支援体制整備事業費交付金　428千円

２　消毒用エタノール等消耗品購入費
　【特定財源】
　　子ども・子育て支援交付金　1,600千円
　　保育対策総合支援事業費補助金　1,400千円

検温センサーカメラ購入費　１台

通信ネットワーク対応型「４D超音波画像診断装
置」購入費

間仕切り用簡易テント、簡易ベッド、プライベート
ルーム等購入費

小中学校感染症予防・学習保障に係る備品等整備費
　【特定財源】
　　学校保健特別対策事業費補助金　7,080千円

小　計

合　計

予
防
対
策
事
業

子育て支援関
連

保育施設等衛生環境整
備・感染症対策事業



単位：千円

№ 項　目 事　業　名 調　整　額 事　業　名 調　整　額 事　業　名 調　整　額

特別定額給付金 2,668,878
ひとり親世帯臨時特別給付
金

31,086

子育て世帯への臨時特別給
付金

28,283
わらすっこ応援臨時特別給
付金

10,000

2
高齢者・障がい者
支援関連

高齢者等生活物資供給 14,850 外出支援タクシー助成券 20,000 34,850

3 労働関連 新規雇用創出事業費補助金 15,000 15,000

新型コロナウイルス感染生
産者事業継続支援給付金

6,000
馬産地遠野活性化支援事業
費補助金

3,200
遠野わさび生産維持対策支
援金

5,376

新型コロナウイルス感染施
設園芸農家見舞金

1,000
ビールの里づくり協議会負
担金

2,500
遠野牛地域一環体制整備事
業費補助金

5,000

六次産業チャレンジ応援事
業費補助金

3,000
主要畜産品目生産基盤拡大
推進事業費補助金

16,500

雇用調整助成金 3,000
中小企業等事業資金緊急対
策事業費補助金

14,000 商工業再生・持続化補助金 60,000

休業支援職業能力向上研修 3,000
中小企業事業継続家賃補助
金

20,000
地元商圏購買力回復事業費
補助金

5,200

中小企業事業継続家賃補助
金

11,000
商工業総合相談窓口相談員
配置

2,000
地元飲食業等応援事業費補
助金

1,800

商工業総合相談窓口開設 300 消費喚起支援事業費補助金 6,000
中心市街地活性化施設安全
衛生対策工事

6,269

遠隔就業マッチングシステ
ムによる就業相談

1,800

生活関連サービス向上支援
事業費補助金

4,000

プレミアム市内宿泊交通利
用券

1,180
新型コロナウイルス感染症
対策観光振興補助金

20,000

で・くらす遠野ホームペー
ジリニューアル

2,500

奨学資金貸付金 2,200

学校臨時休業対策 625

小　計 2,733,086 小　計 66,230 小　計 196,231 2,995,547

感染症予防物品配布 3,804
体温測定専用サーモグラフィ
カメラ購入

18,363
避難所用感染症予防物品購
入

18,139

感染症予防物品購入 16,571 感染症予防物品購入 2,197

9
高齢者・障がい者
支援関連

高齢者等見守り体制構築 14,652 14,652

子育て施設ヘルパー派遣 2,360 児童館等衛生環境整備 12,253

元気わらすっこセンター
サーモグラフィ検温器購入

1,067

保育施設等衛生環境整備・
感染症対策

10,889

予防接種・健康診断会場用
検温センサーカメラ購入

335

助産院感染症予防対策備品
購入

19,250

11 教育関連
小中学校感染症予防・学習
保障備品等購入

14,163 14,163

12 感染症対策周知 広報広聴 911 911

13 情報通信
ケーブルテレビＦＴＴＨ化
整備

106,634 106,634

小　計 21,286 小　計 22,920 小　計 197,382 241,588

第１弾合計 2,754,372 第２弾合計 89,150 第３弾合計 393,613 3,237,135

予防対策事業

観光関連

教育関連

感染症対策

4

5

6

7

8

農林畜産関連

商工関連

一般予防対策

子育て支援関連10 46,154

1

項目別予算
措置総合計

令和２年度　遠野市一般会計予算　新型コロナウイルス感染症対策事業項目別一覧

59,074

経済対策事業

第１号補正 第２号補正 第３号補正予算計上時期

2,738,247各種給付金

42,576

138,369

23,680

2,825

資料№２
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令和２年度岩手県知事への統一要望の実施について 
 
 
【発表の要旨】 
  遠野市の市政課題にかかわる諸課題の解決のため、岩手県知事に対して遠野

市長及び遠野市議会議長による統一要望を実施します。 

 

【発表の内容】 
１ 日時・場所  
 (1) 日時  令和２年７月31日（金） 14時00分～ 

 (2) 場所  遠野市役所本庁舎３階大会議室 

 

２ 相手方  

(1) 佐々木 隆 県南広域振興局長 他県幹部職員 

 

３ 市側出席者 

 (1) 本田敏秋 市長 

 (2) 市議会議員  浅沼幸雄議長、佐々木大三郎副議長、各常任委員長等 

 (3) 県議会議員 工藤勝子 議員 

(4）市幹部職員 

  

４ 要望内容  

(1) 道路網等整備の充実について 

・道路の安全・安心対策について（①一般県道遠野住田線の道路新設改良②一

般国道340号の拡幅改良③一般県道土淵達曽部線の堆雪帯による路肩拡幅④

一般県道土淵達曽部線の拡幅改良⑤一般県道下宮守田瀬線の拡幅改良） 

(2) 生活交通の確保対策について 

  ・生活交通を維持するための財政的支援策の拡充について 

 ・地域拠点間をつなぐ広域バス路線の整備について 

   ・乗務員の確保対策について 

(3) 地域情報基盤の整備にかかる国の財政支援について 

・光ファイバー整備の補助金制度継続について 

(4) 国道340号立丸峠周辺の携帯電話不感エリアの解消について 

 ・国道340号立丸峠周辺の携帯電話不感エリアの解消について 

遠野市記者発表資料 

令和２年 7 月 31 日 

総 務 企 画 部 政 策 担 当 

資料 Ｎｏ．３
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(5) 児童虐待対応及び療育支援の充実について 

 ・児童虐待対応にかかる一時保護施設の十分な必要量確保について 

 ・発達障がい児の専門機関受診にかかる待機期間の短縮について 

(6) 中山間地域での担い手確保支援について 

 ・担い手確保に向けた支援の強化について 

(7) ニホンジカの被害対策について 

 ・ニホンジカの被害対策について 

(8) 森林経営管理制度の運用について 

 ・地域林政アドバイザーの確保策について 

(9) 高校教育の岩手モデルの実現について 

・少人数学級の導入と教員定数の確保について 

・県外入学生の受入の充実に向けた基準緩和と連携について 

・普通科の学区制の見直しについて 

(10) 地域資源を生かしたまちづくりの推進について 

・地域の文化資源を生かしたまちづくりの支援について 

(11) 旧遠野高等学校情報ビジネス校の利活用について 

・旧遠野高等学校情報ビジネス校の利活用の検討について 

(12) 新型コロナウイルス感染拡大防止について 

・感染防止のための感染予防資材確保について 

・避難所における感染症予防物品の整備について 

・介護者が感染した場合の要介護者の短期入所施設について 

(13) 地域経済対策について 

・持続化給付金の拡充について 

・第一次産業に対する支援について 

・中小企業の設備投資に対する財政支援の拡充について 

・「Go To キャンペーン」の地域への波及について 

(14) 地方への適切な財源措置について 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について 

・ＧＩＧＡスクール構想実現に向けた財政措置について 

・令和３年度における財源措置について 

 

総務企画部政策担当 (箱石) 

   電話 0198-62-2111 （内線 217） 

担当 
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令和２年度「市長と語ろう会（分野別）」の開催結果について 
 

【発表の要旨】 
  令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とする、「第２次遠野市総

合計画後期基本計画」を策定している中、市民協働による計画策定の一環とし
て、将来を担う若者の意見を計画に反映させるため、分野別の市長と語ろう会
を開催し、意見・提言の提案を受けたことから、その結果を報告する。 

 
【発表の内容】 
１ 趣旨  
  令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とする、「第２次遠野市総合計画後

期基本計画」の策定にあたり、市民協働による計画策定を目指しているところであるが、

その一環として３分野を設定し、市内の高校生や青年層を対象とした市長と語ろう会を

開催した結果、130 件の意見・提言があった。 

 

２ 開催結果 
 (1) 名 称 市長と語ろう会（分野別）～支え合い、新たな時代を拓く世代と語る～ 

 (2) 開催日・出席者・分野 

  ア ７/22 少子化対策・子育て分野 ８名 

    保育士、児童館指導員、小中高等学校教諭 

  イ ７/29 産業振興・雇用確保分野 ７名 

    １次産業（農林業）、２次産業（製造業、建設業）、３次（サービス業)産業 

  ウ 次世代の遠野のリーダー分野 ７/21 遠野緑峰高校 10 名・７/28 遠野高校 11 名 

    生徒会役員、専門部所属生徒 

 (3) 開催方法 

    各分野別に、テーマに基づき出席者から意見・提言をいただく形で進めた。 

    主なテーマは、人口減少、産業の現状、地域づくり、まちづくりとした。 

 (4) 意見・提言内容 

  ア 意見・提言総数 130 件 

  イ 主な意見・提言内容 

区分 件数 主な意見 

雇用確保対策 15 ・１次産業の企業説明会の参画 ・起業支援の拡大 

教育環境支援 13 ・小中高間交流の拡大 ・キャリア教育の地域連携 

子育て支援 13 ・子育て施設の充実 ・医療費助成の拡充  

文化振興 13 ・遠野物語の継承 ・文化を継承する活動の拡大 

観光振興 11 ・SNS を活用した発信 ・市民に対する遠野の魅力発信 

まちづくり 11 ・自然環境を生かしたまちづくり ・PR の拡充 

その他 54 

・農業振興対策の拡充 ・医療環境の充実 

・ネットワーク環境の高速化 ・小中校連携の拡大 

・企業連携による地域づくり人材の確保 

 

遠野市記者発表資料 

令和２年７月 3 1 日 

総 務 企 画 部 政 策 担 当 
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総務企画部政策担当 (佐々木) 

  電話 0198-62-2111 （内線 810-218）

担当 
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『新編遠野市史 現代編』の刊行について 
 
 
【発表の要旨】 
  平成 27 年度から取り組んでいる遠野市史編さん事業において、第一冊目の市

史を刊行しましたので、紹介します。 
  今回刊行したのは、昭和 40 年代から平成の終わりまでの約 50 年間の歩みを

まとめた「現代編」です。 

 
【発表の内容】 
１ 本のタイトルと内容 
  『新編遠野市史 現代編』 
   昭和 40 年代以降の高度経済成長、情報化、人口減少といった社会の動き、

大きな出来事、その中で遠野・宮守地域の人々が取り組んできた活動の様子を
描いています。 

   本章は 10 年ごとに区切り、それぞれ基盤整備、産業、福祉、教育といった
分野ごとに主要な出来事を取り上げました。 
また、市民に寄せていただいたコラムのほか、遠野市出身の作家・若竹千佐

子さんによる特別エッセイも掲載しています。 
 
２ 規格・価格等 
  ・規格 Ａ５判 496 ページ オールカラー 
  ・価格（税込） 3,000 円 
 
３ 販売取扱い場所 
  ・遠野市立博物館 
  ・市内書店 
  ・遠野市観光協会（旅の蔵遠野） 
  ・道の駅「遠野風の丘」 
  ・電話受付による郵送販売 
 
４ 資料提供のお願い 
   令和９年度にかけ、引き続き市史の編さんに取り組んでいます。古文書や昔

の写真などを見つけたら、市史編さん室へご一報ください。 
 
５ 問い合わせ 
   遠野市民センター 市史編さん室 
   住所/〒028-0515 遠野市東舘町 3-9 遠野市立図書館・博物館内 
   電話/0198-62-2340  FAX/0198-62-5758 
 

遠野市記者発表資料 

令和２年７月 3 1 日 

遠野市民センター市史編さん室 
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遠野市民センター 市史編さん室（小島） 

電話 0198-62-2340（内線 841-336） 

担当 
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日本夜景遺産の認定について 
 
【発表の要旨】 
  遠野市宮守町の観光名所である「めがね橋（宮守川橋梁）」が、一般社団法人

夜景観光コンベンション・ビューローが行っている日本夜景遺産（ライトアッ
プ夜景遺産）に今年度認定されることになりましたのでお知らせします。 

 
【発表の内容】 
１ 認定される対象 
  めがね橋（宮守川橋梁） 
 
２ 日本夜景遺産認定分類 
  ライトアップ夜景遺産 

 

３ 認定授与式  
  (1) 開催日 令和２年 10 月２日（金） 
  (2) 場 所 青森県むつ市（「夜景遺産サミット 2020in むつ」会場で実施。） 
  (3) その他 
    新型コロナウイルス感染症の状況により、上記サミットの開催が中止とな

った場合は、書面での認定証授与となります。 
 
４ 認定主催団体  
  一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー（東京都中央区） 
 
５ 日本夜景遺産とは  
  日本各地に埋もれている美しい夜景の再発見、発掘及び価値の付与などで紹介

することで、観光資源としての夜景の存在意識をアピールするものとして、（一
社）夜景観光コンベンション・ビューローが認定するものです。 
「日本夜景遺産」の「遺産」は、優れた夜景とそれを鑑賞できる場所との関係

性を後世まで残していく意味を込め、この名が付けられています。 
  （日本夜景遺産ホームページより一部引用 http://www.yakei-isan.jp） 

   また、日本夜景遺産の認定は今回で 16 回目。前回までに国内 241 か所の夜景
が認定されており、現在、岩手県内で日本夜景遺産に認定されているのは岩山公
園(盛岡市、自然夜景遺産)のみで、ライトアップ夜景遺産では県内初の認定とな
ります。 

 
６ その他  
   今後市は、地元自治会やＪＲ東日本盛岡支社と連携を図りながら、宮沢賢治

の「銀河鉄道の夜」をイメージさせる景観として、ＳＬ銀河の運行と併せ、更
にＰＲの強化を図っていきます。 
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産 業 部 観 光 交 流 課 

宮 守 総 合 支 所 

資料 Ｎｏ．６

産業部観光交流課（立花） 

 電話 0198-62-2111 （内線315） 
宮守総合支所 (千田) 

 電話 0198-67-2111 （内線113） 
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