
遠野市長記者懇談会（令和２年９月 23 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和２年９月23日（水）13：00～14：00 

■場所 市役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状況について （資料No. １） 

 

２ 遠野市市制施行１5 周年記念功労者表彰式について （資料No. ２） 

 

３ 小友町外山地区の太陽光発電事業に係る 

  濁水対策等監視委員の選任について （資料No. ３） 

 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(1) 第 47 回遠野市乗用馬市場の開催について（ お知らせNo. １ ） 

(2) 『遠野物語』発刊 110 周年記念事業・グリム兄弟博物館交流記念 

日本のグリム 佐々木喜善とグリム兄弟の開催について（ 別添チラシ ） 



令和２年９月23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 ９ 月 2 3 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



８月26日に市内の新型コロナウイルス感染症患者が初確認されてから、
約１か月が経過いたしました。

現時点で、感染症患者及び接触者については全員の陰性が確認され、
新たな感染者は市内において確認されていないことから、
今回のケースにつきましては、収束を迎えたと考えております。

最前線で対応にあたっていただいた、関係機関・団体の皆さまをはじめ、
正確な情報に基づき、冷静に行動いただいた市民の皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症は誰にでも感染する可能性があります。

引き続き、マスクの着用、手洗い・うがい、密集・密接・密閉の３つの密を避けるといった、
基本的な感染防止対策を徹底いただきますようお願いします。

また、感染した方々をはじめ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている全ての方々が、
この困難を乗り越えられるよう、思いやりの心と温かい支援をお願いいたします。

遠野市長メッセージ （令和２年９月23日付）

遠野市長 本田 敏秋
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１. 新型コロナウイルス感染症対策に係る経過

日付 内容

1月28日 国内初の日本人感染者を確認

2月21日 「遠野市新型コロナウイルス対策連絡会議」設置 ※対策本部設置まで開催（全11回）

4月８日 国の緊急事態宣言発令（一部地域のみ）に伴い市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置 ※解除後も継続設置中

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 国の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大。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

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27億5,438万円）

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

5月11日 遠野市商工労働ワンストップ相談窓口設置

12日 特別定額給付金の給付開始

25日 国の緊急事態宣言が全地域で解除

6月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29日 県内初の感染者確認（盛岡市１名、宮古市１名）

30日 市議会臨時会 第３号補正予算可決（新型コロナウイルス対策分 約3億9,361万円）

8月26日 市内初の感染者確認（５名）

９月１日 市内感染者の接触者88人全員の陰性を確認

17日 市議会９月定例会 第４号補正予算可決（新型コロナウイルス対策分 約722万円）

対策に係る会議実績
・連絡会議11回 ・本部会議18回
・連絡調整会議1回

議会説明
①4/24臨時会 ②6月定例会
③7/30臨時会 ④9月定例会

予算措置総額 （1～4号補正）

約32億4,436万円
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(1) 主な経過
日付 時間 内容

8月26日㈬
22:10 県保健福祉部長より市長に連絡／「市内感染者５人判明（県内13例目の濃厚接触者。同一家族）」

23:20 市民周知①（遠野テレビ緊急情報テロップ、音声告知、ホームページ）／感染防止対策の徹底、冷静な行動のお願い 等

8月27日㈭

6：30 市民周知②（行政防災無線、音声告知）／感染防止対策の徹底、冷静な行動のお願い 等

11:00
県記者発表「県内14～19例目の詳細について」※市内感染者は15～19例目の5人
15例目：20代男性・自営業 17例目：10歳未満男性
16例目：30代女性・休業中 18例目：60代男性・自営業 19例目：60代女性

13:00 第16回対策本部会議／施設運営、イベント・集会等、消毒作業の連携 等

18:00 市民周知③（遠野テレビ・ニュース番組）／市長メッセージ 等

8月28日㈮

15:00 中部保健所より市保健福祉部へ情報提供／「接触者等88人のPCR検査を実施」旨

19:30 第17回対策本部会議／PCR検査への協力 等

21:00 市民周知④（遠野テレビ緊急情報テロップ、ホームページ）「県は市内感染者の接触者等のPCRを実施」旨

8月29日㈯ ― ・休日相談窓口開設（29日・30日、8:30～17:15）・接触者等のPCR検査の会場設置及び打ち合わせ（14:00~15:30）

8月30日㈰
9:00～
15:00

接触者のPCR検査 ※市はテント4張の設置補助、道案内、車両誘導等に約20人の職員を派遣

8月31日㈪ ―
・第18回対策本部会議／情報共有、関係機関・団体の状況把握 等
・市議会全員協議会にて経過報告

9月１日㈫ 21:50 接触者88人全員の陰性を確認／市民周知⑤（遠野テレビ緊急情報テロップ、ホームページ）

9月９日㈬ ― 接触者の2週間の健康観察期間が終了 ※感染疑い等の報告なし

（2）市の緊急的対応について
・対策本部会議の開催（計3回）

・接触者のPCR検査の実施協力（会場設営、職員派遣 等）

・市民周知（遠野テレビ、ホームページ、防災行政無線、音声告知放送）

・所管施設における消毒作業等の再徹底

・相談窓口対応（受付件数46件）

・非接触型検温器の市民貸出前倒し
・関係機関・団体の状況把握
・市議会全員協議会にて経過報告

２. 市内感染者の確認に係る対応
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本日（26日）、市内において、新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されました。

市では、県をはじめ、関係機関・団体と連携して対応にあたっておりますので、
市民の皆さまにおかれましては、正確な情報に基づき、冷静な行動をお願いします。

特に、新たな感染を防止するため、市民の皆さまに二つのお願いがあります。

一つ目は、感染防止対策の徹底です。
マスクの着用、手洗い・うがい、密集・密接・密閉の３つの密を避けるといった基本的な対策を、
今一度、徹底しましょう。また、市内外での移動についても慎重にお願いします。

二つ目は、思いやりの心を持つことです。
市内の感染症患者やその家族、職場などを特定する行為、
憶測や嘘の情報を意図的に拡散させる行為は、厳に慎んでいただきますようお願いします。

このような行為は、相手を傷つけるだけではなく、感染が疑われる方の発見を遅らせ、
感染拡大を招きかねません。

思いやりの心を、そして、冷静な行動をお願いします。
市民一丸となってこの危機を乗り越えましょう。ご理解とご協力をお願いします。

令和２年８月26日

遠野市長本田敏秋

遠野市長メッセージ （令和２年8月26日付）

２. 市内感染者の確認に係る対応

(3) 市長メッセージの発信 （遠野テレビ、ホームページにて発信）
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(4) 主な影響について

(5) 対策強化について

①遠野テレビ等を通じた感染防止対策の周知の強化
・「新しい生活様式」「命を守る行動」の啓発
・ 遠野市基本方針の再確認

②非接触型検温器の市民貸出の前倒し
※8/31より貸出開始

③公共施設等における感染防止対策の徹底
・衛生用品の在庫状況の確認と再配置
・県SNS「もしサポ岩手」の積極的な導入
実績）8/26…13件 → 9/16現在…約40件

２. 市内感染者の確認に係る対応

■感染予防対策

■休業等の対応を実施した施設
※いずれも再開済み

・病児保育施設わらっぺホーム
・元気わらすっこセンター遊戯スペース
・子育て支援施設わらっぺホーム
・清養園保養センタ―（入浴施設を一部休業）
・市立図書館（貸出のみの対応）
・遠野馬の里（乗馬教室 等の一時中止）

■新たに中止を決定したイベント等
・遠野市防災訓練（９月１日）
・戦没者追悼式・平和祈念式（10月16日）
・一番搾りとれたてホップ初飲み会（10月下旬）

■経済対策

①商工労働ワンストップ相談窓口を通じた
既存事業の再周知

②風評等による市内経済への影響把握

③県の第4号補正に連動した対策事業の検討

※観光分野への影響は次ページ参照
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１ 観光施設等(月毎)※景観施設、行祭事含む

２ 宿泊施設(月毎)

（1）観光・宿泊施設入込状況

３. 観光分野への影響について

区分 宿泊予約 宴会予約

キャンセル者数 2,370人 1,778人

想定損失額 14,220千円 7,112千円

３ 県内感染者の初確認後の影響について（７月29日～９月13日）

年 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 計

本年 4,156 4,389 2,203 1,863 3,190 3,937 4,369 24,107

前年 4,741 5,298 5,553 5,840 5,442 6,286 11,019 44,179

対前
年比

- 585 - 909 -3,350 -3,977 -2,252 -2,349 ‐6,650 -20,072

- 12.3% - 17.2% - 60.3% - 68.1% - 41.4% - 37.4% -60.4% - 45.4%

【単位:人回】

年 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 計

本年 65,738 106,710 53,505 78,651 94,821 106,972 135,911 642,308

前年 65,345 131,366 142,861 179,194 129,140 141,830 241,146 1,030,882

対前
年比

393 -24,656 -89,356 -100,543 -34,319 -34,858 ‐105,235 -388,574

0.6% - 18.8% - 62.5% - 56.1% - 26.6% - 24.6% -43.6% - 35.8%

※損失額は、宿泊者１人
あたり６千円、宴会１人あ
たり４千円と仮定した金額。

国の緊急事態宣言発令に伴う4・5月の大幅減から、
解除後の６・７月は回復傾向にあったものの、県内
感染者の発生等によりお盆期間中の入込減が影響し、
８月は再度大幅に減少した。

緊急事態宣言…4/8～5/25 越県観光の解除…6/19 県内初の感染者確認…7/29
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３. 観光分野への影響について

（2）主要イベントの中止等

イベント名 対応 備考

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 ４/18~5/17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） 縮小対応 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 8月22日オンラインイベントを実施

【追加】防災訓練（9月1日） 中止
・遠野テレビで防災学習番組をシリーズ放送
・市内一斉ではなく規模縮小による代替訓練を検討中

遠野わらすっこまつり・消防フェア（９月6日） 中止

日本のふるさと遠野まつり（9月19・20日） 中止 R４年度の50周年記念に向け特設サイトを開設予定

総合食育センターぱすぽる 食育まつり（９月26日） 中止 代替の食育講座を開催

【追加】遠野文化フォーラム（9月26日） 縮小対応 無観客で実施し、後日、インターネット配信。

【追加】戦没者追悼式・平和祈念式（10月6日） 中止

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

【追加】一番搾りとれたてホップ初飲み会（10月下旬） 中止

国はイベント等の開催について緩和の方針を示しているものの、
県内及び市内の感染者確認などの影響により、大規模イベント
等の中止・縮小が続いている。
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４. 新型コロナウイルス対策事業費

（全51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、
市民ニーズに応じた独自施策も展開する。約32億4,436万円

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27億5,438万円

（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）

約547万円（2事業） 約175万円（1事業） 約722万円（3事業）

約2億4,706万円
（17事業）

約29億9,730万円
（34事業）

約32億4,436万円
（51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

第４弾

第4弾
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区分 予算額 主な事業

🏥

感
染
予
防
対
策

約2億4,706万円
（17事業）

￥
経
済
対
策

約29億9,730万円
（34事業）

■子育て・教育関連
・小中学校配布用衛生用品等の購入
・小中学校緊急連絡用メール配信システム導入
・児童館等空調設備設置事業
・元気わらすっこセンター感染症予防対策事業
・市営助産院感染症予防対策事業
・保育施設等衛生環境整備・感染症対策事業
・子育て施設ヘルパー派遣
・図書館・博物館感染症予防対策事業
・図書消毒機配置
・体温測定専用サーモグラフィカメラ等購入
・予防接種等備品購入

■産業
・観光施設感染症予防対策事業
・観光施設への感染症予防物品の配布
・感染者発生時消毒作業助成金
■情報・通信
・ケーブルテレビFTTH化整備事業
・広報遠野 臨時号発行
■安心・安全
・避難所等設置用衛生用品等の購入
・救急隊員用感染防護衣・消毒用資機材購入
・高齢者等見守り体制構築事業
・避難所用感染症予防対策物品購入

■給付金等
・特別定額給付金
・学校臨時休業対策（給食費等返還・補償）
・子育て世代への臨時特別給付金
・わらすっこ応援臨時特別給付金
・ひとり親世帯臨時特別給付金
・奨学資金貸付金（奨学生追加募集）
■産業
・雇用調整助成金追加助成
・中小企業等事業継続家賃補助金
・中小企業等事業資金緊急対策費補助金
・休業支援職業能力向上研修業務委託
・商工業再生・持続化補助金
・遠隔就業マッチングシステム構築業務委託
・生活関連サービス向上支援事業費補助金
・生産者事業継続支援給付金
・六次産業チャレンジ応援事業費補助金
・施設園芸農家見舞金

・ビールの里づくり協議会負担金
・商工労働ワンストップ相談窓口設置
・商工業総合相談機能の充実
・消費喚起支援事業費補助金
・プレミアム市内宿泊交通利用券
・で・くらす遠野ホームページリニューアル
・新規雇用創出事業費補助金
・馬産地遠野活性化支援事業費補助金
・遠野市わさび生産維持対策支援金
・遠野牛地域一貫体制整備事業費補助金
・主要畜産品目生産基盤拡大推進事業費補助金
・中心市街地活性化事業
・施設利用・観光促進事業
・観光振興補助金
・地元飲食業等応援事業費補助金
・高齢者等生活物資供給支援
・外出支援タクシー助成券配布事業

第５弾 … 県対策事業費【第4弾】への対応、市内感染者発生に伴う風評による経済悪化への対応等を予定
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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

５．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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６．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

地域外来・検査センター

連携・協力
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遠野市市制施行１5周年記念功労者表彰式について 
 

【発表の要旨】 
市制施行15周年を迎えることを記念し、功労者表彰式を開催します。 

 
【発表の内容】 
１ 日時 令和２年10月１日（木） 午後１時30分～午後３時 
 
２ 場所 遠野市民センター 大ホール 
 
３ 内容  

  オープニングビデオ上映 

  (1) 開式のことば 

  (2) 市民憲章朗唱 

  (3) 市長式辞 

  (4) 市議会議長挨拶 

  (5) 表彰・感謝状贈呈（63人、10団体） 

    ○ 市勢振興功労者表彰（５人） 

    ○ 特別表彰（３人、１団体） 

    ○ 功労者表彰（47人、２団体） 

    ○ 感謝状贈呈（３人、７団体） 

    ○ 職員表彰【非常勤の特別職の職員】（５人） 

  (6) 来賓祝辞 

  (7) 受賞者代表挨拶 

  (8) 閉式のことば 

  クロージングビデオ上映 

 

４ 出席者 
  受賞者、県議会議員（遠野選挙区）、県南広域振興局長、市議会議員、各種委員会の長

等、消防団、官公署、県の機関等、市内団体の長、各町の区長会長・地連協会長、職

員（部長等） 
  合計 約 200人を予定 
 

５ 主な受賞者 

 (1) 市勢振興功労者 （５人） 

   遠野市表彰条例の規定により、市勢の振興及び公共福祉の増進に尽くし、その功労

が極めて顕著であるものを表彰する。 

  ア 住
すみ

吉谷
よ し や

 弘
ひろ

満
みつ

 氏 87歳（早瀬町） 【産業の振興に関し功績顕著】 

    遠野市上下水道事業協同組合発足時から代表理事を務めたほか、株式会社泉商店

取締役、遠野水道工業株式会社代表取締役、神和運送株式会社代表取締役、遠野レ
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ミコン株式会社代表取締役、泉商事株式会社代表取締役及び泉商事株式会社取締役

会長を務めるなど、産業振興や市勢の発展に貢献した。 

  イ 菊池
き く ち

 榮喜
え い き

 氏 79歳（小友町） 【産業の振興に関し功績顕著】 

    遠野市乗用馬生産組合長を務め、遠野産馬の品質及び市場販売価格の向上に尽力

したほか、遠野職業訓練協会理事、遠野職業訓練協会副会長を務め、多くの技能者

の育成に努めるなど、産業振興と市勢の発展に貢献した。 

  ウ 遠山
とおやま

  豊
みのる

 氏 81歳（遠野町） 【社会事業の進展に関し功績顕著】 

    遠野ユネスコ協会長を務め、青少年の健全育成及び持続可能な社会づくりに貢献

したほか、社会福祉法人睦会理事、社会福祉法人遠野市社会福祉協議会長の要職を

歴任し、社会事業の推進と市勢の発展に貢献した。 

エ 山本
やまもと

 順一
じゅんいち

 氏 82歳（東穀町） 【地域づくり活動等に関し功績顕著】 

    遠野町第３区長として行政連絡の円滑化、地域自治活動の推進に尽力し、東日本

大震災により被災された方を受け入れる遠野型仮設住宅「希望の郷『絆』」が整備さ

れた際には、サポートセンターの運営に尽力し、地域づくり活動と市勢の発展に貢

献した。 

オ 石
いし

直
じき

 典
のり

高
たか

 氏 82歳（附馬牛町） 【地域づくり活動等に関し功績顕著】 

    附馬牛町第２区長として行政連絡の円滑化、地域自治活動の推進に尽力したほか、

遠野市体育協会副会長、遠野市テニス協会会長を務め、市民の体力向上や地域スポ

ーツの普及振興を図るなど、地域づくり活動と市勢の発展に貢献した。 

 

 (2) 特別表彰 （３人、１団体） 

ア 深川 晴代 氏 76歳（東京都大田区）【教育、学芸等文化の発展に関し功績顕著】 

    遠野市民センターバレエスタジオに講師として派遣されて以来、40年の永きにわ

たりバレエの指導にあたり、児童等の健全育成に尽力した。 

イ 杉田 盛彦 氏 75歳（岩手県盛岡市）【教育、学芸等文化の発展に関し功績顕著】 

    遠野遺産認定制度開始当初から遠野遺産認定調査委員会委員長を務め、その活動

を通じて歴史の伝承と市民文化の普及継承に尽力した。 

  ウ 遠野市史編さん現代編部会（東舘町）【教育、学芸等文化の発展に関し功績顕著】 

平成27年度から市史編さん事業を開始し、「新編 遠野市史」の初刊として、昭和

40年代から平成の終わりまでの約50年の歴史をまとめた「現代編」を刊行した。 

  エ 田村  滿 氏 73歳（岩手県大船渡市）【産業の振興に関し功績顕著】 

旧遠野市の要請に応え、遠野ドライビングスクールを開設。市外からの合宿参加

者は5,500人を超え、遠野市の知名度向上、観光振興及び交流人口の拡大に尽力した。 

 

総務企画部総務課行政文書係 （佐々木）

   電話 0198-62-2111 （内線 115） 

担当
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小友町外山地区の太陽光発電事業に係る 
濁水対策等監視委員会の委員の選任について 

 
【発表の要旨】 
  小友町外山地区の太陽光発電事業に係る濁水対策等監視委員会の委員の選任

を行いましたので、お知らせします。 
 
 
【発表の内容】 
１ 組織名称 
  小友町外山地区の太陽光発電事業に係る濁水対策等監視委員会 
 
２ 委員会の設置目的 
  小友町外山地区の太陽光発電事業から発生している濁水への対策等の改善を

促すため、必要な調査及び事業者が行う濁水対策等の監視を行い、市長に助言を
行う。 

 
３ 委員名簿 

NO 分野 所属 
委員名 

役職名 氏名 

1 識者 
岩手大学理工学部シ

ステム創成工学科 
准教授 鴨志田 直人 

2 エネルギー 
県環境生活部環境生

活企画室 

温暖化・エネルギー

対策課長 
高橋 光羊 

3 
水質 

自然環境 

県環境保健研究セン

ター 
環境科学部長 吉田 敏裕 

4 林地 
岩手南部森林管理署

遠野支署 
支署長 野木 宏祐 

5 林地 
遠野農林振興センタ

ー林務課 

林務課長兼上席林

業普及指導員 
土橋 浩 

6 土木 
遠野土木センター道

路河川整備課 
道路河川整備課長 中野 仁志 

7 建設 
一般社団法人岩手県

建設業協会遠野支部 
理事 三浦 貞一 

  ※委員の委嘱は、第 1 回の委員会に合わせて実施予定。 
 
４ 当該委員会の活動予定 

10 月初旬に、事業地の現地視察や事業者との意見交換等を実施する予定である。 
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第 47 回遠野市乗用馬市場の開催について 
 

【発表の要旨】 
令和２年 10 月 27 日（火）に遠野馬の里で開催される「第 47 回遠野市乗用馬

市場」についてお知らせします。 

 
【発表の内容】 
１ 日程・場所  

(1) 日程 令和２年 10 月 27 日（火）午前９時～    購買者受付 
                  午前９時 30 分～ 供  覧 
                  午後１時～    市場開始 
(2) 場所 遠野馬の里・覆馬場（遠野市松崎町駒木 4-120-5） 

 

２ 主催  
  一般社団法人遠野市畜産振興公社 
 
３ 上場予定馬 

(1) ４歳馬 ０頭 （前年比 －２頭） 
(2) ３歳馬 ３頭 （前年比 ＋１頭）  
(3) ２歳馬 ４頭 （前年比 －２頭） 
(4) １歳馬 15 頭 （前年比 ＋５頭） 
(5) ポニー ２頭 （前年比 －１頭） 

  
 合  計 24 頭 （前年比 ＋１頭） 

 
４ その他  
  新型コロナウイルス感染防止のため、会場への入場は生産者、購買者等、関係

者のみとさせていただきます。 
 

[参考]  

遠野市の乗用馬市場は本州唯一の市場です。全国では遠野市と北海道根
こ ん

釧
せん

地域（根室・釧路）

の２箇所のみで開催されています。 

◆過去３年の遠野市乗用馬市場の実績 

回数 上場頭数 販売頭数 購買率 最高価格 最低価格 平均価格 合計額 

第46回 23頭 16頭 69.6% 211万円 10万円 103.3万円 1,653万円

第45回 29頭 11頭 37.9% 215万円 10万円 101.4万円 1,115万円

第44回 30頭 16頭 53.3% 312万円 26万円 113.8万円 1,820万円

  

 

 

遠野市記者発表資料 

令和 2 年 9 月 23 日 

産 業 部 畜 産 園 芸 課 

お知らせ Ｎｏ．１

産業部畜産園芸課 (新田) 

   電話 0198-62-2111 （内線 434） 

担当 

※ 遠野馬の里ホームページ内に市場特設サイトを開設しています！ 

http://umanosato-sp.com/ 
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