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第２次 遠野市総合計画 前期基本計画 
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まちづくり指標令和２年度事業実績 
 

≪ 教育関連分野事業≫ 
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
現状

単位 (26年度) 区分 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 達成状況 達成率 達成状況 達成率

目 標 値 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0

実 績 96.8 95.1 91.1 92.2 93.5

目 標 値 2,000 2,100 2,100 2,100 2,100

実 績 3,066 2,969 3,280 2,249 1,999

目 標 値 205,000 205,200 205,400 205,600 205,800

実 績 225,056 217,336 218,463 199,168 157,847

目 標 値 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570

実 績 2,564 2,438 2,424 2,350 2,215

目 標 値 1.90 1.92 1.92 1.94 1.94

実 績 1.64 1.71 1.71 1.68 1.73

目 標 値 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02

実 績 13.71 13.52 13.35 13.20 13.01

目 標 値 137,900 138,400 138,950 139,450 140,000

実 績 135,305 132,123 131,794 129,403 134,407

生涯学習ス
ポーツ課

94.8

担当課

92.8

96.0

89.2

概ね達成

95.4

生涯学習ス
ポーツ課

未達成

未達成

概ね達成

概ね達成

95.2

概ね達成

概ね達成86.2

76.7

2,753

こども政策
課

概ね達成14.02

136,814 概ね達成

未達成

未達成

98.4

児童館・児童クラブ年間
利用延べ人数

1.90
（H25実

績）

まちづくり指標

指標名

45 合計特殊出生率

わらすっこ割合

R２年度

達成

５年間

88.0

95.3

概ね達成

概ね達成

93.3

130.4

99.1

年度別目標と実績
№

スポーツ施設利用者数

％

老人クラブ加入者数（累
計）

35

朝食をとる習慣のある子
どもの割合

人

総合食育課

生涯学習ス
ポーツ課

健康スポーツプログラム
参加者数

34

33

27

大綱

２
健やかに人が輝く
まちづくり
（7/25指標）

人

％

人

1,938

―

こども政策
課

こども政策
課

98.7

204,435

人

47

48
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績

　前期基本計画で計画した５カ年のうち、新型コロナウイルスの影響を受けた
令和２年度以外の４年間は、目標値を上回る実績を上げることができた。
　年間を通じた健康づくり教室を実施し、定期的に運動する機会を提供して健
康増進の意識付けを図った結果、参加者は設定指標を上回ることができた。
　参加者からは、教室の内容について概ね好評であり、継続を望む声が多い。
今後も日常的な運動による健康づくりに取り組み、生涯スポーツの推進を図
る。

　希望郷いわて国体などで改修整備されたスポーツ施設を市民への利用等に供
するなど、指標は概ね達成できた。また、サッカー等のイベントや首都圏から
のスポーツ合宿の誘致に取り組み、施設の利用促進とあわせて、交流人口拡大
や地域活性化といった効果につなげていくことができた。
　今後はコロナ禍で落ち込んだ利用者数の改善を目指しつつ、施設の老朽化対
策なども見据えながら、安全で快適な施設の利用促進を図る。

　公共施設の利用制限、スポーツ少年団や部活動の自
粛、サッカーカーニバルなどのスポーツ大会の中止な
ど、施設利用への影響が大きかった。
　スポーツ施設については、利用者からの体調確認表の
提出や消毒などを徹底することで利用に供しているが、
大会等については参加を県内に限るなど影響は続いてい
る。

　「子育てするなら遠野」と誰もが思えるようなまちづくり、子ども達が健や
かに成長できる社会を目指し、わらすっこ条例・わらすっこプラン・わらすっ
こ基金の３本柱により、子ども・子育て支援に取り組んできたところである。
ファミリー・サポート・センター事業などの新たな事業を実施するとともに、
助産院ねっと・ゆりかごの運営、元気わらすっこセンターの改修、保育園、児
童館の施設整備、子ども家庭総合支援拠点の設置による支援体制の強化など、
子ども・子育て支援施策を総合的に推進してきた。

　令和２年度は、高齢などを理由にした退会者の影響で４つの単位老人クラブ
が休会となり、目標を達成できなかった。
　引き続き、高齢者の生きがいづくりや健康づくりのなどの推進のため、交流
活動を支援し新規加入者の増加に努めていく。

　定期総会や理事会、各種スポーツ大会が中止となった
が、文化活動については、感染防止対策の徹底を図り、
シルバー文化祭（展示部門）を開催することができた。

　５年間を通しての達成率は、令和２年度を除き概ね達成できた。価値観や社
会的意識の多様化により、老人クラブの加入者数は年々減少傾向にあるが、新
規加入者が増えるなど、市老人クラブ連合会が展開する事業が成果につながっ
ている。高齢者の生きがいづくりを創出する貴重な事業であり、今後も継続実
施していく必要がある。

令和２年度における新型コロナウイルスの
影響及び対策等

前期基本計画５カ年の成果・評価

　「子育てするなら遠野」と誰もが思えるようなまちづくり、子ども達が健や
かに成長できる社会を目指し、わらすっこ条例・わらすっこプラン・わらすっ
こ基金の３本柱により、子ども・子育て支援に取り組んできたところである。
ファミリー・サポート・センター事業などの新たな事業を実施するとともに、
元気わらすっこセンターの改修、保育園、児童館の施設整備、子ども家庭総合
支援拠点の設置による支援体制の強化など、子ども・子育て支援施策を総合的
に推進してきた。

　前期基本計画５カ年における目標値は、出生数の減少や放課後及び長期休業
期間の過ごし方の多様化により各年で見込を下回ったものの、児童館・児童ク
ラブ職員の工夫を凝らした魅力ある活動の実施により、大幅な利用児童の減少
に歯止めをかけることができ、結果として目標を概ね達成することができた。
　後期基本計画５カ年においては、新型コロナウイルス感染症対策を標準と
し、放課後等における安心安全な子どもの居場所としての運営を図るため、前
期に行った子育て施設ヘルパー派遣を継続するとともに、児童の健全育成活動
を実施する。

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化により、仕事や
将来への経済的な不安、子育ての負担増などで出生数の
減少に拍車がかかっていると思われる。
　安心して産み育てられる環境づくりを図るため、「第
２次遠野わらすっこプラン」の着実な実行と子育て世帯
に寄り添った取組を検討していく。

　関係機関・団体と連携し、感染症対策を講じた上で講
話を中心とした食育事業を実施した。市主催の調理実習
は中止とし、密を避けるための人数制限を講じて実施し
た。

　公共施設の利用制限措置を受け、４月からの教室開催
を見合わせたが、感染防止対策の徹底を図り、６月から
教室を開始した。

　感染症拡大の長期化により、仕事や将来への経済的な
不安、子育ての負担増などで出生数の減少に拍車がか
かっていると思われる。
　子育てを地域みんなで応援する環境づくりを図るた
め、「第２次遠野わらすっこプラン」の着実な実行と家
庭、事業者、学校、地域が連動した取組みを検討してい
く。

　厚生労働省通知「児童館のための新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン」に基づき、三密の回避、消毒
の徹底、利用児童の体調に注意しながら、児童館及び児
童クラブを運営した。
　また、「子育て施設ヘルパー派遣事業」により、施設
の消毒作業を行うヘルパーを派遣し、施設の清潔な環境
の維持と施設職員の負担軽減を図った。

　国及び県では子どもの朝食喫食率を100％にすることを目標としているが、当
市では目標値としていた95％以上を達成できていない。特にも、学年が上がる
につれて、朝食の喫食率が下がっていることから、家庭へのアプローチと、子
どもだけでなく親世代の「料理を作る力」の向上が必要と思われる。
　また、令和３年度を初年度とする「第３次遠野市食育推進計画とおのっこプ
ラン」の推進と経年変化や追跡調査などのデータを活用し、市民への意識付け
と関係機関・団体との連携により「朝食を食べる習慣づくり」を目指す。

令和２年度の成果・評価

　新型コロナウイルス感染症の影響により春の教室を一部中止したが、６月以
降は感染防止対策を講じながらアクアフィットネス・リズム体操・エクササイ
ズの３コースの教室を開催するなど、運動機会を提供したことにより、指標は
概ね達成することができた。
　定期的な運動を通じて、講師や参加者同士の交流の場となっていることか
ら、今後も生涯スポーツ事業として取り組む。

　新型コロナウイルス感染症の影響による公共施設の利用制限やイベントの中
止などによって利用者数は大きく落ち込み、目標を達成することができなかっ
た。
　今後は感染防止対策との両立を図りながら、施設利用の促進を図る。

　わらすっこ割合（年度末における、18歳以下の人口の割合）については、目
標値と比較して1.01ポイント下回ったが、施策の取組の成果として概ね達成す
ることができた。
　今後も「第２次遠野わらすっこプラン」に基づき、妊娠から出産、子育てま
で切れ目のない支援と子育て施設整備、支援体制の充実強化を着実に図りなが
ら、子育てを地域みんなで応援する環境づくりを図る。

　令和２年度の延べ利用人数は、目標値に対して5,593人下回る結果となった
が、昨年度と比較すると5,004人上回った。
　新型コロナウイルス感染症の影響から、事業活動の一部変更や中止を余儀な
くされたものの、児童館職員の徹底した感染症対策、制限される中でも工夫を
凝らした活動を計画し実施したことが利用児童の減少に歯止めをかけ、目標を
概ね達成することができた。

　市の合計特殊出生率は1.73（令和元年度）で、目標に対し、0.21下回る結果
となった。国の1.36、岩手県の1.53を上回っているが、依然として少子化傾向
である。
　助産院ねっと・ゆりかご推進事業、幼児教育・保育無償化に伴う副食費助成
や学童保育の無償化、ファミリー・サポート・センター事業など、安心して産
み育てられる環境づくりのため、妊娠から出産、子育てまで、切れ目のない支
援を継続していく。

　子どもを対象とした各種栄養教室等で朝ごはんの大切さを伝えた。小中学校
の平均値では、前年度より若干の改善が見られた。しかし、小学校と中学校別
でみると小学生の朝食を食べる割合は横ばい傾向であり、中学生の朝食を食べ
る割合は依然として年々減少傾向にある。事実上の改善には至っていない。
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
現状

単位 (26年度) 区分 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 達成状況 達成率 達成状況 達成率
担当課

まちづくり指標

指標名

R２年度 ５年間年度別目標と実績
№大綱

目 標 値 9 9 9 9 9

実 績 9 9 9 9 0

目 標 値 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550

実 績 1,239 1,301 1,530 1,443 1,107

目 標 値 53.8 53.8 53.9 53.9 53.9

実 績 52.8 52.8 52.9 51.2 50.8

目 標 値 48.5 48.5 48.6 48.6 48.6

実 績 47.9 49.8 49.5 48.8 47.8

目 標 値 65.5 65.8 66.1 66.4 66.6

実 績 67.6 66.0 70.0 64.9 64.4

目 標 値 5 5 5 5 5

実 績 10 10 10 8 5

目 標 値 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

実 績 4,308 4,284 5,033 5,254 1,809

172.0

生涯学習ス
ポーツ課

生涯学習ス
ポーツ課

達成100.0達成

86.2

80.0

96.7

未達成

98.4

生涯学習ス
ポーツ課

85.4未達成

達成

71.4

100.8

概ね達成

達成

94.2

生涯学習ス
ポーツ課

100.4

96.7

学校教育課

学校教育課

偏差値

99

97
小学校標準学力検査偏差
値

学校給食セ
ンター

96

中学校標準学力検査偏差
値

103

％
学校給食に使用する遠野
産食材の割合

102

4,911

人

講座

概ね達成

65.3

53.8

9

未達成

未達成中学生の海外派遣数

概ね達成

キッズ元気アップ教室参
加者数（延べ人数）

0.0

人 未達成

概ね達成

未達成

95

3
活力を総意で築く
まちづくり
（1/47指標）

1,573

偏差値

人

４
ふるさとの文化を
育むまちづくり
（25/27指標）

全講座における継続的講
座数

37.7

48.4

5

98

市民センター・地区セン
ター生涯学習講座の延べ
受講者数
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
令和２年度における新型コロナウイルスの

影響及び対策等
前期基本計画５カ年の成果・評価令和２年度の成果・評価

　新型コロナウイルス感染症の影響により、大人数が参
集する講演会や高齢者を対象とした講座が中止となった
り、継続的な講座の回数が減少するなどした。

　市内全域を対象にした民間活力の活用による生涯学習講座と、各地区公民館
による地区ごとの講座を開催したが、新型コロナウイルス感染症の影響から大
規模な講演会や継続的講座の実施回数の減少により、目標値を達成することが
できなかった。
　今後は、これまで実施してきた官民連携による講座のほか、新しい技術等を
活用も検討するなど開催方法を工夫し、学びの場の確保に努めていく。

　令和元年度までの４カ年は目標を達成することができた。一方で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴い、事業を中止せざるを得ない状況となった。
　派遣交流した生徒は、ホームステイしながら学校生活等を経験し、文化、言
語、価値観等さまざまな違いに触れ、国際的感覚を持った人材を育成すること
ができた。
　今後も、チャタヌーガ市関係者、各中学校や関係機関・団体と連携を図り、
計画的に事業を推進していく。

　新型コロナウイルス感染症が広がる中、渡航制限が行
われいる状況などを踏まえ、参加中高生の健康と安全を
考慮して事業を中止した。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者大学
や健康づくり教室等、高齢者を対象とした継続的講座が
中止となった。

　新型コロナウイルス感染拡大を受けて日程の調整がつ
かず、実施を見送った施設があった。

　文部科学省及び岩手県教育委員会からの一斉臨時休業
措置の実施に関する通知を受け、遠野市立小中学校にお
いても令和２年３月３日から令和２年３月20日まで臨時
休業措置を実施している。
　臨時休業措置の実施期間については、児童が学習に著
しい遅れが生じることのないよう、可能な限り家庭学習
を課す等の必要な対策を講じている。

　各地区の高齢者対象講座や健康づくり講座、国際理解講座等多くの講座を継
続的に開催することにより、目標を達成することができた。
　今後も、住民ニーズに寄り添った多様な学びや地域課題等の解決に資する講
座を継続的に開催していく。

　令和元年度までの４年間は目標達成率が98.3％であり、概ね達成することが
できたが、令和２年度の新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、目標を達
成することができなかった。
　今後は、民間活力の活用による生涯学習講座のほか、新しい技術等の活用も
検討するなど開催方法を工夫し、学びの場の確保に努めていく。

　令和２年４月に実施した中学校全国標準学力検査の結果は、目標値には届か
なかったもののその差は0.8ポイントであり概ね達成している状況である。
　教科ごとの結果をみると、「国語」は目標値を上回るものの他の４教科は下
回っており、特に「数学」と「英語」で差が大きい。
　令和３年度以降については、数学・英語の改善に向け特定教科集中対策事業
の充実を図っていく。また、遠野市教育研究所で策定した学力向上アクション
プラン・遠野市授業づくりスタンダードを基に、PDCAサイクルによる授業改善
がより充実するよう努めるとともに、学校の組織的な取組の支援を推進するこ
とにより、確かな学力の育成を図っていく。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、継続的な講座数は例年より減少し
たものの、健康づくり講座や国際理解講座を継続的に実施したことにより、目
標値を達成することができた。
　今後も、地域ニーズに寄り添った多様な学びや地域課題の解決に資する講座
を継続的に開催していく。

　天候などの影響で生育が遅れ使用を見送った食材もあり、目標値を若干下
回ったものの概ね達成することができた。
　食に関する指導は、新型コロナウイルスの影響もあったが、各学校の実情や
要望に合わせながら開催することができた。
　今後も、納品業者や市内産直と連携し、遠野産の食材を積極的に使用し、地
産地消の推進及び消費拡大を図っていきたい。

　姉妹都市であるアメリカ合衆国テネシー州チャタヌーガ市へ、市内の中学生
９名を派遣する計画であったが、新型コロナウイルス感染症により事業が中止
となった。
　今後の海外都市交流事業はウイズコロナを見据え、オンラインなど活用する
方法を取り入れつつ、お互いの文化の違いに興味を持ち、直接交流の機会へ繋
げていくことができるような展開を検討する。

　前期基本計画５カ年における達成率は100.8％であり、目標を達成している状
況である。
　今後も引続き、納品業者や市内産直と連携し、地産地消の推進及び消費拡大
に努めていく。
　また「交流すまいる給食」の実施を通じて、生産者や関係者と児童生徒の交
流の場を設け、地場産業や農畜産業についての情報を発信し、地元食材につい
て学び理解を深める場を提供していきたい。

　生産者や関係者が学校を訪問し、地場産業や地元食材
について紹介する「交流すまいる給食」は、新型コロナ
ウイルスの状況を考え実施を見送った。

　令和２年４月に実施した小学校全国標準学力検査の結果は、目標値には3.1
ポイント届かなかったものの概ね達成している状況であり、前年度同様に全国
標準を上回る状況となっている。
　教科ごとの結果をみると、４教科中「国語」「算数」の２教科は全国標準を
上回る結果であり、「社会」「理科」は全国標準を下回っているものの、昨年
度より改善がみられる。
　令和３年度以降については、遠野市教育研究所で策定した学力向上アクショ
ンプラン・遠野市授業づくりスタンダードを基に、PDCAサイクルによる授業改
善がより充実するよう努めるとともに、学校の組織的な取組の支援を推進する
ことにより、確かな学力の育成を図っていく。

　13カ所の保育園等で延べ70回のリズム体操教室を実施し、子どもたちへ運動
することの楽しさを体験させることができた。
　幼少期からスポーツへの興味・関心を引き付け、就学以後の日常的なスポー
ツへの参画につなげていくため、今後も各保育園等と連携しながら取り組んで
いく。

　各年代の子どもたちが楽しみながら体を動かせるよう、各園等からの要望や
子どもたちの反応を見ながらプログラムを組み立て、日々改善しながら教室を
運営することができた。
　指標を達成することはできなかったが、生涯スポーツの出発点であるほか、
子育て支援の取り組みの一環として、今後も事業の継続を図る。

　文部科学省及び岩手県教育委員会からの一斉臨時休業
措置の実施に関する通知を受け、遠野市立小中学校にお
いても令和２年３月３日から令和２年３月20日まで臨時
休業措置を実施している。
　臨時休業措置の実施期間については、生徒が学習に著
しい遅れが生じることのないよう、可能な限り家庭学習
を課す等の必要な対策を講じている。

 前期基本計画５カ年における、達成率は100.4％であり、達成している状況で
ある。
　全国標準学力検査では、知能と学力の相関についても調査しているが、本市
の「知能から期待される学力を発揮している生徒の割合」は、この５年間72％
から84％に改善されている。
　平成29年告示の新学習指導要領が令和３年度から全面実施となっている。学
習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、遠野市教育研究所の学力向上取組及びGIGAス
クール構想に基づくICT機器の活用による個別最適な学びの充実を図り、学習の
質を一層高める授業改善を推進することで、確かな学力の育成を図っていく。

　前期基本計画５カ年における達成率は96.7％であり、概ね達成している状況
である。
　全国標準学力検査では、知能と学力の相関についても調査しているが、本市
の「知能から期待される学力を発揮している児童の割合」は、この５年間90％
前後で推移している。
　平成29年告示の新学習指導要領が令和２年度から全面実施となっている。学
習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、遠野市教育研究所の学力向上取組及びGIGAス
クール構想に基づくICT機器の活用による個別最適な学びの充実を図り、学習の
質を一層高める授業改善を推進することで、確かな学力の育成を図っていく。
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
現状

単位 (26年度) 区分 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 達成状況 達成率 達成状況 達成率
担当課

まちづくり指標

指標名

R２年度 ５年間年度別目標と実績
№大綱

目 標 値 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

実 績 1,313 1,192 1,291 1,125 695

目 標 値 80 80 83 85 85

実 績 97 105 113 112 110

目 標 値 85.0 85.0 85.0 85.0 85

実 績 83.5 85.0 98.6 99.4 ー

目 標 値 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

実 績 1,357 1,341 1,399 1,294 491

目 標 値 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770

実 績 8,223 8,350 6,929 6,449 2,487

目 標 値 20,000 20,200 20,400 20,600 20,800

実 績 16,349 16,230 18,226 17,633 10,755

目 標 値 950 950 950 950 950

実 績 1,131 1,292 1,936 1,333 1,144

未達成博物館入館者数

人
市民協働の芸術文化事業
の参加者数

人110

109 未達成

85.0

未達成

達成

74.0

25.8

57.9 93.6

61.9

未達成

達成

104

944

人

博物館講座等の受講者数 文化課

市民協働の芸術文化事業
の鑑賞者数

107

106

家庭教育講座等の延べ参
加者数

人
青年団体加入者数
（累計）

自主事業の顧客満足度

人108

生涯学習ス
ポーツ課

生涯学習ス
ポーツ課

1,771

生涯学習ス
ポーツ課

生涯学習ス
ポーツ課

人

19,613 77.6

120.4

51.7

107.80.0

未達成28.4

129.4

概ね達成

文化課

％

達成

143.9達成

130.0

達成

76

未達成

未達成

未達成

1,558

9,792

105

４
ふるさとの文化を
育むまちづくり
（25/27指標）

生涯学習ス
ポーツ課
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
令和２年度における新型コロナウイルスの

影響及び対策等
前期基本計画５カ年の成果・評価令和２年度の成果・評価

　参加人数が多い時には、少人数のグループ分けを行い
案内するなど、密にならないように努めた。講座等の際
には手指消毒用アルコールの設置、体温測定、定期的な
換気を実施した。

　令和元年度までの４年間は目標を概ね達成することができた。一方で、新型
コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業を中止せざるを得ない状況となり、実
績に影響する結果となった。
　今後はウイズコロナを見据えて鑑賞者が満足できるような自主事業の企画・
立案に努めていく。

　遠野市民芸術祭や市民の舞台遠野物語ファンタジーは開催したが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、芸術文化事業などを中止したことにより鑑賞
者が減少し、目標の達成に至らなかった。
　今後も、ガイドラインに即した新型コロナウイルス感染症対策を講じる。ま
た、関係団体が主催する芸術文化事業の支援を継続するとともに、遠野市芸術
文化協会等と連携し、市民の鑑賞意欲が高まるような自主事業に取り組む。

　新型コロナウイルス感染症対策として、館内の消毒の
徹底や、体温測定専用サーモグラフィーシステムの導入
による感染防止対策により鑑賞者の安全を図れたこと
で、本来の規模には及ばないものの、次年度につなげる
ことができた。

　遠野市民芸術祭や市民の舞台遠野物語ファンタジーは開催したが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、芸術文化事業などを中止したことにより鑑賞
者が減少した。
　今後も、ガイドラインに即した新型コロナウイルス感染症対策を講じる。ま
た、関係団体が主催する芸術文化事業の支援を継続するとともに、遠野市芸術
文化協会等と連携し、市民の鑑賞意欲が高まるような自主事業に取り組む。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、自主事業
「遠野の郷に福きたる」が令和３年度に延期になった。

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための措置
を実施しながら開館した。入館者全員に対して、体温測
定、入館記録票の記入を実施したほか、展示室内各所に
手指消毒用のアルコールを設置した。また、映像コー
ナーのソーシャルディスタンスの確保、午前・午後の１
日２回のアルコールによる清掃を実施するなどの対策を
行った。

　新型コロナウイルスの影響下において、それぞれの青年団体が会員確保に積
極的に取り組んだことから、加入者数の増加につながり、目標を達成すること
ができた。
　今後も、それぞれの団体の目的の達成に向けた特色のある取組を尊重しなが
らも、青年団体間の活動内容の共有や会員確保に向けた周知、活動内容の助言
に努めていく。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響による自主事業「遠野の郷に福きたる」
の延期など今年度は自主事業を実施していないため、目標の達成には至らな
かった。
　今後はガイドラインに即した新型コロナウイルス感染症対策を講じるととも
に、ウイズコロナを見据えて鑑賞者が満足できるような自主事業の企画・立案
に努めていく。

　遠野市民芸術祭、市民の舞遠野物語ファンタジー及び芸術文化団体の参加者
が固定化していることに加えて、新たな参加者が集まらないことで、目標値を
達成することができなかった。
　今後も、新型コロナ対策を講じて芸術文化に触れる機会をつくり市民生活の
向上を継続するとともに、市民が参加しやすい環境を推進するため、遠野市芸
術文化協会等と連携して取り組んでいく。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、予定してい
た事業の一部を中止・延期・縮小した。
　開催した事業は、館内の消毒の徹底や、体温測定専用
サーモグラフィーシステム等による感染防止対策を講じ
た。

　遠野市民芸術祭や市民の舞台遠野物語ファンタジーは開催したが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、例年実施している芸術文化事業などは中止し
たことにより参加者が減少し、目標の達成に至らなかった。
　自主事業及び芸術文化団体等が主催する事業に対し、ウイズコロナを見据え
た芸術文化を推進するにあたり、芸術文化に触れる機会をつくり、潤いのある
市民生活の向上を図る。

　それぞれの青年団体が会員確保に積極的に取り組むなど、目標を達成するこ
とができた。
　今後も、それぞれの目的の達成に向けた特色のある取組を尊重しながらも、
青年団体間の活動内容の共有や会員確保に向けた周知、活動内容の助言に努め
ていく。

　企画していた事業の中止が相次いでいたが、活動が制
限される中で、従来の活動をオンラインへの活動に切り
替えたり、感染症対策を徹底するなど、可能な範囲で事
業の実施に取り組んだ。

　11校中５校の小学校が新型コロナウイルス感染症の影響で家庭教育講座を中
止したため、目標値を達成することができなかった。講座の実施にあたり特定
のテーマの指定は行わなかったが、実施した学校では家庭における親子のコ
ミュニケーションや心の育成等について取り組んだ学校が多かった。
　家庭教育は教育の原点であり、地域における子育ての意識の醸成の基盤であ
ることから、今後もＰＴＡや地域関係団体と連携した講座の実施と参加者の確
保に努めていく。

　本市で新型コロナウイルスの発症が確認された時期に
計画をしていた学校では、開催を取り止めた。その他の
学校では、館内の換気やマスクの着用を徹底をする等、
開催方法を工夫し、コロナ禍においても開催した。

　中心市街地への入込減少を受けた入館者数の減少傾向は平成28年度～平成29
年度を底として、増加傾向に転じてきた。当館には市内外から観光客が多く訪
れることから、岩手県内・遠野市内への観光客の動向に左右されることはもち
ろんであるが、特別展の内容により入込が大きく変動することから、魅力的な
展示企画を実施できるように努めたい。
　また、令和２年度から開設した博物館公式ツイッターのフォロワー数は2,500
人を超えており、宣伝の媒体として今後も積極的に活用し情報発信に努めた
い。

　市内小中高校と連携し、ニーズに応じた博物館教室を実施してきた。特別
展・企画展に合わせたイベントや解説会などを積極的に実施し、目標を達成す
ることができた。関係機関と連携を図りながら事業を実施し、５か年間を通じ
て目標を達成することができた。

　新型コロナウイルス感染拡大のため、緊急事態宣言が全国に発出されたこと
から４・５月にかけての入館者数は前年度比91％減と大幅に減少したが、７・
８月の夏季特別展「遠野物語と怪異」開催期間中は前年同期比を上回る入込と
なった。秋以降の感染再拡大で入館者は再び減少し、通年では前年度比61％と
なり大幅に減少した。
　特別展・企画展の入込は好調であったことから、来年度以降も魅力的な特別
展の開催に努める。

　市内小中高校と連携し、ニーズに応じた博物館教室を実施した。遠野緑峰高
等学校への出前講義や青笹地区センターでの移動展示などのイベントも積極的
に実施し、目標を達成することができた。
　引き続き、関係機関と連携を深めながら実施する。

　５年間を通して指標を概ね達成することができた。
　学校・家庭・地域が連携し、家庭教育の支援や地域の教育課題の解決に向け
た講座の実施と参加者の確保については、従来実施してきた取組に加え、令和
４年度から導入する予定の学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）と
地域学校協働活動の一体的な推進において取組を図ることとし、市でも支援を
図っていく。
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
現状

単位 (26年度) 区分 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 達成状況 達成率 達成状況 達成率
担当課

まちづくり指標

指標名

R２年度 ５年間年度別目標と実績
№大綱

目 標 値 16,300 16,000 15,800 15,500 15,300

実 績 17,972 17,568 17,018 15,505 14,491

目 標 値 65,200 67,200 71,100 74,400 76,500

実 績 68,528 67,945 67,606 59,465 55,108

目 標 値 11,200 11,300 11,300 11,400 11,400

実 績 11,899 11,355 11,864 11,124 10,777

目 標 値 20,900 21,100 21,200 21,400 21,500

実 績 20,930 21,130 22,130 21,930 20,930

目 標 値 90 91 92 93 94

実 績 93 94 96 96 97

目 標 値 24 25 26 27 28

実 績 24 25 26 27 27

目 標 値 144 145 146 147 148

実 績 149 150 157 159 161

88

22

141件

114 97.3冊

108.8117

116 96.4

115

遠野遺産推薦件数

基
指定文化財説明板設置件
数（累計）

民俗芸能の映像記録件数
（累計）

件

学校図書館・児童館への
貸出冊数

111 図書館の利用者数

113 冊

112 市民への図書貸出冊数 65,905

人

移動図書館車の貸出冊数 100.7

103.2

100.9

概ね達成

概ね達成17,008

11,526

達成

達成

104.694.7

達成

文化課

文化課

文化課

未達成

達成

未達成 89.972.0

108.8文化課 達成

概ね達成

冊

概ね達成

達成

96.4

達成

概ね達成

103.2文化課

20,930

４
ふるさとの文化を
育むまちづくり
（25/27指標）

文化課

文化課

94.5

7 / 10 ページ



第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
令和２年度における新型コロナウイルスの

影響及び対策等
前期基本計画５カ年の成果・評価令和２年度の成果・評価

　市指定文化財説明板設置および修復を随時実施し、当初の目標件数を達成す
ることができた。
　今後も、老朽化した説明板の更新を行うとともに、未設置となっている指定
文化財の説明板を新設し、周知と啓発に努めていく。

　令和２年度のみ神楽共演会を記録することはできなかったが、５カ年を通じ
て概ね達成することができた。コロナの影響により活動を休止している団体も
多く、消滅する危機に瀕している団体もあると見られ、映像記録の重要性を認
識するきっかけとなった。遠野の宝である民俗芸能を保存継承していくために
も、神楽共演会以外の記録にも努めていく。

　主催者である遠野郷神楽団体保存推進協議会は、感染
対策を徹底した上で開催する方向で進めていたが、岩手
県内の感染状況を鑑み、中止せざるを得なかった。しか
し、同協議会の団体も多く所属する遠野市郷土芸能協議
会で、民俗芸能の継承について話し合う場が設けられ、
コロナ禍においても継承活動を円滑に進められるよう検
討を重ねた。

　移動図書館車の利用者の減少に伴い、貸出冊数も減少
した。
　感染予防対策として、消毒液の設置や大人数での利用
を避けるなど、安全な行動に努めた。

　遠野遺産認定調査委員会や認定証交付式の開催にあ
たっては、消毒・健康管理の徹底等、新型コロナウィル
ス感染症対策を徹底した上で計画通り実施した。

　移動図書館車の利用者が利用しやすい巡回場所・日程に配慮するとともに、
リクエストに応える貸出に努め、利用者の利便性を図ることができ、概ね目標
を達成することができた。

　利用者の声を反映させた図書の選書や、利用しやすい配架・展示・案内の配
慮、広報等を活用した図書情報を提供し読書推進に努めたが、利用者数の減少
に伴い貸出冊数も減少し、目標の達成に至らなかった。
　今後も利用者のニーズに対応した図書の選書や広報活動による本の紹介を継
続し、より利用しやすい環境づくりに努めていく。

　読み聞かせ会等のイベントの中止日もあり、前年度に
比べ利用者が減少した。
　感染予防対策として、施設入口に消毒液を設置、来館
者の入館記録票での記録及びサーマルカメラの設置によ
る検温を行い、感染拡大防止に努めながら運営を行っ
た。

　図書館内での定期的な本の企画展、図書館講座、ボランティア等による読み
聞かせ等本に親しむ場所を提供しながら、利用者拡大を図り、利用者数の目標
を達成できた。
　また、視聴覚ライブラリーを活用しての映画会や図書館教室などを開催し利
用拡大に努めた。
　今後も、館内での企画展等やレファレンスサービスの充実に努め、利用しや
すい、親しみやすい環境づくりに努めていく。

　館内における季節ごとの企画展、定期的なイベント（読み聞かせ会、映画会
等）を実施し、利用者の拡大を図った。
　新型コロナウイルス感染状況に伴い、イベントの中止等により、利用の影響
を受けたものの、利用者数の目標は概ね達成できた。

　学校図書室・児童館との連携による図書の選書、図書館教室の開催、読書ボ
ランティアによる読み聞かせ活動の協力など、読書活動の充実を図った。
　小中学校及び児童館への図書貸出を定期的に実施し、読書推進を図ることが
でき、目標も達成できた。
　今後も連携しながら図書の充実、読書の推進に努めていく。

　市指定文化財標柱を１基設置(上琴畑湿原)した。
　また、市指定文化財標柱の修復３基(イヌシデ、イヌザクラ、下関のエゾエ
ノキ)、遠野遺産新規認定表示板２基(長作堤防の記念碑とその周辺、踊り嘉兵
エの墓)、追加認定表示板１基(稲荷穴と白石稲荷神社)、補修２基(鍋倉城跡、
呼ばれ石)を実施するなど、市民の文化財に対する理解と普及啓発に努めた。
　今後も、老朽化した説明板の更新を行うとともに、未設置となっている指定
文化財の説明板を新設し、周知と啓発に努めていく。

　移動図書館車の利用者の声を聞きながら、巡回場所、日程、回数のあり方を
検討するとともに、リクエストに応える貸出に努め、利用者の利便性を図るこ
とができ目標を達成できた。
　今後も、巡回場所、回数の利用状況を把握しながら、貸出の拡大及び読書の
普及に努めていく。

　新型コロナウイルス感染症発生状況を考慮し、児童館
への図書貸出予定日を１日中止とした。
　感染予防対策として、職員訪問時の消毒・健康管理の
徹底により感染拡大防止に努めた。

　新型コロナウイルス感染状況による図書館の利用者の
減少に伴い、貸出冊数も減少した。
　感染予防対策として、本館・分館へ図書消毒機を設置
したことで感染拡大防止と共に安心して図書資料を利用
できるようになった。

　平成19年度から開始した遠野遺産認定事業は、平成28年度から令和２年度に
おいても毎年実施し、その結果18件の遠野遺産を新規に認定した。
　今後も、表示板の設置や公式ガイドブックの配布等による遠野遺産について
の周知を行いつつ、地区センターや市民と協働し、新たな遺産の掘り起こしに
努め、文化的資産の保護を通じた郷土愛の醸成と、活用を通じた地域づくりを
推進していく。

　推薦された新たな２件(遠野物語ファンタジー、鱒沢獅子踊り)、追加認定１
件(山口の水車小屋とこんびり)を遠野遺産として認定した。
　今後も、表示板の設置や公式ガイドブックの配布等による遠野遺産について
の周知を行いつつ、地区センターや市民と協働し、新たな遺産の掘り起こしに
努め、文化的資産の保護を通じた郷土愛の醸成と活用を通じた地域づくりを推
進していく。

　利用状況に応じた図書の選書や広報等（広報とおの、おしらがみ、遠野テレ
ビ等）を活用し図書情報の提供を行い、読書推進による貸出冊数の拡大に努め
た。
　新型コロナウイルス感染状況に伴う利用者の減少による影響もあり、貸出冊
数が伸びず、目標の達成に至らなかった。

　毎年開催されていた神楽共演会は　新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り開催できなかったため、映像を記録することができず、目標を達成すること
ができなかった。
　これまでに記録した資料を適切に管理保存していくとともに、未記録の郷土
芸能について映像記録製作を継続し、保存継承に努めていく。

　学校図書室・児童館と連携し、図書館教室等を実施しながら、読書活動の充
実を図った。
　読書推進を図ることを目的に、小学校 13,050冊、中学校 2,880冊、児童館
5,000冊の図書の貸し出しを行い、概ね目標を達成することができた。
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
現状

単位 (26年度) 区分 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 達成状況 達成率 達成状況 達成率
担当課

まちづくり指標

指標名

R２年度 ５年間年度別目標と実績
№大綱

目 標 値 60 60 60 60 60

実 績 100 100 100 100 100

目 標 値 400 400 400 400 400

実 績 827 616 797 544 416

目 標 値 6 6 6 6 6

実 績 8.0 9.0 8.5 8.8 ー

目 標 値 800 850 900 950 1,000

実 績 837 878 932 984 1,035

目 標 値 100 100 100 100 100

実 績 100 100 100 100 100

目 標 値 27.6 28.2 28.8 29.4 30.0

実 績 28.4 29.0 28.1 27.3 26.7

97.0127
各委員、協議会の女性参
画率

％ 27.0 89.0未達成

122

点

％

遠野こだわりの「語り
部」認定者数

－

市史編さん事業進捗率
（①市史編さん委員会開
催、②資料収集・調査、
③刊行のための実務作
業、④教育普及・広報）

121

120
遠野文化研究センター活
動の参加者満足度（11段
階評価）

人

遠野文化研究センター活
動の参加者

％

人

文化課

119

166.7

768

118
遠野遺産保護活用活動実
施割合（実施団体数／認
定件数）

文化課

710

市史編さん
室

達成未達成

103.5 103.7

100.0 100.0

達成

達成

166.7達成

160.0文化課 達成 達成

142.7

達成

0.0

104.0

達成

達成－

－

文化課

概ね達成

5
健やかに人が輝く
まちづくり
（1/13指標）

４
ふるさとの文化を
育むまちづくり
（25/27指標）

生涯学習ス
ポーツ課
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第２次遠野市総合計画前期基本計画（H28～R2年）　まちづくり指標実績
令和２年度における新型コロナウイルスの

影響及び対策等
前期基本計画５カ年の成果・評価令和２年度の成果・評価

　「遠野物語」発刊100周年記念として平成21年度から継続してきた遠野「語り
部」1000人プロジェクト事業は、市民を対象に「昔話」「歴史」「食」「郷土
芸能」「生業」の語り部を1000人を目標に認定してきた。令和２年度「遠野物
語」発刊110周年で目標を達成し、新たな語り部の発掘の機会となった。このほ
か、中心市街地の空き店舗を利活用した語り部スポットを２か所開設し、来訪
者に語りを披露するなどしながら、まちなかの賑わい創出につなげることがで
きた。プロジェクトとしては令和２年度で完了するが、学校教育と連携した子
ども語り部の認定は新たな形で継続していく。

　前期基本計画５カ年を通じて、概ね指標を達成することができた。
　令和２年度において「各委員や協議会の女性参画率30％」という目標は、第
３次遠野市男女共同参画基本計画でも設定していたものであり、目標達成に向
けてこの５年間で数値が伸び悩んだことを踏まえ、第４次計画において、目標
を達成することができるように、さらなる啓発等の取り組みを進めていく。

　集客イベントを中止し、映像による情報発信を強化し
た。そのことで新たな遠野ファン層の獲得や市民の歴史
文化への関心を深めることができた。また遠野文化研究
センター10周年イベントでは、サーモグラフィーカメラ
を使用し、参加者連絡先の把握、客席数の制限、手指消
毒などの安全対策をとって開催した。

　令和２年度に計画されていた、有形文化遺産の修復事
業や環境整備事業は、感染対策を講じた上で実施され
た。

　語り部認定については大きな影響はなかったが、感染
拡大防止のためイベント減少に伴い、語り部出演依頼が
減少した。またフォローアップ研修を行うことができな
かった。

　各審議会等における女性の参画率は、令和２年度の目標値を達成することが
できなかった。
　これまでも、関係機関等に対して男女共同参画や女性活躍の重要性を周知し
てきたところであるが、前年度の実績と比べても減少していることを踏まえ、
令和２年度に策定した、第４次遠野市男女共同参画基本計画（と・お・の い
きいきプラン：令和３年度～５年度）の推進と併せて、啓発を進める。

　集客イベントを中止した代替として映像による情報発信を行った。YouTube
で公開した映像地域講座・文化フォーラムに対して合計234人が高評価をつけ
た。また遠野文化研究センター10周年記念イベントについては、今後の方向に
ついての報告的な内容が中心のため参加者満足度アンケートを実施しなかっ
た。

　遠野遺産161件の推薦団体及び地区センターなどからの保護活用に関する報
告により、全ての遠野遺産で保護活用が行われ、認定後も地域の宝として保護
されていることを確認した。
　今後も、市民による保護活用事業を見守るとともに、地域学習などの活用に
対し地域と連携して取り組んでいく。

　令和２年度の認定者数は51人（昔話５人、子ども語り部39人、生業６人、特
別サポーター１人）で累計1,035人となり、目標の1,000人を上回った。
　小学校や職場を訪問して語り部スクーリングを行い、新たな語り部の発掘に
努めた。語り部活動の意欲向上を図るため顕彰を行い、土淵小学校子ども語り
部が岩手県教育表彰、同校及び綾織小学校・小友小学校子ども語り部・遠野昔
話語り部の会が遠野市教育文化振興財団教育文化奨励賞を受賞した。

　５月の編さん委員会は、会議を中止し、書面諮問とし
た。８月の近世部会は、会議を中止し、資料データの提
供のみ行った。そのほか、会議の開催時は、密を避ける
机配置とし、入口での検温、消毒、マスク着用等の対策
を行った。
　『遠野市史叢書』の刊行に向けた監修者との打合せ
は、リモート方式で行った。
　講座の開催は、例年より定員を少なくして密を避け、
市史編さん講座については、ライブ配信を併用した。

①市史編さん委員会を２回開催し、全体的な事業計画や編さん方針について審
議を行い、編さん事業の円滑な推進を図った。
②専門部会委員や調査研究員等の協力のもと、資料の収集・調査、古文書解読
作業を進め、基礎資料の蓄積が図られた。
③各専門部会で刊行に向けた実務協議を重ねたほか、２冊目の『遠野市史叢
書』を刊行した。
④市史編さん講座を１回、古文書講座を３回開催し、また、「市史編さん活動
報告」を月１回発行するなど、編さん活動の周知に努め、遠野の歴史に関する
教育普及を図った。
　今後も、編さん活動の成果を積極的に発信するとともに、市民からの資料提
供を呼びかけ、市民協働で市史編さん事業を推進していく。

　平成28年度から令和２年度においても、認定された遠野遺産の保護活用事業
が各地域団体によって随時実施され、地域の宝が維持された。
　ただし、少子高齢化の影響により、徐々に管理が難しくなってきている遠野
遺産も見られるなど、持続可能な遺産の継承に向け、地域づくり・産業との連
携が必要になってきている。
　今後も、市民による保護活用事業を見守るとともに、地域学習などの活用に
対し地域と連携して取り組んでいく。

　平成23年度に発足した遠野文化研究センターは、遠野文化賞・佐々木喜善賞
の授与、遠野文化フォーラム開催、地域講座、出版活動、情報発信、文化友の
会の支援など幅広く文化活動と情報発信を行ってきた。令和元年度からは事業
の一部を遠野市教育文化振興財団に委託し、コロナ禍のもとでも映像やSNSを活
用して活動の幅を広げてきた。今後は同財団に移管して新たなステージに移行
する。

　平成23年度に発足した遠野文化研究センターは、遠野文化賞・佐々木喜善賞
の授与、遠野文化フォーラム開催、地域講座、出版活動、情報発信、文化友の
会の支援など幅広く文化活動と情報発信を行ってきた。令和元年度からは事業
の一部を遠野市教育文化振興財団に委託し、コロナ禍のもとでも映像やSNSを活
用して活動の幅を広げてきた。
　今後は同財団に移管して新たなステージに移行する。

　定期的に編さん委員会を開催し、全体的な方針を審議しながら、事業を推進
してきた。平成29年度には現代編部会、令和元年度には原始・古代・中世部会
と近世部会、令和２年度には近現代部会と民俗部会を立ち上げ、それぞれ刊行
に向けた方針協議や資料調査などの実務作業を行った。古文書の調査・解読
や、現代編編さんのための読み合わせにおいては、市民の協力を得ながら作業
を進め、平成30年度と令和２年度に『遠野市史叢書』、令和元年度に『新編遠
野市史現代編』を刊行した。
　今後も、遠野の歴史に触れる講座の開催や、広報・ホームページ等での情報
発信を通して編さん活動の周知を図り、市民協働による編さん事業の推進に努
める。

　集客イベントを中止し、映像による情報発信を強化し
た。このことで新たな遠野ファン層の獲得や市民の歴史
文化への関心を深めることができた。また遠野文化研究
センター10周年イベントでは、サーモグラフィーカメラ
を使用し、参加者連絡先の把握、客席数の制限、手指消
毒などの安全対策をとって開催した。

　集客による「遠野物語」発刊110周年記念イベントは中止とし、映像地域講
座「クイズ遠野ふしぎ再発見」（全３回）を制作し、遠野テレビ・YouTubeで
公開した（チャンネル登録340人、動画再生回数合計9998回）。また遠野文化
フォーラムも無観客撮影で行い、YouTubeで公開した（再生回数合計6256
回）。集客イベントとしては、遠野文化研究センター10周年記念イベント（76
人）を開催し、これまでの活動を振り返り、次年度からは民間に移管すること
などをＰＲした。
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