
 

遠野市長記者懇談会（平成 30 年 8 月 21 日） 発表項目 
 

 

■日時 平成30年８月21日（火）14：00～15：00 

■場所 市役所とぴあ庁舎 大会議室 

 

 

 

【発表項目】 

１ 平成３０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. １） 

 

２ 第２次遠野市総合計画前期基本計画まちづくり指標等 平成２９年度実績について （資料No. ２） 

 

３ 市長のブラジル・ドイツ訪問について （資料No. ３） 

 

４ 健幸アンバサダーの養成について （資料No. ４） 

 

５ 市民の健康増進のための歩数対決イベントの実施について （資料No. ５） 

 

６ 遠野遺産認定制度の第１３回認定について （資料No. ６） 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど  

(1) お盆期間（8/11～8/16）の主要観光施設の入込状況について（ お知らせNo. 1 ） 

(2) 遠野市防災訓練の実施について（ お知らせNo. 2 ） 

(3) 救急医療週間の行事について（ お知らせNo. 3 ） 

(4) 遠野わらすっこまつり＆消防フェアの開催について（ お知らせNo. 4 ） 

(5) 平成３０年度日本のふるさと遠野まつりの開催について（ 別添チラシ ） 

(6) めざましクラシックス in 遠野の開催について（ 別添チラシ ） 
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百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野

 
 

平成 30 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】 

  平成 30 年 ９月遠野市議会定例会（ ８月 28 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】 

平成 30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  ５２９,６７７千円 

   歳入歳出にそれぞれ 529,677 千円を追加し、予算総額を 18,491,942 千円とします。 

（当初予算比較では、4.0％の増） 

 

 ２ 編成の視点 

(1) 「ビールの里・遠野」構想に係る基盤整備関連経費の計上      181,312千円 

(2) 姉妹都市交流事業関連経費の計上                 7,942千円 

  (3) ホストタウン会場整備事業費の計上               106,306千円 

(4) 国及び県等の補助事業内示に伴う事業費の計上 ほか         234,117千円 

 

３ 歳入歳出予算の内容 

(1) 主な歳入について 

13款 国庫支出金の増 6,329 千円 
 児童福祉法給付費負担金 4,399千円 ほか 

14款 県支出金の増 196,588 千円 
 岩手県産地パワーアップ事業費補助金 181,312千円 ほか 

18款 繰越金の増 82,755 千円 

20款 市債の増 92,700 千円 
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資料 Ｎｏ．１
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(2) 主な歳出について 

２款 総務費の増 20,231 千円 

 総合交通対策事業費 20,714千円 ほか 

６款 農林水産業費の増 206,036 千円 

 産地パワーアップ事業費 181,312千円 
[新規]林業経営体育成対策事業費 11,661千円 ほか 

７款 商工費の増 174,395 千円 

 ものづくり産業振興事業費 150,000千円 ほか 

10款 教育費の増 133,201 千円 

 学びのまちづくり推進事業費 7,942千円 
ホストタウン会場整備事業費 106,306千円 ほか 

  

４ 主要事業 

   別添「平成30年度一般会計補正予算（第２号）主要事業一覧表」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



（単位：千円）

その他
の内訳

６　款　（農林水産業費）

1 6 1 3 農業振興費 【大綱３】 産地パワーアップ事業費
産地パワーアップ事業費補助金の増
… 園芸野菜栽培用ハウス整備費

181,312 181,312 0

2 6 2 2 林業振興費 【大綱３】
【新規】
林業経営体育成対策事業費

遠野市林業経営体育成対策事業補助金
… 林業機械リース支援

11,661 11,661 0

７　款　（商　工　費）

3 7 1 2 商工振興費 【大綱３】 ものづくり産業振興事業費
地方活力向上地域（企業の本社機能移転）事
業用地取得に伴う公有財産購入費

150,000 140,000 財産収入 10,000

10　款　（教　育　費）

4 10 4 1 社会教育総務費 【大綱４】
学びのまちづくり推進事業
費

姉妹都市交流事業実行委員会負担金
… チャタヌーガ市等への高校生派遣事業の拡
　充支援　ほか

7,942 7,942

5 10 5 3 体育施設費 【大綱５】
ホストタウン会場整備事業
費

国体記念公園市民サッカー場クラブハウス建
築工事請負費

106,306 92,700 13,606

平成30年度　一般会計補正予算（第２号）主要事業一覧表

【大綱１】自然を愛し共生するまちづくり　【大綱２】健やかに人が輝くまちづくり　【大綱３】活力を創意で築くまちづくり　【大綱４】ふるさとの文化を育むまちづくり　【大綱５】みんなで考え支えあうまちづくり

事　　　業　　　内　　　容 調 整 額
財　　源　　内　　訳

事　　業　　名項 目　　名
国支出金

備考
一般財源地 方 債

目№ 款
そ の 他県支出金

総合計画
大　綱
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第２次遠野市総合計画前期基本計画 
まちづくり指標等 平成２９年度実績について 

 

【発表の要旨】 

  第２次遠野市総合計画前期基本計画（計画期間：平成 28～32 年度）における目標数

値を表した「まちづくり指標」の平成 29 年度実績を公表します。 

  併せて、地方創生法に基づく遠野スタイル創造・発展総合戦略の平成 29 年度の重要

業績評価指標（ＫＰＩ）実績を公表します。 

 
【発表の内容】 
 
Ⅰ 第２次遠野市総合計画前期基本計画まちづくり指標 平成 29 年度実績 
 

１ まちづくり指標とは  
平成 27 年 12 月に策定した第２次遠野市総合計画前期基本計画（平成 28～32 年度）

において、市民主体の視点に立った行政運営を進めるため、計画の進捗状況を分かり

やすく数値で示した 135 のまちづくり指標を設定している。 

この指標は、年度ごとに目標値を設定しており、その達成状況を毎年度公表するこ

ととしている。 

 

２ 平成 29 年度の達成状況  
まちづくり指標の総数 130 指標中（＊１） 

 １０４指標（８０％）が概ね達成 

  ・達成（達成率 100％以上）        73指標（56％） 

・概ね達成（達成率90％以上 100％未満）  31指標（24％） 

・未達成（達成率90％未満）        26指標（20％） 
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総 務 企 画 部  政 策 担 当 

資料 Ｎｏ．２

達 成 
73指標 

56％ 
概ね達成 
31指標 

24％ 

未達成 
26指標 

20％ 

[参考]■第１次遠野市総合計画後期基本計画（H23～27年度）の実績 

   141指標中、101指標（72％）が概ね達成 

・達 成＝68指標（48％） ・概ね達成＝33指標（24％） ・未達成＝40指標（28％） 

■平成28年度の実績は、130指標中、108指標（83％）が概ね達成。 

＊１ 「公営住宅整備戸数」「消防ポンプの更新整備」などの５指標は、

隔年実施等により目標値が設定されていない。 
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 ３ 評価  

(1) 未達成 26 指標中、日照不足など外的要因によるものが１指標（農業生産額（耕種））。

市民等との連携や啓発等の取組が不足したなどの内的要因によるものが 25 指標（特

定健康診査受診率 ほか）であった。 

(2) 未達成項目は更に分析して、第２次遠野市総合計画前期基本計画の３年目となる今

年度のまちづくり指標の着実な推進を図る。 
 
 

４ 大綱別の達成状況について  

   遠野市総合計画では、５つの大綱を定め、将来像である「永遠の日本のふるさと遠

野」の実現に向け取り組んでいる。大綱別の達成状況は以下のとおり。 
 

(1) 自然を愛し共生するまちづくり（21 指標） 

   20 指標（95％）が概ね達成 達成 15 指標（71％）、概ね達成 5 指標（24％）、未達成 1 指標（５％） 

(2) 健やかに人が輝くまちづくり（25 指標） 

   17 指標（68％）が概ね達成 達成 12 指標（48％）、概ね達成５指標（20％）、未達成８指標（32％） 

(3) 活力を創意で築くまちづくり（44 指標） 

   32 指標（73％）が概ね達成 達成 18 指標（41％）、概ね達成 14 指標（32％）、未達成 12 指標（27％） 

(4) ふるさとの文化を育むまちづくり（27 指標） 

   23 指標（85％）が概ね達成 達成 20 指標（74％）、概ね達成３指標（11％）、未達成４指標（15％） 

(5) みんなで考え支えあうまちづくり（13 指標） 

   12 指標（92％）が概ね達成 達成８指標（62％）、概ね達成４指標（30％）、未達成１指標（8％） 
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Ⅱ 遠野スタイル創造・発展総合戦略の重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
 

１ 重要業績評価指標とは  
地方創生法に基づき、平成 27 年 11 月に策定した遠野スタイル創造・発展総合戦略

（平成 27～31 年度）において、18 の重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定している。 

この指標は、年度ごとに目標値を設定しており、その達成状況を毎年度公表するこ

ととしている。 

＊KPI＝Key Performance Indicator 

 

２ 平成 29 年度の達成状況  
ＫＰＩの総数 18 指標中 

 ７指標（39％）が達成 

   ・達成（達成率 100％以上）     ７指標（39％）  

・未達成（達成率100％未満）     11指標（61％） 

 

 

３ 評価  
(1) 未達成の 11 指標中、重点プロジェクト３の観光関連で３指標、重点プロジェクト

４の子育て関連で３指標、重点プロジェクト５の高齢者関連で２指標あった。これ

らのことから、観光振興、子育て対策、高齢者対策での取組を継続して推進してい

く必要がある。 

(2) 昨年度と比較し、新たに未達成が増えた要因は、No.5 重点野菜出荷額において、

夏場の日照不足により生育不良が発生したため、数値が減少したことがあげられる。 

(3) 未達成指標に対する取組を強化しながら第２次遠野市総合計画前期基本計画とと

もに、この重要業績評価指標の着実な推進を図る。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務企画部政策担当 (箱山) 

   電話 0198-62-2111 （内線 215） 

担当 

達 成 
７指標 

39％ 未達成 
11指標 

61％ 
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市長のブラジル・ドイツ訪問について 
 

【発表の要旨】 
  ブラジル視覚障害者スポーツ連盟を訪問し、来年7月に実施するブラジル視覚障害

者５人制サッカーチーム事前合宿に関する協議、ブラジルパラリンピック委員会への

ホストタウン登録を報告します。 

また、ブラジル岩手県人会創立60周年記念式典に市長が出席してホストタウン登録

に尽力していただいた会員の方々と交流し、絆を深めるとともに、祝意と感謝の意を

伝えます。 

さらに、「日本のグリム」と呼ばれる佐々木喜善を通して交流しているシュタイナ

ウ市を訪問し、今後の文化交流について懇談します。 

 
【発表の内容】 
１ 期間  
 平成30年８月22日（水）から29日（水）まで ８日間 
  

２ 訪問国 

 ブラジル サンパウロ市 

 ドイル  シュタイナウ市 

 

３ 訪問日程 

 

月  日 主 な 行 程 

８月22日（水） 遠野発→羽田空港→フランクフルト（ドイツ） 

８月23日（木） フランクフルト 

８月24日（金） 
シュタイナウ（ドイツ）→サンパウロ（ブラジル） 

○グリム博物館訪問、シュタイナウ市長との懇談 

８月25日（土） 
サンパウロ着 

○ブラジル岩手県人会創立60周年歓迎交流会 

８月26日（日） ○ブラジル岩手県人会創立60周年記念式典 

８月27日（月） 

○ブラジル視覚障害者スポーツ連盟会長との協議 

○ブラジルパラリンピック委員会委員長との懇談 

○ブラジルパラリンピック訓練センター視察 

サンパウロ発→フランクフルト 

８月28日（日） フランクフルト 

８月29日（月） 羽田→遠野着  

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

平成 3 0 年 8 月 2 1 日 

遠野市民センター生涯学習スポーツ課 

遠野市民センター生涯学習スポーツ課 (朝倉) 

電話 0198-62-4413 （内線 212） 

担当 
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健幸アンバサダーの養成について 
 
 

【発表の要旨】 
  家族や友人、会社の同僚など、多くの市民に健康情報を提供する人材「健幸アンバ

サダー」を養成する講座を開催します。 
  健康・運動無関心層に対する情報伝達の仕組みとして、口コミが有効であるという

研究成果を踏まえたもので、健康に関する正しい知識や情報の伝え方を学んでいただ

きます。 
スマートウエルネスコミュニティ（ＳＷＣ）協議会では、2017 年に取り組みをスタ

ートさせ既に１万人を超えるアンバサダーが活躍しています。ＳＷＣ協議会では 2030

年度までに、全国で 200 万人の健幸アンバサダーを養成する計画です。 

 
 
【発表の内容】 
１ 日時、場所  
 (1) 第１回 平成30年10月５日(金) 

 午後１時30分から５時まで 

        遠野市文化交流施設（みやもりホール） 

 (2) 第２回 平成30年10月６日(土) 

 午前９時00分から12時30分まで 

  あえりあ遠野 

２ 講義内容  
   最新健康情報、心に届く情報の伝え方、筋トレ体験など 

 

３ 受講対象者  
   18 歳以上の市民（150 人予定） 

 

４ 受講料  

   無料 

 

５ 受講者募集期間  

   平成 30 年９月 28 日(金)まで 

 

６ その他  
 (1) 講師は、両日とも久野譜也さん（筑波大学大学院教授）ほかを予定しています。 

 (2) 受講者には「健幸アンバサダー認定証（カード）」をお渡しします。 

 

遠野市記者発表資料 
平成 30 年 8 月 21 日 
健康福祉部医療連携室 

資料 Ｎｏ．４

健康福祉部医療連携室 (伊藤) 

   電話 0198-62-5111 （内線 36） 

担当 
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市民の健康増進のための歩数対決イベントの実施について 
 
 

【発表の要旨】 
平成 28 年度から体組成（体重、体脂肪率、ＢＭＩなど）の改善や歩数の増加など、

成果に応じたポイント付与事業を実施してきましたが、国が推奨する１日当たりの平

均歩数を達成する参加者が少ないことが分かりました。 
このため、運動に適した秋と運動量が低下する冬に、市民対抗（事業参加者）の歩

数対決イベント実施し、運動量の増加と歩く人を良く見かける街づくりを実施します。 

 
 
【発表の内容】 
１ 参加条件  
   ＩＣＴ健康づくり事業に参加する方の中で、歩数対決イベントへの参加を希望する

方。 
 
２ 参加料  
   無料 
 
３ イベント期間  

(1) 秋季 平成 30 年９月 10 日（月）から２週間程度 

(2) 冬季 詳細は未定 

 

４ 参加ルール  

 (1) 参加者のうち個人参加の区分となっている方は、個人での参加区分とします。 

(2) 参加者のうち事業所参加の区分となっている方は、団体での参画区分とします。 

(3) 期間中の参加者の平均歩数を競い合い、多い方を勝ちとします。 

(4) 団体での参加区分の方は、所属する団体の参加者全員の平均歩数で競います。 

 

５ 参加特典  

   参加者には、健幸ポイント付与ルールにおける「がんばってますポイント」が付与

されるほか、上位の方には本イベントのために用意した景品を進呈します。 

 

６ 後援  

   遠野すずらん振興協同組合 
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健康福祉部医療連携室 (伊藤) 

   電話 0198-62-5111 （内線 36） 

担当 



 

 

百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野 

 
 

遠野遺産認定制度の第１３回認定について 
 
 

【発表の要旨】 

  平成 19 年度にスタートした遠野遺産認定制度に、新たに７件の遠野遺産が加わりま

したのでお知らせします。 

 
 
【発表の内容】 

市民が慣れ親しみ、郷土の誇りとして育んできた「地域の宝」を地域の手で守り続け

ようと設置した「遠野遺産認定制度」は、平成 19 年度にスタートし、今年で 12 年目を

迎えます。 

13 回目の認定となった本年度は７件が推薦され、遠野遺産認定調査委員会（杉田盛彦

委員長）の調査の結果、遠野遺産にふさわしいと認められました。 

 今回の遠野遺産は８月 19 日付けでの認定となり、通算認定件数は 157 件となりまし

た。 

 

◆今回認定された遠野遺産  

  ※各遺産の詳細は、別添資料をご覧ください。 

 
 

 

番号 名称 地区 種別 推薦者 

151 月山神社(旧胡四王薬師堂) 綾織 有形(旧跡) 綾織町第7区自治会 

152 蘭場の山神神社(蘭場産神宮) 宮守 有形(建造物) 下郷地区自治会 

153 上宮守西風の石碑群 宮守 有形(記念碑) 上宮守文化振興会 

154 中斉駒形神社 達曽部 有形(建造物) 達曽部5区自治会 

155 上宮守神楽 宮守 無形(芸能) 上宮守文化振興会 

156 湧水念仏 達曽部 無形(風俗慣習) 達曽部7区自治会 

157 迷岡駒形神社と一里塚 鱒沢 複合(複数の有形) 迷岡自治振興会 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

平 成 3 0 年 8 月 2 1 日 

遠野文化研究センター 文化課 

資料 Ｎｏ．６

遠野市民センター文化課 

  佐藤 直紀 

電話 0198-62-2340 （内線 841-321）

担当 



第 151 号・有形遺産

月山神社(旧胡四王薬師堂)
がっさんじんじゃ(きゅうこしおうやくしどう)

　綾織にある神社のなかで最古のものとされ、古くは胡

四王薬師堂と呼ばれていた。本社の創建は正中２(1325)

年、鱒沢守光が、羽州月山権現を勧進したのが始まりと

される。その後、修験者阿部一族の末裔と称する一族に

よって奉仕されてきた。八戸弥六郎直栄公が立ち寄った

際の聞き間違いから明治維新以降、月山神社と名を改め

村社となった。祭神は月読命。例祭日は、旧４月８日と

されている。
推薦者：綾織町第７区自治会
所在地：綾織町下綾織36地割146番地１ 

蘭場の山神神社(蘭場産神宮)

第 152 号・有形遺産

らんばのやまのかみじんじゃ(らんばさんじんぐう)

　山伏が記した棟札の年代から、延享２(1745)年の創建とさ

れている。祭神は「産神　木花咲耶姫」である。お産の神様

として地域の信仰を集め古くは久慈からも参拝者が訪れてい

たと伝えられる。

　産神の信仰は、安産を願って神社に奉納された小枕を持ち

帰り、無事お産が住んだ後、お礼として、新しく作った小枕

と持ち帰った小枕を神社に奉納したといわれている。

新規認定

推薦者：下郷地区自治会
所在地：宮守町下宮守15地割127番地

平成30年度
13第　回認定遠野遺産

　平成19年度にスタートし12年目を迎えた遠野遺産認定制度。
　市民の皆さまが慣れ親しみ郷土の誇りとして守ってきた「地域の宝」を将来まで
継承し、またその保存や活用の活動そのものを地域の元気につなげていくための
制度です。
　今年度は７件推薦があり、遠野遺産認定調査委員会で調査を行なった結果、そ
のすべてが遠野遺産にふさわしいと認められました。

蘭場の山神神社　祭神　木花咲耶姫 

遠野
遺産

154 号・有形遺産

上宮守西風の石碑群
かみみやもりならいのせきひぐん

推薦者：上宮守文化振興会
所在地：宮守町上宮守29地割82番地２

　餓死供養塔、無縁仏の碑、金毘羅塔・西国33ヶ所、念仏塔

馬頭明王、馬力神、雷神(雨乞い碑)、梵字でキャ・カ・ラ・

バ・アの碑(永代供養碑)、追分の碑、青面金剛尊碑(庚申講碑)

で構成され、そのほとんどが、江戸時代中頃～明治のもので

ある。旧街道沿いに位置しており、当時の上宮守西風旧街道

沿いの文化を雄弁に物語っている。

第



まだまだあるよね、地域の「たからもの」―

遠野遺産認定件数一覧 

今年度で、遠野遺産は合計 157 件になりました。

78 30 14 35 157

有形 無形 自然 複合 合計 遠野
遺産

　「念仏衆」と呼ばれる地区民が、寺や墓前で太鼓と笛、鐘 ( 当り鉦 )、

手平鐘を奏でて死者を供養するもの。希望があれば自宅まで出向き、

位牌の前でも行う。発端を示す記録は無いが、遡れる最古の人物の

誕生年から、1791 年頃には既に行われていたものと考えられてい

る。念仏は通常６人程度で構成され、練習は、８月７日～ 14 日の

１週間程で行われる。１人も死者が出なかった年は、目出度きを祝

う。

湧水念仏
第 号・無形遺産
わくみずねんぶつ

推薦者：達曽部第７区自治会
所在地：宮守町達曽部湧水地区

推薦者：上宮守文化振興会
所在地：宮守町上宮守西風地区

上宮守神楽

第 号・無形遺産
かみみやもりかぐら

　確かな伝承年代は不明だが、遠野の殿様が遠野街道を往還のとき

西風の塚の松で休息したおり、旅籠役付者を通して西風の有志に教

えたのが始まりだという。また、神成舘の見張り役人が西風の住民

に教えたともいわれる。

　遠野八幡神楽とは兄弟神楽といい、遠野南部山伏神楽を称する。

幕に「鍋倉神社」とあるが、この印は上宮守神楽だけである。

第 号・複合遺産

迷岡駒形神社と一里塚
まよおかこまがたじんじゃといちりづか

推薦者：迷岡自治振興会
所在地：宮守町下鱒沢７地割 222 番地２

　一里塚 - 慶安年間 (1648-1652) の頃、遠野南部家の命により、現

在の遠野市中央通の宇迦神社の境内を基点として、諸街道に築い

た中の 1つ。遠野市の指定史跡になっている。

　迷岡駒形神社 -「昔「土林」と言う家が「林子 ( 日向 )」の上の

畑にあったそうだ。そしてそこの主なる人孫之丞は狩人で「扇ヶ洞」

の馬を誤って打ったのを詫びる印として、蒼前様の宮を建てねん

ごろに祭ったのが始めてと言うことだ。」(菊池貞一 1994『迷岡の炉端話 ( 上 )』より引用 )

　最も古い絵馬の日付が、寛政３(1791)年5月であることから、

それ以前に建立されたものと考えられ、230年近い歴史がある。

地域住民が堂宇を建立し牛馬の安全を祈願したのが始まりで、

以来各地より多くの参拝者が訪れ、「中斉の駒形さん」として

信仰を集めた。現在も、堂宇内には奉納された絵馬が数多く残

されている。

中斉駒形神社 

第 154 号・有形遺産 
なかさいこまがたじんじゃ 

推薦者：達曽部５区自治会
所在地：宮守町達曽部43地割49番地１
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お盆期間中（8/11～8/16）の主要観光施設等への入込状況について 

 
【発表の内容】 
１ 概要  
  今年のお盆は、全般的に猛暑が続き、後半部は、15 日及び 16 日の大雨によ

って各施設とも入込の落ち込みがあった。一方で、市立博物館は新たな企画展

を開催し、遠野ふるさと村は継続したメディアからの取上げ効果もあって、昨

年度を上回る入込があった。 

風の丘では、年度を通じて開催されている「遠野風の丘 20 周年感謝祭」によ

る宣伝効果もあり、昨年度並みの入込となった。 

この結果については、観光推進協議会で情報共有を進め、次期冬期間への取

組みや、来年の春夏へ向けた観光推進策の協議を進める。 

 

２ 平成25年度以降の同期間（8/11～8/16）入込状況  （単位：人）  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 主要観光施設別の入込状況            (単位：人)  

 

施  設  名 今年 前年 前年比 

※旅の藏遠野 1,111 1,275 87.1%

市立博物館 1,122 871 128.8%

とおの物語の館 1,175 1,271 92.4%

遠野城下町資料館 349 386 90.4%

蔵の道ギャラリー 87 166 52.4%

【発表の要旨】 

  今年のお盆期間中の市内主要観光施設の入込状況についてお知らせします。 

遠野市記者発表資料 

平成 30 年 8 月 21 日 

産 業 部 観 光 交 流 課 

お知らせ Ｎｏ．１
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遠野市記者発表資料 

伝承園 2,241 2,546 88.0%

遠野ふるさと村 2,080 1,636 127.1%

たかむろ水光園 3,438 3,411 100.8%

遠野麦酒苑 193 410 47.1%

コテージランドかしわぎ 574 564 101.8%

遠野風の丘 50,302 49,835 100.9%

道の駅みやもり 10,680 11,385 93.8%

とおのショッピングセンター とぴあ 20,389 23,599 86.4%

※カッパ淵(H29.4 月からカウント開始) 5,684 5,656 100.5%

※高清水 (H29.5 月からカウント開始) 2,341 484 483.7%

計 101,766 103,495 98.3%

※寺沢高原(H29.9 月からカウント開始) 1,007  

※印の施設等については、H22 はカウントなし 

 

 担

当

産業部観光交流課（立花） 

電話 0198-62-2111（内線 315）



 
遠野市記者発表資料 

百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野

 
 

 
遠野市防災訓練の実施について 

 
 

【発表の要旨】 

 ９月２日（日）に市内全域で行う遠野市防災訓練の概要についてお知らせします。 

 
【発表の内容】 
１ 目的  
  全国各地で発生している地震を踏まえ、避難訓練及び自主防災組織による安否

確認を行い、市民の防災意識の向上を図ることを目的に実施する。 
 
２ 日時・場所  
  平成30年９月２日（日） 午前７時00分～午前８時・市内一円 
 
３ 訓練参加機関等  

市内自治会（自主防災組織）、遠野市消防団、遠野市婦人消防協力隊、 
ＪＡＲＬ遠野アマチュア無線クラブ、株式会社栄組 

 
４ 災害想定  

７時01分に宮城県沖を震源とする地震により、遠野市で震度５強を観測した。

なお、本地震では気象庁が、７時00分緊急地震速報を発表している。 

遠野市は７時01分に災害対策本部を設置、７時03分に市内全域に「避難勧告」

を発令した。 

 
５ 訓練内容  
（1）自治会（自主防災組織） 

・自主防災組織活動本部設置訓練 

・指定緊急避難場所開設訓練 

・安否確認訓練（安否確認カード、災害時要支援者の把握） 

・特設公衆電話開設訓練（災害伝言ダイヤルの活用） 

・避難者受入訓練 

・初期消火、救急訓練、水防訓練のいずれか（指定場所のみ 11か所） 

 

（2）地区センター（地区センター職員及び地区センター班） 

・地区センター開設訓練 

・避難所開設訓練 

・特設公衆電話開設訓練 

遠野市記者発表資料 

平成 30 年 8 月 21 日 

消 防 本 部 消 防 総 務 課 

お知らせ Ｎｏ．２



 
遠野市記者発表資料 

・指定緊急避難場所への避難者の集約 

・各集約情報を災害対策本部へ報告 

・防災資機材点検（消防団と合同） 

  

（3）消防団 

・団本部及び分団本部設置訓練 

・各部車両による管内巡視及び報告 

・防災資機材点検（地区センターと合同） 

 

（4）市及び消防  

・情報発信訓練（エリアメール、遠野テレビによるL字放送） 

・初期消火、救急訓練、水防訓練のいずれか（指定場所のみ 11か所） 

・指定緊急避難場所及び特設公衆電話開設の集計 

 

（5）災害時応援協定による訓練 

・ドローンによる被災状況収集訓練 

・アマチュア無線による避難状況収集訓練 

 

６ 訓練の中止 
 訓練の当日災害が発生したとき、又は災害が発生する恐れがあるときは、訓練を

中止する。 

 

 
消防本部消防総務課 (千田一志) 

電話 0198-62-2119 （内線 202） 
担当 



 

 

百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野 

 
 

救急医療週間の行事について 
 

 

【発表の要旨】 

  救急医療週間の行事を開催するにあたり、広報などを通じ多数の参加を募る。 

 

 

【発表の内容】 

１ 目的  

９月９日から９月 15 日までを救急医療週間とし、救急業務に対する市民の正しい理

解と認識を深めることを目的とする。 

 

  

 

２ 行事 

⑴ パパとママの乳幼児応急手当講習会 

・日時 ９月２日（日）14 時～15 時 30 分 

・場所 遠野健康福祉の里 研修ホール 

 

 

⑵ 救急講演会 

・日時 ９月９日（日）９時 30 分～10 時 30 分 

・場所 あえりあ遠野 中ホール 

・演題 「こころの病気とメンタルヘルス」 

・講師 医療法人財団正清会 六角牛病院 総看護師長 高木千鳥 氏 

 

 

３ 主催  

  遠野市医師会、遠野市、遠野市消防本部 

 

 

 

 

 

 

担当 遠野消防署警防係 

電話 0198-62-2119（内線 113）

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

平成 30 年 8 月 21 日 

子育て応援部母子安心課 

消 防 本 部 遠 野 消 防 署 

お知らせ Ｎｏ．３ 



 

 

百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野 

 
 

遠野わらすっこまつり&消防フェアの開催について 
 

 
【発表の内容】 
１ 遠野わらすっこまつり  

⑴ 目 的 

 遠野の宝である豊かな自然の中で、様々な遊びや体験を通して心身共に伸び伸びと活動でき 

る場を創設することにより、子どもたちの健やかな成長と家族の絆、地域のつながりを育む機 

会を提供することを目的に開催するものである。 

⑵ 日 時 平成 30 年９月８日（土）９時 30 分～14 時 

⑶ 場 所 遠野市総合運動公園 集いの広場 

⑷ 内 容 

市内児童館、遠野市レクリエーション協会等のゲームコーナーやむかしの遊びコー 

  ナーをはじめ、かっぱ工事隊の働くくるま乗車体験や遠野市社会福祉協議会のキャッ 

プハンディ体験などさまざまな体験ができる。 

 

２ 消防フェア  
 ⑴ 目 的 

消防・防災体験をとおして市民に消防への関心と興味を育む機会を提供することを

目的に開催するものである。 
 ⑵ 日 時 平成 30 年９月８日（土）９時 30 分～14 時 

⑶ 場 所 遠野市総合防災センター 

⑷ 内 容 

遠野北小薬研太鼓、救助訓練披露(はしご応用登はん、降下訓練）、防災ヘリによる 

  救助訓練披露、各種体験（放水、煙、レスキュー、乗車、心肺蘇生法）、炊出し配付、 

  車両展示（陸上自衛隊、警察、東北電力、消防）、防火綱引き、防火餅まき 

 

【発表の要旨】 
  遠野わらすっこまつり&消防フェアを開催するにあたり、広報等通じ多数の参加を

募る。 

遠野市記者発表資料 
平成 30 年８月 21 日 
こ ど も 政 策 課 
消 防 総 務 課 

お知らせ Ｎｏ．４

【担当】 

子育て応援部こども政策課元気こども担当 

 高橋静香 電話 0198-62-0189 

消防本部消防総務課危機管理係 

 菊池巧・奥寺陽一 電話 0198-62-2119（内線 203・212）
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