
 

遠野市長記者懇談会（令和元年 11 月 26 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和元年11月26日（火）14：00～15：00 

■場所 元気わらすっこセンター 

 

 

 

【発表項目】 

１ “子育てするなら遠野”第２ステージに向けた 

新たな（条例・プラン・基金）３本柱の創造・発展について （資料No. １） 

 

２ 令和元年度遠野市一般会計補正予算(第４号)案の概要について （資料No. ２） 

 

３ 市民の舞台遠野物語ファンタジーの取組について （資料No. ３） 

 

 

 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(1) 今年の遠野の１０大ニュースの募集について（ お知らせNo. １ ） 

(2) 第３０回記念遠野少年少女合唱隊発表会の開催について（ 別添チラシ ） 

(3) ふるさと遠野音楽祭の開催について（ 別添チラシ ） 



 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 

“子育てするなら遠野”第 2 ステージに向けた新たな 
（条例・プラン・基金）３本柱の創造・発展について 

 
【発表の要旨】 
  “子育てするなら遠野”の第２ステージとして本年４月から取り組んでいる

「遠野市わらすっこ条例の一部改正」、「第２次遠野わらすっこプランの策定」、
「わらすっこ基金の新たな仕組みづくり」について、方向性を報告する。 

 
【発表の内容】 
１ 遠野市わらすっこ条例の一部改正について 

(1) 条例制定から 10 年を迎え、子どもを取り巻く社会の変化、児童に関する法律の改

正等に伴い、新しい時代と共に将来を見据えた進化させた条例に改正する。 

 

(2) 新しい「わらすっこ条例」を理念に、財源となる「わらすっこ基金」の新たな仕

組みづくりを行い、今年度策定の「第２次遠野わらすっこプラン」により、市民に

寄り添ったきめ細かな事業を展開する。 

 

(3) 令和２年４月１日からの施行に向け、令和元年 12 月市議会定例会に提案予定。 

 

２ 第２次遠野市少子化対策・子ども・子育て支援総合計画【(通称）第２次遠野
わらすっこプラン】の策定について 

(1) 子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法に基づく、子ども・子育て支 

援事業計画は令和元年度が最終年となることから、新たに計画を策定。 

 

(2) 従来の「少子化対策・子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画」

を基に、新たに「母子保健計画」、「子どもの貧困対策計画」、「母子家庭等自立促進

計画」を包含した内容とする。 

 

(3) 「子どもたちの未来・夢・希望」に向かい、スタートに「こども本の森構想」を

掲げ、「わらすっこの城構想」、そして、「わらすっこストリート」の実現を目指す。 

 

３ わらすっこ基金の新たなしくみについて 
(1) 本年４月から、わらすっこ基金による市内施設使用料への助成をスタート。わら

すっこが挑戦する姿をみんなで応援し、子育てを地域で支えるまちづくりを推進。 

 

(2) 基金へ協力いただく仕組みについて、わらすっこ支援委員会で検討中。 

 

(3) 子ども・子育て支援施策の展開のため、目的を明確にし、市内外へ基金への協力

を発信し持続可能を目指す。 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令和元年 11 月 26 日 

子育て応援部こども政策課 

資料 Ｎｏ．１

子育て応援部こども政策課 

課長 佐々木 真奈美 

電話 0198-62-0189 （内線 860330） 

担当 



 
遠野市記者発表資料 

 
 

令和元年度遠野市一般会計補正予算（第４号）案の概要について 
 
 

【発表の要旨】 
  令和元年 12月遠野市議会定例会（12月３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】 

令和元年度遠野市一般会計補正予算（第４号）案の概要  

 １ 補正予算額  ５１３,０４２千円 

   歳入歳出にそれぞれ 513,042 千円を追加し、予算総額を 19,706,826 千円とします。 

（当初予算比較では、9.5％の増） 

 

 ２ 編成の視点 

(1) 令和元年10月発生台風19号被害に係る災害復旧事業費の計上     60,902千円 

(2) こども本の森構想の推進に係る事業費の計上              859千円 

(3) 国及び県等の補助事業内示に伴う事業費の計上 ほか        451,281千円 

 

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 7,359 千円 
 学校施設環境改善交付金 3,706千円 ほか 

18款 繰入金の増 274,430 千円 
 財政調整基金繰入金 217,714千円 ほか 

19款 繰越金の増 16,925 千円 

21款 市債の増 213,000 千円 

 

(2) 主な歳出について 

３款 民生費の増 26,770 千円 
 保健福祉センター管理費 22,603千円 ほか 

６款 農林水産業費の増 56,929 千円 
 畜産振興総合対策事業費 39,825千円 ほか 

遠野市記者発表資料 
令和元年  11 月 26 日 
総務企画部  財政担当 

資料 Ｎｏ．２ 

永遠の日本の 
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遠野市記者発表資料 

 

８款 土木費の増 161,616 千円 

 市道等管理費 110,000千円 ほか 

10款 教育費の増 214,884 千円 

 小学校管理費 84,718千円  

中学校管理費 40,249千円 

[新規]こども本の森構想推進事業費 859千円 ほか 

11款 災害復旧費の増 58,502 千円 

 

４ 主要事業 

   別添「令和元年度一般会計補正予算（第４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 4 畜産業費 【大綱３】 畜産振興総合対策事業費

１　野生動物侵入防止緊急支援事業費補助金
　…CSF感染予防のための防護柵整備補助
２　高齢者等貸付牛購入基金廃止に伴う清算
　(1) 岩手県畜産振興総合対策事業返還金
　(2) 産業振興基金積立金

39,825 32,735 繰入金 7,090

８　款　（土　木　費）

2 8 2 3 道路新設改良費 【大綱１】
安心安全な道づくり事業
費

市道新張向川原線及び新張２号線工事請負費
ほか

39,026 34,000 5,026

10　款　（教　育　費）

3 10 4 3 文化政策費 【大綱４】
【新規】
こども本の森構想推進事
業費

こども本の森構想の検討に係る調査活動費
…検討委員会委員報酬　等

859 859

11　款　（災害復旧費）

4 11 1 1
農業用施設災害
復旧費

【大綱３】
農業用施設災害復旧事業
費

台風19号被害に伴う災害復旧工事請負費の増
…中妻頭首工ほか２カ所

25,500 14,000 11,500

5 11 2 1
道路橋りょう災
害復旧費

【大綱１】
道路橋りょう災害復旧事
業費

台風19号被害に伴う災害復旧工事請負費の増
…市道大峰線、神楽田東線ほか９カ所

26,302 9,000 17,302

№ 款 項
県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

令和元年度　一般会計補正予算（第４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

目 目　　名
総合計画
大　綱

事　　業　　名 事　　　業　　　内　　　容 調 整 額
財　　源　　内　　訳

備考
国支出金
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市民の舞台遠野物語ファンタジーの取組について 
 

 
【発表の要旨】 
   今年度で第 45 回となる市民の舞台遠野物語ファンタジー「座敷わらしの白い花」

の取組についてお知らせします。 

 
 
【発表の内容】 
１ 第 45 回記念公演に向けての取組について  
   昭和 50 年度の初公演から途切れることなく公演を続けてきた市民の舞台遠野物語

ファンタジーが、今年度で第 45 回目の記念公演を迎えます。全国各地にある市民劇

の草の根的存在である市民の舞台遠野物語ファンタジーを、今年度は次のとおり公演

予定です。 

 

(1) 公演日時 第１回 令和２年２月22日（土）開場17：30、開演18：30 

第２回 令和２年２月23日（日）開場９：30、開演10：30 

第３回 令和２年２月23日（日）開場13：30、開演14：30 

(2) 公 演 名 第45回記念遠野物語ファンタジー「座敷わらしの白い花」 

(3) 物語の舞台 遠野市土淵町 

(4) あらすじ（２幕17場） 

 豪農豊三郎は、村人達に惜しげもなくその財を分け与える親切な篤志家。で、その

家には座敷わらしが住むと云われている。 

 幸せに包まれた日常は、屋敷に入り込んだある者によって思いもよらない悲運へ。 

 豊三郎の孫娘なつ達の運命やいかに…。 

(5) 観客動員数について 

第45回記念公演（全３回公演のうち）１回公演で延べ観客数10万人を迎える予定。 

 

 

 

２ 役者の募集について  

令和元年８月から募集している役者について、まだ決まっていない役があります。 

次のとおり役者を募集しています。経験の有無等は問いませんので、興味をお持ち

の方は奮ってご応募ください。（申込順により役者を決定し、定数に達した場合は募集

を取りやめることがあります。） 

(1) 20代から40代の男性 若干名 

(2) 小学生（男女問わず） 若干名 
 

 

 

遠野市記者発表資料 

令和元年 11 月 26 日 

遠野市民センター生涯学習スポーツ課 

資料 Ｎｏ．３

市民センター生涯学習スポーツ課（長門） 

   電話 0198-62-4413（内線 215） 

担当 



 

 

永遠の日本の 
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今年の遠野の１０大ニュースの募集について 
 
【発表の要旨】 
  年末恒例企画「今年の遠野の 10 大ニュース」の募集についてお知らせします。 
 
 
【発表の内容】 
１ 応募方法  

所定の用紙やはがきなどに①平成 31 年～令和元年中の市内の思い出に残った出来事

３項目②住所、氏名、年齢、職業③広報遠野へのご意見・ご感想―を書いて応募してく

ださい。応募は、ファクスやメール、はがきでも受け付けています。 

応募箱と応募用紙は市役所本庁舎、ショッピングセンターとぴあ、遠野健康福祉の里、

各地区センター、元気わらすっこセンター、宮守総合支所、みやもりホール、市立図書

館に設置しています。 

 

２ 募集期間  
  12 月５日(木)～12 月 13 日（金） 
 
３ 募集締切  
  12 月 13 日(金)必着 

 
４ 応募者プレゼント  
  応募者の中から抽選で約 40 人に、市内事業者から提供いただいた遠野の特産品などを

プレゼントします。 

・遠野牛、一番搾りとれたてホップ生ビール 2019 

水光園入浴券  ほか遠野の物産 

※参考 平成30年の遠野の10大ニュースは以下のとおり 

第１位 遠野高校サッカー部県内最多タイ６年連続Ｖ達成！28回目の全国へ 

第２位 市出身の芥川賞作家・若竹千佐子さん「文芸賞＆芥川賞」史上初ダブル受賞！ 

第３位 遠野の子どもたちが陸上競技県・東北・全国大会で大活躍！ 

第４位 63年ぶり女性市議誕生 遠野市議会議員選挙行われる 

第５位 王者「ブラジル」が遠野へ！ 東京2020パラリンピック大会 

視覚障害者５人制サッカー競技ブラジル代表が遠野を合宿地に決定  

第６位 悲願の開通 一般国道340号線「立丸峠トンネル」 

第７位 上皇后さまの御歌碑があえりあ遠野前に建立 

第８位 道の駅「遠野風の丘」創業20周年 

第９位 人気ロックバンド「氣志團」の遠野初ライブにふるさと沸く 

第10位 遠野一輪車クラブ高校生ペアが国際一輪車選手権で準優勝！ 

 

遠野市記者発表資料 

令和元年 11 月 26 日 

総 務 企 画 部 政 策 担 当 

お知らせ Ｎｏ．１

総務企画部政策担当    (阿部) 

電話 0198-62-2111 （内線 218） 

担当 
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H30保護者ニーズ調査


子ども・子育て３本柱見直しにかかる取り組み


条例・プラン・基金の3本柱で「子育てするなら遠野」


関係団体懇談会(会議)等経過報告


R1ひとり親アンケート調査
年収150万円未満…47%


37.5


33.1


30.3


30.1


25.5


17.1


16.6


7.9


4.9


3.9


8.0


11.7


0% 20% 40% 60%


子どもとの時間を十分とれないこと


食事や栄養に関すること


子どもの教育に関すること


病気や発育・発達に関すること


仕事や自分のやりたいことが十分できないこと


友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること


子どもとの接し方に自信がもてないこと


育児の方法がよくわからないこと


話し相手や相談相手がいないこと


登園拒否などの問題


その他


無回答


（回答者：674人）


子育てに係る悩みや
問題について


子どもとの時間、食事、教育が上位


わらすっこ支援委員会 ４回/48人


わらすっこ会議 ２回/32人


遠野高校新しい遠野物語を創るPJ ６回/131人


教育保育施設保護者等 15回/293人


保育協会・ボランティア団体等15回/179人


市議会議員全員協議会 １回/18人


有識者会議 １回/5人


総合計画審議会等 ７回/200人


社協、福祉の里、子育て応援部等会議 10回/100人


なし
3%


0～50万
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50～100万
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100～150万
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150～350万
47%


350万～
6%


ひとり親家庭年収について


なし
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350万～
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遠野市わらすっこ条例の一部改正要旨


条例・プラン・基金の3本柱で「子育てするなら遠野」


NO 制定から10年!社会変化等により改正する視点 根拠・考え方
改正条文


10条文・17カ所


1
平和で安心できる生活をめざし、子どもは最善の利益を考慮し、
保護される権利がある。


・遠野市民憲章から引用し「平和」を加える。
・「安心」できる環境で発達に応じた活動ができる環境。
・「保護される権利」は児童福祉法第１条から引用。
・「最善の利益を考慮し」は児童福祉法第２条から引用。


第４条
第５条第１号
第６条第５号
第９条第３項
第13条第１項


2
H30年4月保育所保育指針、幼稚園の教育要領の改定により、
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化→非認知能力
(思いやり、承認、協力、自己肯定感等)。


・幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿が明確化され、特にも幼児期は「安心」で
きる環境で発達に応じた遊びができる環境が求められる。


第５条第１号


3  少数派、多様性、共生社会に対応することが求められる。
・少数派、多様性に対応し、共生社会の実現のために子どもの権利と大人の責務を改
めて認識するもの。


第５条第５号
第16条第３号


4
児童福祉法の改正…親権を行う者が児童の「しつけ」に際して体
罰を禁止する。


5
児童虐待の防止等に関する法律の改正…親権を行う者が児童
の「しつけ」に際して体罰を禁止する。


6
東日本大震災等を経験して自然災害時及びその他有事の際の
対応。


・東日本大震災等を経験し、また各地で自然災害が多数発生していること並びにその
他事件事故の未然防止等、大人の責務として子どもを守ること。


第８条第２項


7 大人は子どもと誠実に向き合ってほしいという願い。
・「子どもの良さを見つけてほめる」ことの前段に、子どもと誠実に向き合う大人の姿勢
を表現した。


第８条第３項第３号


8 地域と学校が連携するコミュニティスクールの推進。
・コミュニティスクールとは、学校と地域が一体となって特色ある学校づくりを進める体
制であり、自治体の努力義務である。


第10条第４項


9
時代、世代は変わっても、残したい、大切にしたいものを伝える
こと。


・わらすっこプランの中では、地域の孫育てまでをライフサイクルとして位置付けている
ことから、生きる知恵と工夫を地域の次世代に伝えてほしい。


第10条第５項


10
保護者の共働きの増加に伴い３歳未満児の保育ニーズが高まっ
た。


・市内保護者の共働きは85%を占めているが、事業所にも働き方改革を推進し、子育
てに優しい職場環境づくりを推進したい。


11 H31年４月１日施行「働き方改革法」の推進。 ・子どもと向き合う時間の確保を目指したい。


12 核家族化が増加、孤食、欠食の現状からきめ細かな支援。


13
発達障がい、虐待に対応するための職員の専門性が求められ
る。


14 ひとり親世帯の約半数が低所得という状況。


15
これからの10年を見据え「素直な想い」を創造・発展的に表現し
たい。


・市として、子育てに困難を抱えている家庭へ誠意をもって寄り添い、みんなが幸せと
思えるよう、よりきめ細かな支援を継続していきたい。


第４条第４項
第８条第１項
第９条第１項
第10条第２項


・児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の改正により、親権を行う者が児
童の「しつけ」に際して体罰を禁止することから虐待と体罰の禁止を重視した。


第12条第２項


第18条第２項


・子育てに困難を抱えている家庭へよりきめ細かな支援を継続。
(発達が気になる子ども、ひとり親家庭、貧困、虐待等)







保健


医療


家庭


保育


学校


教育


職場


労働


社会


地域


わらすっこ条例・「子育てするなら遠野」（協働を支える理念） わらすっこ基金・健全財政５ヵ年計画（施策を支える財源）


出生


成長


就職出会


結婚


支 援
サイクル


ラ イ フ
サイクル


保健医療の支援


経済的な支援


保育環境の充実学校教育と連携


社会地域と連携


職場環境の支援


出産にかかる支援


条例・プラン・基金による子育て３本柱のしくみ
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計画の対象 ⇒ 18歳未満のすべての子どもとその家族、
保護者、地域住民、学校等、事業者、市民全体


計画の期間 ⇒ 令和２年度から令和６年度までの５年間


遠野市総合計画遠野市総合計画


遠野市
少子化対策・子ども
子育て支援総合計画


（R2～6年度）


子ども・子育て支
援事業計画


次世代育成支
援行動計画


【関連計画】


○遠野市障がい者プラン2018


○遠野市食育推進計画


〇放課後子ども総合プラン


○男女共同参画基本プラン


岩手県
子ども・子育て
支援事業計画


岩手県
ひとり親家庭等
自立促進計画


岩手県新・いわて
子どもプラン


岩手県
子どもの貧困対策推進計画


環境 くり


子どもが健やか
に育っていける
環境づくり


安心して子ども
を産み育てられ
る環境づくり


家庭や子育て
をみんなで支え
る環境づくり


⼦育てするなら遠野


第５次
母子保健計画


子どもの
貧困対策計画


母子家庭等
自立促進計画


この計画は、市の障害者プラン2018 、食育推進計画、男女共同参画基本


プランとの整合と、県の新・いわて子どもプラン及び子ども・子育て支援事


業計画、いわての子どもの貧困対策推進計画、ひとり親家庭自立促進計画と


の重層的な連携を図り、きめ細かな子育て支援に取り組んでいきます。


遠野スタイル創造・発展総合戦略
まち・ひと・しごと創生総合戦略


遠野スタイル創造・発展総合戦略
まち・ひと・しごと創生総合戦略


「子ども」を
加えるよ!


第２次遠野わらすっこプランの概要


基本理念 「⼦どもを産み育てることに夢がもてるまちづくり」


「⼦育てをみんなで応援し わらすっこの笑顔があふれるまちづくり」
〜⼦育てするなら遠野〜
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いままで


これから


R元年度
• わらすっこの種を蒔きます


R２年度
• 芽が出て双葉になります


R３年度
• 根が張りぐんぐん伸びます


R４年度
• つぼみが膨らんできます


R５年度
• 大輪の花が咲きます


R６年度
• 実が生ります


【令和の時代】


第１次わら
すっこプラン
から５年経
過し種を収
穫しました


夢と希望の大切な種
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１ 意⾒・提⾔・課題 ３ プランへの新たな施策の展開(案)


市の責務及び基本的な市の取組 第13条


【H30アンケートより】


□家庭の都合で産後、家族の協⼒が得られない場
合のため、産後ヘルパー等の事業があればいい
□⼩学校の⾏事の際、下の⼦どもを預かる託児の
仕組みが欲しい
【保護者懇談会より】


□わらすっこ応援券の利⽤を拡⼤
□産後、保健師に⾃宅訪問をしてもらい相談が出
来て安⼼した
【児童館長会議より】


□⼦どもにとっての最前の居場所は家庭、親⼦の
時間を⼤切にしてほしい


条例・プラン・基金の3本柱で「子育てするなら遠野」


２ 条例のポイント(改正含)
第13条 市は、子どもの権利を保障するため、子どもに
とっての最前の利益を考慮し、取り組みを推進。


あらゆる分野において、必要な支援及び総合調整。
子どもに関わる関係機関と相互に連携し、及び協働。
財政上の措置を講じる。


● 【新規】子育て家庭ヘルパー派遣(産後ケアの拡充)


●
【拡充】子育て応援宣言のまち推進（地域子育て応援推進・わら
すっこ基金助成・わらすっこ応援券交付）


● 【拡充】高校魅力化サポート


● 【拡充】防災教育推進(震災から10年…伝える)


● 【強化】未来へつなぐこども家庭支援(虐待防止等)


● 【継続】保育所等運営(副食費助成)


● 【継続】幼稚園応援(副食費助成)


市外における予
防接種について
助成拡大を検討


小学校の行
事の際等、そ
の場でファミ
サポ活動等
の実施を検
討
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１ 意⾒・提⾔・課題


市の責務及び基本的な市の取組 第14条～第18条


【わらすっこ会議・遠野高校プロジェクトより】


□安⼼して、寝転がって本が読める図書館
がほしい
□⾃然、⽔遊び、静かで様々な年代が集え
る公園
【H30アンケートより】


□飲⾷可能で気軽に⾏ける居場所がほしい
□予防接種、医療費の拡充をお願いしたい
□発達障がいの療育に⼿探り、更に関係機
関と連携し⽀援してほしい
□ひとり親家庭なので経済的⽀援の充実


条例・プラン・基金の3本柱で「子育てするなら遠野」


２ 条例のポイント(改正含)
第14条 条例及び子どもの権利について広報活動。
第15条 相談及び救済のために必要な措置。
第16条 居場所づくり、遊び及び体験の場づくり。


多様化する社会においてもそれぞれが認められ
るよう支援。


第17条 子どもの主体性を大切にし、社会参加などを促
進。


第18条 市は、保護者が子どもを育てるにあたり、必要
に応じて経済的、社会的支援を行う。
子育てに関して困難を抱えている家庭へきめ細


かな支援。


【ひとり親家庭等の自立支援の推進・貧困家庭への支援】


３ 第２次わらすっこプランのスタート
はここから!(案)


● 【強化】未来へつなぐこども家庭支援事業(虐待防止等)


● 【拡充】わらすっこの療育支援事業


● 【拡充】予防接種費、小学生・中学生医療費給付事業


● 【拡充】小・中学生健康増進


● 【拡充】学校給食の充実


１歩
• こども本の森構想推進


２歩


• わらすっこの城整備への着実
な前進


３歩


• わらすっこストリート実現へ一
歩ずつ(一日市通から遠野小学校周辺)


● 【新規】児童館施設整備事業(白岩児童センター設計業務)


わ
ら
す
っ
こ
ス
ト
リ
|
ト
の
実
現


夢
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１ 今までの基⾦


２ R元年度からの基⾦ わらすっこ基⾦を活⽤して施設使⽤料サポート


わらすっこ基金の新たなしくみ


□ ⼦どものスポーツ・教育・芸術⽂化活動で挑戦する姿に市⺠みん
なで応援!! 遠野スタイルの⼦育て応援


条例・プラン・基金の3本柱で「子育てするなら遠野」


H21～H30


H21～H30年度末


189件


H31.３月末現在


○H30年度 3,849千円
わらすっこプラン推進事業 464千円


若者と女性の活躍推進事業 240千円


ブックスタート事業 245千円


遠野わらすっこ夢の教室事業 1,000千円


わらすっこの誕生応援事業 1,000千円


基金助成事業 900千円


○H29年度 4,202千円
○H28年度 4,547千円
○H27年度 6,006千円
○H26年度 6,240千円
○H25年度 4,941千円
○H24年度 5,469千円
○H23年度 4,074千円
○H22年度 4,809千円
○H21年度 1,160千円


○R元年度予算 4,200千円
【4月～9月実績】


・市民サッカー場、総合運動公園、銀河の森運動公園等 17団体 790,608円
・小中学校ナイター照明、地区センターナイター照明 ５団体 108,540円
・旧中学校ナイター照明 ２団体 62,640円


計 24団体 961,788円
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３ 第２ステージの基⾦ 市⺠の協⼒による取り組み


わらすっこ基金の新たなしくみ
条例・プラン・基金の3本柱で「子育てするなら遠野」


【概容】
・各種イベントでの募金活動。
・定額募金によりオレンジリボングッズ
(虐待防止)を贈呈。⇒グッズ単価に基
金への協力金を上乗せする仕組み。
・わらすっこ支援委員会、主任児童委
員部会、事業所、遠野緑峰高校等の
団体と市が協働することにより、各イベ
ントで募金活動を展開する。


プランA(オレンジリボン募金)


【概要】
・環境衛生とのコラボで、エコバックまた
はレジ袋を購入した際、一部を基金へ
協力する仕組み。
・市内事業所、環境課との連携により環
境エコ啓発との相乗効果が期待され


る。


プランB(環境コラボ)


【概要】
・スーパー等で気軽に基金へ協力しよう
と思わせる仕組みを構築する。


プランC(スーパー基金デー)


【目的】 わらすっこプラン推進にあたり、安定した基金の財政運営を図るため財源を確保する。


【遠野緑峰高等学校】
農産物等の販売額は、すべて県会計


の収入となるため、基金へ贈呈すること
はできない。ホップ和紙については、別
会計のため、継続協議。


検討継続


・事業所ゴミの有料化に伴い、レジ袋を有
料化した場合の益金はゴミ有料化に充
当。また、県内の状況をふまえ、足並み
を揃えたい。ゆえに、基金への協力は
難しい。エコバックも同様。


・本社の方針なので、レジ袋は全店が
共通金額となる。詳細はまだ示されて
いないが、実施は難しい。


実施は難しい


【遠野緑峰高等学校との連携】
文化祭等での募金箱設置は可能である


ことから協力したい。
【関係機関団体との協議】


迷路型の募金箱の作成
について検討したい。市内
小学５年生対象の木工教
室とのコラボ。「森林の再
生を考える会」との連携。


募金箱の
設置は可能


４ 第２ステージの基⾦ 市の取り組み
⼦どもたちの健やかなる成⻑、そして夢と希望を実現するため、市は畑に毎年


肥料を⼊れます。肥料とは、「わらすっこ基⾦」です。
第2次わらすっこプラン推進のため、少しずつ積み⽴てる検討をしています。


重要ポイント





