
遠野市長記者懇談会（令和３年 6 月 1 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和３年６月１日（火）14：00～15：00 

■場所 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 令和３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.２ ） 

 

３ 「こども本の森 遠野」ロゴ発表・キャラクター愛称募集・ 

オープニングセレモニーについて （ 資料No.３ ） 

 

４ 令和３年度 遠野さくら祭りの開催結果及びゴールデンウィーク期間主要観光施設 

入込について （ 資料No.４ ） 

 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(１) 令和３年度遠野市緑化祭「里山フェスタ 2021」の開催について（ お知らせNo. １ ） 

(２) 東京 2020 オリンピック聖火リレーの実施について（ お知らせNo. ２ ）  

(３) オペラシアターこんにゃく座オペラ「遠野物語」公演について（ お知らせNo. ３ ）  

(４) 遠野市民センター50 周年記念邦楽コンサート 

「遠野の郷に福きたる～福が夢をつれてくる！～」について（ お知らせNo. ４ ）  

(５) 「遠野物語の日」博物館入館無料について（ 別添チラシ ） 

 



令和３年６月１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 ３ 年 ６ 月 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. 主な対応経過

R2/1/28 国内初となる日本人感染者を確認

4/8 国の緊急事態宣言発令
8都府県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡、福岡県）
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

4/13 総務企画部内に
「新型コロナウイルス対策室（11人体制）」を設置

4/16 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

5/25 国の緊急事態宣言が全地域で解除

7/29 県内初の感染者確認（盛岡市１名、宮古市１名）

8/26 市内初の感染者確認（５名）

Ｒ3/1/7 国の緊急事態宣言発令
1都3県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）
1/14追加（栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県）

2/1 総務企画部内に
「新型コロナワクチン接種対策室（11人体制）」を設置

3/21 緊急事態宣言の全対象地域解除

3/25 市内2例目の感染者確認（１名）

3/27 ワクチン接種集団接種会場運営シミュレーション実施
場所：遠野市総合福祉センター

4/19 65歳以上高齢者ワクチン接種 市内予約開始

4/23 国の緊急事態宣言発令
４都府県（東京都、大阪府、京都府、兵庫県）
5/12追加（愛知県、福岡県）5/16追加（北海道、岡山県、広島県）5/23追加（沖縄県）

4/27 65歳以上高齢者ワクチン接種 市内接種開始

❖市内感染者数 計６名
・Ｒ2/8/26確認 5人
・Ｒ3/3/25確認 1人
※重症者・死亡者は0人

❖対策に係る会議実績 計40回
【Ｒ２年度】
・対策本部会議25回
・連絡会議11回
・連絡調整会議１回

【Ｒ３年度】

・対策本部会議３回 ※直近開催は5/24

❖議会説明 計10回
【Ｒ２年度】
4/24臨時会、6月定例会、7/30臨時会、
9月定例会、11/16臨時会、12/25臨時会
2/10臨時会、3月定例会
【Ｒ３年度】
4/15調査特別委員会、6月定例会

❖対策予算
【Ｒ２年度】

約67億1,135万円（全69事業）
【Ｒ３年度】

約３億6,964万円（全18事業）
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２. 取組概要

フェーズ① 緊急初動期
国内感染確認～緊急事態宣言

・急速な感染拡大への対応
・国・県の指示に基づく緊急的対処

フェーズ② ウィズ・コロナ期
緊急事態宣言解除後の段階的移行

・感染予防と経済活動の両立
・新しい日常の醸成
・感染者発生時の迅速かつ的確な対処

フェーズ③ ポスト・コロナ期
ワクチンの普及等による収束

・ワクチン接種の円滑な実施
・感染予防・経済対策の継続実施

２本柱

感染防止対策 ¥ 経済対策
迅速で強靭な
情報ネット

感染発生時の
緊急対応

新しい日常の
普及・啓発

施設等での
感染防止対策

衛生用品の
調達・備蓄

避難所運営
における対策

教育環境の
確保・充実

妊産婦・高齢
者等への配慮

地域外来・
検査センター

各種
給付金事業

事業継続
雇用確保

観光等誘客
キャンペーン

高齢者・
低所得者支援

産業・生産
基盤強化

デジタル化
生産性向上

移住・定住
ワーケーション

地元消費
喚起

商工労働
相談窓口

影響の長期化を視野に入れつつ、各フェーズに応じた
「感染予防対策」と「経済対策」の2本柱の対策を展開する。

◎経済低迷による税収減への対応
◎ポスト・コロナに向けた出口戦略

◎デジタル化等による強靭で効率的な社会へのシフト
◎影響の長期化による感染予防対策と経済対策の継続

令和２年２月～５月

フェーズに応じた対策

地方創生臨時交付金 県市町村総合支援費補助金国・県事業 市独自事業

課 題

長期化の可能性あり

スピード感ある事業展開 幅広いニーズへの対応 国・県事業との連動

ワクチン接種
の円滑な実施

令和３年度～令和２年６月～３月
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（2）接種進捗状況 ※5月30日㈰実施分含む ※速報値
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対 象 対象見込数
接種実績

備 考
1回目 2回目

医療従事者等 523人 523人 523人 市内医療従事者等は概ね完了

福祉施設等職員 678人 678人 0人
医療従事者等優先接種のワクチン余剰分を活用
し、市内の保健・福祉・介護職員等（17団体）に優
先接種を実施。1回目5/30 2回目6/20

65
歳
以
上

一般 約9,500人 2,713人 517人 集団接種延べ2,215人、個別接種延べ1,015人

施設入所者等 約1,000人 310人 260人 市内19施設中6施設において接種開始済み。
6月中の全施設接種完了に向け調整中

65歳以上小計 3,023人
（28.79%）

777人
（7.4%）

市内接種合計 4,224人 1,300人

（1）一般高齢者（約9,500人）予約受付実績 ※4/19～5/28受付分 ※速報値

コールセンター 遠野健康福祉の里 合計 苦情件数

5,453件 2,443件 7,896件（約83％） 約2,000件
〇予約受付開始時よりコールセンターに電話がつながりにくいなどの苦情が多数寄せられたため、遠野健康福祉の里内で臨時対応

を実施。現在は、予約受付が進んだことにより、コールセンター及び遠野健康福祉の里への電話の混雑状況は緩和されている。
〇施設入所者等の約1,000人分は、施設を経由して申込の取りまとめを行い、施設と嘱託医との調整により順次接種開始済み。

３. 新型コロナワクチン接種の進捗状況について
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＜当 初＞ ＜変更後＞

４月下旬～８月下旬 ４月下旬～７月末
約6,650人（約70％） 約8,800人（約92.6％）

・７月末完了
・最大2,150人増

★集団接種
・5～7月の既定日程において１日あたりの接種枠を拡充
・一部において日程追加及び日程変更

★個別接種
・6～7月の接種枠を拡充

◎当初の想定よりも予約率が高く市民から早期接種を望む声が多数寄せられていることから、
市民の安全・安心を確保するため、接種日程の前倒しを行います。

４. 65歳以上高齢者接種の日程前倒しについて

（1）前倒しの必要性

（2）概 要

◎6月末までに65歳以上高齢者全員分のワクチンが確保される見通しです。

◎遠野市医師会及び県立遠野病院等の全面的な協力により前倒し行います。
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（3）繰上対応について
◎日程の繰り上げにより、予約時より接種日が早まる人は約4,000人となる見通しです。
◎繰上対象者には、繰上後の日程について順次、個別通知（郵送）します。
◎個別通知後は、対象者に電話連絡等を行い日程誤りを防止します。

６月日程
予約者

現状

未予約者

調整後

７月日程
予約者

８月日程
予約者

拡充枠

公平性確保の観点から、
予約順に繰上げます。

８月

６月日程予約者

７月日程予約者

８月日程予約者

未予約者７月

繰上対象者
約4,000人
※5/30現在

未予約者
約1,600人
※5/30現在

（4）未予約者等への対応について（予約困難者等への支援）
◎日程前倒しに伴う全日程の調整のため、一斉電話予約の区切りを６月11日㈮を目途(※)

とし、未予約者には早目に予約していただくよう各種広報媒体による周知を行います。

◎周知活動と並行し、未予約者へ予約勧奨（個別通知）を行います。
その際、関係機関等と連携した予約困難者支援や交通弱者支援にも取り組みます。
※6月11日㈮以降も予約可能。また、7月末までの接種が間に合わなくとも、8月以降の一般（64歳以下）日程で接
種することができます
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★庁内組織の強化
〇前倒しに係る集団接種会場の運営業務、予約者等への繰上対応、予約困難者支援等に

対応するため、新型コロナワクチン接種対策室を中心とした組織強化を行いました。

・担当職員の追加配置
・会計年度任用職員の追加雇用
・予約・相談業務に係る臨時体制の構築

★遠野市医師会・県立遠野病院からの医師・看護師等の派遣
〇5月19日㈬の市と医師会等との協議において、接種日程前倒しのための集団・個別接種

会場における接種枠の拡充等について全面的に協力いただける旨を確認済み。
〇新規日程分（遠野会場：6/19・7/10、宮守会場：7/3・7/4・7/24・7/25）に係る

医師・看護師等の派遣協力についても了承済み。

（5）実施体制の強化について

★ワクチン接種対策会議の設置
〇65歳以上高齢者接種の前倒しをはじめ、次期の一般接種（64歳以下）に向けた実施体

制構築など、ワクチン接種事務に係る課題対応を全庁的に行うため、ワクチン接種対策
会議(構成員：幹部職員11人)を設置しました。

座 長：副市長

部長級：総務企画部長、健康福祉部長、新型コロナウイルス対策室長、新型コロナワクチン接種対策室長
課長級：総務課長、政策担当課長、母子安心課長、健康長寿課長兼医療連携室長、福祉課長、新型コロナワクチン接種対策室主幹



４. R３年度新型コロナウイルス対策事業

第１弾
当初予算

11,125千円（3事業） 85,545千円（9事業） 96,670千円（12事業）

第２弾
1号補正予算
（4/9専決処分）

119,680千円（1事業） 17,052千円（1事業） 136,732千円（2事業）

第３弾
２号補正予算
（6月定例会）

26,135千円（1事業） 110,100千円（3事業） 136,235千円（4事業）

156,940千円
（5事業）

212,697千円
（13事業）

369,637千円
（18事業）

感染予防対策 ￥経済対策 合 計

合計
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約３億6,964万円（1） 総事業費 （全18事業）

合 計

国の地方創生臨時交付金等を活用した第４弾についても検討中



第３弾
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（2）追加事業

感染予防対策
事業名 概要 予算額（千円）

スクール・サポート・スタッフ配置 市内全14小中学校にスクール・サポート・スタッフを配置し、消毒作業等感染
症対策や業務の補助を行うことにより、感染症予防と教職員の負担軽減を図る。 26,135

（1事業）26,135千円

¥経済対策
事業名 概要 予算額（千円）

中小企業等雇用確保支援事業費補助金

雇用確保に取り組む中小企業に対し3つの支援策を実施。
1 求人情報発信支援

求人情報の掲載費用を支援（1社あたり上限5万円）
2 市外在住求職者転入支援

新規雇用者が遠野市に転入する際の引越費用を支援（1人あたり上限10万円）
３ 新規雇用者PCR検査支援

新規雇用者が遠野市に転入する際のPCR検査費用（1人あたり上限19,500円）

6,100

中小企業等事業転換支援事業費補助金

ウイズ・コロナ、アフター・コロナの経済社会の変化に対応するため、
事業転換に取り組む中小企業を支援。
【補助額】

一般枠…1社あたり上限10万円
①令和元年度と令和2年度の年間比または令和3年4月を含む任意の6カ月間の対前年比が
10％以上減少 ②国の事業再構築指針に沿った新分野展開・事業転換・業種転換等を実施

6,000

商工業再生・持続化補助金

アフター・コロナの地域経済の再生を図るため▶業種転換▶経営革新▶新製品生
産や生産プロセス改善など生産性向上に向けた設備投資―を支援。
【補助額】
設備投資額の2/10以内（上限300万円）
※加算措置による上限額は2,500万円

98,000

約１億3,624万円

（３事業）110,100千円

（全４事業）



事 業 名 予算額（千円） 進 捗 実 績 詳 細 ※５月28日現在
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子育て施設訪問支援

当

初

2,353 ○
対象施設 保育所、児童館等28施設
登録ヘルパー人数 14名、ヘルパー派遣回数 延べ126回

保育施設等感染症対策 3,172 ○ 必要物品の在庫確認中。近日中に購入手続き開始予定

小中学校感染症対策 5,600 〇 4/12各学校に予算配当済み。順次、学校において必要物品を購入。

新型コロナワクチン接種
対策事業費

1号
補正

119,680 ○ ・集団接種会場等で使用する衛生用品、備品等の購入開始済み

٧
৽
ੋ
ৌ
ੁ

新規雇用創出事業費補助金

当

初

15,000 ○ 申請受付中

デジタル対応人材養成
基礎研修事業費補助金 2,000 △ 実施準備中

感染生産者事業継続支援
給付金 3,300 ○ 感染者未発生のため給付実績０件

感染施設園芸農家見舞金 1,245 ○ 感染者未発生のため給付実績０件

中小企業等事業継続家賃
補助金 1,000 ○ 令和3年4月から6月分の申請受付中

商い元気回復事業費補助金 30,000 〇 申請受付中

地元商圏購買力回復事業費
補助金 5,000 〇 申請受付中

観光振興補助金 20,000 △ ４月21日の遠野市観光推進協議会の協議を経て、現在関係機関と調整中

子育て世帯生活支援
特別給付金給付事業費

1号
補正

17,052 ○
児童扶養手当受給者分（完了） 給付対象者181人、給付額 13,550千円
公的年金受給者及び家計急変者分 給付決定者6人、給付額 400千円

◎…事業完了 〇…着手済 △…未着手
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（2）Ｒ３年度事業 進捗状況




ഉ

ଆ
ৌ
ੁ

٧
৽
ੋ
ৌ
ੁ

■ワクチン接種 70,991千円
ワクチン接種体制確保事業費（8・9）

■一般感染症予防対策 55,720千円
・感染症予防物品購入（1）
（避難所設置用消耗品等）

・サーモグラフィカメラ購入（市民センター等）（2）
・救急隊員用感染防護衣・消毒用資機材購入（2）
・避難所用感染症予防物品購入（3）
・非接触型検温器等購入（※）

■高齢者・障がい者 14,652千円
・高齢者等見守り体制構築（3）

（３）Ｒ２年度事業一覧

■医療体制 2,019千円
・医療機関感染症対策支援補助金（7）

■教育・文化 27,827千円
・感染症予防物品購入（1 ※再掲）
・小中学校配布用衛生用品等の購入
・ 〃 緊急連絡用メール配信システム導入
・図書消毒機配置

・小中学校感染症予防・学習保障備品等購入（3）
・市立図書館・博物館サーモグラフィカメラ購入（4）
・成人式オンライン配信事業（5）

■広報・情報通信 3,450,530千円
・広報遠野 臨時号・増ページ対応（1）
・ケーブルテレビＦＴＴＨ化整備事業（実施計画）（3・7）

■子育て 36,419千円
・子育て施設ヘルパー派遣（2）
・児童館等衛生環境整備（3）
・元気わらすっこセンターサーモグラフィカメラ購入（3）
・保育施設等衛生環境整備・感染症対策（3）
・予防接種・健診会場用検温センサーカメラ購入（3）
・助産院感染症予防対策備品購入（3）
・妊婦インフルエンザ予防接種補助事業（5）

■観光 1,999千円
・観光施設等への感染症予防物品配布、
感染者発生時消毒作業助成金（1）
・遠野風の丘・旅の蔵サーモグラフィカメラ購入（4）

■各種給付金 2,717,025千円
・特別定額給付金（1）
・子育て世代への臨時特別給付金（1）
・ひとり親世帯臨時特別給付金（3・7・9）
・わらすっこ応援臨時特別給付金（3・9）

■高齢者・障がい者 34,850千円
・高齢者等生活物資供給（2）
・外出支援タクシー助成券（3）

■労働関係 16,430千円
・新規雇用創出事業費補助金（3・9）

■観光 37,596千円
・プレミアム市内宿泊交通利用券（2）
・で・くらす遠野ホームページリニューアル（2）
・観光振興補助金（3）
・観光施設Wi-Fi環境整備事業（5）
・観光振興調査事業（5）
・観光事業者経営応援事業費補助金（5）

■商工関連 199,664千円
・休業支援職業能力向上研修（1）
・中小企業事業継続家賃補助金（1・2）
・商工業総合相談窓口開設（1）
・遠隔就業マッチングシステムによる就業支援（1）
・生活関連サービス向上支援事業費補助金（1）
・雇用調整助成金（1）
・商工業総合相談窓口相談員配置（2）
・中小企業等事業資金緊急対策事業費補助金（2・5）
・消費喚起支援事業費補助金（2）
・商工業再生・持続化補助金（3）
・地元商圏購買力回復事業費補助金（3）
・地元飲食業等応援事業費補助金（3）
・中心市街地活性化施設安全衛生対策工事（3）
・デジタル化促進事業費補助金（5）
・みなし法人持続化事業費補助金（5）
・供給力向上促進事業費補助金（5）
・商い元気回復事業費補助金（5）
・飲食業経営持続化補助金（7）
・中小企業家賃支援補助金（7）

■農林畜産関係 43,263千円
・感染生産者事業継続支援給付金（1）
・感染施設園芸農家見舞金（1）
・六次産業チャレンジ応援事業費補助金（1）
・馬産地遠野活性化支援事業費補助金（2）
・ビールの里づくり協議会負担金（2）
・遠野わさび生産維持対策支援金（3）
・遠野牛地域一貫体制整備事業費補助金（3）
・主要畜産品目生産基盤拡大推進事業費補助
金（3・5）
・収入保険加入促進事業費補助金（5・9）
・遠野産米次期作支援事業費補助金（9）

■教育・文化 2,361千円
・奨学資金貸付金（1）
・学校臨時休業対策（給食費等返還・補償）（1）
・文教施設等利用・観光促進PR広告（4）
・修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金（※）

( )…補正号 ※既存予算を活用して実施した事業

事業総額 67億1,135万円（全69事業）

約36.6億円

約30.5億円

( )…補正号 ※既存予算を活用して実施した事業
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５. 生活困窮者等への対応状況

（1）税金、保険料、使用料等の猶予・減免等の申請者数累計（令和3年４月末）

令和２年度実績
（4月～翌３月）

令和３月４月 合計

緊急
小口

申請件数 50 2 52
貸付額 915 35 950

総合
支援

申請件数 10 1 11
貸付額 455 60 505

(3) 相談窓口（Ｒ３年度分）

※貸付額単位：万円(2) 緊急小口資金、総合支援資金 申請状況（Ｒ３年４月末現在）

※（ ）は市外在住者または市外に本拠地のある事業所

◎自立生活相談窓口
・コロナの影響による新規相談 2件（R2実績 12人）

・住居確保給付金の新規申請 0件（R2実績 1人）

◎生活保護窓口
・コロナの影響による新規受給者 0人（R2実績 2人）

保険料
減
免

３月
末比

介護保険料 3 ±0

後期高齢者
医療制度保険料 3 ±0

使用料等
猶
予

３月
末比

上・下水道使用料 2 ±0

保育料 1 ±0

遠野テレビ使用料 0 ―

市営住宅使用料 0 ―

市奨学金償還 0 ―

※コロナ特例分のみ
※件数及び貸付額は延べ
※Ｒ２年2・3月は申請なし

※コロナ関連のみ ※数値は実数(累計)

税 金 猶予
納期
延長

減免 合計 ３月末比

個人市民税 4（0） 5（2） 0 9（2） ±０

法人市民税 3（1） 20（11） 0 23（12） ＋１(±0)

固定資産税 0 5（2） 90(14) 95（16） ＋90(+14)

軽自動車税 0 0 0 0 ―

国保税 0 5（0） 13（0） 18（0） ±０
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月
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月
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月 1月 2月 3月

R2年度 R1年度

R2.2~R3.1 前年同期 対前年比

観光施設 1,041,599人 1,609,949人 ↓35.3% 減

宿泊施設 41,959人 70,134人 ↓40.2％ 減

観光施設等入込推移 ※景観施設、行祭事含む 宿泊施設入込推移
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月 1月 2月 3月

R2年度 R1年度

千人万人

…緊急事態宣言（４月8日～５月25日） …県内初の感染者確認（7/29） …Go to トラベル事業（10/1～12/27）

６. 観光・宿泊業への影響と取り組み

感染拡大から１年間の累計 ※景観施設、行祭事含む Ｒ3年４月速報値 ※景観施設、行祭事含む

R3.4 令和元年同期 令和元年比

観光施設 130,238人 142,861人 ↓8.8% 減

宿泊施設 2,405人 5,553人 ↓56.7％減

（１）入込状況等
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（２）主要イベントの対応方針（Ｒ３上半期）

感染症予防対策を徹底することで開催できるイベントが増えつつある。
観光振興、地域活性化の観点から、ウィズ・コロナへの対応が求められる。

イベント名 Ｒ３年度 Ｒ２年度
東北デスティネーションキャンペーン
（４/１~9/30） 〇 実施中 ―

遠野さくら祭り（４/17~5/5） 〇 ・遠野南部氏入部行列は中止。
・その他内容を工夫して実施。

中止
※鍋倉公園の提灯設置のみ実施

JR釜石線SL銀河運行（8/21～9/26） 〇 ・10月以降の運行は未定
中止

7/18～8/16のみ運行

町民運動会（６/６） × ・市内一斉実施は中止。
※年度内の実施については各町の判断

中止

早池峰山入山式（６/13） × 交通規制は例年どおり 中止

東京2020オリンピック競技大会聖火リレー
遠野区間（6/18） 〇 組織委員会のガイドラインに沿って対応。 延期

東北馬力大会馬の里遠野大会（6月27日） × 中止 中止

オペラ「遠野物語」（6/20） 〇 劇場、音楽堂等におけるガイドラインに沿って対応。 －

遠野市民センター50周年記念「遠野の郷に福き
たる~福が夢をつれてくる！~」（７/4） 〇 劇場、音楽堂等におけるガイドラインに沿って対応。 －

全国やぶさめ競技遠野大会（７/18予定）
柏木平リバーサイドまつり △ 実施可否を含め検討中。 中止

遠野納涼花火まつり（８月中旬） 〇 感染対策・実施内容等を検討中。 中止

遠野ホップ収穫祭（８/21~22予定） △ 実施可否を含め検討中。
中止

オンラインイベントを実施

日本のふるさと遠野まつり（９/18～19） 〇 感染対策・実施内容等を検討中。
中止

※R4年度の50周年記念に向け特設サ
イトを開設

×中止 △未定 〇開催または開催予定
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遠野市記者発表資料 

 
 

令和３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】 
  令和３年６月遠野市議会定例会（６月８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３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  ４５０,６５２千円 

   歳入歳出にそれぞれ 450,652 千円を追加し、予算総額を 17,937,384 千円とし

ます。（当初予算比較では、3.4％の増） 

 

 ２ 編成の視点 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の計上     136,235千円 

(2) 公営住宅等長寿命化計画に基づく公営住宅整備事業費の計上 116,000千円 

(3) 国及び県等の補助事業内示に伴う事業費の計上 ほか    198,417千円 

 

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 213,912 千円 

 地方創生臨時交付金 136,235千円 
社会資本整備総合交付金 33,756千円 ほか 

15款 県支出金の増 94,735 千円 
 畜産競争力強化整備事業費補助金 48,936千円 ほか 

19款 繰越金の増 63,691 千円 

21款 市債の増 75,900 千円 

 

(2) 主な歳出について 

６款 農林水産業費の増 98,612 千円 
 [新規]畜産クラスター推進事業費 48,936千円 ほか 

７款 商工費の増 133,325 千円 
 新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 104,000千円 

[新規]遠野まちなか再生事業費 5,050千円 

遠野市記者発表資料 
令 和 ３ 年 ６ 月 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 
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８款 土木費の増 122,430 千円 

 [新規]公営住宅整備事業費 116,000千円 

10款 教育費の増 50,324 千円 

 新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 26,135千円 
[新規]小学校校舎長寿命化改修事業費 15,048千円 ほか 

 

４ 主要事業 

   別添「令和３年度一般会計補正予算（第２号）主要事業一覧表」 

「新型コロナウイルス感染症対策事業内訳」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

２　款　（総　務　費）

1 2 1 7
市民会館管理
費

【大綱５】
【新規】
遠野ふれあい交流センター改
修事業費

１　温水ヒーター熱交換器更新工事請負費　6,512
　千円
２　空調自動制御設備モジュール・空調コントロー
　ラー更新工事請負費　3,520千円

10,032 10,032

６　款　（農林水産業費）

2 6 1 4 畜産業費 【大綱３】
【新規】
畜産クラスター推進事業費

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金
…肉用繁殖牛舎等整備

48,936 48,936 0

７　款　（商　工　費）

3 7 1 2 商工振興費 【大綱３】
【新規】
遠野まちなか再生事業費

官民連携まちなか再生推進事業支援業務委託料 5,050 5,000 50

８　款　（土　木　費）

4 8 5 2 住宅建設費 【大綱１】
【新規】
公営住宅整備事業費

１　宮守銀河市営住宅整備　85,580千円
　…敷地及び通路整備工事、上下水道設備工事、設計性
　能評価手数料
２　穀町市営住宅整備　30,420千円
　…敷地及び通路整備工事、上下水道設備工事、設計性
　能評価手数料

116,000 57,500 31,700 25,878 使用料 922

10　款　（教　育　費）

5 10 2 3 学校建設費 【大綱４】
【新規】
小学校校舎長寿命化改修事業
費

小友小学校校舎長寿命化改修実施設計業務委託料 15,048 15,000 48

6 10 2 3 学校建設費 【大綱４】
【新規】
小学校屋内運動場長寿命化改
修事業費

達曽部小学校屋内運動場長寿命化改修実施設計業務
委託料

5,142 5,100 42

※新型コロナウイルス感染症対策事業に係る補正予算ついては、裏面を参照のこと。

令和３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

№ 款 項 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 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源



※事業は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
中小企業等雇用確保支
援事業費補助金

6,100

2
中小企業等事業転換支
援事業費補助金

6,000

3
商工業再生・持続化補
助金

98,000

110,100

4
教育・文化関
連

10 1 2
スクール・サポート・
スタッフ配置

26,135

26,135

136,235

小　計

合　計

市内の小中学校にスクール・サポート・スタッフを
配置し、消毒作業等感染症対策や業務の補助を行う
ことにより、教職員の負担軽減と感染症予防を図
る。
【配置対象校】
　市内全14小中学校
【配置職員】
　会計年度任用職員各校１人
【期　間】
　令和３年４月から令和４年３月まで

商工関連 7 1 2

Withコロナ・Afterコロナの経済社会の変化に対応
するため、事業転換に取り組む中小企業を支援。
【対　象】
　①令和元年度と令和２年度の年間比又は令和３年
　　４月を含む任意の６カ月間の対前年比が10％
　　以上減少したこと
　②国の事業再構築指針に沿った、新分野展開・事
　　業転換・業種転換等を実施すること
【交付額】
　10万円（上限）／社

事態収束後の地域経済の再生を図るため、業種転
換、経営革新、新製品生産や生産プロセス改善等生
産性向上にむけた設備投資を支援。
【対　象】
　①４月から12月までに取得する生産設備（機械
　　装置、器具備品）投資
　②新しい生活様式に対応するための設備投資
【交付額】
　①補助率…設備投資額の2／10以内
　※ただし、加算措置あり
　②上限額…300万円
　※加算措置なしの場合
　※加算措置による上限額は2,500万円

小　計

予
防
対
策
事
業

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

項　目 事　業　内　容

経
済
対
策
事
業

労働関連 5 1 1

コロナ禍にあって、雇用確保に取り組む中小企業を
支援。
【期　間】
　令和３年４月から12月まで
１　求人情報発信支援
【対　象】
　求人情報への掲載費用
【交付額】
　５万円（上限）／社
２　市外在住求職者転入支援
【対　象】
　新規雇用者が遠野市に転入する際の引越費用
【交付額】
　10万円（上限）／人
３　新規雇用者ＰＣＲ検査支援
【対　象】
　新規雇用者が遠野市に転入する際のＰＣＲ検査費
　用
【交付額】
　1万9,500円（上限）／人
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「こども本の森 遠野」ロゴ発表・キャラクター愛称募集 

・オープニングセレモニーについて 
【発表の要旨】 
  世界的建築家・安藤忠雄氏が提唱する「東北復興のシンボルはこどもたちの

未来である」という想いをカタチにするため、安藤氏が「こども本の森 遠野」
をつくり遠野市に寄贈してくださいます。 

  こども本の森遠野の整備も順調に進んでおり、完成後は安藤氏から寄贈いた
だき、７月 25 日にはオープンする予定です。 
本日は、ロゴ及びキャラクターの発表と愛称募集について、また、オープニ

ングセレモニーの概要について併せてお知らせします。 
安藤氏からは、「市民みんなで本の森を育ててほしい」とのメッセージもいた

だいておりますので皆さんのご支援をお願いします。 

 

【発表の内容】 

１ 主な経過 

令和３年 

２月 13 日 「第１回こども本の森遠野を語る会」ワーキンググループ主催 

３月 18 日 こども本の森推進事業第４回懇談会 

３月 20 日 「第２回こども本の森遠野を語る会」ワーキンググループ主催 

４月３日  上棟セレモニー 

４月 27 日 「第３回こども本の森遠野を語る会」ワーキンググループ主催 

 

２ ロゴの発表 
(1) コンセプト 

みんなで育てる「本の森」…風通しの良い開かれた空間をイメージしています。 
(2) キーワード 

森・木・本・種・土・耕す・みんなで育てる・集まる・遠野の自然・心地よさ・ 
共生 

 
３ キャラクター愛称募集について 

(1) こども本の森 ７人のなかまたち 
①カッパ淵、②佐々木喜善、③座敷わらし、④山男と天狗、⑤雪とかまくら、
⑥しし踊り、⑦遠野の木 をそれぞれモチーフにしています。 

(2) 愛称募集 
   ７人それぞれの愛称を市内小学生に募集し、ワーキンググループにより選考の

上オープニングセレモニーに発表します。 
 
４ オープニングセレモニーについて 

(1) 日時 令和３年７月 25 日(日) 10:00～12:00 
(2) 場所 遠野市中央通り こども本の森 遠野 ※一日市通り通行止めの予定 
(3) 案内者 寄附者・市議会・友好都市・市関係団体・県関係者・施工業者・懇 

談会メンバー・ワーキングメンバー・小学校・教育保育施設・児童館・児童クラ 
ブ・市就学前児童と保護者・沿岸地域小学校 約 130 名 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

こども本の森拠点整備室 

資料 Ｎｏ．３

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 



 
遠野市記者発表資料 

(4) 内容 
【第１部】 10:00～10:40 

オープニング/あいさつ(市長・安藤忠雄氏)/キャラクター愛称命名者表彰 
/テープカット/くす玉/バルーン 

【第２部】 10:40～11:20 
施設見学/郷土芸能 

【第３部】 11:30～12:15 
安藤忠雄氏&子どもたちの「夢と希望」 ～対話～ 
遠野市内の小学生 11 名 / 沿岸地域の小学生 11 名 計 22 名 

 
５ オリジナルグッズについて 

こども本の森遠野のロゴ入りグッズを検討しています。オープンまでには、６品
目ぐらいを目途に作成する予定です。 

 
６ こども本の森遠野の環境整備について 

(1) 土蔵改修工事 
①いちの蔵…屋根、外壁、内装 ②にの蔵…屋根、外壁 ③さんの蔵…解体 
④外構…歩道、駐車場、塀、整地 

 
７ イベント企画予定について 

(1) 就学前児童親子向け 
地域子育て支援拠点事業として子育て親子の交流、相談、援助、月１回の講習等

を開催します。 
(2) 児童・生徒向け 

  生涯学習講座として「本の森を楽しくする参加型」、「本がもっと好きになる」、
「こどもスタッフ養成講座」、「本の森ミニツアー」等、地域団体サポーターと連携
し月２～３回のイベントを企画します。 
(3) 大人向け 

  さまざまな分野の物語と音楽を楽しむ等、本の森でゆっくりくつろげる空間を企
画します。 

 
８ 今後の日程 

(1) ５月 31 日 本館完成予定 
(2) ６月 15 日 本館引き渡し 
(3) ６月 16 日～図書搬入、館内準備 
(4) ５月 29 日(土)/６月 13 日(日) 【イベント】ブックコーティング体験会 
(5) ７月 25 日(日) 10:00～12:00 「こども本の森 遠野」オープン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こども本の森拠点整備室 佐々木真奈美 

電話 0198-62-2340 (内線 342) 

担当 

 



活用の方向性/効果

本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

1詳しくはこちら👉

こども本の森遠野ロゴ
コンセプト

みんなで育てる「本の森」
風通しの良い開かれた空間をイメージ
しています。

【キーワード】
森・木・本・種・土・耕す・みんなで
育てる・集まる・遠野の自然・心地よ
さ・共生

◆発信、来館、みんなで育てる

・こども本の森遠野の顔、看板、独自性
・ホームページ、SNS等広報
・資料、印刷物、グッズ 等

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日
記 者 懇 談 会 資 料
こども本の森拠点整備室



本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

2詳しくはこちら👉

こども本の森 7人のなかまたち



本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

3詳しくはこちら👉

キャラクター愛称募集要項

活用の方向性/効果

・こどもたちに親しまれる存在
・ぬいぐるみを作成し、イベントで活用
・スタンプを作成し、読み聞かせカードに利用
・市広報、ホームページ、SNS等 情報発信
・資料、印刷物、グッズ 等

◆発信、来館、機運の醸成、みんなで育てる

８ 副賞 

採用された児童に図書券を贈呈します。 

９ その他 

 (1) 採用された愛称にかかる一切の権利は遠野市に帰属します。 

 (2) 今回の応募に関して遠野市が取得した個人情報等は、愛称募集以外の目的には使用 

しません。 

10 問い合わせ先 

  遠野市市民センター文化課こども本の森拠点整備室 

   〒028-0515 遠野市東舘町３番９号（遠野市立図書館内） 

    電話     0198-62-2340 

  ファックス  0198-62-5758 

  メール    kodomo-honnomori@city.tono.iwate.jp 

「こども本の森遠野」キャラクター愛称募集要項 

 

１ 趣旨 

たくさんの方々に「こども本の森遠野」を利用していただくためのＰＲ活動の一環と

して、遠野の素材をモチーフとした親しみやすいキャラクターを制作したことから、市

内の児童からキャラクターの愛称を募集します。 

２ 愛称を募集するキャラクター 

  こども本の森 遠野キャラクター ①～⑦  計７キャラクター 

３ 募集対象 

遠野市内の全小学生 計1,083人 

４ 募集期間 

  令和３年５月24日（月）から令和３年６月11日（金）まで 

５ 募集方法 

  各小学校を通じて応募用紙を配布、回収します。 

応募用紙への記入内容は次のとおりです。 

ア キャラクターの番号(７つのキャラクターのなかから１つ選んでください。) 

イ キャラクターにつけたい名前(ひらがな、カタカナに限ります。) 

   ウ 名前をつけたキャラクターのイメージまたは理由 

  エ 氏名 

  オ 学校名・学年 

６ 選考方法 

こども本の森市民ワーキンググループによる選考会を開催し愛称を選出します。 

また、遠野市が商標権等の確認をします。 

７ 愛称の発表、公表 

令和３年７月25日（日）に開催するオープニングセレモニーにて発表します。 

（※採用された児童は、セレモニーに参加していただく予定です。） 

その他、ホームページ、広報遠野等でも公表します。 



本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

4詳しくはこちら👉

グッズイメージ

・市内事業所等により商品を開発し、販売するコーナーを
設置する仕組みづくり
・ロゴ及びキャラクターを活用することのルールづくり

課題 検討中
【現状】
・市内事業所と調整中
・5～7品目の見込
(クリアファイル、マグネット、マスキングテープ、
缶バッチ、もくもく絵本 等)

・オープンまでには納品

マグネット



【本棚設置見込】

1マス 約300×300㎜
列 約300列
高さ 4,200～4,500㎜
段数 12～13段
マス数 約3,200マス
本 約12,000冊

本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

5

１階 ロウジ

地域活動室

１階 トイレ・機械室
２階 事務室

閲覧室B

閲覧室A２階 ギャラリー

閲覧室C
玄関

【工事進捗状況】

上棟セレモニー R3.4.3撮影
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本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

土蔵工事概要

【いちの蔵平面図】

【にの蔵】
改修内容 屋根、外壁
構造 木造地上２階建て
建築面積 54.72㎡
延床面積 109.44㎡

(１階54.72 ㎡ 2階54.72 ㎡)

【いちの蔵】
改修内容 屋根、外壁、内部
構造 木造地上２階建て
建築面積 76.61㎡
延床面積 109.44㎡

(１階76.61 ㎡ 2階32.83 ㎡)

いちの蔵 上からの内観

【日程】
国交付決定 令和3年5月14日
工事請負契約 ５月18日
工期 5月19日～7月20日



本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点

【メンバーの新たなチーム構成】

１寄附募集

法人、個人に寄附リーフレットを配布

２PRキャラバン

「こども本の森遠野」を広くPR

３メディアによる情報発信

・遠野テレビによるPR

・SNS発信 既存のFace book等の活用

４広報企画チーム

「こども本の森遠野を語る会」の開催

①２月13日(土)10:00 市民ホール 40名/リモート 60名/ 計100名

②３月20日(土)10:00 市民ホール 70名/リモート 50名/ 計120名

③４月27日(火)18:30 市民ホール 40名/リモート 80名/ 計120名

５寄贈本の整理

・１月21日～市役所東舘庁舎

遠野
市

寄附
募集

PR

キャラ

バン

情報

発信

広報企画
チーム

本の

整理

はじめに

・何で今日の日があるのか?
・なんで三田屋なのか?…明治三陸大地震の際、遠野の馬と牛
により沿岸地域に物資を届けた。遠野の自慢すべき歴史。
・どうやって運営していくか?…文化とは何か。語源は「耕す」種を
まく。そういう場所にしたい。

参加者の声&質問

・名称「こども本の森」だが、おじいちゃん、おばあちゃんは入れ
ないの?
・図書館との違い?管理はどこで?スタッフは何人?
・草取り等、市民として一緒に係わりたい
・人形劇の公演もよいのではないか
・「耕す」という言葉にひかれた
・絵本を作るワークショップ、詩歌をつくる、掃除道具、環境を学
ぶことはどうか?・飲食は可能か?
・駐車場、景観は?・小学生とワークショップを開催
・子どもの主体的な発見

参加者の声&質問

・イベント企画で市民が利用しやする施設にしてほしい
・子ども運営委員の組織もよいのでは?
・「大きくなったら何になる?」→本の森で親子で本を見る→図書館
で更に調べる
・まなざしか元気わらすっこセンターを利用。本の森ができるので
ワクワク。就学前児童の家庭にアンケートを実施してほしい
・昔の遊びを伝承したい・自分の手で作る活動をしたい
・子ども目線で・川柳の会、ホップ和紙を育てる会と連携
・この語る会により市民目線であることがわかった 7

参加者の声&質問

・将来の進路で建築関係に進みたい。生の建築に触れる機会だと思っ
て参加した。(高校生)
・市民で育てるということは、高校生も巻き込んでほしい。(高校生)
・企業としていかに未来の子ども達へ応援できるかが大事である。
・まず参加してよかった。高齢者にとってもよい環境であればできる限り
行ってみたい。
・高校性など様々な年代が参加し、前向きな話だった。
・地元の学校の他、県内沿岸地域の小中学校の校外学習や遠足の
コースになってほしい。
・市の運営を支える、運営ワークショップを継続的に行えると良い。誰で
も参加、いつでも抜けられる、子どもの参加も可である会の開催。



本とふるさと 未来へつなぐ 文化復興拠点
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令和３年度

対象 区分 講座・イベント 回 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

就
学
前

(

親
子

)

【交】
「地域子育て支援拠点事業」
◆子育て親子の交流、相談、援助、講
習等　月１回

9
ようこそ本の

森へ
読み聞かせ

自然とのふれ
あい

読み聞かせ
ハロウィンス
タンプラリー

木育 クリスマス会 読み聞かせ 節分 ひなまつり

【育】
「みんなで育てる本の森」
◆本の森を楽しくする参加型企画

4

ようこそ本の
森へ

～星空ベンチを

作ろう

ようこそ本の
森へ

～絵本の世界地

図を作ろう

　

ようこそ本の
森へ

～いつも隣に本

とイヌ

ようこそ本の
森へ

～いつも隣に本

とネコ

【好】
「本がもっと好きになる」
◆体験から世界の本に興味をもつ企画

4

本の森
お茶会

～日本文化お茶

を知る～

絵本の
音楽会

～絵本の中から

音探し～

本の森
世界の旅

～大使館の本か

ら知る～

こども
『遠野物語』
～発刊111年～

【働】
「こどもスタッフ(仮称)養成講講座」
◆本の森スタッフの仕事等働く企画

2

講座２日間
～修了者はス

タッフとして登

録～

【読】

「本の森ミニツアー」
◆本の森ノート（来館・イベント参
加・読んだ本の記録等・キャラクター
スタンプを活用）

7

【連】
教育文化振興財団事業
◆既存の財団事業との連携

1
ふるさと発見
探偵団ワーク
ショップ

大
人

【夜】
夜の本の森
◆大人も楽しむ本の森

2
発酵食品に関
する物語と音
楽を楽しむ

世界のコー
ヒー/ワイン
の物語や楽し
み方を知る

児
童
・
生
徒
（

親
子
）

こども本の森遠野　イベント計画(案)

スタッフ活動

市内団体サポーターの協力 月１回（読み聞かせ・人形劇・制作等）



 
遠野市記者発表資料 

 

 

令和３年度 遠野さくら祭りの開催結果及びゴールデンウィーク期間 

主要観光施設入込について 

 １ 遠野さくら祭り開催結果について 
今年の「遠野さくら祭り」は、例年開催している「南部氏遠野入部行列」が

中止となったが、4/17～5/5 の期間中、鍋倉公園内の桜のライトアップほか、
４月 29 日(木・祝)蔵の道ひろばを会場とした、「遠野まちなかテイクアウト祭
り」、５月４日（火・祝）南部神社を会場とした郷土芸能共演会の開催など、
検温、アルコール手指消毒の徹底など、感染症対策を行ったうえで実施した。 

今回の実施内容を今後のコロナ禍における屋外イベントのひとつのモデル
としていくこととする。 

なお、令和３年度「遠野さくら祭り」期間中の入込は 4,193 人となり、令和
元年度の入込 10,399 人と比べ約 60％の減となった。 

２ ＧＷ期間中の主要観光施設の入込について 
４月 25 日から５月 11 日まで発令された４都府県での緊急事態宣言や、まん

延防止等重点措置によって、全国的にゴールデンウィーク期間中の各種交通網
がコロナ前の令和元年度に比べて半分以下の利用率となった。 

市内においても、全国的に緊急事態宣言が発令されていた令和２年度のよう
に休業した施設は無かったが、引き続きイベントの開催自粛などにより、令和
元年度の入込と比べて約 47％の減となった。        
主要観光施設への入込数約６万１千人（対前年比 ４万７千人増） 

 

98,695 96,684 95,896 98,310 96,617 105,706 94,168
114,758

13,878

60,741

0
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過去同期間（4/29～5/5）の主要観光施設の入込状況（単位：人）

主要観光施設⼊込数

主要観光施設 入込・売上（道の駅含む） 

 令和３年 令和２年 令和元年 一昨年比較 

入込数 60,741 人 13,878 人 114,758 人 47.1％ 減

売上額 56,957千円 25,247千円 90,183千円 36.8％ 減

客単価 938円 1,819円 786円 19.3％ 増

 

【発表の要旨】 
  当市を代表するイベントの一つである「遠野さくら祭り」について、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、内容を変更して実施した。 
  また、今年度のゴールデンウィーク期間(4/29～5/5)の市内の主要観光施設への

入込者数を調査したところ、新型コロナの影響前である令和元（平成31）年度の
入込と比較すると、４７％下回る結果となった。 

遠野市記者発表資料 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

産 業 部 観 光 交 流 課 

資料 Ｎｏ．４

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

産業部観光交流課 (小松) 
電話 0198-62-2111 （内線 326）担当 

４７％減 

震災前 
10 連休 

新型コロナ
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令和３年度遠野市緑化祭「里山フェスタ 2021」の開催について 
 
 
【発表の要旨】 
  令和３年度遠野市緑化祭「里山フェスタ 2021」を開催します。新型コロナウ

イルスの感染拡大を防ぐため、例年行っている 500 人規模のイベントにはせず、
林業・木材産業関係者のみによる植樹を行います。 

 
 
 
【発表の内容】 
１ 概要  
(1) 今年度の緑化祭は、上郷町の国道 283 号線沿いにある初山（はつやま）市有 

林で林業・木材産業関係者のみでカラマツの植裁を行います。 
(2) 木材資源を循環利用していくため、「未来につなぐ森林(もり）づくり」を   

テーマに、伐採跡地にカラマツを植裁し、コロナに負けない豊かな森林作りを
行います。 

(3) 令和３年３月に制定した「ふるさとの森を育み木と暮らすまち条例」の理念 
である市産材による川上から川下への木材流通をより強固にするため、関係者 
一体となり作業を行います。 

 

２  日時及び場所  
   令和３年６月 12 日（土） 午前 10 時～正午 
   上郷町初山市有林（すべた峠付近） 
   
３ 内容 

カラマツの植樹、記念標柱建立 
 
４ 主催 

遠野市緑化祭実行委員会 
(遠野市・岩手南部森林管理署遠野支署 
・遠野農林振興センター・遠野地方森林 
組合・岩手県緑化推進委員会遠野支部） 

 
５ 後援 

キリンビール㈱北東北支店 
 
６ その他 

遠野市緑化祭は、緑の募金を活用した緑と水の森林ファンド活用事業の補助
により運営しています。 

 
 

 

遠野市記者発表資料 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

産 業 部 農 林 課 

お知らせ Ｎｏ．１

産業部農林課 (佐々木) 

   電話 0198-62-2111 （内線 422） 

担当 



 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 

東京 2020 オリンピック聖火リレーの実施について 
 

【発表の要旨】 
  東京2020オリンピック聖火リレーは、令和３年６月16日（水）から３日間、岩手

県で実施され、遠野市においても以下のとおり実施します。 

 

【発表の内容】 

１ 実施日時 

令和３年６月18日（金） 

   ランナースタート：16時09分（予定） 

   ランナーゴール：16時37分（予定） 

 

２ コース概要 

(1) コース 

   スタート：遠野市役所本庁舎 

   ゴール：遠野市国体記念公園市民サッカー場 

(2) 距離及びスロット数 

   距離： 2.12㎞ 

   スロット数：12スロット 

 

３ 遠野市聖火ランナー（岩手県実行委員会選出分） 

 (1) 佐々木 翔星（遠野市在住中学生） 

(2) 菊池 利三（いわてグルージャ盛岡 ＧＭ） 

 

４ 独自盛り上げ施策等（予定） 

 (1) スタート 

   遠野高校・遠野緑峰高校吹奏学部（約20名）による演奏 

(2) 沿道 

   市内小中学生（約700名）による沿道応援 

 (3) ゴール 

遠野北小学校の児童（約30名）による薬研太鼓の演技 

 (4) サポートランナー 

   スロット12において市内全小中高の代表者（20名）が聖火ランナーの後方

を走行 

 

５ 聖火リレーの実施に伴う交通規制 

   聖火リレーの実施に伴い交通規制を行います。 

詳細は別紙「東京2020オリンピック聖火リレー交通規制のお知らせ」参照 

 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

遠野市民センターパラリンピック推進室 

お知らせ Ｎｏ．２

市民センターパラリンピック推進室（倉内） 

   電話 0198-62-4413 （内線 840-274） 

担当



遠野北小

遠野緑峰高

遠野警察署

遠野郵便局

遠野松崎
郵便局

遠野市民センター

文

文

遠野高文

遠野中
文

遠野

283

238

G

SSTART
遠野市役所本庁舎
16:09～

GOAL
遠野市国体記念公園サッカー場

16:37

6/18 周辺
道路2021

交通規制予定時間▶15:30～17:00

主　催

東京2020オリンピック・パラリンピック
聖火事業等岩手県実行委員会

お問い合せ先（遠野市）
TEL 0198-62-4413

（平日9：00～17：00）

交通規制のご案内当日は走行ルート及び周辺道路の混雑が予想されます。
ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。

遠野市遠野市

交通規制（予定）

凡　例

エリア1 15:30～16:40

15:30～17:00エリア2

聖火ランナー走行ルート

迂回路

遠野北小

遠野緑峰高
遠野諏訪神社

遠野郷八幡宮

遠野市役所

遠野警察署

遠野郵便局

遠野松崎
郵便局

遠野市民センター

文

文

遠野小文遠野高 文

遠野中
文

遠野
283

283

340

238 238

登戸橋

薬研淵橋

迂回路

東京2020オリンピック聖火リレー

・ルートおよびルート付近の道路は、長時間にわたり車両の通行が禁止されますので、迂回路線につきましては、現場の警察官・係員の指示に従ってください。
・車両を利用される場合は、通行可能路線をご利用ください。またリレー直前のルート付近への駐車はご遠慮ください。
・自転車や歩行者の通行もルート付近は規制されます。現場の警察官・係員の指示に従ってください。
・法律により、ルート及び周辺で無人航空機（ドローン）を飛行させることは禁止されています。

（金）交通規制のお知らせ
※当日のリレーの進行状況により予告なく変更される場合があります。

※走行ルート上は、居住者であっても車両等での
　通行、横断はできません。
※交通規制区域は交通状況により、変更される場合
　があります。
※路線バスに一部、運休・迂回運転、遅れが生じる
　場合がありますので予めご了承ください。聖火リレーの沿道における

観覧についての注意事項

NHK聖火リレー専用サイト

●できるだけお住まいに近い市町村でご
観覧ください。

●体調が悪い場合は、観覧をお控えくだ
さい。
●沿道では、係員や警備員の指示や誘導
に従うようにご協力ください。
●沿道では、マスクの着用、密集を避け適
切な距離を保ち観覧ください。
●大声を出さずに、拍手による応援をお
願いします。
●聖火リレーの模様は
NHK聖火リレー専
用サイトで中継され
ますのでぜひご覧く
ださい。

他の市町村の規制情報は
　こちらのサイトをご覧ください

岩手県 聖火リレー交通規制
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オペラシアターこんにゃく座 

オペラ「遠野物語」公演について 
 
【発表の要旨】 
  オペラシアターこんにゃく座によるオペラ「遠野物語」が、６月 20 日（日）

に開催されます。 
 
 
【発表の内容】 
１ 公演概要   
   「遠野物語」が、この世に発表されて今年で 111 年。日本語のあたらしいオ

ペラを創り続けてきた、こんにゃく座が「遠野物語」を新解釈。 
オペラ「遠野物語」公演を次のとおり公演する予定です。 

２ 日時及び場所 
   令和３年６月 20 日（日） 午後２時開演 

遠野市民センター 大ホール 
３ 台本・演出・作曲 
   台本 長田育恵（2018 年紀伊國屋演劇賞個人賞などを受賞） 
   演出 眞鍋卓嗣（2021 年読売演劇大賞優秀演出家賞などを受賞） 
   作曲 吉川和夫（遠野市民センターバレエスタジオの発表会演目「おしらさ

ま」を通して、遠野とは縁が深い） 
      萩京子（こんにゃく座代表）、寺嶋陸也（作曲家） 
４ 主催 

  オペラシアターこんにゃく座 
５ 共催 

  遠野市、遠野市教育委員会、遠野物語ファンタジー制作委員会 
６ 後援 

   (一財)遠野市教育文化振興財団、遠野市芸術文化協会       
７ チケット料金 
   全席自由 大人 3,000 円、高校生以下 2,000 円（当日 500 円増し） 
 
８ 新型コロナウイルス感染症対策について  

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって、公演を中止する場合があり 
ます。 

(2) 公演当日はマスクの着用、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保にご協 
力をお願いします。 

(3) チケットに氏名、電話番号の記入をお願いします。 
(4) 入場時、サーモグラフィーにて 37.5 度以上の計測がされたお客様はご入場 

をご遠慮いただきます。 
また、咳などの症状や体調がすぐれない方は入場をご遠慮いただきます。 

 

 

 

 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 1 日 

市民センター生涯学習スポーツ課 

お知らせ Ｎｏ．３

市民センター生涯学習スポーツ課（菊池達紀） 

   電話 0198-62-4413 （内線 840-276） 

担当







 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 
  遠野市民センター50 周年記念 邦楽コンサート 

「遠野の郷に福きたる~福が夢をつれてくる！~」について 
 
【発表の要旨】 
  遠野市民センター50 周年記念 邦楽コンサート「遠野の郷に福きたる～福が

夢をつれてくる！～」が、７月４日（日）に開催されます。 
 
【発表の内容】 
１ 公演概要  
   俳優として映画、ドラマなどで活躍をしている「鈴木福」君による箏や歌、

和楽器のプロ達の演奏をはじめ、第２部ではきょうだい共演による遠野物語
「カッパの恩返し」の語りや、遠野市内の音楽団体及び子供たちが出演し、幅
広い年齢層で楽しめるコンサートを次のとおり公演する予定です。 

２ 日時及び場所 
   令和３年７月４日（日） 午後１時 30 分開演 

遠野市民センター 大ホール 
３ 主催 

  遠野市民センター施設自主事業実行委員会 
４ 共催 

  遠野市、遠野市教育委員会、(一財)遠野市教育文化振興財団、 
   (一社)遠野みらい創りカレッジ、(株)遠野施設管理サービス 
５ 後援 

  遠野市芸術文化協会 
６ チケット料金 

 全席指定 大人 2,000 円、高校生以下 1,000 円 
７ 出演者  

   鈴木福
ふく

(箏)、鈴木夢
ゆめ

、鈴木楽
たの

、鈴木誉
ほま

、MASAKing
マサキング

(打楽器)、 

川 村
かわむら

葵山
きざん

(尺八)、金子
かねこ

展 寛
のぶひろ

(箏)、A・E・L音
おと

工 房
こうぼう

、遠野市民センターバ

レエスタジオ、遠野少年少女合唱隊、遠野高等学校邦楽部
ほうがくぶ

、トレキッズ 

 

８ 新型コロナウイルス感染症対策について  
（1） 新型コロナウイルス感染症の影響により、公演内容の変更、公演の延期もし 

くは中止する場合があります。 
(2)  公演当日はマスクの着用、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保にご協 

力をお願いします。 

(3)  チケット券面に氏名、電話番号の記入をお願いします。 
(4)  入場時、サーモグラフィーにて 37.5 度以上の計測がされたお客様はご入場 

をご遠慮いただきます。 
また、咳などの症状や体調がすぐれない方は入場をご遠慮いただきます。 

 

 

遠 野 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

市民センター生涯学習スポーツ課 

お知らせ Ｎｏ．４

市民センター生涯学習スポーツ課（菊池達紀） 

   電話 0198-62-4413 （内線 840-276） 

担当
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