
遠野市長記者懇談会（令和 4 年１月 21 日） 発表項目 

 

 

■日時 令和４年１月21日（金）13：30～14：30 

■場所 市役所本庁舎 多目的大会議室 

 

 

 

【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 第 14 回キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰 

及び令和３年度文部科学大臣優秀教職員表彰について （ 資料No. ２ ） 

 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(1) 遠野市立博物館 令和３年度冬季特別展「遠野のひな人形」について（ 別添チラシ ） 

(2) 遠野ふゆまつり 2022 について（ 別添チラシ ）  

(3) 遠野文化フォーラム「いま甦る原本遠野物語」について（ 別添チラシ ） 

(4) 第 47 回市民の舞台 遠野物語ファンタジー「きつねの絵筆」について（ 別添チラシ ）  

 

 



令和４年１月21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 ４ 年 １ 月 2 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

4/19 65歳以上ワクチン接種 市内予約開始

4/23 国の緊急事態宣言発令

4/27 65歳以上ワクチン接種 市内接種開始

8/4 64歳以下ワクチン接種 市内接種開始

8/12 岩手緊急事態宣言発令 ※9/16解除

9/30 国の緊急事態宣言の全対象地域解除

R4/1/7 国のまん延防止措置等重点措置再実施
（対象地域：1/9～ 広島、山口、沖縄 1/21～ 群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、
山梨、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎）

1/8 岩手警戒宣言（県独自宣言）

❖市内感染者数 計10人
・Ｒ2/8/26 5人 ・R3/8/27 1人
・Ｒ3/3/25 1人 ・R3/8/30 1人
・Ｒ3/8/16 1人 ・R3/9/7 1人

❖対策に係る会議実績 計50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13回 ※直近開催は12/20

❖議会説明 計14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、7/26調査特別委
員会、9月定例会、12月定例会、1/17調査特別委員会

❖対策予算
【Ｒ２年度】

約67億1,202万円（全71事業）

【Ｒ３年度】

約14億1,865万円（全30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

感染予防対策 ¥ 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

令和３年度～令和２年６月～３月
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3. 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（新規3） 85,545千円（新規9） 96,670千円（新規12）

第２弾
１号補正（4/9専決処分）

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

第３弾
２号補正（6月定例会）

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

第４弾
３号補正（6/25専決処分）

31,970千円（新規1） 21,934千円（新規1、増額1） 53,904千円（新規2、増額1）

第５弾
４号補正（９月定例会）

79,806千円（増額2） 30,030千円（新規5、増額1） 109,836千円（新規5、増額3）

第６弾
５・6号補正（12月定例会）
7号補正（12/15専決処分）

8号補正（1/6専決処分）

53,239千円（増額1）
※5号のみ

832,033千円（新規5、増額1）

5号： 63,533千円
6号：180,904千円
7号：180,144千円
8号：407,452千円

885,272千円
（新規5、増額2）

321,955千円
（新規6事業、増額3事業）

1,096,694千円
（新規24事業、増額3事業）

1,418,649千円
（新規30事業、増額6事業）

感染予防対策 ￥経済対策 合 計

合 計
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約14億1,865万円(1)総事業費 （全30事業）
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¥経済対策
事業名 概要

【新規】

子育て世帯等
臨時特別支援事業
（現金10万円一括給付）

事業費 361,048千円
内訳）6号補正180,904千円
内訳）7号補正180,144千円

【対象児童】
（1）令和３年9月分の児童手当（本則給付）支給対象の児童
（2）同9月30日時点での高校生等（保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象の場合）
（3）令和４年３月31日までに生まれた児童手当（本則給付）の支給対象児童（新生児）
【給付額】 対象児童１人につき10万円を現金一括給付
【受給手続】
（1）プッシュ型：児童手当（本則給付）受給者、職場から児童手当の情報提供があった公務員世帯

→市が対象者に通知し、受給拒否がない場合は指定口座に振り込み。
（2）申請型：高校生等のみの児童がいる世帯、職場から情報提供のない公務員世帯等

→「申請の案内」を送付。提出された申請書を審査の上、指定口座に振り込み。
【給付実績】

・12/24給付済分…1,249件（対象児童数 2,476人）
【今後の給付見込】

・プッシュ型（情報提供公務員、12月以降新生児）…給付件数140件（対象児童数252人）
・申請型（高校生のみ世帯等、情報提供無し公務員）…申請案内件数375件（対象児童数505人）

【新規】

住民税非課税世帯等
臨時特別給付金給付事業

事業費 407,452千円（8号補正）

【対象世帯】
（1）住民税非課税世帯 … 令和３年12月10日（基準日）時点で遠野市に住民登録があり、

世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯（生活保護受給世帯を含む）。
※住民税均等割が課されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外

（2）家計急変世帯 … (1)以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
令和３年1月以降の家計が急変し、世帯全員が令和３年度分の住民税均等割非課税である
世帯と同様事情にあると認められる世帯

【対象見込数】 住民税非課税世帯…3,647世帯 家計急変世帯…255世帯
【給付額】 1世帯につき10万円
【受給手続】
（1）プッシュ型（住民税非課税世帯）

→市が対象世帯に通知し、受給希望者は受給意向確認書を返送。確認書が提出され次第給付。
（2）申請型（家計急変世帯）

→受給希望者は各自申請が必要。申請方法等については広報遠野やホームページなどで周知。
【実施スケジュール】 ※1/14㈮現在

２月上旬（予定）… 住民税非課税世帯への個別通知開始
２月下旬（予定）… 給付開始時期
※家計急変世帯の申請受付時期は調整中

合計768,500千円
(2) 追加事業（第6・７・8号補正予算）

（6号:180,904千円 7号:180,144千円 8号:407,452千円）



事 業 名 予算額（千円） 進 捗 実 績 詳 細 ※12月末現在
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子育て施設訪問支援 当初 2,353 ○ 対象：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787回

保育施設等感染症対策 〃 3,172 ○ 感染症対策物品購入開始済み

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 1・3・4号 183,410 〇 ワクチン接種に係る接種費用等の支払い継続中。

スクール・サポート・スタッフ配置 ２号 26,135 ○ 各学校にスクール・サポート・スタッフを13名配置。

新型コロナワクチン接種体制確保事業 3・4・5号 101,285 〇 11月中に２回目接種完了。３回目追加接種に向け体制確保済み。

৽
ੋ
ৌ
ੁ

新規雇用創出事業費補助金 当初・5号 19,800 ○ 申請・交付実績 41件 18,137千円

オンライン就業相談支援業務委託料 〃 500 〇 着手済み

生産者事業継続支援給付金 〃 1,245 ○ 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 〃 1,000 〇 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 〃 30,000 ○ 申請・交付実績 222件 21,872千円

地元商圏購買力回復事業費補助金 〃 5,000 〇 申請・交付実績 1件 5,000千円

観光振興補助金 〃 20,000 〇
〇観光事業実施済（バス巡りの旅４月～10月） 〇宿泊・回遊クーポン事業実施済（①７月～10月…完了

②10月～令和４年3月…実施中） 〇その他、観光推進協議会で順次実施予定（実証事業、コンテンツ開発）

商い元気回復事業費補助金 当初・4号 8,900 〇 申請・交付実績 ７件 10,327千円

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 1・3号 37,306 ○
ひとり親世帯分・・・・・・・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9人、給付額 600千円
ひとり親世帯以外分・・・給付対象者92人 給付額 9,650千円

中小企業等雇用確保支援事業費補助金 2号 6,100 ○ 申請・交付実績 3件 250千円

中小企業等事業転換支援事業費補助金 〃 6,000 ○ 申請・交付実績 63件 5,921千円

商工業再生・持続化補助金 〃 98,000 ○ 申請・交付実績 19件 90,044千円

生活困窮者自立支援金支給事業費 3号 1,680 〇 相談及び申請受付開始済み

収入保険加入促進事業費補助金 4号 3,030 〇 申請取りまとめ中

六次産業チャレンジ応援事業費補助金 〃 2,000 〇 相談件数 ６件 申請実績 ４件 2,000千円

中小企業等事業資金緊急対策事業費補助金 〃 21,000 〇 申請・交付実績 96件 6,945千円

修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金 〃 391 〇 申請受付中、交付決定６件

就学援助費 〃 2,820 〇 申請受付中、支給決定４名

冬のあったか応援事業費補助金 5号 20,345 〇
給付対象が住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象者と重複することから、手続きの負担
軽減がなされるよう準備中。

遠野産米次期作支援事業費補助金 〃 22,088 〇 申請受付準備中

飲食店消費回復事業費補助金 〃 21,100 〇 申請・交付実績 84件 14,900千円

◎…事業完了 〇…着手済 △…未着手
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（3）Ｒ３年度事業 進捗状況
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■一般感染症予防対策 49,167千円
・感染予防物品購入（1）

（消毒資機材、窓口用アクリルパーテーション、
非接触型検温器、加湿空気清浄機 等）

・体温測定用サーモグラフィカメラ購入（2）
（市民センター等）

・広報遠野 臨時号・増ページ対応（1）
・感染予防物品購入（2）
（救急隊員用感染防護衣 等）

・感染症予防物品購入（3）
(避難所用資機材)

・広報遠野 臨時号・増ページ対応（1）

■情報通信 3,449,619千円
・ケーブルテレビＦＴＴＨ化整備事業（実施計画）（3・7）

■高齢者・障がい者 14,652千円
・高齢者等見守り体制構築（3）

（4）Ｒ２年度事業一覧

■教育・文化 27,827千円
・感染症予防物品購入（1）

（学校衛生用品 等）
・小中学校感染症予防・学習保障備品等購入（3）
・小中学校配布用衛生用品等の購入
・成人式オンライン配信事業（5）
・感染症予防物品購入（1）

（図書消毒機 等）
・市立図書館・博物館サーモグラフィカメラ購入（4）

■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検温器購入（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）
・妊婦インフルエンザ予防接種補助事業（5）
・助産院感染症予防対策備品購入（3）

■医療体制 2,019千円
・医療機関感染症対策支援補助金（7）

■ワクチン接種 70,991千円
・医療機関感染症対策支援補助金（7）

■各種給付金 2,717,325千円
・特別定額給付金（1）
・子育て世帯への臨時特別給付金（1）
・わらすっこ応援臨時特別給付金（3・9）
・ひとり親世帯臨時特別給付金（3・7・9）

■高齢者・障がい者支援 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）

■労働関連 16,430千円
・新規雇用創出事業費補助金（3・9）

■観光関連 37,596千円
・新型コロナウイルス感染症対策観光振興補助金（3）
・観光施設Wi-Fi環境整備（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）
・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）

■商工関連 199,664千円
・雇用調整助成金（1）
・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相談（1）
・生活関連サービス向上支援事業費補助金（1）
・中小企業等事業資金緊急対策事業費補助金（2・5）
・商工業総合相談窓口相談員配置（2）
・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）
・デジタル変革化事業費補助金（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）
・中小企業家賃支援補助金（7）
・飲食業経営持続化補助金（7）

■農林畜産関係 43,263千円
・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）
・遠野わさび生産維持対策支援金（3）
・馬産地遠野活性化支援事業費補助金（2）
・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）
・六次産業チャレンジ応援事業費補助金（1）
・ビールの里づくり（ＴＫプロジェクト）負担金（2）
・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）

■教育・文化 2,361千円
・修学旅行中止対策（※）
・奨学資金貸付金（1）
・文教施設等利用・観光促進PR広告（4）
・学校臨時休業対策（給食費等返還）（1）

( )…補正号 ※既存予算を活用して実施した事業

総額 約67億1,202万円（全71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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■観光 4,127千円
・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）



（1）接種実績（1～３回目接種） ※国の新型コロナワクチン接種記録システム（VRS）速報値より ※1月７日現在
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（2）ワクチン接種の実施経過

種 別 接種対象者数 接 種 実 績 備 考

１回目 12歳以上

23,669人

22,035人（約93%）
※県平均：91.0％ 全国平均：79.9%

市内会場・・・20,573人
市外会場・・・1,462人

２回目 21,910人（約92%）
※県平均：90.3% 全国平均：78.5%

市内会場・・・20,471人
市外会場・・・1,439 人

３回目
2回目接種完了者（18歳以上）

約20,700人
197人（約0.9%）

市内会場・・・130人
市外会場・・・67人

4. 新型コロナワクチン接種の取組状況等

令和３年
2月１日 … 新型コロナワクチン接種対策室設置
３月上旬 … 医療従事者等先行接種開始
４月中旬 … 65歳以上高齢者接種開始
５月下旬 … 国の方針に基づき65歳以上高齢者の接種計画を前倒し
７月末 … 65歳以上高齢者概ね完了
〃 … 64歳以下接種ネット予約開始（第1弾60～64歳対象）
８月中旬 … 予約対象を全世代に拡大
10月28日 … 一般予約受付終了

11月末 … 全世代への初回接種（1・2回目接種）完了
※未接種者及び12歳到達者へのフォロー接種継続中

12月20日 …  医療従事者への追加接種（3回目接種）開始
令和４年
１月11日 … 施設等入所者等への追加接種（3回目接種）開始

年 代 接種対象者数 ２回目完了者数

12～19歳 1,614人 1,389人（約86%）

20代 1,584人 1,376人（約87%）

30代 2,220人 1,925人（約87%）

40代 2,838人 2,470人（約87%）

50代 3,008人 2,735人（約91%）

60代 4,223人 3,963人（約94%）

70代 3,926人 3,735人（約95%）

80代 3,241人 3,042人（約94%）

90代以上 1,015人 908人（約89%）

※年代別2回目接種完了者数は暫定値であり、表（1）の2
回目接種実績と一致していません。（ ）は対象者数に対
する2回目完了者数の割合。



（３）追加接種（3回目接種）について

（2）主な検討課題

イ.対象見込数と接種スケジュール（予定）
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2回目
完了月

対象者
見込数

3回目接種月
（当初予定）

対象者分類と接種時期 ３回目接種体制について（接種会場、予約方法 等）

3月 88 12月 【医療従事者等】
12月20日から接種開始済み。
接種会場 ▶ 自院接種または集団接種として実施。
予約方法等 ▶ 各医療機関に対象者の取りまとめを依頼。

4月 102 1月

5月 1,245 2月 【65歳以上高齢者】
接種日指定型で予約負担軽減。2月下旬から順次、接種開始。
接種会場 ▶ 個別接種会場を中心とし、集団接種会場も設置する
こととし、市内医療機関と協議済み。
予約方法等▶ 予約に係る負担軽減のため、日時・会場を市が割
り振り、接種日決定通知（接種券発送）を段階的に実施する。

6月 3,590 3月

7月 6,243 4月

8月 2,684 5月
【18歳～64歳】
原則、インターネット予約を継続。
接種会場 ▶ 64歳以下は現役世代が多く、土日のニーズが高いこ

とから、土日の集団接種に配慮して準備を進める。平日の個別
接種会場も用意。
予約方法等▶ 1・2回目接種と同様に、ネット予約を基本とする。
その他 ▶ 施設内接種や訪問接種を希望する人は、別途申込を
受け付ける。

9月 4,343 6月

10月 2,010 7月

11月 360 8月

12月 72 9月

医療従事者等
約1,200人
※社会福祉施設従事者等含む

65歳以上高齢者
約9,800人
※64歳以下の施設等

入所者含む

18～64歳以下
約9,700人

追加接種（3回目）については、1回目・2回目の初回接種と同様、遠野市医師会や
県立遠野病院等の全面的なご協力により接種に向けた準備を進めている。

接種間隔の短縮について
国は2回目からの接種間隔について、
当初の8カ月から下記のとおり短縮
する方針。これを受け、接種スケ
ジュールの前倒しを検討している。
■医療従事者や65歳以上高齢者など

→6カ月
■一般（18歳～64歳）

→7カ月

ア.概要
■対象者 2回目の接種を終了した日から、一定期間経過した18歳以上の人。
■接種回数 １回 ■使用ワクチン ファイザー社製または武田／モデルナ社製

前
倒
し
の
場
合

前
倒
し
の
場
合

接種月の前倒しを検討中



65歳以上高齢者 約9,800人 ▶ 2月21日開始予定

接種概要等について、広報遠野1月号で周知済み（右図）。1月下旬から段階
的に個別通知を開始し、2月21日に接種開始。遅くとも4月下旬のＧＷ前まで
の完了を見込む。なお、高齢者施設等においては、クラスター発生リスクが
高いことから、施設で準備が整い次第、順次開始できるよう対応する。
接種間隔の短縮に伴う接種スケジュールの変更を行う場合は、広報遠野や市
ホームページなどで随時情報発信を行う。

（５）小児５～11歳接種の初回接種（1・2回目）に向けた体制確保について
国は小児への接種を３月より開始する方針を示していることから、本市においても接種に向けた準備を進めている。

【接種対象見込数】
約1,200人 ※令和３年10月現在

【接種会場・予約方法等】
・小児科医による集団接種を想定
・対象者に個別通知の上、原則、インターネット予約とする。

小児（５～11歳）
約1,200人

３月以降
開始予定

（４）追加接種（3回目接種）の進捗状況等について

医療従事者等 約1,200人 ▶ 12月20日開始済み
・医療従事者接種は12月20日より開始済み
・高齢者等施設の入所者・従事者は1月11より開始済み

一般（18歳～64歳）約9,700人 ▶ ４月以降開始予定

接種間隔が7カ月に短縮されることから、接種スケジュールの前倒しについて検討中。
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５. 生活困窮者等への対応状況 ※令和３年12月末現在

（1）税金、保険料、使用料等の猶予・減免・軽減等の申請件数

(4) 各種相談窓口（Ｒ３年度分）

※貸付額単位：万円(2) 緊急小口資金、総合支援資金 申請件数

保 険 料
減
免

11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

11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)
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税金
納税猶予 納期延長 減免・軽減 合計

R２ R３ R２ R３ R２ R３ R２ R３

個人市民税 ３ ６ ５ ０ ０ ０ ８ ６

法人市民税 ３ ０ 19 ４ ０ ０ 22 ４

固定資産税 ０ ０ ６ ０ ０ 90 ６ 90

軽自動車税 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

国保税 ０ ０ ６ ０ 13 ５ 19 ５

Ｒ２
合計

Ｒ３
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

緊
急

小
口

申請
件数 50 2 5 4 4 1 3 2 0 0 71
貸付
額 915 35 100 80 80 20 60 40 0 0 1,330

総
合

支
援

申請
件数 10 1 1 3 3 1 2 0 2 3 26

貸付
額 455 60 60 95 125 33 120 0 55 110 1,113

◎自立生活相談窓口
・コロナの影響による新規相談 17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）

(３) 自立生活支援金
申請件数

６月～
11月

12月 合計

申請
件数 0 0 0

給付額 0 0 0
※コロナ関連のみ ※数値は実数(累計)



R2年度 Ｒ１年度 Ｒ1同期比

観光施設 941,203人 1,585,619人 ↓40.6% 減

宿泊施設 39,920人 68,640人 ↓41.8％ 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

千人万人

６. 観光・宿泊業への影響

感染拡大から１年間の累計 ※景観施設、行祭事含む Ｒ3年12月速報値 ※景観施設、行祭事含む

R3.4～12 R1.4～12 Ｒ１同期比

観光施設 984,893人 1,350,055人 ↓27.0％減

宿泊施設 34,912人 56,982人 ↓38.7％減

（１）入込状況等
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（２）主要イベントの対応方針

イベント名 Ｒ３年度 Ｒ２年度

躍進みやもり祭り（10/３） × 中止 中止

第16回遠野市継走大会（10/3） × 中止 中止

産業まつり（10/9・10） × 中止 中止

第48回遠野市乗用馬市場（10/25・26） 〇 規模縮小し関係者のみで開催
縮小開催

(関係者のみの参加)

とれたてホップ初飲み会（11/１） × 中止
縮小開催

(関係者のみの参加)

第16回遠野市民芸術祭（10/30~11/1） 〇 合同茶会は中止。舞台合同発表会・総合展示会（特別
展）・菊花展は感染対策を徹底して実施

縮小開催
（内容の一部見直し 等）

明日の遠野の環境を考えるフォーラム2021
（11/23） 〇 感染対策を徹底して実施

縮小開催
(関係者のみの参加)

令和４年遠野市消防出初式（1/9） 〇 分散型開催とし感染対策を講じて実施
分散型開催

（関係者のみの参加）

遠野市成人式「はたちのつどい」（1/9） 〇 入場者は成人者とその同伴者1名に限定。
感染対策を講じて実施。

縮小開催
（オンライン中心）

市民の舞台「遠野物語ファンタジー」
（２/19~20） 〇 感染対策を講じて実施。

縮小開催
（遠野テレビ生放送 等）

観光キャンペーン「遠野ふゆまつり」
（11月～３月） ○

どべっこまつり（11～2月）、遠野の小正月（1月）、鉄道フェスタ
（2月）、御朱印めぐり（2～3月）、赤羽根GOGOキャンペーン（12
～2月）、産直自慢市（2月）、まちなかで昔話（2～3月）

縮小開催
（内容の一部見直し 等）

×中止 △未定 〇開催または開催予定
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上半期のイベント開催状況

・東北デスティネーションキャンペーン（4/1～9/30）… 〇 実施済

・遠野さくら祭り（４/17~5/5）… 〇 縮小開催

・JR釜石線SL銀河運行（8/21～12/5） … 〇 実施済

・町民運動会（6/6）… × 中止

・国定公園早池峰山入山式（6/13）… × 中止

・東北馬力大会馬の里遠野大会（6/27）… × 中止

・全国やぶさめ競技遠野大会（7/18）… 〇 縮小開催（関係者のみ参加）

・柏木平リバーサイドまつり（7/18）… × 中止

・遠野納涼花火まつり（8月）… × 中止

・遠野ホップ収穫祭（8/21・22）… × 中止

・遠野わらすっこまつり・消防フェア（9/5）… × 中止

・清養園御前池つり大会（9/5）… 〇 延期（10/3）

・総合食育センターぱすぽる 食育まつり（9/12）…× 中止

・日本のふるさと遠野まつり（9/18・19）… × 中止

下半期（10月～3月）の主要イベント



 

 

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

 

第１４回キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰 
及び令和３年度文部科学大臣優秀教職員表彰について 

 
【発表の要旨】 
  遠野市教育委員会は、令和３年度（第 14 回）キャリア教育優良教育委員会と

して、文部科学大臣表彰を受賞することとなりました。 

  また、遠野市立土淵小学校の栗澤由紀（くりさわ ゆき）教諭が令和３年度
文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞することとなりました。 

 
【発表の内容】 
■  第 14 回キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰について 
 
１ 受賞理由 

   市教育研究所にキャリア教育部会を設置し、小中高 12 年間を系統立てた「『ふ 
るさと教育』を『キャリア形成』の視点によって小・中・高を一貫してつなぐ 
遠野市の人づくり（全体概要）」を作成したこと、「遠野市キャリア・パスポー
ト」にふるさと教育に係る学びの履歴を残す機能を付加したこと、「キャリア教
育対応企業・事業所一覧表」を作成し、各学校での活用を促したこと等の取組
が評価されたものであります。 

    ※具体的内容は、別添「推薦理由」のとおり。 
 
２ 表彰について 

・キャリア教育の充実・発展に関し顕著な功績が認められる教育委員会等を文
部科学大臣が表彰するもので、本年度は、全国から 12 の教育委員会（県内で
は１団体のみ）が受賞となりました。 

・令和４年１月 25 日（火）に開催される「令和３年度キャリア教育推進連携シ
ンポジウム」において表彰予定でしたが、コロナ禍のためシンポジウムはオ
ンライン配信となり、後日表彰状が送付される予定です。 

 
■ 令和３年度文部科学大臣優秀教職員表彰について 
 

１ 受賞理由 
   土淵小学校の栗澤由紀教諭は、研究主任として、遠野東中学校区の小中学校 

と連携し、「課題解決に主体的に取り組む児童の育成」を目指した研究を推進し、 
その先駆的かつ模範的な授業実践が評価されたものであります。 

 
２ 表彰について 
・この表彰は、学校教育における教育実践等に顕著な成果をあげた教職員及び

教職員組織について、その功績を表彰するとともに広く周知し、全国の教職
員の意欲及び資質・能力の向上に資することを目的として行われるものです。 

・令和４年１月 13 日（木）に文部科学省において表彰式が開催されますが、コ
ロナ禍のためオンライン配信となり、後日表彰状が送付される予定です。 

 

遠野市記者発表資料 

令和４年１月 2 1 日 

教育委員会学校教育課 

資料 Ｎｏ．２

遠野市教育委員会事務局 

学校教育課長 佐々木 淳 一 

電話 0198-62-4412 （内線 280） 

担当 



都道府県等 教育委員会の部 団体の部

北海道 北海道白老東高等学校

青森県 青森県立青森高等学校 青森県立三本木農業高等学校・三本木農業恵拓高等学校 青森県立五所川原工業高等学校・五所川原工科高等学校

岩手県 遠野市教育委員会 宮古市立赤前小学校

宮城県 気仙沼市教育委員会 宮城県仙台南高等学校

秋田県 横手市教育委員会 潟上市立天王中学校 秋田県立秋田西高等学校 秋田県立栗田支援学校

山形県 山形県村山市立大久保小学校 山形県立新庄南高等学校金山校

福島県 会津若松市立第二中学校 福島県立勿来工業高等学校 福島県立会津支援学校

茨城県 土浦市教育委員会 大子町立依上小学校 茨城県立茨城東高等学校

栃木県 益子町立七井中学校 栃木県立那須清峰高等学校

群馬県 前橋市立第七中学校 安中市立第二中学校 群馬県立高崎高等学校

千葉県 千葉県立泉高等学校 千葉県立大原高等学校 千葉県立姉崎高等学校

東京都 足立区教育委員会 世田谷区立尾山台小学校 稲城市立南山小学校 東京都立瑞穂農芸高等学校

神奈川県 神奈川県立平塚工科高等学校

新潟県 糸魚川市教育委員会 上越市立高士小学校 長岡市立小国中学校 新潟県立阿賀野高等学校

富山県 南砺市立井波小学校 滑川市立早月中学校 富山県立南砺福野高等学校 富山大学人間発達科学部附属中学校PTA

石川県 羽咋市教育委員会 石川県立七尾東雲高等学校 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校

福井県 小浜市立小浜第二中学校 福井県立高志中学校 福井県立福井南特別支援学校 福井市円山小学校ＰＴＡ

山梨県 山梨県立白根高等学校

長野県 長野県塩尻志学館高等学校

岐阜県 関市立小金田中学校

静岡県 浜松市教育委員会 掛川市立東中学校 静岡県立袋井商業高等学校 浜松開誠館中学校・高等学校

愛知県 豊田市教育委員会 一宮市立富士小学校 豊田市立竜神中学校

三重県 四日市市立保々中学校 三重県立明野高等学校 三重県立あけぼの学園高等学校

滋賀県 草津市立渋川小学校 滋賀県立甲南高等学校 おうみ未来塾「仕事人と語ろう!」グループ

京都府 相楽東部広域連合立和束小学校 京都府立須知高等学校

兵庫県 兵庫県立錦城高等学校 雲雀丘学園中学校・高等学校 兵庫県立西神戸高等特別支援学校

奈良県 奈良県立十津川高等学校 奈良県立奈良西養護学校

鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校

島根県 浜田市教育委員会

岡山県 井原市立井原中学校 岡山県立笠岡高等学校 岡山県立高梁城南高等学校

広島県 竹原市立賀茂川中学校 広島県立広島商業高等学校 府中市立府中明郷学園

山口県 山口県立田布施農工高等学校

徳島県 上板町立高志小学校 徳島県立那賀高等学校

香川県 香川県立三木高等学校

愛媛県 八幡浜市立八代中学校 愛媛県立上浮穴高等学校 川之江先輩塾(愛媛県立川之江高等学校教育支援団体)

高知県 高知県立檮原高等学校

福岡県 飯塚市立幸袋中学校 福岡県立福岡農業高等学校 春日小学校おやじの会

佐賀県 有田町立有田中学校 佐賀県立小城高等学校

長崎県 長崎県立諫早高等学校 長崎県立壱岐商業高等学校 長崎県立長崎鶴洋高等学校 東彼商工会青年部東彼杵支部

熊本県 大津町立大津中学校 熊本県立天草工業高等学校 熊本県立ひのくに高等支援学校 水俣市立水俣第一小学校育友会

宮崎県 都農町教育委員会 綾町立綾中学校 高鍋町立高鍋西中学校 小林市キャリア教育支援センター

鹿児島県 南九州市立大丸小学校 西之表市立種子島中学校 鹿児島県立奄美高等学校 指宿市立指宿商業高等学校ＰＴＡ

沖縄県 伊江村教育委員会 宜野座村立松田小学校

仙台市 仙台市立通町小学校 仙台市立秋保中学校

川崎市 川崎市立南生田中学校 川崎市立幸高等学校

浜松市 浜松市立三方原小学校

大阪市 大阪市立西高等学校

岡山市 岡山市立竜操中学校

熊本市 熊本市立城西小学校 熊本市立北部中学校

※　空欄は表彰該当なし

第１４回　キャリア教育優良教育委員会，学校及びＰＴＡ団体等文部科学大臣表彰　受賞団体一覧

学校の部

別紙１



第１４回 キャリア教育優良教育委員会、学校及びＰＴＡ団体等の取組内容（推薦理由） 

（文部科学省HPから） 

 

＜岩手県＞（種別：教育委員会）遠野市教育委員会 

 

———————————————————— 推 薦 理 由 ——————————————————— 

 

【概要】 

 

１ 遠野市について 

遠野市では教育行政の基本理念として「ふるさとの文化を生かし、『夢』と『誇り』を育む学びのまち

づくり」を掲げている。 

遠野市は、豊かな自然環境を生かした農林業を基幹産業とし、日本一の乗用馬生産地として知られてい

る。また、柳田國男が著した『遠野物語』発祥の地であり、歴史的、文化的遺産も数多い。 

こうした地域の特性を生かし、市内学校（小学校11 校、中学校３校、高等学校２校）では、地域資源を

教材としたふるさと教育に取り組んでいる。 

 

２ ふるさと教育の状況 

遠野市では、明日の遠野を担う子どもたちが、生きる力を身に付け、郷土に誇りを持ち、夢を育むこと

ができるようふるさと教育を推進している。 

小学校では、地域の見学や調査、農業体験活動を中心に、中学校では、職場体験や地域で活躍する人物

から生き方等を学ぶ活動を中心に、高等学校では地域課題に対するプロジェクト活動を中心に取組を進め

ている。 

 

３ ふるさと教育をより充実させるために 

各校種、各学校で優れた実践が展開されているものの、活動ベースの学習となっていること、校種間の

つながりが見えにくいことなどが課題となっていた。複数の教科・領域等で多岐に及んで実施されている

ふるさと教育を「キャリア形成」という視点で小・中・高を一貫してつなぎ、系統化・体系化することに

より、系統的な学びの成果を児童生徒も自覚できるようになるのではないかと考えた。 

 

４ 遠野市教育研究所キャリア教育部会の取組 

令和２年度、遠野市教育研究所にキャリア教育部会を設置した。主なミッションは次の３点である。 

ア ふるさと教育の現状に関する情報共有 

イ 「遠野市キャリア・パスポート」にふるさと教育に係る学びの履歴を残す機能を付加すること 

ウ 小中高12 年間を系統立てた「『ふるさと教育』を『キャリア教育（形成）』の視点によって小・中・

高を一貫してつなぐ遠野市の人づくり（全体概要）」を作成すること 

令和３年度は、前年度に作成した「全体概要」に基づく、キャリア教育の充実を図るとともに、令和４

年度コミュニティ・スクール導入において軸となる児童生徒のキャリア形成を目指した「ふるさと教育の

推進」の在り方について明らかにすることをミッションとして継続活動している。 

また、遠野市教育委員会では、市長部局と連携し、「キャリア教育対応企業・事業所一覧表」及び「個

票」を作成し、職場体験学習の充実に努めている。 



【具体的説明】 

 

１ キャリア教育部会 

市内小・中・高校の副校長で組織している。小中のみならず、高校も加えることで12 年間のキャリア形

成を系統的・発展的にとらえることにつながり、未来を創造する人材育成につながっている。 

 

２ 全体概要の内容 

⑴ 小学校低学年から高校生までの発達に応じた「学びの段階」の明確化 

小学校低学年の「地域を好きになる、愛着を持つ段階」から高校生の「生徒一人ひとりが社会人・職

業人として自立できるように、社会的移行の準備を進める段階」まで、５つの段階を明示するととも

に、その段階に達した児童生徒の姿を明示することで、指導者が次の学びや前の学びをイメージして学

習活動や目標の設定ができる。 

⑵ 遠野の子どもたちと遠野のもつ地域教材との関わりの系統化・具体化 

市内共通の学習内容を「問いかけ」の形で示し、その「問いかけ」と「学習活動例」を組み合わせる

ことで地域教材の開発や選択が系統化される。 

 

３ 「遠野市キャリア・パスポート」 

児童生徒が各自で学びの履歴を記入できるよう「遠野市キャリア・パスポート」に「ふるさと教育」に

係る学びの振り返りを位置付けた。 

全体概要に示した「学びの段階」や「学びの系統」に照らすことにより、子どもたちが自分自身のキャ

リア形成をメタ認知することにつながっている。 

また、指導者は子どもたちのキャリア形成の状況を把握でき、認め励ます評価を行うことにつながって

いる。 

 

４ 「キャリア教育対応企業・事業所一覧表」及び「個票」 

一覧表には、業種や事業所名だけではなく、提供内容やキャリア教育における学習効果等も掲載した。

個票には、見学の対象者や参考となる見学コース、体験受け入れの有無等を掲載した。 

中学校の職場体験学習に向けた、職種理解、希望事業所選び等に活用している。 
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