
遠野市長記者懇談会（令和 4 年 5 月 31 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和４年５月31日（火）15：00～15：30 

■場所 とぴあ庁舎 庁議室 

 

 

【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４年度遠野市一般会計補正予算(第１号)案の概要について （ 資料No.２ ） 

 

３ 遠野市 DX 推進本部の設置について （ 資料No.３ ） 

 

４ 令和４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 ） 

 

５ 旧千葉家住宅便所の重要文化財追加指定の答申について （ 資料No.５ ） 

 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(１) 令和４年度遠野市緑化祭「里山フェスタ 2022」の開催について（ お知らせNo. １ ） 

(２) 遠野市芸術文化協会 15 周年記念「とおの寄席」について（ 別添チラシ ） 

(３) 「遠野物語の日」博物館入館無料について（ 別添チラシ ） 



令和４年５月31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 ５ 月 3 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

4/7 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 国の緊急事態宣言再発令（2回目） ※3/21全面解除

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

4/19 65歳以上ワクチン接種 市内予約開始

4/23 国の緊急事態宣言再発令（3回目） ※9/30全面解除
まん延防止措置等重点措置実施

8/12 岩手緊急事態宣言発令（県独自宣言） ※9/16解除

12/20 ３回目追加接種（医療従事者）開始

R4/1/7 国のまん延防止措置等重点措置再実施（2回目）※3/21全面解除

1/23 岩手緊急事態宣言再発令（県独自宣言）

1/31 遠野市立学校における集団感染を初確認 ※現在は収束済み

2/21 3回目追加接種（65歳以上）開始

3/30 小児接種（5～11歳）開始

5/25 市内高齢者施設における集団感染を初確認

❖市内感染者数 計333人

❖対策に係る会議実績 計58回

❖議会説明 計16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、3月定例会
【Ｒ４年度】
６月定例会

❖対策予算
【Ｒ２年度】

約67億1,202万円（全71事業） ※Ｐ7参照
【Ｒ３年度】

約13億5,716万円（全30事業） ※Ｐ6参照

【Ｒ４年度】

約 ２億876万円（全15事業） ※Ｐ4参照
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【Ｒ２年度】
6人

※R4/5/27現在
※県公表情報に基づく

【Ｒ３年度】
197人

【Ｒ４年度】
130人

【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19回 ※直近は３/ ３
【Ｒ４年度】
・対策本部会議2回 ※直近は５/27



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・経口治療薬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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ワクチン接種
の円滑な実施

原油価格・
物価高騰対策
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3．市内感染拡大（国内第６波）への対応状況

（3）主な対応

❖市民周知・啓発等
ア. 遠野テレビ（緊急放送、通常のニュース）
イ. 市公式ホームページ、公式ＳＮＳ
ウ. 関係機関・団体等への呼びかけ

１/29㈯
第40回対策本部会議
・感染拡大の懸念に伴う対応協議

１/31㈪
第41回対策本部会議
・市立学校（Ａ校）臨時休業措置（学級休業、1/31～）

２/２㈬

第42回対策本部会議
・警戒レベル変更（Ｌｅｖ.４）
・市主催のイベント・集会・会合等の開催制限を実施（2/2～2/13）
・市立学校（Ａ校）の臨時休業措置を学校休業に切り替え（～2/6）

２/７㈪

第43回対策本部会議
・遠野市警戒レベル変更（Ｌｅｖ..５）
・市の公共施設等の利用制限（一部）を実施（2/7～2/13）
・市立学校（Ｂ校）の学校休業を実施（2/7～2/10）

２/14㈪
第44回対策本部会議
・市主催のイベント等の開催制限、公共施設等の利用制限を解除
・遠野市警戒レベル変更（Ｌｅｖ.３）

２/25㈮ ・市立学校（Ｃ校）の臨時休業措置実施（学年閉鎖 2/25～3/2）

３/２㈬ ・市立学校（Ｄ校）の臨時休業措置実施（学年閉鎖 3/2～3/7）

３/３㈭

第45回対策本部会議
・警戒レベル変更（Ｌｅｖ.５）
・市主催のイベント・集会・会合等の開催制限を実施（3/4～3/6）
・市の公共施設等の対策強化の実施（3/4～当面の間）

３/９㈬ ・市立学校（F校）の臨時休業措置実施（学年閉鎖 3/9～3/15）

３/16㈬ ・市立学校（G校）の臨時休業措置実施（学級閉鎖 3/16・17）

３/24㈭
・市内教育・保育施設においてクラスター発生を確認 ※県公表
・遠野市警戒レベル変更（Ｌｅｖ.４）

４/15㈮
・市内において職場クラスターを確認 ※県公表
・遠野市警戒レベル変更（Ｌｅｖ.４）

４/25㈪
第46回対策本部会議
感染状況の確認、警戒レベル改訂、大型連休中の対応方針

5/16㈪
・市立学校（Ｈ校）の臨時休業措置実施（学年閉鎖 5/16～20）
・遠野市警戒レベル変更（Lev.４）

5/25㈬
・市内高齢者施設及び市内学校のクラスター発生を確認 ※県公表
・遠野市警戒レベル変更（Ｌｅｖ．５）

5/27㈮
第47回対策本部会議
・高齢者施設集団感染への対応協議 ほか

❖イベント・集会・会合、公共施設等の対応
ア. 市主催のイベント・集会・会合等の開催制限

実施期間▶2/2～2/13、3/4～3/6 ※現在は開催制限なし

イ. 公共施設等の休業・利用制限
実施期間▶2/2～2/13

※一部施設では利用制限継続。3/4以降は施設の特性に応じた感染対策強化

ア.  市内陽性者公表数 イ. 市内クラスター確認件数
2/1~５/27 … 323 ・学校・教育・保育関連 7件

・職場関連 １件 ・高齢者施設 １件

※R4/５/27現在。県公表情報に基づく（2）感染状況

❖行政機能維持（業務継続）に向けた対応
・業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく対応
・自宅療養・自宅待機者のテレワークの実施
・抗原定性検査キットの導入による自宅待機期間の短縮

（1）主な対応経過

❖市内高齢者施設の集団感染への対応（5/23～）
ア. 経過

5/23 … 施設から市へ情報提供（第１報）
5/24 … 遠野テレビを活用した情報発信と注意喚起を実施
5/25 … 市内高齢者施設での集団感染を県が公表
5/25~27 … いわて感染制御支援チーム（ＩＣＡＴ）による対処
5/28~  … 当該施設、保健所、関係機関等と連携した対応を継続中

イ. 主な対応
・施設への応援職員の派遣（保健師2名） ・関係機関等との連絡調整
・抗原検査キット、消毒液等の調達支援 ・遠野テレビ情報発信 ほか



4. R４年度新型コロナウイルス対策事業

合計
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（1） 総事業費

合計
（2）第２弾追加事業

事 業 名 概 要 予算額


ഉ

ଆ

★競争入札参加資格審査
共同オンライン申請システム負担金

県南広域振興局管内の自治体及び一部事務組合で競争入札参加資格審査共同オンライン申請シス
テムを構築し、申請手続きのオンライン化及び審査様式の統一を図る。コロナ禍において国が進
めるデジタル田園都市国家構想に基づく事業。

2,277

〇小・中学校感染症対策 小・中学校感染予防消耗品及び備品等を購入し感染予防と学習環境の整備を図る。 19,945

〇スクール・サポート・スタッフ配置 市内の小中学校にスクール・サポート・スタッフを配置し、教員の業務支援や消毒作業等感染症
対策を行うことにより、教職員の負担軽減と感染症予防を図る。 20,664

৽
ੋ
ৌ
ੁ

〇子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯に生活支援特別給付金（対象児童1人に5万円）を支給する。
【対象】①低所得のひとり親世帯（児童扶養手当受給者等）

②その他低所得の子育て世帯（①以外でＲ４年度分の住民税均等割が非課税の世帯）
26,700

★遠野市出身学生等支援事業
コロナ禍の長期化に加え、物価高騰等の影響を受ける学生の生活継続や学業継続支援として、市
内の小学校または中学校を卒業し、市外の大学・短大・専門学校等に在籍している者（市内から
の通学者除く）に食料品等（5,000円相当、年2回）の提供を行う。

4,573

★飼料用牧草生産支援補助金 畜産経営に必要な飼料用牧草の確保を図るため、コロナ禍により価格が高騰している肥料代の一
部を補助する。 22,856

★…新規 〇…Ｒ３年度から継続 千円

第１弾当初予算 5,348千円（2事業） 106,400千円（7事業） 111,748千円（9事業）
第２弾 １号補正 42,886千円（3事業） 54,129千円（3事業） 97,015千円（6事業）
合 計 48,234千円（5事業） 160,529千円（10事業） 208,763千円（15事業）

感染予防対策 ￥経済対策 合 計

約２億876万円（全15事業）
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事 業 名 予算号 予算額 実施状況 実績詳細

子育て施設訪問支援 当初 2,228 〇 対象施設 保育所、児童館等28施設
登録ヘルパー人数 13名、ヘルパー派遣回数 延べ60回

保育施設等感染症対策 〃 3,120 〇 感染予防対策物品の在庫を確認、６月以降、購入、配布を実施

生活困窮者自立支援金 〃 1,800 ○
受付中
対 象：緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や再貸付について不承認とされ
た世帯等

新規雇用創出事業費補助金 〃 11,500 △ 市内求人倍率が全国平均値を下回った場合に実施

遠野産米生産性向上事業費補助金 〃 18,000 △ ６月募集開始予定 ※原油価格・物価高騰等総合緊急対策分と併せ組換え予定

商い元気回復事業費補助金 〃 36,100 ○ 補助金交付決定件数：１件
補助金交付決定額：５００万円

事業転換支援事業費補助金 〃 10,000 ○ 申請受付中

事業資金緊急対策事業費補助金 〃 10,000 ○ 申請受付中

観光振興補助金 〃 19,000 ○
４月11日に遠野市観光協会と補助金交付契約
〇宿泊・回遊クーポン事業（４月～翌３月） 〇２次交通対策事業（４～９月） 〇新型
コロナウイルスを踏まえた遠野市における観光振興事業（４月～11月） ○アフターコ
ロナ体制整備チャレンジ補助金（４月～翌２月）

（3）令和４年度対策事業 進捗状況（４月末現在） ◎…事業完了 〇…着手済 △…未着手

国は「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充しており、本市に

は原油価格・物価高騰等対策分として約1.38億円が新たに措置さ

れました。現在、本交付金等を活用した対策事業を検討しており、

市議会６月定例会に第２号補正予算を提案予定です。

第3弾
原油・物価高騰対策

提案予定



（4）Ｒ３年度事業一覧 総額 約13億5,716万円（全30事業）
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ഉ

ଆ

৽
ੋ

子育て・教育分野 ワクチン接種 一般感染対策

・子育て施設訪問支援（当初）
・保育施設等感染症対策（当初）
・小中学校感染症対策（当初・2号）

・接種対策事業（1・3・4号）
・接種体制確保事業（3・4・5号）
・ワクチン保管用冷蔵庫購入

・感染予防物品等購入（9号・10号）

給付金・生活困窮者支援

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（1・3号・9号）
・生活困窮者自立支援金支給事業費（3号）
・冬のあったか応援事業費補助金（5号）
・子育て世帯等臨時特別支援事業費（6・7号・10号）
・住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費（8号）

商工・労働関連

・新規雇用創出事業費補助金（当初・5・9号）
・オンライン就業相談支援業務委託料（当初・5号・10号）
・中小企業等事業継続家賃補助金（当初）
・地元商圏購買力回復事業費補助金（当初）
・商い元気回復事業費補助金（当初・４号）
・中小企業等雇用確保支援事業費補助金（2号・10号）
・中小企業等事業転換支援事業費補助金（2号・10号）
・商工業再生・持続化補助金（2号・9号・10号）
・中小企業等事業資金緊急対策事業費補助金（４・９号・10号）
・飲食店消費回復事業費補助金（５号・10号）

観光関連
・観光振興補助金（当初・10号）

農林畜産関連
・生産者事業継続支援給付金（当初）
・感染施設園芸農家見舞金（当初）
・収入保険加入促進事業費補助金（４号）
・六次産業チャレンジ応援事業費補助金（４号）
・遠野産米次期作支援事業費補助金（５号）

教育関連
・修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金（４号）
・就学援助費（４号・9号）

( )…補正号 ※既存予算を活用して実施した事業

約3億2,326万円

約10億3,390万円

( )…補正号 ※既存予算を活用して実施した事業

1,304千円37,260千円 284,695千円

791,859千円 196,503千円

14,963千円

29,363千円
1,215千円
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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）

（5）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）



5. 生活困窮者等への対応状況 令和４年４月末現在

（1）税金等の猶予・減免・軽減等

(2) 緊急小口資金、総合支援資金
※コロナ特例分のみ、件数及び貸付額は延べ ※貸付額単位：万円

※コロナ関連のみ
※数値は実数(累計)
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使用料等
猶予

R２ R３ Ｒ４

上・下水道 ２ ０ ０

保育料 ０ １ ０

遠野テレビ ０ ０ ０

市営住宅 ０ ０ ０

市奨学金 ０ ０ ０

（4）その他

◎子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯の家計急変要件該当件数）

R２…７件 Ｒ３…５件

◎就学援助費（コロナによる家計急変分）
Ｒ３…４件 ※Ｒ３のみ実施

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

申請件数 50 21 １

貸付額 915 415 20

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

申請件数 10 17 ０

貸付額 455 718 ０

緊急小口資金 総合支援資金

保険料等
減免

R２ R３ Ｒ４

介護保険 ３ ０ ０

保険料等
猶予

R２ R３ Ｒ４

後期高齢者
医療制度

３ ０ ０

税金
納税猶予 納期延長 減免・軽減

R２ R３ Ｒ４ R２ R３ Ｒ４ R２ R３ Ｒ４

個人市民税 ３ 10 0 ５ ０ 0 ０ ０ 0

法人市民税 ３ ０ 0 19 ４ 0 ０ ０ 0

固定資産税 ０ ０ 0 ６ ０ 0 ０ 90 0

軽自動車税 ０ ０ 0 ０ ０ 0 ０ ０ 0

国保税 ０ ０ 0 ６ ０ 0 13 ５ 0

(3) 各種相談窓口

◎自立生活相談窓口
ア. コロナの影響による新規相談

R２…12件 Ｒ３…19件 Ｒ４…１件
イ. 住居確保給付金の新規申請

R２… 1件 Ｒ３…  0件 Ｒ４…１件

◎生活保護窓口(コロナの影響による新規受給者)

Ｒ2… ２件 Ｒ3…０件 Ｒ4…0件



感染拡大前 感染拡大後（1年目） 感染拡大後（２年目）

Ｒ元年度 R2年度 Ｒ元年度比 R３年度 Ｒ元年度比

観光施設 1,585,619人 942,380人 ↓40.6% 減 1,141,168人 ↓28.0％減

宿泊施設 68,640人 39,920人 ↓41.8％ 減 46,966人 ↓31.6％減

観光施設等入込推移 ※景観施設、行祭事含む

万人

6. 観光・宿泊業への影響

感染拡大前との比較 ※景観施設、行祭事含む

（１）入込状況等

9

宿泊施設入込推移

千人

ＧＷ入込状況
（4/29～5/5）

感染拡大後初となる行動制限の無いGWとなった今季は、「遠野さくら祭り」において３年ぶりに「南部氏遠野入部行列」
が開催されるなど、市内各所でイベントが開催されたこともあり、期間中(4/29～5/5)の主要観光施設への入込者数は
対前年比約３０%の増となった。一方、コロナ前の令和元年度比は約２３％減で、本格回復には至っていない。
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Ｒ４年４月速報値 ※景観施設、行祭事含む

Ｒ４年４月 Ｒ元年同月比

観光施設 110,390人 ↓22.7％減

宿泊施設 3,462人 ↓37.7％減



（２）主要イベントの対応状況（Ｒ４上半期）

イベント名
（開催時期）

対応状況

Ｒ４年度 Ｒ３年度 Ｒ２年度

遠野さくら祭り
（4/21~5/5）

〇開催
感染防止対策を徹底の上、開催済み。

〇縮小開催
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
（4/9～9/25）※10月以降は未定

〇開催中 8/21～12/5のみ運行 7/18～8/16のみ運行

町民運動会
※時期未定

△一斉開催見送り
各町の判断で体育イベント等の

代替イベントを開催

×中止 ×中止

早池峰山入山式
（6/12）

〇開催
感染防止対策を徹底の上、実施。

×中止
交通規制は実施

×中止
交通規制は実施

東北馬力大会馬の里遠野大会
（6/26） ×中止 ×中止 ×中止

全国やぶさめ競技遠野大会
（7/24）

〇縮小開催
詳細は、実行委員会で決定。

〇縮小開催
無観客とし関係者のみ参加

×中止

遠野納涼花火まつり
（８月中旬） △検討中 ×中止 ×中止

遠野ホップ収穫祭
（８/20~８/21）

〇開催
感染防止対策を徹底の上、実施。

×中止 ×中止

遠野わらすっこまつり・
消防フェア（未定） △検討中 ×中止 ×中止

総合食育センターぱすぽる
食育まつり（未定） △検討中 ×中止

食育教室など代替イベント実施
×中止

日本のふるさと遠野まつり
（9/17～18）

〇開催
感染防止対策を徹底の上、実施。

×中止
×中止

R4年度の50周年記念に向け
特設サイトを開設

10

〇開催（縮小開催） △検討中 ×中止



（1）接種実績
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（2）実施経過

種 別 接種人数 接種率（※） 備 考

１回目 22,718人 約89.7% 国・・・約81.7%
県・・・約86.3%

２回目 22,538人 約89.0% 国・・・約80.5%
県・・・約84.8%

３回目 17,428人 約68.8% 国・・・約58.1%
県・・・約63.3%

7. 新型コロナワクチン接種の取組状況等

国の新型コロナワクチン接種記録システムより
令和４年５月27日現在

年 代 接種対象者数 ２回目完了者数 ３回目完了者数

5～11歳 1,185人 370人（約31％） ―

12～19歳 1,614人 1,427人（約88%） 400人（約25%）

20代 1,584人 1,445人（約91%） 783人（約49%）

30代 2,220人 1,937人（約87%） 1,156人（約52%）

40代 2,838人 2556人（約90%） 1,739人（約61％）

50代 3,008人 2,756人（約92%） 2,190人（約73%）

60代 4,223人 3,952人（約94%） 3,653人（約87%）

70代 3,926人 3,784人（約96%） 3,134人（約93%）

80代 3,241人 3,041人（約94%） 2,914人（約90%）

90代以上 1,015人 962人（約95%） 901人（約89%）

年代不明 308人 36人

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 … ３回目追加接種開始（医療従事者等）
令和４年
１月11日 … 施設等入所者等への追加接種開始
２月21日 … 65歳以上への追加接種開始
３月30日 … 小児接種(5~11歳)開始
４月20日 … 12歳～17歳への追加接種開始

ア. 接種人数及び接種率

イ. 年代別接種実績

接種率は国及び県の算出方法に統一し、市の全
人口25,329人（令和4年4月1日現在）に対する
接種者数の割合として算出しています。

なお、市の全人口にはワクチン接種の対象では
ない年代（0～4歳）も含まれます。

※接種率について

※国・県の接種率は５/25現在



（3）追加接種（3回目接種）の進捗状況等について
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（4）追加接種（４回目接種）について
ア. 目 的 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的とする。
イ. 対象者 （1）60歳以上

（2）18～59歳で基礎疾患を有する者、その他重症化リスクが高いと医師が認める者
ウ. ワクチン ファイザー社製ワクチン 及び 武田/モデルナ社製ワクチン
エ. 接種間隔 ３回目接種から５カ月以上の間隔を空けること

＜遠野市の対応方針について＞
◎医療従事者等を皮切りに６月から順次開始し、ピークは7～８月となる見込み。
◎接種会場は個別接種会場を基本とし、必要に応じて集団接種会場も設置する。
◎予約方法は、65歳以上は接種日指定型、その他はネット予約として検討する。
◎対象者の抽出、接種券の発送方法及び発送時期については、国の方針を踏まえ適切に対応する。

対 象 進捗状況

医療従事者等 ２月 完了
対象：医療従事者、市職員、高齢者等施設の入所者・従事者、障がい者施設等の入所者・従事者

基礎疾患を有する者、
エッセンシャルワーカー

４月 完了
対象：基礎疾患等、保育園・幼稚園職員、教職員、警察 等

65歳以上高齢者 ４月中旬 概ね完了
・接種時期に応じ、接種券発送及び接種を継続中

12歳～64歳の者 ５月末 概ね完了予定
・接種時期に応じ、接種券発送及び接種を継続中



 
遠野市記者発表資料 

 
 

令和４年度遠野市一般会計補正予算（第１号）案の概要について 
 
 
【発表の要旨】 
  令和４年６月遠野市議会定例会（６月７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４年度遠野市一般会計補正予算（第１号）案の概要  

 １ 補正予算額  ７３３,６５６千円 

   歳入歳出にそれぞれ 733,656 千円を追加し、予算総額を 17,843,656 千円とします。 

（当初予算比較では、 4.3％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           97,015千円 

(2) 木質バイオマス発電所整備事業に係る地域総合整備資金貸付金の計上  189,000千円 

(3) 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      295,241千円 

(4) 予算編成後に発生した緊急かつ臨時的な経費の計上 ほか       152,400千円 

 

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 240,753 千円 

 地方創生臨時交付金 63,715千円 
社会資本整備総合交付金 143,810千円 ほか 

15款 県支出金の増 23,740 千円 

 新規就農者育成総合対策事業費補助金 18,573千円 ほか 

19款 繰越金の増 95,113 千円 

21款 市債の増 371,500 千円 

 

遠野市記者発表資料 
令和４年５月 3 1 日 
総 務 企 画 部 財 政 課 

資料 Ｎｏ．２

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 
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(2) 主な歳出について 

６款 農林水産業費の増 293,008千円

 [新規]農地情報収集等業務効率化支援事業費 3,821千円 
[新規]新規就農者育成総合対策事業費 18,573千円 
森林資源好循環加速化事業費 189,000千円 ほか 

７款 商工費の増 17,177千円

 [新規]遠野産品売上アップ推進事業費 10,450千円 ほか 

８款 土木費の増 296,209千円

 [新規]公営住宅整備事業費 295,241千円 ほか 

 

４ 主要事業 

   別添「令和４年度一般会計補正予算（第１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。 

 

総務企画部財政課 （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 1 農業委員会費 【大綱３】
【新規】
農地情報収集等業務効率化
支援事業費

１　タブレット端末購入費　3,142千円
　…農業委員等分45台、農業委員会事務局分２台
２　通信費　550千円　ほか

3,821 2,131 1,690

2 6 1 3 農業振興費 【大綱３】
【新規】
新規就農者育成総合対策事
業費

１　経営発展支援事業補助金　13,125千円
　…初期投資支援（個人型２件、夫婦型１件）
２　経営開始資金補助金　5,250千円　ほか
　…定額助成（個人型２件、夫婦型１件）

18,573 18,573 0

3 6 2 2 林業振興費 【大綱３】
森林資源好循環加速化事
業費

　木質バイオマス発電所整備事業に係る地域総合整備資金
貸付金

189,000 189,000 0

７　款　（商　工　費）

4 7 1 2 商工振興費 【大綱３】
【新規】
遠野産品売上アップ推進事
業費

１　遠野産品ブラッシュアップ業務委託料　8,800千円
２　ポータルサイト等広告料　1,650千円

10,450 10,450

８　款　（土　木　費）

5 8 5 2 住宅建設費 【大綱１】
【新規】
公営住宅整備事業費

１　穀町市営住宅整備　214,944千円
　…新築工事、工事監理委託料等
２　宮守銀河市営住宅整備　80,297千円
　…新築工事、通路・給排水設備工事、工事監理委託料等

295,241 143,810 137,600 13,831

※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４年度　一般会計補正予算（第１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 各種給付金 3 2 3
子育て世帯生活支援特
別給付金

26,700

2 労働関連 5 1 1
遠野市出身学生等支援
事業

4,573

3 農林畜産関連 6 1 4
飼料用牧草生産支援補
助金

22,856

54,129

4 デジタル推進 2 1 5
競争入札参加資格審査
共同オンライン申請シ
ステム負担金

2,277

5 小・中学校感染症対策 19,945

6
スクール・サポート・
スタッフ配置

20,664

42,886

97,015

小・中学校感染予防消耗品及び備品等を購入し感染
予防と学習環境の整備を図る。
…市内14小中学校分
≪特定財源≫
　学校保健特別対策事業費補助金：6,525千円

市内の小中学校にスクール・サポート・スタッフを
配置し、教員の業務支援や消毒作業等感染症対策を
行うことにより、教職員の負担軽減と感染症予防を
図る。
【配置校】
　市内13小中学校（鱒沢小学校除く）
【配置職員】
　会計年度任用職員各校１人
【期　間】
　令和４年４月から令和５年３月まで

小　計

合　計

県南広域振興局管内の自治体及び一部事務組合で競
争参加資格審査申請受付システムを構築し、申請手
続きのオンライン化及び審査様式の統一を図る。
≪特定財源≫
　デジタル田園都市国家構想推進交付金：1,075
千円

予
防
対
策
事
業

生活継続や学業継続支援として、食料品等の提供を
行う。
【対　象】
　市内の小学校又は中学校を卒業した者で大学、大
学院、短期大学、専門学校、予備校等（高等学校及
び市内からの通学者を除く）に在籍している者
【支援品】
　5,000円相当の食料品を年２回配送

小　計

令和４年度　一般会計補正予算（第１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

畜産経営に必要な飼料用牧草の確保を図るため、肥
料代の一部を補助する。
【対　象】市内牧草生産者
【補助額】1,000円/10ａ

低所得の子育て世帯に生活支援特別給付金を支給す
る。
【対　象】
　１　低所得のひとり親世帯
　　…児童扶養手当受給者等
　２　その他低所得の子育て世帯
　　…１以外の令和４年度分の住民税均等割が非課
　　　税の子育て世帯
【支給額】50千円/児童１人
≪特定財源≫
　新型コロナウイルス感染症セーフティネット
　強化交付金　25,698千円

経
済
対
策
事
業

教育・文化関
連

10 1 2
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遠野市ＤＸ推進本部の設置について 
 
 
【発表の要旨】 
  市民サービスの利便性向上及び行政事務の効率化・高度化を図ることを目的

に、本市におけるデジタル・トランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）
を総合的かつ効果的に推進するため、遠野市長を本部長とする「遠野市ＤＸ推
進本部」を設置しました。 

 
 
【発表の内容】 
１ 設置の日 
  令和４年５月２日（月） 

 

２ 本部の役割 
 (1) ＤＸを推進するための計画の策定に関すること。 
 (2) ＤＸの推進に係る施策の調整及び協議に関すること。 
 (3) 前２号に掲げるもののほか、本市のＤＸの推進に係る必要な事項に関するこ

と。 
 
３ 組織体制 
  本部長  市 長 多田 一彦 
  副本部長 副市長 鈴木 惣喜、教育長 佐々木 一人 
  本部員  各部の部長等（11 名） 
 
４ ＤＸに係る主な取組事項 
 (1) 遠野市ＤＸ推進基本計画策定 

  以下の３項目を基本施策とし、本市のＤＸに向けた取組みを推進します。 
  ア 市民サービスの利便性向上 
  イ 行政事務の効率化・高度化 
  ウ デジタル基盤の強化 

 (2) 遠野市ＤＸ推進アクションプラン策定 
  遠野市ＤＸ推進基本計画に基づいた具体的な施策について、ワーキンググル

ープを設置し、事例調査を行いながら検討を進めます。 
  
５ 今後のスケジュール 
  ６月上旬 ワーキンググループの設置 

６月中旬 遠野市ＤＸ推進基本計画策定 
  ６～９月 遠野市ＤＸ推進アクションプランの検討 
  10月上旬 同アクションプランの策定 

遠野市記者発表資料 

令和４年５月 3 1 日 

総務企画部情報推進課 

資料 Ｎｏ．３

総務企画部情報推進課（中竹） 

電話 0198-62-2111 （内線 236） 

担当 
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令和４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、３年ぶり 20 回目となる「南部氏遠野入部行

列」の開催をはじめ、鍋倉公園内の桜のライトアップや蔵の道ひろばでの「遠
野まちなかテイクアウト祭り」、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の感染症対策を行ったうえで実施
しました。 

２ ＧＷ期間中の主要観光施設の入込ついて 
１月 23 日より岩手緊急事態宣言が発令されている中ではありましたが、全

国的に感染症対策を実施した上での、イベント開催等が増加しており、人の
動きも活発となっていました。 

市内観光施設等での入込数は、昨年比で約 30％の増加となりました。 
なお、コロナ前の令和元年度と比較すると約 23％の減少となりました。 

主要観光施設への入込数 約８万８千人（対前年比 ２万人増） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要観光施設 入込・売上（道の駅含む） 

 令和４年 令和３年 令和２年 令和元年 令和元年比較

入込数 88,226 人 67,969 人 13,878 人 114,758 人 23.1％ 減
売上額 70,942千円 56,957千円 25,247千円 90,183千円 21.3％ 減
客単価 804円 838円 1,819円 786円 2.3％ 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」が期間中開催され、令

和元年度ぶりの「南部氏遠野入部行列」や「テイクアウト祭り」を開催しました。 

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

込者数は約８万８千人と昨年比約２万人の増ですが、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、約23％下回る結果となりました。 

遠野市記者発表資料 

令和４年５月 3 1 日 

産 業 部 観 光 交 流 課 

資料 Ｎｏ．４
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産業部観光交流課 (小松) 
電話 0198-62-2111 （内線 326）担当 

震災前 10 連休

新型コロナ 

30％増 
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令和４年度遠野市緑化祭「里山フェスタ 2022」の開催について 
 
 
【発表の要旨】 
  令和４年度遠野市緑化祭「里山フェスタ 2022」の開催について、ご案内いた

します。今年度は、遠野市内在住の一般参加者及び、市内の森林愛護少年団に
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、宮守町の寺沢高原周辺にあります椛川目（かばかわめ） 
市有林を舞台に遠野市内の皆様でカラマツの植樹を行います。 

(2) 木材資源を循環利用していくため、「守り抜こう 遠野の緑と未来への希望」 
を今年度のテーマに、伐採跡地にカラマツを植裁し、豊かな森林作りを行いま 
す。 

 

２  日時及び場所  
   令和４年６月 11 日（土） 午前 10 時～正午 
   宮守町椛川目市有林（寺沢高原周辺） 
   集合場所：達曽部地区センター（会場まではバスで送迎いたします。） 
   
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４年５月 3 1 日 

産 業 部 農 林 課 

お知らせ Ｎｏ．１

産業部農林課 (山下彩音) 

   電話 0198-62-2111 （内線 424） 

担当 
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