
遠野市長記者懇談会（令和 4 年 6 月 21 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和４年６月21日（火）11：00～12：00 

■場所 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 26 回参議院議員通常選挙における投票区（所）の変更に伴う代替措置の実施 

について （ 資料No.２ ） 

   

３ 「こども本の森 中之島」、「こども本の森 遠野」及び「こども本の森 神戸」の相互 

協力に関する協定の締結について （ 資料No.３ ） 

 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(１) 鉄道フェスタ 2022in 遠野の開催について（ お知らせNo.１ ） 

(２) 岩手県観光ガイドブックについて（ 別添パンフレット ） 

 

 

 

 



令和４年６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 ６ 月 2 1 日
遠野市長定例記者懇談会
総 務 企 画 部
新型コロナウイルス対策室

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

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372人

❖対策に係る会議実績 計59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
【Ｒ４年度】

約 ４億3,523万円（全24事業） ※Ｐ4参照

【Ｒ３年度】

約13億5,716万円（全30事業） ※Ｐ7参照

【Ｒ２年度】

約67億1,202万円（全71事業） ※Ｐ8参照
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【Ｒ２年度】
6人

※R4/6/19現在
※県公表情報に基づく

【Ｒ３年度】
197人

【Ｒ４年度】
169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
【Ｒ４年度】
・対策本部会議３回 ※直近は６/20



2

2. 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
・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
・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
・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
・警戒レベル変更（Ｌｅｖ.３）。 イベント等の開催制限・公共施設等利用制限解除

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、市の
公共施設等の対策強化

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

6/20㈪
第48回対策本部会議
・遠野市警戒レベル変更（Ｌｅｖ．３）

❖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
2/1~６/12 … 362人 ・学校・教育・保育関連 7件

・職場関連 １件 ・高齢者施設 １件

※R4/6/19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（5/23～6/17）
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
6/17 … 中部保健所が終息と判断

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



3. 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

3

ワクチン接種
の円滑な実施

原油価格・
物価高騰対策



4. R４年度新型コロナウイルス対策事業

合計
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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

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。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。

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

〇感染予防対策物品購入 新型コロナワクチン接種の集団接種、災害対応等に活用し、感染防止による業務継続性を高め
るための抗ウイルス性作業議等を購入する。 4,217

千円

感染予防対策 ￥経済対策 合 計

1
号
補
正

2
号
補
正

★…新規 〇…Ｒ２・３年度から継続または再実施 ●…拡充

（1） 総事業費

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）

2号補正 4,217千円（1事業）
222,254千円
新規事業：3事業

拡充：5事業

226,471千円
新規事業：4事業

拡充：5事業

合 計 52,451千円（6事業） 382,783千円（18事業） 435,234千円（24事業）

約４億3,523万円（全24事業）



合計
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合計

事 業 名 概 要 予算額

৽
ੋ
ৌ
ੁ

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。
【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 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 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。 22,856

★公共交通事業者支援事業費補助金 原油価格高騰対策として、公共交通事業者に燃油高騰分の一部を補助。
【対象・補助額】 路線バス：1台あたり80千円、タクシー：1台あたり20千円 1,200

★子育て世帯臨時特別支援金
児童手当受給者等に子育て世帯臨時特別支援金を支給。
【対象】①Ｒ４年６月支給分の児童手当受給者

②Ｒ４年５月１日からＲ５年４月１日までに転入または出生した児童手当の支給対象
【支給額】対象児童1人あたり1万5千円

40,882

●遠野産米生産性向上対策事業費補助金 生産資材（肥料）の購入経費の一部を補助。
【対象】 水稲低コスト生産メニューに取り組む農業者 【補助額】10ａあたり800円 9,600

★スマート農業技術導入支援事業 スマート農業技術の普及・拡大を支援。
（ドローンオペレーター養成、公共牧場放牧管理システム導入等） 67,427

★有機栽培転換等支援事業費補助金
有機栽培転換や新規取組を目指す農業者に対し、ほ場土壌・堆肥診断費用を補助。
【補助額】
①新規取組ほ場分…10aあたり70千円 ②耕作放棄地活用加算分…10aあたり30千円

850

★特産品安定生産支援事業費補助金 わさび及びホップ等の特産品の生産に係る燃料費の一部を補助。 1,145

★売れる農畜産物生産支援事業補助金
生産資材、パイプハウス等購入経費の一部を補助。
【対象】①重点推進品目産地育成支援 ②新規パイプハウス導入支援 ③省力化機械導入支援

④内水面生産拡大支援
5,800

〇六次産業チャレンジ応援事業費補助金 商品開発や販路開拓に係る経費を補助。【補助額】経費の1/2（上限500千円） 2,500

★商工業再生・再構築補助金
事業転換や経営革新等の事業再構築を支援する。
【対象】①ＣＯ２削減対策 ②空き店舗再利用 ③生産性向上 ④販路再開拓（海外）
【補助額】ハード事業2/10（中心市街地は1/2、上限20,000千円）

ソフト事業3/4（上限500千円）

80,000

〇みなし法人持続化補助金 市内農産物直売所を運営する「みなし法人」を対象に補助金を支給。
【補助額】最大1,000千円／１事業体 3,000

★観光振興対策 市内観光事業者等を支援するため、市内物産等の販売促進や観光需要の取り込みを実施。 9,850

★…新規 〇…Ｒ２・３年度から継続または再実施 ●…拡充

千円

1
号
補
正

2
号
補
正
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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154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（５月末現在）

◎…事業完了 〇…着手済 △…未着手

当初予算及び１・２号補正予算に計上した事業の着実な実施を図るとともに、原油価格・物価高騰
等の影響を注視しつつ、感染防止と社会経済活動との両立がより一層図られるよう、第３弾事業に
ついては随時検討を進める。

第３弾を随時検討



（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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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５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 ２

貸付額 915 415 40

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…２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 1,140,323人 ↓28.1％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
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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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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月
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R1

Ｒ４年５月速報値 ※景観施設、行祭事含む

Ｒ４年４~5月 Ｒ元年同期比

観光施設 249,722人 ↓22.5％減

宿泊施設 7,660人 ↓32.8％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
感染防止対策を徹底の上、実施。

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
（８/15）

〇開催
感染防止対策を徹底の上、実施。

×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
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〇開催（縮小開催） △検討中 ×中止



（1）接種実績

12

（2）実施経過

種 別 接種人数 接種率（※） 備 考

１回目 22,794人 約89.9% 国・・・約81.9%
県・・・約86.7%

２回目 22,564人 約89.1% 国・・・約80.7%
県・・・約85.2%

３回目 18,581人 約73.4% 国・・・約60.7%
県・・・約67.6%

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６月15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 472人（約40%） －

12～19歳 1,614人 1,429人（約89%） 655人（約41%）

20代 1,584人 1,456人（約92%） 902人（約57%）

30代 2,220人 1,934人（約87%） 1,361人（約61%）

40代 2,838人 2,555人（約90%） 1,982人（約70%）

50代 3,008人 2,757人（約92%） 2,395人（約80%）

60代 4,223人 3,948人（約94%） 3,730人（約88%）

70代 3,926人 3,782人（約96%） 3,670人（約94%）

80代 3,241人 3,038人（約94%） 2,924人（約90%）

90代以上 1,015人 963人（約95%） 905人（約89%）

年代不明 334人 57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
６月17日 … ４回目追加接種開始（医療従事者等）

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６/14現在
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（３）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

＜遠野市の対応状況について＞
◎医療従事者等を皮切りに６月から順次開始済み。
◎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を設置する。
◎接種券の発送は、60歳以上は、接種時期に応じて段階的に発送。基礎疾患を有する者等については、

接種券の発行申請が必要。
◎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する。

対 象 進捗状況

医療従事者等 ６月17日開始済み
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

60歳以上
６月24日～ 接種券発送
６月27日～ 予約開始
７月25日～ 接種開始

18歳～59歳で
基礎疾患等を有する者等

６月27日～ 接種券発行申請受付開始
６月27日～ 予約受付開始
７月25日～ 接種開始
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第 26 回参議院議員通常選挙における 
投票区（所）の変更に伴う代替措置の実施について 

 
 
 
【発表の要旨】 
  令和４年７月10日に執行が予定されている第26回参議院議員通常選挙から、遠

野市の投票区（所）が変更になります。この変更となった投票区（所）の有権者
の方の投票機会を確保するため、臨時期日前投票所の開設と投票所までの移動支
援車両を運行します。 

 

 
 
【発表の内容】 
１ 投票区（所）の変更について 
  投票区（所）の再編により、今回の選挙から投票所が36か所から23か所に変

更になります。変更となる投票所は、有権者数が 200人未満などが対象となっ
ています。 

 
２ 投票機会の確保に係る代替措置の実施について 

(1) 臨時期日前投票所の開設について 
  期日前投票の期間中、廃止投票所１箇所につき、２時間の臨時期日前投票

所を開設します。 
 
(2) 移動支援車両の運行について 
  投票区（所）が変更になり、変更後の投票所までの交通手段の確保が難し

い有権者の方を対象に、投票日当日の午前と午後の計２回、廃止投票所から
変更後の投票所まで移動支援車両を運行します。 

  なお、この移動支援車両を利用される方は、事前に市選挙管理委員会事務
局に予約が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 

 

遠野市記者発表資料 

令和４年６月 2 1 日 

選挙管理委員会事務局 

資料 Ｎｏ．２

選挙管理委員会事務局 (多田) 

   電話 0198-62-2111 （内線 118） 

担当 
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「こども本の森 中之島」、「こども本の森 遠野」及び 
「こども本の森 神戸」の相互協力に関する協定の締結について 

 
 
【発表の要旨】 
  世界的建築家・安藤忠雄氏が設計・建築し自治体に寄贈した「こども本の森」

について、令和３年７月 25 日付けで『「こども本の森 中之島」及び「こども本
の森 遠野」の相互協力に関する協定』を、寄贈を受けた大阪市長及び遠野市長
とで締結しているところですが、今年３月 25 日に「こども本の森 神戸」が新
たに開設されたことから、改めて令和４年６月 16 日付けで３施設の相互協力に
関する協定を締結しましたのでお知らせします。 

 
 
 
【発表の内容】 
１ 協定締結の目的 
  ３施設が協力することにより、子どもたちが本や良質で多様な芸術文化等に触 
れることが出来る施設としての魅力を向上させ、もって３施設の発展に寄与する 
ため。 

 

２ 相互協力していく事項  
(1) 蔵書の相互利用 
(2) 事業の共同実施 
(3) 広報協力 

 
３ 協定締結者  

大阪市長、遠野市長及び神戸市長 
 
４ ３施設共同事業の実施  
 「こども本の森 神戸」からオンライン中継し、「こども本の森 中之島」及び
「こども本の森 遠野」の３会場で講演会を開催します。 
(1) 内 容 ノーベル化学賞受賞者 野依良治先生（兵庫県出身）によるおはなし 
      「読書の大切さと科学の面白さ」 
(2) 日 時 令和４年６月 25 日(土) 午後１時 45 分から約 45 分間 
(3) 場 所 こども本の森 遠野 いちの蔵 
(4) 定 員 30 人 
(5) 参加費 無料 

 
 
 
 
 
 

遠野市記者発表資料 

令和４年６月 2 1 日 

こども本の森運営企画室 

資料 Ｎｏ．３
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５ 「こども本の森 遠野」開館１周年イベントの実施  

(1) 目的 
   これまで携わっていただいた皆様へ感謝をつたえるとともに、「こども本の

森 遠野」が遠野市民にとって、さらに身近な施設となるきっかけをつくる。 
 
 (2) 期日 
   セ レ モ ニ ー ：令和４年７月24日(日) 午前９時から９時30分まで 
   １周年おめでとう期間：令和４年７月 24 日(日)から７月 31 日(日)まで 
              ※ ７月 27 日(水)も休館とせず開館する 

(3) 会場 
   こども本の森 遠野 
 (4) イベント内容 

ア 夜間開館（７/24(日)～30(土) 午後８時まで） 
   イ 「こども本の森 中之島」及び「こども本の森 神戸」のグッズ販売 

（７/24(日)～31(日)） 
  ウ まちなかスタンプラリー（７/24(日)～31(日)） 

エ お面ぬり絵（７/24(日)～31(日)） 
オ 市内団体によるイベント（７/23(土)～31(日)） 

 
  ※ 開館１周年イベントの詳細は、次回の市長記者懇談会にてお知らせします。 
 

 

 

 

 こども本の森運営企画室 伊藤・立花 

 電話 0198-63-3003  

担当 



３施設共同企画 第 弾１

「読書の大切さと科学の面白さ」

兵庫県出身のノーベル化学賞受賞者・野依良治先生に
「読書の大切さと科学の面白さ」についておはなしを
していただきます。

こども本の森 遠野 いちの蔵

30名

無料

事前にお電話またはメールでお申し込みください。

2022年６月25日(土)13：45～ 約45分間

野依良治先生のおはなし
の より りょうじ

こども本の森 神戸からオンラインで中継！

お申込

日 時

場 所

定 員

参加費

ノーベル化学賞受賞

こども本の森 遠野
遠野市中央通り１番１６号
TEL：0198-63-3003
Email:kodomo-honnomori@city.tono.iwate.jp
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「鉄道フェスタ 2022 in 遠野」の開催について 

【発表の要旨】 

遠野の恒例イベントとなっている、鉄道フェスタの開催についてお知らせします。

 
【発表の内容】 
１ 鉄道フェスタ 2022 in 遠野の開催について 

遠野の恒例イベントとなった鉄道フェスタを下記のとおり開催いたします。 

今年は７月～９月の北東北三県大型観光キャンペーン及びSL銀河の運行日に

合わせた開催とすることで、市内入込の増加を図ります。 

会場では、鉄道模型の展示や駅弁等の販売に加え、ＳＬ銀河写真の展示も予定

しております。 

(1) 日時 令和４年７月２日（土） 10：00～17：00 

３日（日） 10：00～15：00 

(2) 会場 

あすもあ遠野１階：駅弁・鉄道グッズ販売、写真展 

３階：鉄道模型、プラレール 

(3) 新型コロナウイルス感染症の予防に伴うお願い 
・来場の際は、マスク着用と手指消毒をお願いします。また、風邪の症状や熱

など、体調のすぐれない場合は、ご入場をお控えください。 
・今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止となる可能性

もございますので、ご理解願います。 

(4) 問合せ先 （一社）遠野市観光協会 0198-62-1333 
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令和４年６月 2 1 日 

産 業 部 観 光 交 流 課 

お知らせ Ｎｏ．１

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 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場：遠野市まちおこしセンター「あすもあ遠野」１Ｆ、３Ｆ 
（ＪＲ遠野駅を出て左手すぐ、混雑時は入場を制限することがあります） 

３Ｆ会場 鉄道模型（Ｎゲージ）、プラレール®運転展示 

１Ｆ会場 ＳＬ銀河を応援する写真展「君住む街へ」 

       駅弁・鉄道グッズ販売 
 

  

主催：一般社団法人遠野市観光協会 後援：遠野市、東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

協力：岩手鉄道模型仲間の会、三陸鉄道株式会社、ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社、ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社盛岡支店、遠野駅 

問い合わせ：一般社団法人遠野市観光協会 電話 0198-62-1333 

鉄道開業 150周年＆新幹線YEAR2022 

作画：伊禮ゆきとし（遠野市出身、漫画家） 
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