
遠野市長記者懇談会（令和 4 年 7 月 20 日） 発表項目 
 

 

■日時 令和４年７月20日（水）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 令和４年度岩手県知事への統一要望の実施について （ 資料No.２ ） 

 

３ 令和４年度テーマ別井戸端会議の開催について （ 資料No.３ ） 

 

 

今後の主要行事、お知らせなど 

(１) 夏休み期間における市内のイベント情報について（ お知らせNo.１ ） 

(２) 「こども本の森 遠野」１周年記念イベントの開催について （ 別添チラシ ） 

(３) 全国やぶさめ競技第 15 回遠野大会の開催について（ 別添チラシ ） 

(４) 遠野ホップ収穫祭 2022 の開催について （ 別添チラシ ） 

(５) 柳田國男没後 60 年記念事業・遠野市立博物館令和４年度夏季特別展「遠野物語の世界」 

の開催について（ 別添チラシ ） 

(６) 遠野Ｔｗｉｌｉｇｈｔ Ｒｕｎの開催について（ 別添チラシ ） 

 



令和４年７月20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 ７ 月 2 0 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574人

❖対策に係る会議実績 計60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

※R4/7/19現在
※県公表情報に基づく

【Ｒ３年度】
197人

【Ｒ４年度】
371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４回 ※直近は７/４
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2. 市内感染拡大（国内第７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（通常のニュース）

イ. 市公式ホームページ、公式ＳＮＳ

６/27㈪
２週間連続で市内新規感染者が確認されなかったことから、
警戒レベル２へ変更 ※第６波の収束と仮定

７/２㈬
20日ぶりに市内新規感染者確認（1名）
※第７波の発生と仮定

７/４㈪

第49回対策本部会議
・遠野市警戒レベル改訂 ほか
・市内クラスター確認（スポーツ活動１件）
・警戒レベル３へ引き上げ

７/７㈭
遠野市立学校（Ａ校）において臨時休業措置を開始
（学級閉鎖：７/７㈭～10㈰）

７/9㈯
遠野市立学校（Ｂ校）において臨時休業措置を開始
（学校閉鎖等：７/９㈯～18日㈪）
市内クラスター確認（学校関連２件、地域活動１件）

7/11㈪

・青笹地区センター臨時休館
（全館：7/11㈪～18日㈪）
・遠野市立学校（Ｃ・Ｄ校）において臨時休業措置を開始
（Ｃ校 学年閉鎖、Ｄ校 学級閉鎖 ：７/11㈪～18日㈪）

❖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

一律の開催制限なし
イ. 公共施設等の利用制限

一律の利用制限なし。各施設の特性に応じた感染対策を強化
例）市民体育館プール、トレーニング室の人数制限（予約制）等

ウ.職員の感染等による休館措置等
青笹地区センター（全館休館：7/11㈪～18日㈪）

※R4/７/19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

第６波（2/1～6/27） 第７波（7/2～）

■市内陽性者公表数
362人

■市内クラスター確認数
・学校・教育・保育関連 7件
・職場関連 1件
・高齢者施設 1件

■市内陽性者公表数
202人

■市内クラスター確認数
・学校・教育・保育関連 2件
・スポーツ活動 1件
・地域活動 1件

対策本部からのお願いを遠野テレビ等を活用して周知



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



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）

4. R４年度新型コロナウイルス対策事業

合計
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🏥感染予防対策 ￥経済対策 合 計

（1） 総事業費 約４億3,523万円（全24事業）

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弾事業について検討する。

第３弾検討中



合計
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合計

※千円（2）令和４年度対策事業 進捗状況（６月末現在）

事 業 名 予算号 予算額 実施状況 実績詳細

感
染
予
防

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264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、発注済み。

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

1号

2,277 〇 システムの構築・共同実施に関する協定の締結に向け関係団体と協議

小・中学校感染症対策 19,945 〇 タブレットパソコン持ち帰り用充電器は発注済、7/13納品。
その他、消耗品、備品は学校において随時発注。

スクール・サポート・スタッフ配置 20,664 ○ 小中学校13校にスクール・サポート・スタッフを配置

感染予防対策物品購入 2号 4,217 〇 発注事務実施中

経
済
対
策

生活困窮者自立支援金

当初

1,800 ○ 申請受付中

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

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）

遠野産米生産性向上対策事業費補助金
当初・
2号

27,600 〇 要綱等の策定に着手済み。

◎…事業完了 〇…着手済 △…未着手



合計
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合計

事 業 名 予算号 予算額 実施状況 実績詳細

経
済
対
策

子育て世帯生活支援特別給付金

1号

26,700 〇

〇ひとり親世帯分
児童扶養手当受給者分（完了） 給付対象者175人、給付額 13,200千円
公的年金受給者及び家計急変者 申請受付中

〇ひとり親世帯以外分
要綱等の策定に着手済み。

遠野市出身学生等支援事業 4,573 〇 8月から申請受付開始

飼料用牧草生産支援補助金 22,856 〇 要綱等の策定に着手済み。

公共交通事業者支援事業費補助金

2号

1,200 ○ 補助金交付決定件数：３件 補助金交付決定額：６００千円

子育て世帯臨時特別支援金 40,882 〇 要綱等の策定に着手済み。

スマート農業技術導入支援事業 67,427 〇 要綱等の策定に着手済み。

有機栽培転換等支援事業費補助金 850 〇 要綱等の策定に着手済み。

特産品安定生産支援事業費補助金 1,145 〇 要綱等の策定に着手済み。

売れる農畜産物生産支援事業補助金 5,800 〇 要綱策定し、周知開始済み。

六次産業チャレンジ応援事業費補助金 2,500 〇 申請受付中

商工業再生・再構築補助金 80,000 〇 申請受付中

みなし法人持続化補助金 3,000 〇 申請受付中

観光振興対策 9,850 ○ 6/27 観光物産プロモーションイベント業務発注済
今後も観光需要の回復に向けた取組を実施予定

※千円 ◎…事業完了 〇…着手済 △…未着手



（3）Ｒ３年度事業一覧 総額 約13億5,716万円（全30事業）
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感
染
予
防

経
済

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



感
染
予
防

経
済

■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）



5. 生活困窮者等への対応状況 令和４年６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 ３

貸付額 915 415 60

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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R3
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R1

Ｒ４年６月速報値 ※景観施設、行祭事含む

Ｒ４年４~6月 Ｒ元年同期比

観光施設 357,567人 ↓20.8％減

宿泊施設 11,767人 ↓30.1％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、開催済み。

×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
無観客とし関係者のみで実施。

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

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

11

〇開催（縮小開催） △検討中 ×中止
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（2）実施経過

7. 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（12歳以上）
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 … 追加接種（3回目）開始（医療従事者等）
令和４年
１月11日 … 施設入所者等への追加接種（3回目）開始
２月21日 … 65歳以上への追加接種（3回目）開始
３月下旬 … 64歳以下への追加接種（3回目）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（3回目）開始
６月17日 … 追加接種（4回目）開始（医療従事者等）
７月25日 … 60歳以上への追加接種（4回目）開始

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

（1）接種実績

種 別 接種人数 接種率（※） 備 考

１回目 22,820人 約90.1% 国・・・約82.0% 県・・・約86.9%

２回目 22,684人 約89.6% 国・・・約80.9% 県・・・約85.6%

３回目 18,842人 約74.4% 国・・・約62.3% 県・・・約70.1%

４回目 286人 約1.1% 国・・・公表なし 県・・・約2.8%

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７月19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 457人（約39%） －

12～19歳 1,614人 1,423人（約88%） 723人（約45%）

20代 1,584人 1,461人（約92%） 934人（約59%）

30代 2,220人 1,942人（約88%） 1,406人（約63%）

40代 2,838人 2,546人（約90%） 2,012人（約71%）

50代 3,008人 2,759人（約92%） 2,418人（約80%）

60代 4,223人 3,931人（約93%） 3,722人（約88%）

70代 3,926人 3,807人（約97%） 3,702人（約94%）

80代 3,241人 3,042人（約94%） 2,938人（約91%）

90代以上 1,015人 983人（約96%） 931人（約92%）

年代不明 333人 56人

ア. 接種人数及び接種率

イ. 年代別接種実績

※国・県の接種率は7/15現在



13

（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。

3回目接種時期 接種券発送時期 4回目接種時期 対象者数

令和4年2月 発送済み ７月25～8月6日 約1,300人

3月 段階的に発送中 ８・9月 約5,200人

４月 8月下旬発送 9月 約3,300人

60歳以上の方（約10,000人） ▶7月25日から段階的に接種開始

※９月末までの接種分掲載



 
遠野市記者発表資料 

 
 

令和４年度岩手県知事への統一要望の実施について 
 
 
【発表の要旨】 
  遠野市の市政課題にかかわる諸課題の解決のため、岩手県知事に対して遠野

市及び遠野市議会による統一要望を実施します。 

 
【発表の内容】 
１ 日時・場所  
 (1) 日時  令和４年７月 28 日（木） 10 時 00 分～ 

 (2) 場所  遠野市役所本庁舎３階大会議室 

 

２ 相手方  

 (1) 岩手県   永井榮一県南広域振興局長及び県幹部職員 

 

３ 市側出席者 

 (1) 遠野市   多田一彦市長、副市長、教育長及び市幹部職員 

 (2) 遠野市議会  佐々木大三郎副議長（議長代理）、各常任委員長等 

 (3) 岩手県議会 工藤勝子県議会議員 

  

４ 要望内容（予定） 

(1) 道路網等整備の充実について 

・道路の安全・安心対策について（①一般県道遠野住田線の道路新設改良の早

期完了②一般国道340号の拡幅改良③一般県道土淵達曽部線の堆雪帯による

路肩拡幅④一般県道土淵達曽部線の拡幅改良） 

(2) 国土調査事業費の確保について 

  ・国土調査事業費の確保について 

(3) 生活交通の確保対策について 

・生活交通を維持するための財政支援策の拡充について 

・乗務員の確保対策について 

(4) 国道340号立丸峠周辺の携帯電話不感エリアの解消について 

・国道340号立丸峠周辺の携帯電話不感エリアの解消について 

 

遠野市記者懇談会資料 

令和４年７月 2 0 日 

総務企画部経営企画課 

資料 Ｎｏ．２

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 



 
遠野市記者発表資料 

 

(5) 地域と共生・調和した太陽光発電事業に向けた法整備について 

 ・地域と共生・調和した太陽光発電事業に向けた法整備について 

(6) 妊産婦への経済的支援の拡充等について 

 ・全ての妊産婦への通院費助成について 

 ・産後ケア事業利用促進事業費補助の継続実施等について 

(7) 地域医療情報ネットワークとの連携について 

 ・運営機関への指導・助言等について 

(8) 農畜産業政策の充実について 

 ・米価下落対策について 

 ・水田活用の直接支払交付金の見直しについて 

 ・畜産農家への飼料の安定供給対策について 

(9) ニホンジカの被害対策について 

・鳥獣被害防止総合対策交付金について 

・ニホンジカの個体数の適正化について 

・捕獲した個体処理について 

(10) 林業・木材産業の活性化について 

・地場産材の地元利用促進について 

(11) 高校教育の岩手モデルの実現について 

・少人数学級の導入と教員定数の確保について 

・県外・学区外入学生の受入の充実に向けた基準緩和について 

(12) 文化的資源を生かしたまちづくりの推進について 

・文化的資源を生かしたまちづくりの推進について 

(13) 新型コロナウイルス感染症対策に係る支援について 

・地域経済回復に向けた財政支援等の拡充・継続について 

 

 

 

 

 

総務企画部経営企画課 (阿部) 

   電話 0198-62-2111 （内線 218） 

担当 



 
 

令和４年度テーマ別井戸端会議の開催について 
 
 
【発表の要旨】 
  遠野市の市政課題について、テーマを絞って市民と意見交換することにより、

より具体な状況を把握し、課題の解決に向けて、市及び市民がそれぞれどのよ
うな役割を担っていくべきか、共に議論を深めることを目的として「テーマ別
井戸端会議」を開催する。 

 
【発表の内容】 
 以下の４つのテーマごとに、それぞれ分野で活動している参加者約10名と市長が

直接意見交換を行う（参加者とは事前に日程調整のうえ、案内通知を送付済み。）。 
１ テーマ及び開催日時等  
【テーマ１ ：地域産業の起業について】 
 (1)日 時： 令和４年７月28日（木）18：00～19：30 

 (2)会 場： 遠野市役所本庁舎３階多目的大会議室 

 (3)出席者： 新規起業希望者、地域おこし協力隊など 

【テーマ２ ：観光を活用した郷土芸能の保存と活動について】 

 (1)日 時： 令和４年７月29日（金）18：00～19：30 

 (2)会 場： 遠野市立図書館視聴覚ホール 

 (3)出席者： 郷土芸能継承者、観光関連従業者など 

【テーマ３ ：ごみの減量に向けた取組について】 
 (1)日 時： 令和４年８月１日（月）18：00～19：30 

 (2)会 場： 遠野市役所本庁舎３階多目的大会議室 

 (3)出席者： 環境活動団体、市民団体など 

【テーマ４ ：地域の介護サービス充実策について】  

 (1)日 時： 令和４年８月２日（火）18：00～19：30 

 (2)会 場： 遠野健康福祉の里研修ホール 

 (3)出席者： ケアマネジャー、介護施設従業者など 

２ その他  

【参考：令和３年度実施テーマ】 

・グローバルな人材育成について 

・森林環境の保全と林業振興について 

・新時代農業と建設業の参入について 

・障がい者が暮らしやすい環境づくりについて 

 

遠野市記者懇談会資料 

令和４年７月 2 0 日 

総務企画部経営企画課 

資料 Ｎｏ．３

永遠の日本の 

ふるさと 遠野 

総務企画部経営企画課 (箱石) 

   電話 0198-62-2111 （内線 217） 

担当 



 



◇夏休みイベントカレンダー

7月23日（土）～31日（日） ８月１日（月）～８月15日（月）

市
街
地
等

遠野縄文万博TONO JOMON EXPO 2022－人類の歩みと平和－
◇４月30日～９月30日 【問合せ】遠野まちなか・ドキ・土器館 ℡0198-62-7820

遠野市記者懇談会資料

令和４年７月 2 0日

産業部観光交流課

【発表の要旨】

令和４年の夏休み期間（7/23(土)～8/15(月)）遠野市内観光施設で開催されるイベントについてお知らせしま

す。なお、各イベントについては、新型コロナ感染防止対策を施して開催します。

夏休み期間における市内のイベント情報について

永遠の日本の

ふるさと遠野

お知らせ Ｎｏ．１

遠野市立博物館 夏季特別展
◇７月22日～８月30日 「遠野物語の世界」 ９：00～17：00

◇７月22日、８月５日 「遠野物語の世界」ギャラリートーク 13：30～14：00

◇８月７日 ワークショップ「豆本を作ろう！」10：00～12：00

【問合せ】遠野市立博物館 ℡0198-62-2340

こども本の森遠野 イベント
【開館１周年おめでとう期間 ７月23日～31日】

◇７月23日 しゃぼんだまであそぼう 10：30～11：00

◇７月24日～30日 夜間開館 18：00～20：00

◇７月24日 開館セレモニー ９：00～９：30

◇７月24日 読み聞かせ・ビンゴ大会など（図書ボランティアエプロン）10:30～11:30

◇７月24日～31日 まちなかスタンプラリー

◇７月25日 紙芝居・お手玉（グループわらべ） 10：00～11：00

◇７月25日～27日 夜の茶会（あべ茶道教室） 18：00～20：00

◇７月26日 人形劇（ちびっこクラブちゅんちゅん）11：00～11：30

◇７月31日 図鑑はすごい！ 10：00～11：30

【その他イベント】

◇８月６日 おみせやさんごっこ 10：30～11：00

◇８月９日 本の森 怪奇の夜 19：00～20：00

【問合せ】こども本の森遠野 ℡0198-63-3003

遠野市立図書館 イベント
◇７月30日 遠野市立図書館夏休み工作会「ダンボールガチャ＆ガチャ景品をつくろう！」 10：00～12：00

◇７月13日～８月21日 遠野市立図書館企画展「夏休みのヒント2022展」

【問合せ】遠野市立図書館 ℡0198-62-2340

第２回 穀町 あんべがい市
◇７月24日 ９：00～15：00

こども本の森開館1周年イベントの連携イベントとして開催

肉屋のカレーパンや遠野バーガー、クレープ、ドリンク等の出

店販売、ヨーヨー釣り等

【問合せ】穀町商店街振興会（大徳屋） ℡0198-62-3041

とぴあ イベント
◇７月21日～27日 歯のポスター展

◇８月３日 遠野のワサビを使った食品の試食会

【問合せ】とぴあ ℡0198-62-7820



◇夏休みイベントカレンダー

7月23日（土）～31日（日） ８月１日（月）～８月15日（月）
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釣り掘
◇４月29日～10月中旬 （８月11日～16日は毎日営業） 釣り堀 10：00～16：00

【問合せ】たかむろ水光園 ℡0198-62-2839

担当：産業部観光交流課

電話 0198-62-2111（内線326）

遠野バスめぐり号2022
◇４月29日～９月25日 【問合せ】遠野市観光協会 ℡0198-62-1333

村の夏祭り
◇７月30～31日 10：00～16：00

引き馬で乗馬体験、ふるさと村探検ゲーム、魚のつかみ取り、

夏休みの木工工作教室、おもちゃ作り体験 等
◇７月31日

各種あそび体験コーナー、キッチンカー富良野メロンパン岩

手出店

【問合せ】遠野ふるさと村 ℡0198-64-2300

ソムリエとゆくこころおどる味な遠野旅
◇８月６日

ホップ畑、ビール、しし踊りなどを楽しめるツ

アー

【問合せ】 遠野市観光協会 ℡0198-62-1333

カッパとホップでビールなツアー
◇７月23日

ガイドと遠野の文化とビールを楽しむサイクリン

グツアー

【問合せ】 遠野市観光協会 ℡0198-62-1333

全国やぶさめ競技大会 遠野大会
◇７月24日 宮守町柏木平優遊広場

【問合せ】 遠野市畜産園芸課 ℡0198-62-2111
※新型コロナウイルス感染症感染拡大により、無観客開

催

めがね橋夜まつり
◇８月13日 道の駅みやもり緑地広場特設会場

ライトアップされためがね橋を背に郷土芸能の共演

【問合せ】めがね橋夜まつり実行委員会事務局 ℡0198-69-5055

遠野納涼花火まつり
◇８月15日 早瀬川緑地グランド

【問合せ】遠野商工会 ℡0198-62-2456

ちびっこ大工
◇８月６日～７日 10：00～15：00

【問合せ】道の駅遠野風の丘 ℡0198-62-0888

ざっこまつり
◇７月31日

イワナをつかみ取りし、その場で焼いて食べる体

験（無料）

【問合せ】夢産直かみごう ℡0198-62-2100

遠野風の丘朝市
◇８月11日～13日

【問合せ】道の駅遠野風の丘 ℡0198-62-0888

遠野カッパ夏祭り
◇７月23日～９月23日

「全国のカッパ民芸品」展示、園内回遊で謎解き、カッパおじさんのガイドツアー、カッパグッズ販売等。

【問合せ】伝承園 ℡0198-62-8655
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