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●遠野市は、東西、南北とも38㎞、総面積825㎢ 
●岩手県を縦断する北上山地の中南部に位置 
●内陸と沿岸を結ぶ交通、産業の要所 
●藩政時代は遠野南部氏の城下町、宿場町として、 
 また、沿岸と内陸の交易の中心として賑わった。 
 
●名峰早池峰山を最高峰に高原群が周囲を取り囲み、 
 中央部にある遠野盆地に市街地を形成 
●冷涼な気候と豊かな自然環境を生かした農林畜産 
 業を基幹産業とし、米を中心に、野菜、ホップや 
 葉たばこなどの工芸作物、畜産を複合経営 
●気候は、盆地特有の寒暖の差が激しく、四季の移 
 り変わりがはっきりと感じ取れる程である 

人口世帯 位置 

概況・特性 
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●人 口： 29,178人 (H26年９月１日現在) 

●世帯数：10,894世帯 

将来都市像 

永遠の日本のふるさと遠野 



遠野夢花火 ☞   

八戸から移封された遠野南部氏入部行
列を再現。本州一遅い桜の開花に合わ
せ、郷土芸能共演会が見ものです。 

☜遠野さくらまつり 

遠野の夜空を彩る花火。盆地に響
き渡る花火の音は迫力があります。 

秋の実りに感謝し、南部ばやしや
しし踊りなどの郷土芸能が一斉に
乱舞。遠野市最大のお祭りです。 

2003年に「どぶろく特区」全国第一号に認定さ
れ、昔懐かしい“どぶろく”を再現。遠野ふるさ
と村の曲り家で、心も体も温もります。 

遠野どべっこ祭り ☞ 

☜ 日本のふるさと遠野まつり 

 遠野市の魅力 
四季の風景と 
  郷土の祭り 
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自然と共生するくらしの中で 

培われてきた風習や祭り 



佐々木喜善１８８６～１９３３  

遠野出身の民俗学者。
日本のグリムと呼ばれ、
多くの昔話集を遺して
いる。 

柳田國男１８７５～１９６２  

日本民俗学の創始者。
明治42年、大正９年、
大正15年と３度遠野を
訪れている。 遠 野 物 語 

明治４３年（１９１０年） ６月刊行 

遠野に伝わる伝説や世間話を中心に全１１９話収録 

駅前で出迎える旅の蔵遠野 

新緑が映えるカッパ淵 

黄金の稲穂に囲まれた荒神神社 

雪化粧のめがね橋 

南部曲り屋 千葉家 
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『遠野物語』で全国に知られる 



14分後の決断 ～遠野運動公園、開放～ 

 平成23年３月11日、午後２時46分。国内観測史上最
大級の地震が発生。国内の最大震度は震度７。遠野市
でも震度５強を観測し、市内のいたる所に被害を及ぼ
した。 
 市役所本庁舎中央館が全壊。市内全域で停電も発生
したのみならず、道路や水道などのインフラも甚大な
被害を受け、多くの市民が地域の集会所や地区セン
ターに避難し、その数は50ヶ所約2,000人に上った。 
 また、午後３時には運動公園の解放を指示。発災と
同時に活動を開始した自衛隊、警察、消防、医療隊を
はじめとした救援隊の受入の準備が進められた。 

 雪の降りしきる中、市役所では、使えなくなった本
庁舎中央館前の駐車場にテントを設営し、災害対策本
部を設置。午後３時28分には市内全域に避難勧告を発
令し、市民の安否確認と安全の確保、そして、市内の
被害状況の全容解明に努めるため、市職員のみならず、
区長、消防団、民生委員などが活動を開始した。地域
住民との連携もあり同日夕方までには、市内の被害状
況を把握することが出来た。 
 この様にこれまでの訓練が活かされ、いち早い市内
の被害状況把握と後方支援拠点提供の動きが、素早く
展開できた。 
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 発災から11時間後の平成23年３月12日午前１時40分。
一人の男性が遠野市災害対策本部に飛び込んできた。その
男性は、通信手段が途絶えた中で何とか助けを求めようと
大槌町から峠を二つ越え、やっとの思いで遠野市災害対策
本部へとたどり着き、「大槌高校に500人が避難している。
水も食料も全くない。何とか手を貸して欲しい。」と現地
の凄惨な被害状況を語り惨状を訴えてきた。 
 歴史的にもつながりが深く、多くの親類縁者がいる隣町
の惨状を救うため、市内に備蓄してあった物資を集め、明
るくなるのを待って午前４時50分、職員が現地へ出発。 
 この動きが後方支援活動の始まりとなった。 

職員の報告は｢言葉になりません…｣の一言 ～凄惨な状況と後方支援活動の本格化～ 

～後方支援活動の始まり～ 

午前１時40分、一人の男性の悲痛な叫び ～被災地からの救助を求める声～ 
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私達にも出来ること ～市民の想いのかたち～ 

遠野市民による心を込めた炊出しは14万食にも上った 地元高校生も積極的に物資の仕分けに関わる 現地のボランティア作業に向かう遠野市民 

そっと寄り添って ～きめ細やかな支援の実施～ 

遠野市内への避難者へ支援物資を配布 地元ＣＡＴＶにより市民へ情報提供 避難所で暮らす方々へ入浴機会を提供 
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地理的背景 ～内陸・活断層・地質～ 
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 【概要版】 

Ｅｎｅｒｇｙ Ｖｉｓｉｏｎ 

― プラチナ社会を創造する遠野市エネルギービジョン ― 

背景 
◇自立分散型エネルギー供給体制への転換 
◇再生可能エネルギーへの期待の高まり 
目的 
◇エネルギー自給自足への挑戦 
◇エネルギー産業の創出による地域振興 
◇温室効果ガスの排出抑制による環境保護 

策
定
の
意
義 

地球温暖化防止と化石燃料の限界 
◇枯渇する燃料 
◇温暖化による自然環境の変化 
◇エネルギーに対する考え方の変化 
国・県におけるエネルギー施策 
◇化石燃料から再生可能エネルギーへ 
◇岩手県地球温暖化対策実行計画による挑戦 
◇災害に対応したエネルギー体制の構築 
遠野市の現状 
◇少子高齢化、人口減少による地域産業の衰退 
◇エネルギーによる産業創造と地域活性化 

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
巻
く
動
向 

目指す姿 
◇エネルギーが地域の元気を創造する好循環型社会 
目標 
◇再生可能エネルギー導入量を現在の３倍以上 
◇年間エネルギー消費量を現在の15％以上削減 
実行期間 
◇平成27(2015)～37(2025)年度 ※中間検証平成32(2020)年度 

基本方針 
◇１次産業再生、雇用創出につながる政策を優先 
◇自然環境との調和を図るため一定の設置基準設定 
◇持続可能な事業とする新たなシステムを構築 
◇省エネ啓発事業を推進 
◇災害に強いエネルギー施策を積極的に導入 

遠
野
市
の
方
向
性 

[太陽光発電] 地区集会施設創エネプラント化事業 
[木質バイオマス] 木質バイオマス発電プラント整備＆排熱利用促進事業 
[バイオガス] バイオガス発電プラント整備＆排熱利用促進事業 
[水力発電] 水光園創エネプラント化＆省エネ施設化推進事業 
[水素燃料] 木質バイオエネルギーを活用した水素燃料創造実験 
[省エネ] 友好都市とのカーボンオフセット協定 

イ
チ
押
し
！ 

Ｐ
Ｒ
Ｊ 

松崎町 

行  
政 

市  
民 

事業者 

研究会
等団体 

好循環型社会
の実現 

推進体制 

附馬牛町 

小友町 

遠野町 

上郷町 

青笹町 

土淵町 

綾織町 

太陽光発電（全域対象） 
 導入助成金、メガソーラー、市民協働発電など 

水力発電（遠野・土淵） 
 水光園創エネプラント化、発電設備拡大調査事業 

木質（遠野・附馬牛・松崎・青笹・宮守） 
 暖房機器導入助成、燃料製造事業 

風力発電（土淵・宮守） 
 水光園創エネプラント化、発電設備拡大調査事業 

バイオガス（小友・附馬牛・上郷・宮守） 
 バイオガス発電プラント整備促進事業 

省エネ（全域対象） 
 省エネ機器・住宅導入助成金、エコポイントなど 

ＢＤＦ（遠野・松崎） 
 公用車、農業用機械へのバイオ燃料供給 

地中熱（全域対象） 
導入助成金、公営住宅の創・省エネ化 

太陽熱（全域対象） 
 導入助成金 

水素燃料（実証実験・綾織） 
 燃料電池、木質バイオマスによる水素燃料創造実験 

宮守町 
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農林畜産分野は再生可能エネルギーの宝庫 

遠野市における各分野ごとのデーター 

• 農業分野 
  農家戸数3,400戸、農業者数4,200人も、高齢化が進行(60歳以上が75%、@65歳) 

  農地面積7,200ha(水田4,000ha、畑3,200ha) で、農家一戸当り耕地面積約2ha 

    ※水田は生産調整(いわゆる減反)のため水稲作付は約2,000ha(50%) 

  耕作放棄地は77ha(全耕地面積の1%)だが、増加傾向(エネルギー作物作付可能) 

 

• 林業分野 
  森林面積69,000ha(民有林39,000ha、国有林30,000ha) ※東京23区616㎢を超える 

  森林率83%で、民有林人工林率は53%で、戦後造林された伐採適期の森林が大半 

  民有林の総蓄積量は約1,000万㎥で、素材生産量は約7万㎥ 

 

• 畜産分野 
  牛(乳牛1,600頭、繁殖牛5,000頭、肥育牛3,000頭、計9,600頭) 

  家畜排せつ物 26,500トン 

  公共牧場が市内に8ヵ所あり、総面積は2,600ha 
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再生可能エネルギー導入実績（太陽光・風力・水力等） 

種類 導入施設・団体 設置年度 内       容 備    考 

太陽 
太陽光発電 

遠野北小学校 平成21年度 太陽光発電 20ｋW 

綾織小学校 平成22年度 太陽光発電 15ｋW 

めがね橋直売所 平成22年度 太陽光発電 6.38kW 

総合防災センター 平成23年度 太陽光発電 10ｋW 

遠野中学校 平成24年度 太陽光発電・蓄電池 
20ｋＷｈ（太陽光）15ｋＷｈ（蓄電
池） 

道の駅みやもり 平成25年度 太陽光発電 5.4ｋW 

太陽熱利用 水光園 平成7年度 ソーラーシステムによる給湯 集熱器132台（240㎡） 

風力発電 
貞任高原 平成16年度 

風車43基（釜石市17基、遠野市12
基、 
大槌町14基） 

1000kW風車 

風の丘 平成21年度 スパイラルマグナス風車 ５枚羽根、19.5ｋW 

中小水力 水光園 昭和55年度 自家用水力発電機 常時出力150kW 

水光園小水力 貞任高原風力 

綾織小学校太陽光 

10 



再生可能エネルギー導入実績（木質バイオマス） 

導入施設・団体 設置年度 内       容 備    考 

上郷小学校 平成17年  ペレットボイラー  熱出力290kW 

青笹保育園・児童館 平成19年 
 ペレットボイラー 

 熱出力349kW 
 ロードヒーティング 

青笹地区センター 平成19年  ペレットストーブ   

綾織地区センター 平成19年  ペレットボイラー  熱出力233kW 

公共施設・一般家庭 平成19年  ペレットストーブ  公共5基、一般7基（補助対象分） 

綾織小学校 平成22年  チップボイラー  熱出力100kW 

森林総合センター 平成22年  チップボイラー  熱出力200kW 

遠野中学校 平成25年  チップボイラー  熱出力200kW 

燃料の供給体制    

 チップについては森林のくに遠野・協同組合に加
入している、市内製材所３社から供給することで、信頼
性を確保。原木または製材端材等から生産された無垢
の１次生産材に限定し、含水率や寸法の規格を満たす
チップを供給 

 ペレットについては、市内に製造事業所がないため、
市外から購入 

森林のくに遠野 とは？ 

 26.5ヘクタールの広大な敷地を有する遠野地
域木材総合供給モデル基地。林業、木材加工
産業、住宅産業などの枠組みを超えた地域の木
材総合産業づくりに取り組んでいる。 

 遠野の木を遠野で加工し、木材の付加価値を
高めて活用し、山に木を植え森林を守り未来に
つなげる取組を実践している。 

も り 
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遠野地域木材総合供給モデル基地 

①原木供給 

   遠野地方森林組合 

②製材 

   リッチヒル遠野 

③木材乾燥 

   遠野木材工業 

④⑧集成材・住宅部材 

   遠野グルーラム 

⑤プレカット加工 

   遠野木材加工事業 

⑥建具・内外装 

   ノッチアート遠野 

⑦家具製造 

   北上山地家具製作 

⑨人材育成 

   遠野高等職業訓練校 

⑩需要拡大・情報発信 

 森林総合センター 

遠野地域木材総合供給モデル基地(通称「木工団地」) 

原木集出荷、部材生産、集成材加工、住宅構造材加工、家
具製作施設などを全て集積し、安定した供給と高次加工を
可能とした、26.5haを有する木材工業団地。 

建具開発・製造 

学校備品の制作 

東京大学弥生講堂 
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公共施設木造化の状況 

小中学校校舎及び体育館 

 

 

 

 

 

 

市営住宅等各種公共施設 

 

 

 

 

稲荷下市営住宅 

遠野馬の里坂路馬場 

綾織小学校 

仮設住宅 希望の郷「絆」 

区 分 学校数 木造校舎数 木造体育館数 

小学校 １１ ４ ３ 

中学校 8(3) ５(2) ５(1) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

遠野市 

岩手県 

全   国 

構造別保有面積比較 

鉄筋コンクリート 鉄骨その他造 木造 

（小中学校校舎・屋体・寄宿舎の計） 

88% 

74% 

48% 

20% 

11% 

1% 11% 

6% 

41% 

青笹保育園 
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バイオマス活用による地域の活性化 ～木質バイオマス～ 

木質バイオマスの確保 

伐採搬出環境の整備 
・ 低コストな林業専用道等の整備 

遠野市の森林資源 
森林面積 68,458ha （森林率83％） 

年間成長量 24 万㎥ 
年間伐採量  7 万㎥ （捨て間伐含む） 
 

残り 17 万㎥以上 活用可能！ 

・ 移動式チッパー導入による効率性向上 

効率的な作業システムの導入 
・ 用途に応じた高性能林業機械の導入 

環境に配慮した伝統技術の継承 
・ 馬搬技術の継承 
 ⇒観光資源、高齢者の生きがい創出 
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バイオマス活用による地域の活性化 ～家畜糞尿～ 

15 



市内におけるエネルギー活用策 

バイオマス プラント 

売電 

木工団地 

電力会社 

木造庁舎 クリーンセンター 

処分に困るバークを原料を活用 

水光園 

熱エネルギーの活用 

バイオマス活用による地域の活性化 ～活用策～ 

大量に発生する家畜糞尿 

入浴設備のある施設 
施設の暖房 

乾燥施設の熱源 
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オール遠野によるバイオマスの活用 

バイオマス活用による地域の活性化 ～地域内循環～ 

各世帯への設備導入 

捨て間伐材の利活用 

遠野牛ブランド確立 公共施設への導入 

副産物の有効活用 

雇用の創出 

高付加価値野菜への活用 

・ハウス栽培導入 
・菌床シイタケ 

・肥育、増頭体制の強化 
・イトーヨーカ堂、エスファームとの
協定 

・チップ、薪、炭を用いたストーブの導入 
・高断熱遠野型住宅の推進 

・液肥、堆肥の農
地還元 
・水素燃料の活用 

・山林所有者＝高齢者の労働の場を確保 
・伝統技術(馬搬)の継承 
・被災者雇用 ・チッパー導入による作業性の向上 

・軽トラックによる搬入制度 

・児童、生徒への教育実施 
・各種体験ツアー 
 枝打ち、牛の飼育 

・公共施設木造化 
・熱源としての導入、更新 

体験学習の実施 
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遠野市は 
これからもＳＬのごとく力強く
着実に前進していきます!! 

18 ＳＬ停車場プロジェクトより 


