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スカットボール大会結果 

１位 10区Aチーム 

２位 １区 

３位 ３区、14Aチーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 平成３1年 1月 1日（火） 

集合時間 午前５時５０分 

集合場所 大通り公園（ＪＡ岩谷堂支店前） 

遥拝場所 向山公園展望台 

コ ー ス 

６:00 大通り公園出発→秋葉神社→多聞寺→五十瀬神社→向山公園 

７:00頃 向山公園展望台にて新春初日の出遥拝 

 

 恒例の新春行事です！元旦のすがすがしい気持ちで岩谷堂の神社仏閣をお参りしながらウォー

キング。向山の展望台から初日を遥拝し、岩谷堂地区民の健康、安全を祈念しましょう。餅まきや

みかんまき、お神酒の振る舞いもありますよ！ 

参加費、申し込み等は不要です。皆さまお誘いあわせの上ご参加ください。 

 
【体育振興部より】 

 

 11月 18日(日)地区民スカットボール大会が、岩谷堂地区センター多目的ホールにて開催されました。 

スカットボールとは、ボールをスタートラインから打ち、得点穴に入れて合計点を競うニュースポーツで、穴の特

殊なカーブによりボールが思わぬ動きをするため、外れるととても「モヤモヤ」する分、穴に入ると本当に「スカッ

とする！」競技です。 

 各自治区より 1～2チームずつエントリーし、

合計 17チームで、初めての方からグラウンド

ゴルフで腕に覚えのある方まで多くの参加者

で楽しいひと時を過ごしました。 

 

 

岩谷堂地区振興会 
（岩谷堂地区センター） 

江刺大通り 1-61 

電話・FAX 35-1201 

iway-enc@pup.waiwai-net.ne.jp 平成 30年 12月 13日発行 第 177号 

新しい年の 

健康と幸せを願って… 

お気軽に地区センター窓口まで！



問合せ・申込先 

江刺中央体育館 齋藤 

電話 31-2100 FAX35-5311 まで 

 

 

１．応募資格  岩谷堂地区に住所を有し健康な人（年齢、資格、経験は問いません。） 

２．募集職種  見守りボランティア 

３．勤務時間  授業日 週２～３日程度 下校時間から午後６時 30 分まで 

４．勤務場所  岩谷堂小学校体育館内 

５．仕事内容  岩小４～６年生の子供たちを下校時間から午後６時までの間見守る 

６．謝  金  １時間当たり 770 円 

７．任  用  随時 

８．採用予定人数  若干名 

 

 

 

 

【江刺中央体育館より】 

 以下の事業について、参加者を募集します。 

A 大人の体力測定会(６５歳から７９歳対象) 

平成 31年２月 7日(木) 10：00～11：30 

内容  ①日常生活活動テスト ②握力  

③上体起こし④長座体前屈 ⑤開眼片足立ち ⑥

10m障害物歩行⑦6分間歩行の 7項目 

B ニュースポーツ体験教室 

（ディスゲッターフープ） 

平成 31年２月 21日(木) 10：00～11：30 

内容  フライングディスクを使い、投げて輪を

通った数を競います。 

開催場所 江刺中央体育館 アリーナ 

参加料  １回 300円 

申込期限 

平成 31年 1月 31日(木) 

 

 

 

【体育振興部より】 

 30年度最後の地区民スポーツ大会は“卓球”です!! 

日付 平成 31年 2月 10日(日) 

 場所 江刺西体育館 

参加希望の方は各自治会の体育委員までご連絡くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

12 月 14 日（金） 

 

地域安全出発式 メイプル 

無施錠自転車パトロール  岩谷堂地区内 

防犯講習会 地区センター 

高齢者年忘れ大交流会 イーズ 

12 月 19 日（水） 交通安全部研修会 地区センター 

12 月 27、28 日 

１月 3 日 
年末年始防犯パトロール  岩谷堂地区内 

1 月 1 日（月） 元旦歩こう会 岩谷堂地区内 

1 月 9 日（火） 江刺地区新年交賀会 イーズ 

随 時 防犯パトロール 岩谷堂地区内 

随 時 交通安全パトロール 岩谷堂地区内 

★ 問合せ、申し込みは… 

岩谷堂地区センター（振興会事務局） ３５－１２０１まで 

岩谷堂地区センター・岩谷堂地区総合運動場 

休館のお知らせ 

１２月２９日（土） 

～１月３日(木) 

 



 

 

◆岩谷堂地区要望◆ 

１．館山地区一帯の振興策について（継続・一部変更） 

B 

館山地区につきましては、旧岩谷堂小学校跡地を岩谷堂地区総合運動場として地域の運動会や体育行事等、地域の活

性化のためにご活用いただいているところです。 

 旧岩谷堂高校跡地につきましては、廃校舎周辺やグランドの適正管理について適時適切に対応できるよう、引き続き

岩手県へ要請してまいります。 

 なお、館山一体の振興策については、市として関係課との検討を行っておりますが、具体的な方策までは至っており

ません。今後、地域のご意見を伺う機会を持ちながら、協働でどのような取組みが可能であるか検討してまいります。 

２．人首川・重染寺周辺の一帯整備について（継続・一部変更） 

B 

平成 27年度に、重染寺橋付近の約 80ｍ間について、歩道の整備を行いました。 

 御要望区間の道路整備（重染寺橋～前田町）については、事業の緊急性、費用対効果、具体的なまちづくり計画等の

諸条件を見据えた上で検討しますが、早期の事業化は難しい状況です。 

 また、法面対策工事につきましては早期完成に向け事業を進めていきます。 

 降雪時の除雪については、通学に支障とならない様、歩道の除雪作業を行います。 

３．人首川の河床整備について（継続） 

B 
河川の堆積土砂の撤去については、同様の御要望が多数あるため、堆積により流下断面を著しく犯している箇所など、

限られた予算の中、必要性、緊急性を考慮し、順次進めているところです。 

 今後、河川パトロール等により経年の変化を観察し、実施時期を検討していきますが、早期の実施は難しい状況です。 

４．地区センター等公共施設の使用料及び使用料減免基準等の見直し（継続・一部変更） 

B 

集会施設とスポーツ施設の減免基準の相違は、それぞれの設置目的が違うため現時点での改正の必要は考えておりま

せん。ただし、協働のまちづくりを推進するにあたり、これまで施設使用料で負担がなかったものが、新たに負担が生

じるという考えは基本的にないことから、そのような具体の事案がある場合は、減免基準の見直しではなく、減免区分

の運用等で対応可能な事案から順次対応してまいります。 

 スポーツ施設につきましては、９月に各施設に対し減免状況等調査を実施し、その結果をとりまとめているところで

す。今後、施設の担当者会議で情報を共有しつつ、公共施設等総合管理計画個別計画を策定したうえで、利用料見直し

の方向性を探ってまいります。 

 減免基準につきましては、各施設による基準の差異を全庁で情報共有し、解釈等の違いは統一認識となるよう指導し

ていくとともに、使用料と併せて減免基準の見直しに着手してまいります。 

 全庁的な使用料見直しにつきましては、消費税増税の影響を勘案しながら、平成 32年４月からの改正が必要か今後検

討してまいります。 

５．市内行事等における負担の公平性の確保について（継続・一部変更） 

B 

合併前の旧市町村で行われていた行事や活動が、地区によって実施方法等が異なっていることにつきましては、合併

後 10年以上経過している現在も課題として残されております。  

 まず、戦没者追悼式については、遺族会の意向を尊重し各振興会で開催していただいているところですが、遺族会の

高齢化もあり、市主催での検討も始めてまいります。  

 また、敬老会につきましては、各振興会へ経費負担等状況調査を実施し、現在、取りまとめております。その結果及

び今後の敬老会のあり方について、各振興会と協議をさせていただく予定です。 

６．過疎地域対策としての現道舗装について（継続） 

  省略 

７．放課後子ども教室推進事業委託料等の見直し（継続・一部変更） 

B 

奥州市の放課後子ども教室事業は国の「仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業」

により実施しております。 

 国の事業であるため、文部科学大臣が定めた被災者支援総合交付金交付要綱に基づき実施する必要があります。よっ

て、市事業においても実施団体へ国の基準に則った形での実施を前提に委託しておりますので、対象経費及び事務処理

等につきましてはご理解、ご協力をお願いいたします。 

 なお、事業推進に必要な管理・事務経費を全ての受託団体に交付するよう県教育委員会と共に国へ要望しており、今

後も継続してまいります。併せて、市単費による管理・事務経費の委託料加算措置につきましても、財務担当課等と協

議してまいります。 

８．市営バス運行時間の変更またはスクールバスの運行（継続・一部変更） 
元気

戦略

室Ｂ 

学校

教育

課Ｃ 

（元気戦略室）全国的な運転士不足やバス利用者の減少による市の財政負担の増加など、バス交通が抱える課題は年々

深刻化していることから、長期的で持続可能な公共交通体系を維持していくため、現在、バス交通計画の見直しを進め

ております。 今後、各地域の状況や利用実態、公共交通に対する市民意識等に関する調査を実施し、その結果をふま

え路線の見直しを行うこととしており、その中で対応を検討してまいります。 

（学校教育課）スクールバスの運行につきましては、策定を予定している奥州市バス交通計画と併せて総合的に検討し

てまいります。 

９．人首川左岸の避難所（防災センター）の設置（新規） 

C 地域の方々が安全に避難所へ移動できるよう、速やかに避難情報を発信してまいりますので、既存の施設(江刺総合支

所)への避難をお願いします。 

岩谷堂地区要望・江刺地域統一要望の回答が示されました 



10. 交通安全施設等設置・改善要望について（継続・一部変更） 

B 

①歩道設置については、各地域から多くの要望があり、限られた予算のなか、必要性や緊急性の高い通学路を重点的に

整備しています。 

 そのため、今回御要望の箇所について、今後の交通量の推移、地域の沿道状況や県全体の進捗及び予算の問題等を踏

まえ検討していきますが、早期の事業化は難しい状況です。 

②また、事故防止等のための赤色回転灯設置については現地状況を確認し、必要に応じ、関係機関と調整しながら検討・

設置する必要があるため、早期の設置は難しい状況です。 

◆江刺地域統一要望◆ ※岩谷堂地区に関係する項目のみ抜粋 

１．奥州市東部地域の医療体制の充実強化について 

Ｃ 
 毎年、医師確保について県へ要望しており、また、国に対しても市長会を通じ引続き要望してまいります。 

 なお、周産期医療につきまして全国的に産科医が不足する中、その配置については大変厳しい状況となっておりま

す。引き続き県への要望と併せ医療体制の充実に努めてまいります。 

２．新工業団地の造成による雇用拡大について 

Ｂ 
  市では新工業団地整備に伴う財政負担や、採算性及び事業効果等について精査するための調査事業を行うほか、団

地整備に係る事業主体や整備手法の検討、候補地の絞り込みなどを進めてまいります。 

３．北上川堤防・河床の浸食箇所の改修工事の早期実施について  

Ｂ 
堤防や河床の浸食箇所については、日々の監視において確認を行っており、今後も監視を続け、対応が必要と判断

した場合は必要な対策をとってまいります。また、北上市稲瀬町地区の堤防嵩上げの御要望については、今年度から

嵩上げ工事を実施してまいります。 

４． 「えさしクリーンパーク」の事業継続について 

Ｄ 

 えさしクリーンパークの営業期限につきましては、設置者・所有者である県と、一般財団法人クリーンいわて事業

団、市の三者で協議した結果、施設の老朽化と運営経費補助の観点から、平成 33年度末までが限界との三者合意に基

づくものですので、ご理解をお願いいたします。 

 なお、埋め立て終了後の土地の活用方策につきましては、地元のご意見なども聞きながら早期に検討するよう、所

有者である県に対して要望してまいります。 

7．江刺区と金ヶ崎町を結ぶ（仮称）「新金ヶ崎大橋」の新設促進について 

B 御要望の橋梁新設については、交通量の推移や公共事業の予算の動向を見極めながら検討していきますが、早期の

事業化は難しい状況です。 

８．消防屯所の整備について  

Ｂ 

合併前の旧市町村での消防屯所の整備がそのまま現在に至っているところでありますが、現在消防屯所を建設する

場合は、水道・トイレ・詰所を含めて建設しております。 

 市内全体で建築年次の古い施設から順次整備を進めており、今後も整備に努めてまいります。 

 また、建設・改修には多額の予算を要することから、まずは水道を先行して整備する手法も検討してまいります。 

９．岩谷堂館山地区一帯の振興策について 

Ｂ ※ 岩谷堂地区要望№１と同回答 

11．主要地方道水沢米里線（8号線）の整備促進について（※岩谷堂地区 重染寺橋～前田町）  

Ｂ  ※ 岩谷堂地区要望№２と同回答 

14．鳥獣被害対策について 

Ａ 

野生鳥獣による被害については、市の農地林務課（各総合支所産業振興課）又は生活環境課（同市民環境課）で対応

しておりますが、ツキノワグマの被害防止については、各猟友会会員で組織される「奥州市鳥獣被害対策実施隊」が

捕獲活動に出動しており、生活環境課による広報活動等の被害防止の呼びかけを行っております。 

 平成 30年度から、奥州市鳥獣被害防止総合対策協議会において捕獲機材の整備、イノシシ等の有害鳥獣の捕獲研修

会を実施しており、また、同協議会による鳥獣被害防護柵設置助成が新設され、個人３件、団体１件に活用をいただ

いております。さらに現在、南股地区を対象に「有害捕獲サポート事業」による地域主体による被害防除体制構築に

取組んでいるところであり、最終的には同取組を奥州市全域に広げていく予定です。 

 引き続き県、市、奥州市鳥獣被害対策実施隊との連携を密にしながら、被害防止に効果的な取組ができるよう総合

的に検討してまいります。  

15．松くい虫被害木等による枯れ木の処理について  

Ｄ 

現在当市は松くい虫の高被害地域となっているため、重要な松林及び公益性の高い松林を重点的に保全し、それ以外

は樹種転換を促進することが県の方針として示されております。そのため、森林病害虫等防除対策事業の補助対象は、

重要松林の保全及び防除の取組に限られていることから、被害木の全量駆除は困難な状況です。 

 また当該事業は、森林保全が目的であることから、マツノマダラカミキリが生息する被害木が対象であり、針葉や

細枝が脱落し立ち枯れしてしまった状態の被害木については対象とはなりません。これらについては、所有者により

処理をしていただくこととなりますので、土地所有者、又は土地管理者にご相談いただきますようお願いいたします。 

★ アルファベットは取り組み方針です。区分は以下の通り（地区要望・統一要望共通）。 

★ 詳細につきましては、振興会事務局(地区センター)までお問い合わせください。 

Ａ…要望の趣旨に沿って措置するもの Ｂ…実現に努力していくもの 

Ｃ…当面は実現できないもの Ｄ…実現が極めて困難なもの Ｅ…その他 


