
   

   

 

 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
岩村城跡の本丸から城下町が⾒える！ 
今年１⽉に、恵那市教育委員会（⽣涯学習課）の城⼭地内⽴⽊伐採事業によりヒノキ他 64 本が伐採され、 

保安林指定地のため限られた部分での伐採ですが眺望が⼤きく開けました。 
ぜひ⼀度、本丸から城下町の眺望をご覧ください！ 
なお、同事業において名古屋城天守閣⽊造復元事業⽤⽊材として、⼀番太いもので胸⾼直径 112ｃｍ（樹齢

300〜350 年）の天然ヒノキなど 13 本が搬出され、名古屋城天守閣の材料として利⽤されます。                                                 
『満(まん)を引(ひ)いて度(ど)に中(あた)れば、発(はっ)して空箭(くうぜん)無(な)し。

⼈事(じんじ)宜(よろ)しく射(しゃ)の如(ごと)く然(しか)るべし。』（⾔志晩録８７）        
 ⼸を気持ちを込めて⼗分に引いて、的を狙って作法通りに射れば、必ず的中し決して無駄
な⽮はない。同じように、我々の⾝の上に起こる事も、⼸を射る時のように処理すれば必ず
成果が出ると思うよ。何事も⼗分な準備が⼤切だね。  

【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】  

広報いわむら 

発行/岩村地域自治区運営委員会 

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

http://hot-iwamura.com/ 
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＊ひなまつり情報 

＊恵那南高校の取り組み 

＊下田歌子先生のゆかりの品を募集 

＊（報告）尾道空き屋プロジェクト視察研修 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（3 ⽉）

岩村城跡本丸から城下町が望めるようになりました 

⼀斎先⽣が⾔われました 
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2019いわむら城下町のひなまつり協賛金申込み書
城下町に並ぶ貴重なお雛様を末永く維持保存し、ひなまつり事業の自主運営を目指しています。この事業を応援していただ

ける皆様のご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

協力金額 一口 １,０００円（何口でも結構です。） 締め切り 平成31年４月３日（水）

申込窓口 えなてらす、いわむら【（一社）恵那市観光協会岩村支部】 9:00～16:00 電話 ０５７３（４３）３２３１
恵那市恵南商工会岩村支所（土日祝日は休み） 10:00～16:00 電話 ０５７３（４３）２６３６

協力口数 口 一金 円也

住所

氏名

日 付 受付者

切 り 取 り

□匿名希望

希望される方は、☑してください

3⽉３⽇（⽇）10：50〜15：00
オープニングイベント
メインステージ（⻄町庚申堂前）
・岩村城⼥太⿎ ・雅遊会
・岩⾢⼩中学校太⿎CLUB
・幸新會キッズクラブ
⼥城主のなべまつり
本町五丁⽬駐⾞場
地元⾷材を活かした鍋をご⽤意（１杯200円〜）
ひなまつりストリートライブ

岩村駅前に恵那市内外からアーティストが⼤集
合！⼼が躍る♪ストリートライブ!！
3⽉10⽇（⽇）10：00〜14：00
がんどうちラリー
受付：旧岩村振興事務所（受付12：00まで）
参加費：500円 先着：200名
城下町を歩きお雛様のお供えのお菓⼦がもらえ
るラリー。合い⾔葉は「おひなさまみせて〜」。
ふくろうまつり
岩村本通り⻄町商店街
NHK連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」の昭和感を
演出するふくろうまつりが復活!岐⾩⽝が⾥帰り!!
着物で逢いましょう
⻄町ふくろう休憩所 10:00〜
着物でご来場頂いた⽅、先着20名様にプレゼント
をご⽤意。ぜひお⽴寄ください。
3⽉17⽇（⽇）9：30〜15：00
恵那・岩村まちなか市

フリーマーケットに物品販売、飲⾷ブースが
今年も城下町に並びます。
第７回 ひなのクラフトフェア

⽊⼯、陶磁器、布⼩物、ガラス⼯芸、雑貨、ア
クセサリー、書画などのブースが出展します。
すてきな作品を探しませんか？

3⽉30⽇（⼟）15：00〜20：30
宵のひなまつり
・ひなとうろう
岩村本通り
岩⾢⼩学校児童による約300のひな燈籠で
まちなみを幻想的に演出します。

・バーチャルライティング
メインステージ（⻄町庚申堂前）
映像と⾳楽のコラボレーション。

・幻燈
勝川家
ねんどびなコンテスト表彰式
メインステージ（⻄町庚申堂前）15：00〜

3⽉24⽇（⽇）11：00〜17：00
いわむら城下町⾳楽祭
メインステージ（⻄町庚申堂前）
ひな⼈形で彩られた歴史ある町並みを楽しむ
ための、⼿作りの⾳楽イベントです。
⾳斎処
安⽥邸（無料）シングル盤で聴く昭和の洋楽。

旧家のだんらん
勝川家
岩村に残る旧家を舞台に開催されるカルチャ
ーイベント。レコードDJやライブ演奏など
各種出店あります。ぜひお⽴寄りください。

いわむら城下町のひなまつり イベント情報

升BARも
やってます！

3⽉23⽇（⼟）13：00〜
⾳斎処
安⽥邸（無料）⽇本独⾃編集盤で聴くビートルズ。 ※主催者の都合や天候により、イベント内容が変更、または中⽌する場合があります。

3⽉31⽇（⽇）
茅の宿でお江⼾おひなさま会
岩村町富⽥ 茅の宿とみだ 11:00~15:00
からすみとお茶のおもてなし。お⼦様には
プレゼントもあるよ！おひなさま会限定ひ
な御膳ランチやってます。
クラシックカー展⽰（同⽇開催）
岩村本通り⻄町商店街 11:00~13:00
レトロなクラシックカーが岩村にやってくる!
主催:GREEN GRASS CLASSIC CAR MATE
問い合わせ:090-3562-8878（⼩⽥）

ちんどん屋
やってます！



                   
尾道空き屋プロジェクト視察研修 （H31.2.9〜10 広島県尾道市）        

100 軒を超える空き屋を再⽣し、空き屋バンク・ゲストハウス・ギャラリーの運営や空き屋探訪イベントの開催な
ど、空き屋再⽣のまちづくりに関して全国でも⽬⽴った活動を続ける広島県尾道市の NPO 法⼈「尾道空き屋再⽣プロ
ジェクト」の視察研修を城下町ホットいわむら主催で実施し、市役所の関係部署職員を含め、16 名が参加しました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
⼈⼝ 14 万⼈弱の尾道市。尾道駅の裏の急傾斜地には、細い路地が網の⽬のように伸び、そのなかに建物がびっしり

と建ち並んでいました。急傾斜地で路地も狭いため、⾞は⼊れず、ゴミ出しも坂道をしばらく上り下りしなければなら
ない。「暮らす」にはどう⾒ても不便な場所。しかしながら、そんな悪条件の地域に、現在、なんと⼊居の待機者が 1,000
⼈を超えているそう。尾道空き屋プロジェクトの取り組みの凄みが感じられました。 
 空き屋の再⽣は、⼈⼝減少対策（移住者の呼び込み）、建物・景観の維持の他に、様々な波及効果があることを知る
ことになります。駅前から約１㎞余り続く商店街は、昔ながらのアーケードが特徴の商店街ながら、なんと客層は若者
の姿が⽬⽴ち、活気にあふれていました。なぜ？よくよく商店街を歩いてみると、パン屋・雑貨屋・ジャム屋など、最
近できたとみえる商店が点在。⾏列ができている店もありました。実は、これも尾道空き屋プロジェクトの空き屋対策
による波及効果。空き屋プロジェクトが関わった物件もあるが、プロジェクトの紹介物件ではない出店も増えている。
商店街の再⽣という課題にまでも、良いサイクルが⽣まれているようでした。 
 岩村町は昨春に⼈⼝が 5,000 ⼈を割り込み、年間 100 ⼈を超えるペースで⼈⼝が減少しています。⼈⼝減少対策、
町並み・景観の維持など、様々な課題があります。空き屋対策は町を元気にする⼤切な事業のひとつです。尾道空き屋
プロジェクトの取り組みに習い、今後は岩村町の現状に合わせた「空き屋対策岩村モデル」の必要性を強く感じる研修
となりました。        
確定申告が始まります！ご準備を！    

岩村振興事務所よりお知らせです。 
下記の⽇程で、平成 30 年分の確定申告と市・県⺠税の

申告が始まります。スムーズに申告を済ます為に、農業所
得・医療費控除など、申告前にあらかじめご⾃分で計算し
てお越し頂きますよう、ご協⼒をお願いいたします。 

混雑する場合は、16 時前に受付を締め切る場合があり
ますので、ご了承ください。この期間にご都合の悪い⽅は、
恵那市役所他の会場で申告をお願いします。   
問い合わせ：岩村振興事務所 電話 43-2111      
  
平成 31 年 3 ⽉ 13 ⽇（⽔）〜平成 31 年 3 ⽉ 15 ⽇（⾦）

9:00〜16:00 
         

平成 31 年２⽉ 18 ⽇（⽉）〜平成 31 年３⽉ 15 ⽇（⾦） 
9:00〜17:00（⼟⽇は除く）  

            
詳細は、国税庁ホームページをご覧下さい。 
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 

募集（町⺠の皆様へお願い） 
来る５⽉７⽇（⼟）、下⽥歌⼦先⽣が東京に創られた実

践⼥⼦学園の創⽴120周年記念式典が岩村で⾏われます。
先⽣の顕彰碑が建つ⽣誕地で式典が、勉学所・銅像・春

⽉の歌碑の場所で祝賀会が⾏われます。 
市内各団体の代表約５０名が招待され、歌⼦先⽣の業績を
顕彰すると共に絆を深め合う場になります。 

岩村町からは⼥太⿎、獅⼦舞、中学校３年⽣と恵那南⾼
校の吹奏楽部が参加し会を盛り上げていただきます。 
これに協賛し恵那市教育委員会の協⼒を得て下記により
「下⽥歌⼦と岩村」展を開催します。 
・期 間 ４⽉２３⽇（⽕）〜６⽉２⽇（⽇） 
・会 場 岩村歴史資料館 
・展⽰物 掛け軸、⾊紙、短冊、扁額、⼿紙など 

つきましては、展⽰会にさらに華を添えたいと願い、各
ご家庭で所持されている歌⼦先⽣ゆかりの品々などお貸
し願えないでしょうか。  

ご協⼒頂ける⽅は下記までご連絡下されば幸いです。  
   

実践⼥⼦⼤学岩村親善⼤使        
鈴⽊ 隆⼀ 電話 090-8135-2421    

左：プロジェクト代表の豊⽥⽒ 中：理事の渡邉⽒渡邉⽒の案内で現地視察 左の写真はガウディハウス

岩村振興事務所での申告 

市役所会議棟での申告 

ご存じですか？ウェブサイトで申告ができます



１ 

恵那那南⾼校の取り組み紹介   

６次産業教育 ワンプレートケーキの販売 
恵那南⾼校では魅⼒ある教育活動の⼀つとして、地域

の特産物である「栗」を素材とした６次産業教育を⾏っ
ています。この取り組みは、恵那市や恵那川上屋と連携
により、社会⼈・職業⼈としての⼈材⼒アップと地域経
済への貢献を⽬指しています。 

 5 ⽉に「草刈り作業」、7 ⽉に「夏季剪定作業」、8 ⽉に
「収穫ネット設置作業」、9 ⽉に「収穫作業」、10 ⽉に
「栗の⽪剥きや⽢露煮作業」そして 1 ⽉と２⽉に冬季剪
定作業を⾏ってきました。 

 

また、1１⽉に農林⽔産省主催の「地域地消優良活動表
彰」農林⽔産省⾷料産業局⻑賞を受賞しました。 

今年度最終に 3 次産業（販売）を⾏うことができまし
た。2 ⽉ 9 ⽇（⼟）、⽇本⼤正村浪漫亭 1 階カフェをお借り
して、3 年⽣ビジネス系列の⽣徒が「ワンプレートケー
キ」販売を⾏いました。6 次産業学習で取り組んだ「恵那
栗」を使ったケーキの盛り合わせとドリンクを提供しまし
た。1 時間４０名のお客様を 3 回⾏い、延べ 120 名の⽅に
楽しんでいただきました。 

   
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ          
第 5 回ひなのフォトコンテスト実施!! 

テーマ    「第 17 回いわむら城下町のひなまつり」 
〜やんわりと 春を感じて〜 

 
 
 
 
 
 
          

撮影期間   ひなまつり開催期間(3 ⽉ 1 ⽇〜4 ⽉ 3 ⽇) 
応募締切 平成 31 年 4 ⽉ 10 ⽇（⽔） 
応募作品 ワイドＡ４までの未発表の作品、⼀⼈ 3 点まで 
応募⽅法 指定の応募票を作品の裏⾯に貼付し送付⼜は持参 
応 募 先    〒509-703 恵那市岩村町 263-2 

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 
審  査 観光協会岩村⽀部が委嘱した審査員により実施 
表彰・賞 特 選  1 点 賞状、賞⾦ 2 万円、特産品 
準 特 選 3 点 賞状、賞⾦１万円、特産品 
⼊  選 １０点 賞状、特産品 
表 彰 式   平成 31 年 4 ⽉ 27 ⽇（⼟）予定 
発  表 新聞紙上ほか。⼊賞作品は「勝川家」に展⽰。    

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会) “えなてらす、いわむら。” 
TEL/FAX 43-3231 (町並みふれあいの舘内)

第
４
回
の
特
選 

か
わ
い
い
お
ひ
な
さ
ま 

「半分、⻘い。」× 岐⾩県 が 
「第９回ロケーションジャパン⼤賞」 

グランプリ受賞!! 
この⼀年に放送・公開された映画・ドラマ・アニ

メ作品の中からもっとも地域を沸かせ、⼈を動かし
た｢作品×地域｣贈られるもので、アンケートを基に
した「⽀持率」、地域側の体制⾯を⾒る「撮影サポー
ト度」「⾏楽度」「地域の変化」の４つの基準のもと
選定され、2 ⽉２１⽇東京の「都市センターホテ
ル」にて授賞式が⾏われ、県知事、恵那市⻑等と共
に参加してきました。ちなみに準グランプリは、ア
カデミー賞にもノミネートされている、あの｢万引き
家族｣です。 

岩村城下町が全国第８位に!!
〜魅⼒的な城下町〜 

⽇本経済新聞の｢ＮＩＫＫＥＩプラス１｣の“１⽇
散策満喫したい 魅⼒的な城下町”ランキングで、
岩村城下町が全国で８位にランクインしました。 
①松⼭城下(松⼭市）②⼋幡⼭城下(近江⼋幡市） 
③松江城下（松江市）④弘前城下(弘前市）、松本
城下(松本市） ⑥⾶騨⾼⼭城下(⾼⼭市) ⑦川越
城下(川越市） ⑧岩村城下(恵那市)  ⑨備中松
⼭城下(⾼梁市) ⑩出⽯城下（豊岡市） 



                 
実践⼥⼦学園だより「⽇本相撲協会×実践⼥⼦」⽇本相撲協会の産学連携活動で学⽣が⼤活躍                      

⽇本相撲協会の親⽅衆 11 名と本学の有志
学⽣、職員の 6 名が、1 ⽉ 11 ⽇に初場所（13
⽇）を控える東京・両国国技館周辺で「第６
回掃き清め活動」を⾏いました。⼀同は、相
撲ファンが⾜を運ぶＪＲ両国駅広⼩路など
でゴミを拾いました。 

2017 年 5 ⽉にスタートしてから約 2 年を
迎える本活動は、本学と産学連携する⽇本相
撲協会との活動の⼀環で⾏われたものです。
東京場所前の恒例⾏事になりつつあり、学⽣
は「親⽅たちとともに国技館周辺の清掃を⾏
うことで地域の皆様に喜んでいただけるの
と、⾃分⾃⾝も清められた気がします」と笑
顔で話していました。       

また、国技館内の公式グッズ売店では、本
学の学⽣デザインのグッズを販売中です。か
わいらしい相撲にちなんだ柄をあしらった扇
⼦やメガネ拭きが来場者に好評で、すでに品
薄になる商品もあります。学⽣たちはお揃い
のオリジナルはっぴを着て元気に接客してい
ます。岩村町の皆様もぜひ相撲観戦に訪れた
際には、両国国技館公式グッズ販売売場に遊
びにきてください。        
      
いわむら歴史再発⾒ vol.5３       
〜重要物資を保管した岩村城⼆の丸〜    
 平成28年６⽉号で、「岩村城に保管された江⼾時代の
政府⾮常⽤備蓄⽶」と題して、⼆の丸に置かれた御城
⽶蔵を紹介しました。⼆の丸には、このほかにも多く
の建物・施設がありました。列挙すると、⼆重櫓１棟、
多⾨櫓（菱櫓）１棟、櫓⾨１棟、薬医⾨（不明⾨）１
棟、番所１棟、厩１棟、⼟蔵６棟と計12棟の建物が建
ち並び、加えて弁天様を祀った池もあります。 
 写真をご覧ください。弁天池のほとりにたつ⼩さな
⼟蔵は朱印蔵です。「朱印」とは、藩主が代替わりのと
きなどに歴代の将軍から与えられた所領安堵の朱印状
のことです。この蔵には、朱印状やそれに附属する領
知⽬録など藩主の正統性を証明する最も重要な書類が
保管されていました。 
 中央の番所は、⼆の丸警備の役⼈の詰めた場所です。
番所の役⼈は宝物蔵の⾍⼲し役も兼ねており、毎年決
められた⽇に決められた宝物を蔵から取り出して⾵を
⼊れ、新しい付箋を付けるなどの作業をしていました。
宝物蔵がどの蔵かは不明ですが、作業の⼿間を考える
と、番所の続きの蔵が有⼒な候補です。 
 厩は軍⾺を飼っていたところです。厩は殿町にもあ
りましたが、わざわざ城内で飼育したのは、危急のと
きの備えと思われます。 
 御⽤⽶蔵の役割は、平成28年６⽉号で述べたとおりで、幕府の兵糧⽶１千⽯を備蓄していました。残りの⼟蔵２棟
の機能は不明ですが、武器蔵などが想定されます。 
 このように、⼆の丸は、藩にとって最も重要な物資を保管しておく、とても重要な場所でした。中央に⼤きな弁天池
があるのも、⽔の神様として弁天様を祀るとともに、直接には防⽕⽔槽としての役割が⼤きかったものと推察されます。 

    （恵那市職員 三宅唯美）  

『濃州岩村城并居屋敷家中屋敷町屋敷絵図』 

（18世紀初頭、市指定文化財）に描かれた二の丸 



                                                                                           
今年は暖冬で、朝から元気に体操・リズムをし、 
園庭で⾛り回って遊んでいる⼦どもたちです。         

２/１ 節分会をしました 
この⽇は⾖を炒るいい匂いの中、節分についての話

を園⻑先⽣にしてもらい、⽇本の⽂化を知ることが出
来ました。柊鰯も 1 ⼈ 1 本ずつ、家に持ち帰りました。 
焼き⽴ての美味しい鰯も⾷べて、準備万端！と思いき
や・・・ 

⾚⻤と緑⻤が来てしまいました！⼩さい⼦は泣けて
しまったけど、⼤きい⼦は炒ってある⾖を⼒⼀杯投げ、
⻤退治。新しい春を呼びました。       
2/20 劇団むすび座による「まゆとおに」 
⼈形劇団むすび座さんによる「まゆとおに」他 1 作品

を⾒る事ができ楽しい時間を過ごしました。       
あっという間に 3 ⽉になってしまいましたが 

寒さに負けず、外でドッヂボール・縄跳び・集団遊び
等をする⼦ども達。 

年⻑さんは半⽇⼊学を終え、⼩学校への期待を胸に
毎⽇を過ごしています。 

進学・進級に向けて残り１か⽉、⼦どもも保育⼠も
元気に頑張ります。 
            

 

今⽉は 岩村こども園 いわっこ元気だより！ 



恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ
 

岩村福祉センターの３・４⽉の予定をお知らせします 
            

                               
◯美容・健康トレーニング 
（１回５００円）予約不要 

３⽉ 13 ⽇(⽔)  13:30〜15:00 
３⽉ 27 ⽇(⽔)  13:30〜15:00 
４⽉ 10 ⽇(⽔)  13:30〜15:00 

※どなたでも参加できます、健康な体を保ちましょう                     
 
◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」を開設      

３⽉ 5 ⽇(⽕) おやつ作り 
３⽉ 12 ⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ            
３⽉ 19 ⽇(⽕） おわかれ会 みんなで劇に挑戦‼ 
４⽉ 16 ⽇（⽕）親⼦遊びとクレープ作り      

◯いっしょにいこまい会（３００円） 
３⽉ 15 ⽇（⾦）10:30〜 

〜ヤクルトさんの健康教室と⾻密度測定〜 
 

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会岩村⽀所 原⽥ 電話 43-0051：ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/

こんにちは、恵那特別⽀援学校です             
２⽉１⽇（⾦）、に岩村町

の古い街並みの中にある、
「旧岩村振興事務所」さんを
お借りして、⾼等部のロッ
ク・ビレッジ・バザール（作
業製品の販売会）を⾏いまし
た。 

２⽇（⼟）には、中津川市にあるショッピングセン
ター「ルビットタウン中津川」１階催事場に会場を移
し、１⽇⽬と同じく販売を⾏いました。⾼等部３年⽣
にとっては最後の販売会でした。 

３⽉に卒業を迎え、社会に出ていく⽣徒も多い中、
たくさんのお客さんと触れ合うことができ、貴重な体
験をすることができました。ご来場いただいた地域の
⽅々には、改めてお礼申し上げます。 

福祉センター1 階に 
たくさんのおひなさまを飾りました 

          
おひなさまを 
⾒に来てね！ 

２⽉１⽇、２⽇ ⾼等部 販売会の様⼦ 



     
       
 
 
       
 ◯乳幼児期の家庭教育学級いわむらよりお知らせ       

 平成３０年度乳幼児学級の閉級式を、３⽉７⽇（⽊）10:00 より⾏ないます。 
今年度、参加して頂いた皆様には、終了証をお渡しいたします。 
来年度の参加者を募集しております。３歳までの未就学児が対象です。いつでも⼊級できます。 
お⺟さん同⼠、⾊々な事をお話することができます。                       

◯図書室からのお知らせ 今⽉も24 冊がはいりました！！ 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
        

（１）おしりたんてい ププッレインボーダイヤをさがせ！ 
（２）おしりたんてい ププッちいさなしょちょうの⼤ピンチ！？（おしりたんていシリーズ ほか３冊） 
（３）ヨーコさんの⾔葉シリーズ ５冊 （４）昨⽇がなければ明⽇もない〔杉村三郎シリーズ〕 
（５）⼀切なりゆき － 樹⽊希林ことば － （６）沈黙のパレード〔ガリレオ〕 （７）岳⾶伝16 戒旌の章 
（８）わけあって絶滅しました ― 世界⼀おもしろい絶滅したいきもの図鑑 ― 
（９）光の⼈ （10）娘君たちの明治維新 （11）盤上の向⽇葵 （12）魔⼒の胎動 
（13）宝島 －HEROs̓ ISLAND－ （14）岳⾶伝シリーズ 他４冊   

 
                                      
 
 
  

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(3⽉)        

 ３⽉ ７⽇（⽊） 
乳幼児期の家庭教育学級いわむら 閉級式 

 ３⽉ ８⽇（⾦） 無料法律相談 
 ３⽉１０⽇（⽇） 恵那市少年消防隊式典 
 ３⽉１３⽇（⽔） 確定申告 
 ３⽉１４⽇（⽊） 確定申告 
 ３⽉１５⽇（⾦） 確定申告 
 ３⽉２８⽇（⽊） D-スマイルカフェ  
 

     
平成31 年2 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              
総数 4,933 ⼈ （△14） 〈△79〉

男性 2,390 ⼈ （±０） 〈△30〉

⼥性 2,543 ⼈ （△14） 〈△49〉

世帯 1,881 世帯 （△7） 〈+16〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 

      
 平成30 年4 ⽉に岩村町の⼈⼝の総数が5,000 ⼈を下回
りました。ここ１年では79 ⼈も⼈⼝が減っています。（対
前年同⽉）今後10 年で800 から1,000 ⼈減少し、リニア
が開通する頃（2027 年〜2028 年）には、4,000 ⼈を下回
ると予想されます。 

いわむらコミュニティセンター情報
IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 




