
   

   

 

  

 

 

 

 
                             

 
 
テレビ・新聞等でも毎⽇のように取り上げられている新型コロナウィルスが全国的に広まって

きています。まだ岐⾩県では感染者は発表されていませんが、いつどう感染するかわかりません。 
いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会でも開催の是⾮を協議しましたが、感染拡⼤防

⽌とご来場される皆様のご健康と安全を考慮し３⽉１５⽇までのイベントの開催を中⽌する決断
をしました。その後のイベントについては、状況を⾒て判断することといたしました。 

毎年楽しみにしてくださっている皆様には⼤変残念なお知らせではありますが、ご理解のほど
よろしくお願いします。 

⼿洗い・うがい・マスクは、コロナウィルスの他にもインフルエンザや⾵邪などの予防にも効
果的です。正しい洗い⽅・つけ⽅で予防に⼼がけましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
      

「⼰
おの

れを 喪
うしな

えば斯
ここ

に⼈
ひと

を 喪
うしな

う。⼈を喪えば斯に物
もの

を喪う。」（⾔志録１２０） 
（⾃分を⾒失うと、⼈の信⽤と友だちを失うことになるよ。⼈の信⽤と友だち 

を失ってしまうと、何もかもなくなって淋しい⼈⽣を送ることになるよ。 
⾃分を⾒失わないようにするには、⾃⼰修養をしっかりすることが⼤切だね。）          

【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】  
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令和 2 年 2 月 29 日発行 №97 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊岩村観光客動態調査 

＊各料金改定のお知らせ 

＊通行止め解除のお知らせ 

＊確定申告 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（3 ⽉）

新型コロナウィルスの流⾏に伴う
「ひなまつりイベント」の中⽌について 

⼀斎先⽣が⾔われました 

☆☆⼿洗い・うがいの徹底を︕☆☆ 



岩村町の観光動態調査 
平成 29 年〜令和元年度の来訪者集計値の結果をお知らせいたします。 

（参考資料︓観光レクリエーション動態調査による来訪者集計値） 

城下町の観光客動員は、「半分、⻘い。」の影響もあり平成３０年度は爆発的な増となりました。３⽉に注⽬する
と⽉を通して「ひなまつり」が⾏われており⼀定の集客で安定しています。平成 20 年と令和元年を⽉単位で⾒⽐べ
るとほぼ上昇しており観光地としての価値が上がっていますが、6 ⽉〜8 ⽉に観光客が少ないのが、今後の課題と思
われます。 

岩村城跡の観光客動員は、近年のお城ブームで観光客数は増えています。平成 20 年と令和元年度を⽐較すると
163％の上昇でありこちらも史跡・観光地として広く認知されたもの思われます。さらに平成 30 年と令和元年との増
減はほぼ横ばいであり「半分、⻘い。」効果とは別で岩村城跡の⼈気が上がっているものと思われます。 

さらにホットいわむらの⽅々が 1 ⽉ 4 ⽇にＮＨＫで放送された「最強の城」放送後、1 ⽉ 11 ⽇、12 ⽇、19 ⽇、
26 ⽇と動態調査を⾏ってくださいましたので次ページに掲載いたします。

「半分、青い。」放映 



           

岩村城跡観光客動態調査 
実施期間 令和２年１⽉１１⽇（⼟） １０︓００〜１６︓００ 天候︓晴れ 
     令和２年１⽉１２⽇（⽇） １０︓００〜１６︓００ 天候︓曇り 
     令和２年１⽉１９⽇（⽇） １１︓００〜１５︓００ 天候︓曇り 
     令和２年１⽉２６⽇（⽇） １１︓００〜１５︓００ 天候︓曇り 
実施場所 岩村城跡 出丸付近 
実施内容 岩村城跡マップ配布及び聞き取り調査 
観光客数 １１⽇（⼟） 約２００⼈  （午前中８２名・午後１１８名） 
     １２⽇（⽇） 約２７０⼈  （午前中９５名・午後１７５名） 
     １９⽇（⽇） 約２１６⼈  （未調査） 
     ２６⽇（⽇） 約１１６⼈  （未調査） 
報  告  ⾞で来られる⽅、歴史資料館から徒歩で登られる⽅の割合は 8︓2 くらいの割合と思われる。 
     １０時・１１時から調査をしたが、すでに⾞は数台あり早めに登城される⽅もみえた。 
      地域別では愛知県が多く６割程度、続いて岐⾩県が３割程度、その他が１割程度と思われる。（⾞両ナン

バーから推測） 
      来訪理由については、テレビ（最強の城を含む）が多い。続いて友⼈の紹介・雑誌等で⾒て来てみたかっ

た・ホームページ、お城エキスポ、⼭城サミット等で興味を持った・城下町のついで・光秀ドラマ館のつい
でなどの理由が挙げられた。 

      中には三森⼭・⽔晶⼭を登りハイキングコースの⼀部として歩いてこられたグループも⾒えました。 
      ⾞で来られた⽅にお話を伺うと「来る途中の道が細くてすれ違いが怖い」とのご意⾒を多数伺いました。
      カーナビで来ると出丸までナビしてしまい、歩いてきたかったとの意⾒も。 
      出丸駐⾞場に駐⾞し、下って再度登られる⽅もみえました。 
     （岩村城跡で検索してしまう⼈が多いため⾞で来てしまわれる⽅が多い） 
      城の景観については、「⽯垣が素晴らしい」とのご意⾒がほとんどであったが、六段壁の⽀柱（ＮＴＴ）

とカラーコーンで囲ってあるところが残念との意⾒もありました。 
     ⽯垣も素晴らしかったが、城下町は今まで⾒た中で⼀番だった。いい意味で⽣活感が出ており作り物では

ない感じが本当に素晴らしかったとの意⾒も。       
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、令和元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      
  
令和 2 年年 3 ⽉ 5 ⽇（⽊）〜令和 2 年 3 ⽉ 9 ⽇（⽉） 

9:00〜16:00 
         

令和 2 年２⽉ 17 ⽇（⽉）〜令和 2 年年３⽉ 16 ⽇（⽉） 
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/

実践⼥⼦⼤学へ表敬訪問 
２⽉１３⽇・１４

⽇と実践⼥⼦⼤学と
朝⽇新聞東京本社へ
表敬訪問に⾏ってき
ました。 

ミス実践⼥⼦⼤学
の⾓川さんと⼀緒に
朝⽇新聞の東京本社
にて取材を受けてきました。 

後⽇、⾓川さんのインス
タグラム⾒るとなんと︕⾓
川さんは１万⼈以上のフォ
ロワーを持つインスタグラ
マーだったのです︕︕ 
朝⽇新聞への掲載や⾓川さ
んのインスタ効果で岩村の
ＰＲをすることができまし
た。朝⽇新聞さん・⾓川さん
ありがとうございました。

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



各施設の使⽤料料⾦改定のお知らせ 
令和２年４⽉１⽇より下記の施設において利⽤料⾦が改定されます。 
スポーツ施設・学校施設 まちなか交流館 

   
施設名称 改定前 改定後 

岩村グラウンド 200 円 300 円
岩⾢中学校体育館 200 円 300 円
岩⾢中学校柔剣道場 200 円 300 円
岩⾢中学校グラウンド 200 円 300 円
岩⾢テニスコート 200 円 300 円
岩⾢⼩学校体育館 200 円 300 円
岩⾢⼩学校グラウンド 200 円 300 円
グラウンド照明 1,020 円 1,030 円
体育館照明 610 円 620 円

 
※下記についてはこれまでと変更ありません。 

テニスコート照明 410 円
岩⾢中学校柔剣道場照明 0 円

 

 
 

部 屋 改定前 改定後 

１階和室 200 円 300 円
１階板の間 200 円 300 円
１階⼟間 200 円 300 円
２階板の間 200 円 300 円
２階和室１ 200 円 300 円
２階和室２ 200 円 300 円

暖房費 共通 １時間 160 円

飯峡会館 ふるさと富⽥会館・ 
 

  
 

部 屋 改定前 改定後
研修室（⼩） 200 円 300 円
研修室（⼤） 200 円 300 円
⽣活改善室 200 円 600 円
多⽬的ホール 200 円 600 円

暖房費 共通 １時間 160 円

 
部 屋 改定前 改定後

和室（⼩） 200 円 300 円
和室（⼤） 200 円 300 円
⼩会議室 200 円 300 円
調理実習室 300 円 600 円
農産加⼯室 300 円 600 円
多⽬的ホール 300 円 600 円

暖房費 共通 １時間 160 円

備 考 
 いずれの施設も 

1.市外に居住する者が利⽤する場合の利⽤料⾦の額は、この表に定める額の 1.5 倍に相当する
額とする。（スポーツ施設・学校施設は岩村グラウンドのみ１．５倍） 

2.利⽤時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げる。 
ことといたします。

皆さまのご利⽤をお待ちしています。 



     

岩村町観光協会からのお知らせ  
五平餅味ポテチ発売開始!!
〜岩村城下町がデザインに〜 

 カルビーのポテトチップスの４７都道府県の「地元ならではの味」
シリーズで、今回「五平餅⾵味」が１袋１４０円で限定販売されま
した。 
なんとそのデザインの背景は、岩村城下町の“美術の舘・柴⽥家」周
辺です。 

⼀昨年の朝ドラ「半分、⻘い。」から五平餅が全国区となり、味
やパッケージのデザインを岐⾩県などと考え、試作を重ね製品化さ
れたもので、「溢れ出す秘伝の味噌だれのあま〜い⾹りと、ていね
いに炭⽕焼きされた深い味わいが⼝いっぱいに広がって・・・これ
はまさに岩村の五平餅︕ふるさとのなつかしい味わいに⾆⿎を打ちつつ、⾄福のひとときを堪能してゆ
っこー︕」 

2⽉17⽇より、岐⾩、愛知、三重、静岡、福井、⽯川、富⼭の７県で数量限定で販売、“えなてらす、
いわむら。”（恵那市観光協会岩村⽀部）でも発売していますので、ぜひお買い求めください。 
 
(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/FAX4３-3231(町並みふれあい館)           
岩村歴史再発⾒ vol.63  ～藩主丹羽氏の城下町改造～ 

令和元年９⽉号「藩主邸はいつできたのか」で、現在の藩主邸と城下町の完成は1650年代で、丹⽻家の２代藩
主⽒定によるものと推定しました。今回は９⽉号でも紹介した「正保城絵図」を⼿掛かりに、丹⽻⽒による城下町
改造の理由を考えたいと思います。 

 寛永15年（1638）、松平乗寿に代わり丹⽻⽒信が新しい藩主として岩村にやってきました。正保城絵図は、そ
の６年後の正保元年（1644）に幕府が提出を命じ、その数年以内に作成されたものです。⽒信⼊封10年後くらい、
⽒定が跡を継ぐ前後の城下町の姿を伝えているといえるでしょう。 
 現在と⼤きく違うのは、新屋敷、源吾坂、柳町が描かれていないことです。いずれも藩⼠が住まう侍町です。町
⼈町である本町は上町から下町まで描かれています。どうやら前期松平⽒時代の城下町は、藩⼠の住むエリアが今
よりも狭かったようです。 
 丹⽻⽒も松平⽒も⽯⾼は２万⽯で藩⼠の⼈数もあまり変わらなかったはずです。それなのになぜ丹⽻⽒は城下町
を広げる必要があったのでしょうか。その⼿掛かりも城絵図の中にありました。 
 図の中央に、「侍屋敷」と書かれた六つの⽅形の⼤きな区画があります。これは現在の特別⽀援学校周辺にあた
り、後期松平⽒時代の家⽼屋敷の地割と⼀致します。どう
やら丹⽻⽒は、⼭麓の藩主邸を居所とするとともに、前期
松平⽒時代には⼋幡曲輪にあった家⽼屋敷を城下町に移そ
うとしていたようです。 
 明和年間の町屋分間図を⾒ると、後期松平⽒時代の家⽼
屋敷の広さは、⼀般藩⼠の屋敷３軒分くらいあります。こ
れは丹⽻⽒時代も変わらなかったと思われます。そうする
と、家⽼屋敷を６区画作るためには、元々ここにあった侍
屋敷18軒を別の場所に移転させる必要があります。そこで
新たに源吾坂や新屋敷を城下町に取り込み、侍屋敷を造成
したと考えることができます。（三宅唯美・市職員） 
 

正保城絵図に描かれた城下町 



                                                                            
今年度、岩⾢⼩学校では３回の学校運営協議会を⾏いました。２⽉

に⾏った最後の会では、主に次の２点を議論しました。⼀つは、令和
２年度岩⾢⼩学校の⽅針と重点の確認と承認。もう⼀つは、地域と学
校で共に⾏う活動についての相談です。皆さんご存じのように、岩村
地域⾃治区では、１⼩１中である利点を活かし、学校運営協議会がハ
ブとなり、地域⾃治区と学校とが連携し合うことで、将来にわたって
「⾃分とふるさとを愛する⼦」を育てる岩村プランを推進しています。
岩村では、⼩中学校共に学校運営協議会の重点を「学習⽀援（ふるさ
と学習）の充実」と位置付け、それを地域と共有しながら、同会の「学
習⽀援ボランティア」が主体となり活動をしています。現在、⼩中それぞれの学校運営協議会が⼦ども達の活動
をサポートすることで、ふるさと学習の内容が地域へ還元されたり、⼦ども達と地域が積極的に関わったりでき
るようになってきています。岩⾢⼩中学校で取り組んでいるこのような活動は、全国各地でも進められています。
その背景にあるのは、まぎれもなく⽇本の少⼦⾼齢化問題です。過疎化し⼈⼝減少が著しい地⽅にあって、地域
全体で未来を担う⼦供たちの成⻑を⽀えることは急務であり、そのための⼿段として、地域と学校が相互にパー

トナーとして連携・協働する「学校運営協議会」の充実が喫緊の課題とな
っているのです。また最近では、平成２９年３⽉の社会教育法の改正によ
り、従来の学校運営協議会の⽬指す⽅向と⽐べ、「学校独⾃の活動」から
「活動の総合化・ネットワーク化」を⽬指し、幅広い地域住⺠の参画を⽬
指す⽅向へシフトしてきています。 
地域の皆様には、ぜひ、学校運営協議会の活動に関⼼をもっていただく
と共に、主体的にその活動に参加して下さるようお願い申し上げます。
（写真は第３回学校運営協議会の様⼦、運営協議会員の⽅々に⾒ていた
だいた６年⽣授業の様⼦） 

いわっこクラブ活動紹介 

1 ⽉ 20 ⽇、寒さでぎゅっと固まった体を、遊びながらほぐ
していきました。 

⾚ちゃんがモソモソ動いたり、寝返りをしたり、ハイハイを
したり・・・。⾃分たちが無意識のうちに体験してきた動きを
しながら、本来の体の可動域に戻していきます。後半は、ステ
ップや⼿押し⾞など、思い切り⾝体を動かしてあそびました。 

また、2 ⽉ 17 ⽇には、岩村町のおひなまつりに向けて、商
⼯会婦⼈部のみなさんともち
花飾りを作りました。町中に飾
らせていただくので、ぜひ、ご
覧ください。 

岩村町の皆さんや、保護者サポーターの皆さ
ん、⼩学校の先⽣⽅、たくさんの⽅々にご協⼒
いただき、今年度も活動できました。来年度も
ご協⼒お願いいたします。 

＜お問い合わせ＞ 教育委員会⽣涯学習課 電話 26-2111(内線 477) ⼦ども教室専⽤ 090-4400-0771  

今⽉は 岩⾢⼩学校 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１１⽇(⽔) １３︓３０〜１５︓００ 
３⽉２５⽇(⽔) １３︓３０〜１５︓００ 
４⽉１５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」の開設      

３⽉１７⽇(⽕) おやつ作り（麩のひな菓⼦）                       
３⽉２４⽇(⽕) お楽しみ会・お店屋さんごっこ            
４⽉１４⽇(⽕)  親⼦遊び 

◎  いっしょにいこまい会 （４００円） 
３⽉１９⽇（⽊）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７⽇（⾦）に、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」２階催事スペー
スにおきまして、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。３⽉に卒
業を迎える⾼等部３年⽣にとっては、最後の販売会
でした。社会に出ていく⽣徒も多い中、多くのお客
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。 

これからも、地域の皆様のご理解とご協⼒を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
通⾏⽌め解除のお知らせ  

マレットゴルフ場横の道路について、道路路側が崩
壊したため、市では通⾏⽌めとしていました。継続し
て崩壊進⾏の経過観察を⾏っていましたが、崩壊の進
⾏が⾒られなくなったため、仮復旧を⾏い、通⾏⽌め
を解除しました。なお、応急復旧のため路肩が狭くな
っています。道路利⽤の際はお気を付けて通⾏してく
ださい。 

今後の対応につきましては、道路パトロールを⾏い、
異常が⾒られた場合は、再度通⾏⽌めとさせていただ
きます。また、⼤⾬等により道路に危険が及ぶ可能性
がある場合にも通⾏⽌めとさせていただきます。 

おひなさまも 

見に来てね 

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。 

〈２⽉７⽇ ⾼等部 販売会の様⼦〉



     
       
 
 
  
乳幼児期の家庭教育学級「いわむら学級」よりお知らせ  

 令和元年度乳幼児学級の閉校式を３⽉５⽇(⽊)１０時か
ら⾏います。 

今年度の参加に終了証をお渡しいたします。 
令和２年度の参加者を募集中。３歳までの未就学児が対象
でいつでも⼊級できます。 

こどもたちとヨガをやったりケーキを作ったり消防⾞に乗ったり
楽しい時間を過ごしませんか︖ 

 
図書室の新刊紹介 
⼈体のサバイバル1 かがくるＢＯＯＫ （朝⽇新聞出版） 
⼈体のサバイバル2 かがくるＢＯＯＫ （朝⽇新聞出版） 
⼈体のサバイバル3 かがくるＢＯＯＫ （朝⽇新聞出版） 
からすのパンやさん2 版           （偕成社） 
からすのやおやさん             （偕成社） 
からすのてんぷらやさん           （偕成社） 
からすのそばやさん        （偕成社） 
からすのおかしやさん       （偕成社） 
こんなとききみならどうする?    （福⾳館書店） 
きつねの時間           （フレーベル館） 
サン・サン・サンタひみつきち   （⽩泉社） 
反⽇種族主義－⽇韓危機の根源－  （⽂芸春秋） 
   岩村コミュニティセンター使⽤予定

(3⽉)        
３⽉ ５⽇(⽊)   所得税の確定申告 
３⽉ ６⽇(⾦)  所得税の確定申告 
３⽉ ９⽇(⽉)  所得税の確定申告 
３⽉１３⽇(⾦)  無料法律相談 
３⽉２１⽇(⼟)  ことぶき結婚相談所 
３⽉２７⽇(⾦)  D-スマイルカフェ  

     
令和２年2 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表      
総数 4,900 ⼈ （△10） 〈△33〉

男性 2,372 ⼈ （△5） 〈△18〉

⼥性 2,528 ⼈ （△5） 〈△15〉

世帯 1,899 世帯 （△3） 〈+17〉
（ ）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 

☆ホットいわむらだよりでは、みなさまからの情報をお待ちしています。「こんなことやってるから⾒に来てね︕」
とか「〇〇さんが⼤会で優勝しました︕」など、どんな事でもかまいません。岩村のいい所をみなさんに伝えてみ
ませんか︖何か情報がございましたら岩村振興事務所（電話︓43-2111）までご連絡下さい。お待ちしています。




