
   

 

現在の滝沢地域の最も大きい関心事となっている一般廃棄物
処理施設と新最終処分場の建設地のゆくえが気になる。その最終
候補地として一般廃棄物処理施設に 4か所中 2か所が滝沢となっ
ており、他の 2か所も隣接の弥栄や真柴であり、新最終処分場も
4 か所中滝沢の 1 か所が候補地になっている。今年度中それぞれ
1 か所に決定とのことであり、住民説明会が滝沢地区では 12 月
12日 18時 30分から滝沢市民センターで開かれ、一関市長や平泉
町長が同席し 60 人を超える参加者を前に予定時間を超えて行わ
れた。1 月 8 日には候補地のある 7 区でも開かれており、今後も
要望に応じて丁寧な説明をしていくとのことである。 
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着実に前進､滝沢市民センター 
 

…増える利用者･事業の質も向上… 

新年あけましておめでとうございます｡ 
 令和も 2 年目に入り､昨年は自然災害が多発､一関市も台風 19 号で市内一部では床下浸
水､田畑での稲藁流失･散乱等が見られました｡ 
 さて、滝沢地域振興協議会は設立から 5年が経過､2月には 5周年を記念し､落語家の六
華亭遊花さんを招き｢なまって笑ってコミュニケーション｣で楽しい一時にしたく準備を
進めております｡今年の干支は子年で大いに動き､地域の課題を｢種を蒔く｣ことに例え､
“やがて芽が出る”“それを皆なで育てる”そういう年にしたいと考え､地域の課題を以下
に言及します｡ 
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- 新年挨拶 - 
 

以上 2 点に絞り述べましたが､今年は
各専門部会の活動を中心とした特色のあ
る地域づくり､私はかねてより｢滝沢は一
つ｣横断的な取り組みが必要と思い､その
ためにも世代間交流や地域の各種団体と
連携し活動を支援助長してまいります｡ 
 本協議会の実績､地域の取り組み経過
等は以下に紹介します｡ 
 本年も滝沢地域の皆様の健康と繁栄を
ご祈念申し上げ､新年の挨拶とします｡ 
 
 
  
  
 

 
   

滝ちゃん 
にぎわい祭り 

市民センター自主事業 
(4月-12月) 

・滝沢探検隊(5回) 
・滝沢女性教室(7回) 
・健康講座(3回) 
・軽スポーツ教室(3回) 
・趣味特別講座(14回) 

11.3 

地域づくり 
講演会 10.26 

“ 滝沢は一つ ” 
一般廃棄物処理施設、新最終処分場のゆくえは？ 

 

地域の課題、地域の動き 
 

 スカパイ用水路工事 ILC の実現波及効果に期待！ 

経営体育成基盤整備事業 
 滝沢地区 7･8号事業(6.17まで)

国道 284号線   (9.30まで) 

 石法華地区道路改良工事

ILC は、科学技術立国としての日本の存
在意義を示し、施設整備の土木・建設工事
等や大型施設、機器の輸送等による物流関
連にも効果が及ぶ、世界中の優れた研究者
が国籍や宗教、人種を超えて集結するの
で、地元に居ながらにして世界と直接触れ
られ、将来を担う子どもたちにとっても多
くの刺激を受けることが期待される。 

未だ不透明な状況
にあるがその効果は
絶大で、この滝沢地域
にも少なからず影響
があると考えられる。 

用水管の劣化に
伴うスカパイ第 1
号幹線の工事で、
市道須川幹線 3 月
25日まで通行止め
になっている。 

 

整備事業も下滝沢から狐禅寺との境界
付近まで拡がっており、大詰めを迎えて
いる。狐禅寺･大平線の道路改良工事も進
められている。 

施工延長
700M の新
しい道路
をつくる
改良工事
である。 

課題 1 滝沢市民センターは昭和 58 年に農村センターとして建設され､36 年が経過し､経年劣
化も顕著に見られ大規模修繕すべき箇所も多々あります｡平成 29 年 4月より市民センター化
にともない､産業振興機能､集会機能に加え､社会教育機能と多くの利用者で賑わい､活性化
のバロメーターとして喜ばしいことでありますが､一関市の市民センターとして最も狭隘な
施設であり､今後｢市民主体の特色ある地域づくりを促進｣するためにも介護予防､子育て支
援機能､さらには災害時の避難所､体育施設･舞台施設のある施設が必要と考えます｡ 

 
課題 2 地域の関心事である廃棄物処理場問題は候補地 4カ所の内､３カ所が滝沢と弥栄(R284
号沿道)に集中し､今後も地元説明会が行われ､最終的に 1カ所に絞られます｡施設は市民とし
て生活に欠かせないものであり､仮に滝沢が適地に絞られた場合にこそ何度でも説明を求
め､地域民の意向を聞き疑問を払拭し､滝沢地域の安全と安心を担保した上でインフラ整備
と還元処置として熱エネルギーの有効利用等国内で誇れる施設の併設を求め､地域づくりの
拠点にすべきものと思います｡ 

 
 
  
  
 

 
   



 

滝ちゃんのかわら版の発行とイベント
の 2本柱でやってきた。滝沢が竹林のごと
く｢小さな根｣でつながりガッチリした基
盤になればというねらいだ。情報や多様な
イベントを通して、今後更に滝沢ぢゅうに
趣味の会やたまり場が生まれることを願
って活動したい。 

協議会専門部会と地区内団体の活動 

生活福祉部会 （部会長･東海林英四郎） 教育文化部会  （部会長･鈴木克子） 

日本的な伝統行事が忘れつつある中、地
域の｢達人利活用事業｣に取り組んでいま
す。お金さえあれば何でも手に入る時代で
すが、達人から技術を学ぶことにより、安
価でオリジナルなものが出来上がります。
今年は下記事業に取り組みました。 

・滝ちゃんのかわら版の
かわら版発行 
(1000 部)(毎月) 

・シバザクラとキリシタ
ン塚を巡るウオーキン
グ(152人)(5.18) 

・しめ縄つくり(教育文化
部会と共催)(21人) 
(12.15) 

 

・滝沢行事ごよみ発行 
(1000 部)(年 4回) 

・しめ縄つくり(生活福祉部会
と共催)(21人) 

・生け花教室(8人)(12.26) 

 

 

 
 

・シバザクラとキリシタ
ン塚を巡るウオーキ
ング(142人)(5.18) 

・しめ縄つくり(教育文
化部会と共催) 
(？人) (12.15) 

 

安心安全部会  （部会長･渡辺一男） 

地産地消部会 （部会長･小野寺恵美子） 

昨年は地域の危険箇所の洗い出しと現地
調査を行い、自分たちで解決できるもの、
地域全体や行政に要望しなければならない
ものなどに区分しました。常日頃から危険
箇所を頭に入れて、災害が起きた場合にど
うするかとか、交通事故の際の対応、心肺
蘇生法の訓練になどに心がけましょう。 

・7区一ノ沢団地内の私
道補修工事(7.18) 

・7区苦木団地内の私道
補修工事(11.4) 

・10区水口地内の私道
補修工事(11.22) 

 

これまでお盆用切り花販売・芋の子振る
舞い・赤飯販売が主な活動となっている
が、今後は野菜作りの勉強会・見学会等を
行ってみたいと思います。 

・お盆用切り花販売(361 束) 
(8.12) 

・芋の子振る舞い･赤飯販売 
(滝ちゃんのにぎわい祭り) 
(11.3) 

自主防災部会   （部会長･高橋悦雄） 

今後の事業として自主防災担当者を対象
に陸前高田市の東日本大震災津波伝承館
(R2.2.2)の視察研修を予定しております。 

 

・一関水防訓練参加 
(7.7)(部会員他 12人) 

・老人ホーム明生園消火訓
練参加(9.1)(部会員 5人)  

 

滝沢地区福祉活動推進協議会 (会長･千葉敬正)    

（高橋悦雄） 
人が生きていく中で、日常的に関わりの

あるのが｢福祉｣だと思います。｢滝沢地区福
祉活動推進協議会｣は、区長や民生委員、保
健推進委員また地区から選出された人たち
が一緒になって、安らぎのある地域社会を
めざして敬老会や若返り研修、高齢者の一
人暮らし宅の訪問など、ささやかな活動に
取り組んでいます。 

 ・敬老会(9.21) 
・リフレッシュ研修 (11.15) 
・高齢者一人暮らし宅訪問  

(12.24) 
・若返り研修(2.23 予定) 

 

 

滝沢地区体育協会  (会長･高橋悦雄)    

（高橋悦雄） 
滝沢地区交通安全･防犯協議会 (会長･阿部勉) 

今年の一関地域市民体育
大会は一関地域 14 地区が
エントリーし 11 種目で競
い、総合４位に入賞しまし
た。男子バレーボールで優
勝するなど各種目で上位成
績を収めました。 

滝沢地区交通安全･防
犯協議会の活動は通学
路の街頭指導や青色回
転灯を取り付けた自動
車で滝沢一円の広報活
動等を行っています。 

地区内の趣味の会・サークル 

滝沢児童クラブ      (運営委員長･小岩 眞)  

滝沢小学校 
     (校長･及川美香子)  

一関東中学校 
      (校長･狩原雅裕)  

地域の皆様に温かく見守
られ、園児はすくすく大き
く育っています。子どもは
地域の宝です。これからも
よろしくお願いします。 

｢おらほの学校｣と地域の
みなさんに思っていただ
き、今後も地域の皆さんと
一緒に子どもたちを育てて
いきたいです。 

良い人間関係は挨拶か
ら、と生徒に話しています。
地域でも元気な挨拶ができ
る生徒になって欲しいと思
います。 

真滝幼稚園 
      (園長･金野典子)  

令和の希望に満ちた同時期に｢滝沢児童クラブ｣が開所、
皆様のお子様･お孫様が第一期生として誕生しました。 

少子化･核家族化や働き方の変化に伴う留守家庭児童の
増加、遊び場の減少、子どもたちをターゲットにした犯罪
があとを絶たないことなど、子どもたちを取り巻く環境が
大きく変化するときにあって、改めて｢子どもたちはどのよ
うに放課後を暮らすのが望ましいのか｣｢子どもたちにとっ
て安全で快適な放課後の居場所をどのように確保するか｣
が重要な課題となってきています。 

このような中、子どもたちとの活動を通じて自立心、社
会性、想像力などを育成していくことがますます重要にな
ってきております。学校･地域住民との連携を図りながら子
どもたちの安全確保･情緒の安定に努めてまいります。 

子どもは｢かけがいのない地域の宝｣です。子どもたちと
一緒に明るい未来を創っていきたいと思います。 

滝沢小学校放課後 
子ども教室    (蜂谷 緑)  

今年 2年目となり、児童に
はすっかり定着した感があ
ります。5月～翌年 2月の毎
週木曜日、開催を楽しみにい
つも元気にさまざまな遊び
で楽しんでいます。(愛称:
滝っこひろば) 

滝沢児童クラブ 

子ども教室 

“地域の宝”子どもたちを見守って 

・つるの会(お茶飲みの会/10区/小山翼子)     
・下滝沢老人クラブ(花壇作り等/9区/菅原祐希) 
・水口はたけの会(野菜作り/水口区/佐藤勇吉)  
・花みずき会(ヨガ/小野寺みはる)         
・いきいきくらぶ(多種多彩/8区/菅原武)        
・書道同好会(書道/千葉敬次)                   
・環(たまき)会(舞踊/高橋京子)          
・物作りの会(モノ作り/千葉紅子/7区) 
 

・滝沢パル(ゲートボール/赤松昌俊)  
・古流峰寿会(生け花/蜂谷久美子)  
・蜂美会(舞踊/菅原とき子)    
・コール滝姫(コーラスグループ/及川滋子)  
・手作り同好会(味噌･麹･豆腐/三浦節子)  
・JAくるみの会(舞踊/小野寺育代) 
・稔代樹(みよじゅ)会(舞踊/加藤イク子) 
 


