
◎会長報告－川口登志雄会長
　皆さん、今日は。異常気象でしょうか。全国各地
で大雨による被害が多発しているようでございます。
幸いにも当地方では大雨も無く、以前被害がありま
した御斉所街道も片側通行が可能になるといった情
報も入って来ております。それでは本日のお客様を
ご紹介致します。いわき市役所勿来支所長をされて
おります永山匡様です。後程卓話をお願いしてござ
いますのでその様な地域の災害についてもお話が聞
けるのではないかと思います。永山様宜しくお願い
致します。それから現在第 2530 地区ではロータリー
財団が留学生を募集しております。この募集に当地
区金山にお住まいの神田外国語大学 1年の西田さん
という娘さんが地区の方へ直接申し込みをされまし
た。当然地元のロータリークラブの推薦が必要にな
るわけで、地区から状況を調査して戴きたいという
お話があり財団の髙萩小委員長と私で 2日程前にご
家族、本人がいらっしゃるご自宅に訪問をさせて戴
きました。そしていろいろ留学に向けての熱意や心
構えを二人で聞いて参りました。そして 9月末が締
切りになっておりますので本日例会終了後に臨時理
事会を開き検討して戴きたいと思います
　また、24 日の例会が休会ですので話をしておきた
いのですが 10 月は米山月間になります。先日佐藤英
二小委員長とセミナーにも出席して参りましたが、
米山月間でもありますし第 2530 地区福島県の米山記
念奨学会学友会会長であるスリランカのチンタカ・
クマーラさんが 10 月 1 日にいらっしゃいますので宜
しくお願いします。
◎幹事報告－鈴村正人幹事
・ガバナー月間合本が届いております。2013 － 14 の

渡邉公平ガバナー事務所からで前月信委員長の苦労
の賜物と思います。川口会長大変ご苦労さまでした。
・第 2530 地区から 2016 年度規程審議会立法案提出検
討会議のご案内が届いております。11 月 16 日に南
東北卸センターで開催される予定です。
・2014 年度－ 15 年度の戦略計画委員会セミナーが 11
月 16 日開催予定です。
◎各委員会報告
◇出席委員会－富岡小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。
◇スマイルボックス委員会－小熊小委員長
・いわき市役所勿来支所長永山匡様を歓迎して。
押田、富岡、岩元、清水、山下、赤津（善）、髙萩、
櫛田、小松崎、生駒、橋本、嵐、佐藤（友）、佐藤（政）
金成、渡邉（國）、荒川（清）各会員及び渡邉公平
パストガバナー、川口会長、鈴村幹事、斉藤副幹事
・前回休んでごめなさい。　　鈴木雅之会長エレクト
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　小熊会員
◇親睦活動委員会－山下小委員長
　いよいよ今度の日曜日に勿来ロータリークラブの
観月家族例会の開催となります。現在参加人数が総
計で 41 名です。マイクロバスご利用の方は 16 時に
ミドリに集合出発、直行される方は都合の良い時間
にお願いします。続いて 3ロータリークラブ親睦ゴ
ルフコンペのご案内です。ゴルフをされる方には案
内済みですが出欠締切りが 9月 24 日となっておりま
すので宜しくお願いします。
◎ゲスト卓話
　　　　　　　いわき市役所　勿来支所

支所長　永山　　匡 様
　皆さん、今日は。勿来支所長の永山と申します。
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出席状況 正会員数　　　　　   48 名　　　　本日出席会員数　　　　　  34 名
 本日の出席率　     70.83％　　　　修正出席率　　　　　　  81.25％

　本日は勿来ロータリークラブの
例会にお招き戴き、また卓話の機
会を戴きありがとうございます。
また、皆様方にはロータリークラ
ブの活動を通しまして市政等にご
協力を戴いていることに対し深く
感謝申し上げます。私は今年 4月に勿来支所に異動
して参りました。それまで農林水産関係のところを
経験して来ましたので支所勤務は不安でしたが半年
が過ぎて支所の仕事にも慣れて来た所です。住んで
いる場所は常磐上湯長谷町の常磐病院の近くですが
勤務には超高速参勤交代の経路を通っております。
今日は震災以来勿来地区の復旧・復興について資料
を作って参りましたので資料に沿ってお話をさせて
戴きたいと思います。

①　工期　平成 24 年 5 月 31 日～同年 10 月 15 日
②　工事内容　ホール天井復旧、ホール床面クラッ
　　　　　　　ク修繕、風除室再構築ほか
③　費用　8,701 万 9,800 円
④　平成 24 年 11 月 1 日再開

①　平成 24 年 4 月に地区代表者や学識経験者など
からなる「いわき市南部火葬場施設整備懇談会」
設置

②　平成 24 年 8 月、同懇談会より施設整備の方向
性を提言

③　平成 24 年 11 月「いわき市南部火葬場施設整
備基本計画」策定

④　平成 25 年 12 月「いわき市南部火葬場施設整
備基本計画」策定

⑤　南部火葬場の配置計画
・南部火葬場は現在の勿来火葬場の敷地内に建設
し、建設期間中も勿来火葬場の運営を継続、敷
地外に仮設の待合施設等を設置

・現在の待合棟を解体撤去後、敷地北側に新火葬
棟などを建設、その後、敷地南側の現火葬棟を
解体撤去し、待合棟及び駐車場を整備

⑥　南部火葬場の施設機能
・市の将来推計人口に相双地区からの避難状況を
加味し、大型台車式火葬炉を 3炉設置し、1炉
分増設スペースを確保

・待合室は洋室 3室、告別室及び収骨室を各 1室
程度設置

・駐車場はマイクロバス用 3台程度、乗用車 33
台程度

⑦　建築計画
・平屋造（一部 2階）、火葬部門、待合部門が一
体となる施設とし、構造は平成 26 年度中に設
計を行う。

⑧　事業計画
・概算事業費　13 億円（建設工事費等約 12 億円、

調査設計委託費等 1億円）
・事業工程：
平成26年度　建築設計等、仮設待合設置工事等
平成 27 年度～平成 30 年度前半　建築工事（造
成・火葬炉建築・解体工事等）

・供用開始時期：
平成 28 年度　一部供用開始（火葬部門）
平成 30 年度全面供用開始

・平成 23 年度末で市内の復旧はおおむね完了
・国道 6号常磐バイパスの 4車線化は、平成 29 年
度全線供用開始予定
（Ｌ＝ 22.7 ㎞）
このうち勿来地区の佐糠町から錦町雷まで（Ｌ＝
2.8 ㎞）が、平成 27 年度供用開始予定
錦町雷から勿来町四沢まで（Ｌ＝ 0.8 ㎞）が、平
成 29 年度供用開始予定
・（仮称）勿来バイパスについては、平成 27 年 2 月
の都市計画決定を目指し、沿線地区住民の方へ都
市計画素案についてＨ 26. 7.24 及びＨ 26. 7.26 に
説明会実施。

・（仮称）小名浜道路は、重要港湾、小名浜港と常
磐自動車道を結び広域物流ネットワークの強化を
目的に、平成 26 年 4 月 1 日に都市計画決定、8
月 28 日に中心杭設置式実施し、10 年間での完成
が目標。

・県道の復旧状況は、100％完了
（但し、岩間地区の区画整理区域内の道路におい
ては、復興道路として整備していくため除外）

・県道　泉・岩間・植田線は、岩間、小浜の被災市
街地復興土地区画整理事業の中で整備

・2 級河川根小屋川は、工事は発注済み（平成 27
年 3 月完了予定）
※いわき石川線　才鉢地内の法面崩落個所につい
て、平成 26 年 9 月 26 日から暫定的に解放され、
1車線片側通行可能

・市道 505 箇所が被災
　平成 24 年度　447 箇所復旧　　89％
　平成 25 年度　505 箇所復旧　 100％

・河川、排水路　18 箇所が被災
　平成 24 年度　16 箇所復旧　　89％
　平成 25 年度　18 箇所復旧　 100％

・普通河川　御堂川は、工事発注済み（平成 27 年
　3月完了予定）

　平成 27 年度までに耐震化を進める予定であり、勿
来地区の小中学校、幼稚園の耐震化工事の進捗状況
は、現在進行中。


