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第 183号（令和元年 8月10日発行）

発 行：田原振興会・田原地区センタ-

奥州市江刺田原字深沢166-1 

連絡先：☎・Fax 32-2131

E-mail: tawarasi@pup.waiwai-net.ne.jp 
期 日 9月14日(土)午前10時開会

場 所 健康増進センター
今年の招待者は、昭和18年4月1日以前に生まれた方で、田原地区に在住の77歳以上のみなさんです。

当日は式典の後に自治会女性部のお祝いの余興と、歌謡ショーを企画しております！

みなさんのご出席をお待ちしております。

7月31日(水)に第 1 回目の青少年交流会が衣川ふるさと自

然塾で開催され、大田代小学校、田原小学校の5・6年生21

名が参加しました。

当日は朝から猛暑でしたが、校長先生方の応援もあり、み

んな元気いっぱい頑張りました！

午前中はイワナのつかみ取り体験、午後はたたき染め体験

教室、お昼は捕まえたイワナを焼いていただきました！

7月22日(月)開催の、上期料理講習会では参加者の

みなさんが「ハチミツ」を使ったレシピで、漬け物、唐揚げ、

ジャガイモの大学芋、プリンを作りました。

秋蒔き野菜栽培講習会は、講師に桂 健也先生をお招

きして野菜の栽培方法などをいろいろと教えていただき

ました。

期 日 8月30日(金)午後２時開会

場 所 興国寺

参 列 田原遺族会 来賓 振興会役員

戦没者の御霊を慰め、戦争による苦しみ悲しみ

を二度と繰り返さないことを誓い、世界の平和を

祈念するために今年も戦没者合同慰霊祭を開催

します。

期 日 9月１日(日) 午前9時開会

場 所 健康増進センター

体育振興部では体力作りもかねて

ビーチボール大会を開催します。

行政区対抗ですので、各地区からの

参加をよろしくお願いします。

詳細は各地区体育委員まで。

自分で捕まえた

イワナはとっても

おいしかったね！
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木 区長発送日

9:00 健康増進センター

31 土

興国寺30 金 田原地区慰霊祭 14:00

6:00農村広場　草刈除草2回目 農村広場

1
日 田原振興会体育振興部　第24回ビーチボール大会

田原振興会 定例区長会 15:00

10 火 田原地区センター

岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙投票日

田原振興会 定例三役会 13:30

江刺地域統一要望提出

江刺中央民児協 13:00 田原地区センター

23 金 肺がん･大腸がん検診、結核健診
9:30～
11:30

田原地区センター

22

日 曜日 行　事　予　定 時　間 会　　　場

6 金

8 日

19 月 大田代小・江刺一中始業式

18
日 小田代地区大運動会 9:00 農村広場

20 火 田原小始業式

要望
番号

件　　　名 要　望　内　容

　大田代地区約200戸が通勤通学、買い物等に利用し、また大東町方面からの水沢
江刺駅利用者も通行する非常に交通量の多い道路であり、一部落石防止工事は実
施済みだが狭隘でカーブも多く交通事故も発生しており、ドライバーから不安の声が
寄せられていることから早期の整備を要望する。

市道黒田助線改良工事について

市道日渡線の現道舗装及び側溝
整備について

　道延長220mの未舗装の坂道で大雨時には洗堀が起きる状況となっており、生活
道路でもあることから現道舗装及び道路側溝整備の早期実施を要望する。

市道石原線、熊川橋狭隘箇所の改
良について

　狭隘箇所については､通行車両のすれ違いもできず、左右の確認も困難な状態に
なっている。県営圃場整備事業で用地は確保されているので速やかな工事着手を
要望する。

7
川欠川の改修及び市道の一体整
備について

　上小田代地区土地基盤整備事業に併せた川欠川の整備、市道の一体整備を要
望する。

国道、県道及び市道にかかる通行
の妨げになる立木の伐採について

　田原地域は中山間地域が多く、各道路と山林が接しているところがほとんどで立
木や枝が道路を覆い通行の妨げになっている。そのような場合に早急に伐採処分し
ていただく体制を築いていただくよう要望する。

伊手川河川敷内立木の伐採につ
いて

　河川敷内の立木は年々大きくなっており、災害防止のためには伐採処分が必要だ
が、地域住民による奉仕活動には限界があり、水辺環境の美化、河川の増水による
災害を回避する点からも､早期に立木の伐採処分を関係機関への働きかけを要望
する。6

大畑地内水道未普及地域の解消
について

　地震に伴う水脈の変化などによる自家水井戸渇水の兆候が見られることから、大
畑地内の水道未普及地4戸へ配水管の延長敷設を要望する。

根木町浄水場の水源確保について
　平成30年度に策定した水源及び浄水施設の基本計画に基づき浄水場整備及び
揚水試験等事業着手に向け進行中だが早期完成できるよう現地調査等の促進を要
望する。5

消防屯所への水道施設の整備に
ついて

　田原地区消防屯所のうち第２部（土公地内）、第３部（深沢地内）の２屯所には水道
施設が整備されておらず、消防ホースの洗浄等管理上必要な水道施設の設置を要
望する。

消火栓の設置について
　消防水利が非常に悪く、ため池や水路では対応しきれず､冬期間は水路からの取
水が見込めないことから消火栓の設置を要望する。
※要望箇所　　沢田前地内　　宿地内　　山館地内　　御免地内

防火水槽の設置について
　消防水利が非常に悪く、ため池や水路では対応しきれず、冬期間は水路からの取
水が見込めないことから消火栓の設置を要望する。
※要望箇所　　馬形地内１基　　川内地内１基　　駒場地内１基

4

3 交通安全施設の整備について

　国道456､県道水沢玉里線及び市道交通危険箇所にかかるカーブミラー設置、
ガードパイプ修繕を要望する。※新設　国道４５６根木町地内、市道大北線沢田前
地内、市道石山馬形線・県道水沢玉里線交差点大日地内、市道大畑横懸線・国道
４５６交差点深沢地内　※修繕　国道456深沢地内崖側　ガードパイプの修繕等

2
国道456号線の歩道整備及び改良
促進について

　川内～大平間は大田代小学校及び田原中学校の児童生徒の通学路であり、戸崎
～大日前間は田原小学校児童の通学路となっている。この区間は歩道と車道の区
別がなく、交通量も多く高齢者等にも大変危険であり、歩道の整備及び道路改良を
早急に実施するよう関係機関への働きかけを要望する。

1

市道横懸線の現道舗装について

　市道延長1.3㎞のうち約１㎞が舗装済みとなっているが起点側約330mが未舗装で
大雨時には洗堀が起きる状況となっている。また道路側溝も素掘りのため洗堀され
た土砂等により浅くなっており排水が滞ることもあり生活道路でもあることから現道
舗装を要望する。

市道川欠線、高根下地内道路側溝
の改良について

　形状に不都合があり、大雨の際に市道及び宅地へ越流することから改修するよう
要望する。

市道石原線大日簡易郵便局以南
の歩道の設置について

　田原小学校児童通学路は現在歩道が設置されておらず、朝夕の通学時間帯は交
通量も多く、さらに冬期には除雪された雪で道幅が狭くなり危険な状況となっている
ため早期の歩道設置を要望する。

８月 11日 ～ 9月 10日までの主な行事予定

7月26日(金)江刺総合支所において令和元年度地区要望行政ヒアリングが開催され、田原振興会では会長、副

会長が出席し、以下の通り要望書を提出してきました。正式な回答は１２月頃の予定となっております。

7月20日(土)、愛宕振興

会開催のウォーキングに

参加しました。

今回は愛宕地区内4.5

㎞のコースを歩き、みな

さんいい汗をかいていま

した！

7月21日(日)、母の会を中心に交通安全を呼びかける街頭活

動を実施しました。ドライバーのみなさんにガムやお茶、交通事

故防止のチラシ等を配付して安全運転を呼びかけました。

《農村広場草刈り除草》

8月31日(土)6時～

《秋のクリーン行動》

9月16日(日)

日 時 9月19日(木)､26日(木)10：00～12：00

場 所 江刺カルチュアパーク

テニスコート(雨天時室内)

参加費 １回500円(保険料等)

服装・持ち物 運動ができる服装、テニスシューズ

または運動靴、タオル、飲料、

ソフトテニス用ラケット(貸出有り)

締 切 9月12日(木) 午後5時 各日先着20名

申込み・問い合わせ

8月

９月

7月7日(日)､奥州市の検診広報活動を部長､副部長3名で広報車を

使用して行いました。7月の検診は約100名の方が受診され、広報活

動の効果を実感しました。

ご自分や家族の健康を守るため､忘れずに検診を受けましょう！

7月10日の特定検診には約100

名の方が受診されました！

まだ受信されていない方は、

8月23日、忘れず受診しま
しょう！

7月18日(木)、環境保健部の

視察研修会で、秋田の能代市

にある「秋田エコプラッシュ株

式会社」に行ってきました。

廃プラからのリサイクルにつ

いて実際に見学させていただ

いたのですが、暑い中手作業

で仕分けをしたりとても大変そ

うでした。ゴミを出すときは容

器をしっかり洗ってから出すな

ど、もっとみんなで関心を持つ

ように取り組んでいこうと思い

ました！


