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ラグビーＷ杯初の日本開催で盛り上がった 2019年。その興奮冷めやらぬ中、 

玉里のラグビー熱もまだまだ続いています！ 

10月の岩手県大会を制し、花園への切符を手にした県立黒沢尻工業高校のチーム。県大

会には平野広大さん（北部）が、１年生ながら出場していました。 

広大さんは幼いころからラグビーをはじめ、中学校時代には U15 の県代表に選ばれるほ

どに力をつけ、今年度黒沢尻工業高校に入学しました。高校入学後は体格も大きくなり、

ラグビー強豪校の中で活躍できているのは、日々のトレーニングとご家族のサポートの賜

であると思います。 

花園での初戦は、大会初日の 12月 27日（金）13：20から、鳥取の米子工業高校との対

戦となっています。地区の皆さん、応援よろしくお願いします！ 

 

 

 令和元年度秋の叙勲において、門脇生男さん（玉崎）が旭

日双光章を受章されました。12 月 11 日には、環境省での伝達

に臨み、その後皇居の春秋の間において天皇陛下に拝謁され

ました。 

 門脇さんは「地域の皆さんにお世話になり、育てていただいた。

地元に恩返ししていきたい」と話されていました。 

【門脇さんの主な功績】 

昭和 51 年地域社会の安全を守ることを使命として

北日本油設㈱設立に参画し、産業廃棄物の処理や

再利用の業務に精励。平成 11 年から（一社）岩手県

産業資源循環協会理事、協会会長を歴任。平成 19

年から（一社）全国産業資源協会理事、平成 25年か

ら（一社）全国産業資源協会副会長などの要職を務

め、産業廃棄物の適正処理、生活環境の保全、産

業活動の発展に尽力されました。 

http://tamasato.jimdo.com/


 
  

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

12/29（日） 午後３時 

地区センター

集合 

１/ ６（月） 

１/12（日） 

 12 月 17 日には地区防犯委員会を開催し、小中

学校の冬休みの暮らし等について話し合いました。 

児童生徒の皆さんが、事件事故等に巻き込まれ

ないために、地域でも見守りましょう。 

☆ 食改善から 

☆ 防犯委員会から 

持ち物 マイ雪かき用具、防寒グッズ、やる気 

小型除雪機の修理・維持には歳末 

たすけあい地域配分助成金を活用 

しています。 

毎年恒例の「男の料理教室」を開催します。 
初心者の方も、腕に覚えのある方も、わいわい 
楽しく作って会食しましょう！ 
  

日 時：２月５日（水） 午前９時 30分～ 

場 所：玉里地区センター 調理室 

持ち物：エプロン、三角巾、300円（材料費） 

申 込：１月 31日（金）までに玉里地区センター 

へご連絡ください！ （℡ 36-2131） 

 

【パトロール実施の日程】 

 12月 13日、奥州地区年末年始地域安全運動出動式が水沢で開催されました。玉里防犯委員会

から４名参加し、年末年始の犯罪防止や特殊詐欺への注意喚起のため、パレードを展開しました。 

日時：２月２日（日） 午前９時～ 

場所：トレーニングセンター 

・・・・・・・・・・・・ 

  暖かい服装で参加して下さいねー！ 
 

目指せ、健康長寿！ 

☆ 青年部から 

 
環境保健部からのお知らせ 

 

江刺公衆衛生組合連合会よ

り、平成 30 年度のリサイクル活動

費が地区に交付されました。その

中から、１集落当たり 5,000 円を

保健活動費として各集落に交付

します。 

 ごみ集積所の整備やリサイクル

への意識向上を図る活動に活

用してください。 

 今後もリサイクル 

へのご協力をお願 

いします！ 

☆ 社会体育部から 

日時：１月 19日（日） 午前９時 30分～  

会場：トレーニングセンター 
 

 

 女性大歓迎です！ 

青年部では、今年度も除雪隊の活動を２回予

定しています。除雪隊の活動は今年で９年目。楽

しく和気あいあいと活動していますので、興味のあ

る方は一緒に活動し、爽やかな汗を流しましょう！  

【活動日時】 

１月 26日（日）・２月９日（日） 

午前９時～（地区センター集合） 

いよいよオリンピックイヤーの幕開けで

す。参加することに意義がある！スポーツ

を楽しみながら、親睦を深めましょう！ 
 

防犯委員の皆さんは、 

協力をお願いします。 



  
 

令和元年度の地区要望に対する回答が、市から次のとおり届きました。 
 

№ 要 望 内 容 
取組

方針 
市からの回答 

１ 

主要地方道水沢米里線の整備促
進（青篠地内信号機設置交差点
から市道玉里藤里線Ｔ字路交差
点（白山神社周辺）までのバイ
パスによる道路改良） 

Ｂ 

県からの回答：『交通量の推移や公共事業予算の動向等
を見極めながら検討していくが、早期の事業化は難しい
状況である。』 

2 

市道の歩道設置（市道藤里口内
線青篠地内信号機設置交差点か
ら市道人首街道線交差点まで） 

Ａ 

Ｈ30 年度より事業着手し、令和元年度は用地補償を予
定している。令和２年度以降も年次計画に沿って事業進
捗に努める。 

3 

①県営経営体育成基盤整備事業
次丸地区及び②級河川人首川筋
次丸地区河川改修事業の促進
（畑中橋取付道路整備促進） 

①A 

②B 

県からの回答：『①については令和２年度の事業完了を
予定している。②については本年度畑中橋取付道路の舗
装工事を完了する見込み。今後も引き続き河川改修工事
を進めていく。』 

4-1 

一級河川人首川の河川環境の整
備（河道浚渫事業の推進及び階
段工の設置、頭首工５箇所に魚
道設置に係る支援） 

Ｂ 

県からの回答：『Ｈ25年度に玉里大橋の上流部から着手
し、平成 29年度までに熊野田橋下流付近まで実施。河口
への降口は左右岸各１箇所設置済み。平成 30 年度は JA

江刺玉里営農支援センター付近を実施し、今後も他の河
川の状況を踏まえながら順次取り組む予定。頭首工につ
いては、魚道設置に係る県の支援制度はないため理解を
求む。』 

4-2 

一級河川人首川の河川環境の整
備 

①市道土尾線（玉 16）の改良、
護岸改良 

②中島橋上流下流の浚渫、上流
部左岸の護岸整備 

③大内田橋から朝日野橋下流ま
で両岸の護岸整備 

④高間ヶ岡、熊野地内護岸の嵩
上げ整備 

 

主要地方道水沢米里線の整備
（柳沢地内の早急な法面保護等
の整備） 

Ｂ 

 県からの回答：『河道掘削は各地区からの要望が多く、
限られた予算内で必要性や緊急性等の高い所から実施
し、Ｈ30 年度はＪＡ江刺玉里営農支援センター付近を実
施。護岸整備については、一部河岸の浸食防止を目的に
大型土のうを設置した。現在設置されている護岸は災害
復旧事業により整備したもので、今後も洪水等の河川パ
トロールにより、状況を確認しながら緊急性や沿川の土
地利用状況に応じ、災害復旧事業での整備を検討する。 

朝日野橋下流約 400ｍから熊野田頭首工間は次丸地区
治水整備事業で河川改修を実施中。今後も予算の確保に
努め、早期の事業完了となるよう推進を図る。 

 小規模な道路環境の改善（法面保護等）については、
同様の要望が多く、限られた予算内で必要性や緊急性等
の高い所から順次整備を進めていく。』 

5 市道熊野田線の改良舗装 Ａ 

 一部パイプライン布設工事との調整区間を除き、令和
元年度に一旦工事を終了し、パイプライン布設後に残工
事を実施する予定。 

6 市道上玉ノ木線の改良舗装 Ｄ 
必要性や緊急性の高い箇所から道路整備計画に位置付

け整備を進めているが、現段階での事業化は難しい状況。 

7 市道小菅生白山通線の改良舗装 Ｄ 
必要性や緊急性の高い箇所から道路整備計画に位置付

け整備を進めているが、現段階での事業化は難しい状況。 

8 

一般県道玉里梁川線の局部改良
及び歩道設置（JA 玉里給油所前
交差点から牛沢墓地までの急勾
配、指導宮田牛沢線終点付近の
急カーブ、市道小菅生柳川線交
差点の急カーブの局部改良、市
道宮田牛沢線終点付近から小菅
生バス停留所までの歩道設置） 

Ｂ 

県からの回答：『歩道設置については各地域から多くの
要望があり、限られた予算の中、必要性や緊急性の高い
通学路を重点的に整備している。今後の交通量の推移や
県全体の進捗、予算の問題等を踏まえ検討していくが早
期の事業化は難しい状況。 

急カーブ解消等の局部的改良についても各地区からの
要望が多く、交通量の推移や予算の動向等を見極めなが
ら検討するが、早期の事業化は難しい状況である。』 

☆ 振興会から 
A：要望の趣旨に沿って措置 

B：現実に努力していくもの 

C：当面は実現できないもの 

D：実現が極めて困難なもの 



～１月の行事予定（12/25現在）～ 

※日程変更もありますので、了承願います。 
 

12/29（日）～１/３（金）は、地区センター＆農業者 

トレーニングセンター閉館です。 
 

１／１（水）【元日】 

１／５（日）顕彰式典・地区民年賀の会（pm2：00～） 

１／６（月）仕事始め 

１／11（土）小正月行事体験・凧作り教室（地区センター） 

１／12（日）市成人式 

１／13（月）【成人の日】市出初式 

１／14（火）江刺東中始業式 

      おやこの食育教室（児童クラブ） 

１／16（木）玉里小始業式 

１／17（金）区長会 

１／18（土）新春親子凧揚げ大会（教振） 

１／19（日）地区綱引き大会 

１／27（月）玉里老人クラブ卓球大会 

 

資源回収日  ：１／６（第１月曜日） 

不燃ごみ収集日：１／15（第３水曜日） 

可燃ごみ収集日：１／3、7、10、14、17、21、24、

28、31（毎週火・金曜日） 
 

※ 12/31（金）の可燃ごみ収集は休みです。 

9 

ほ場整備（樋茂井）地区の整備
促進 

ほ場整備（中堰）地区の整備促
進 

A 

県からの回答：『農村地域防災減災事業樋茂井地区につ
いては、令和２年度も引き続き実施する。 

玉里中堰地区基盤整備事業については、令和２年度換
地業務にて従前地の再調査等着手予定。』 

10 

防災拠点施設の整備（地区セン
ター隣接地への防災拠点施設の
設置） 

C 

広い駐車場や屋内スペースを有する玉里トレーニング
センターを活用することも有効であることから理解を求
む。 

11 

玉里小学校・江刺東中学校教育
環境の充実について 

・玉里小学校 

①バックネット裏の側溝設置 

②校庭・体育館前駐車場の整地 

・江刺東中学校 

①校庭の抜本的な排水対策事業
の実施 

玉小 

①B 

②Ｃ 

 

東中 

①B 

学校施設の修繕については、各施設の要修繕箇所や要
望事項を取りまとめ、安全確保の緊急性、法定点検指摘
事項の改善、教育カリキュラムへの支障等の観点から優
先度を総合的に判断し、計画的に改善を図っている。 

要望箇所については、施設管理者と協議しながら順次
改善を図ることとする。 

12 

市道老耳中央線（市道巽沢線よ
り市道老耳第二線まで全線 L＝
700ｍ）の改良舗装について 

Ｄ 

必要性や緊急性の高い箇所から道路整備計画に位置付
け整備を進めているが、現段階での事業化は難しい状況
である。 

13 

市道老耳第二線（市道老耳中央
線起点部分より市道白岩第一線
までの未舗装区間 L＝900ｍ）の
改良舗装 

D 

必要性や緊急性の高い箇所から道路整備計画に位置付
け整備を進めているが、現段階での事業化は難しい状況
である。 

新 
（仮称）江刺東こども園の新設
について 

A 

 平成30年度に開催した江刺地域再編準備委員会におい
て、こども園の建設候補地を「玉里地内」と方向付けて
いる。 

今後、利用者の利便性や園児の送迎経路等に留意し、
子どもの数の推移、利用率の状況等の精査を進め、建設
候補地を絞り込み、再編準備委員会の合意を得て進めて
いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉里地区センターでは、「たまさとだよ

り」月 2 回発行、ホームページ＆ブログで

玉里の日常を発信しています。 

「玉里地区センター」で検索 

してみて下さいね！ 

遠方に住む家族・親戚・友人と 

離れていても つながる玉里 
 

 

＊送付内容 申込み後、料金が納まり次第、直近の 

「たまさとだより」から１年間（12 回）送

付いたします。 

＊料  金 １年分 1,000円（郵送料等）  

＊申込方法 郵送先と申込み者の氏名・住所・

電話番号を教えていただくだけで OK

です！ 

問合せ先：玉里地区センター 36-2131 

 

随時 
受付中♪ 


