
≪凧づくり教室≫ 

日時：１月９日（土） 午後１時～ 

会場：玉里地区センター  
 

 

☆当日は参加料（300円）と工作道具を 

持参し、お家の方と一緒に参加しましょう。 

【№475】令和２年 12月 24日発行 

【発 行】玉里地区センター   

奥州市江刺玉里字青篠 199-3 

TEL・FAX : 0197-36-2131 

【ホームページ】  

http://tamasato.jimdo.com/ 

日時：２月７日（日）午前 10時～ 

場所：トレーニングセンター 

目的：運動不足解消と参加者相互の交流 

参加資格：玉里在住者、出身者（学生除く） 
     行政区男女混合５人まで 
 

・感染症対策にご協力ください。 

・18歳未満の方の入場はお控え下さい。 
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住んでいい地域 住ませたい地域 玉里    
                  
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

☆ 防犯委員会から 

【パトロール実施日】 

12/27、1/10、1/17（日） 

午後３時～ 

当番になっている防犯

委員さんは、ご協力をお願

いします。 

☆ 地区センターから 

 12月 14日、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、地域の目で見守りましょう。 

≪小正月行事体験≫ 

日時：１月９日（土）午前 10時～ 

会場：玉里地区センター 

内容：みずき団子作り・餅つき ほか 

※ お餅の会食は行いません。 

☆ 次の恒例行事については、老人クラブ、食改善、青年部の方々に
協力を頂きながら、規模を縮小して開催します。 

 

玉里小冬休み：12月 26日（土）～１月 18日（月） 

江東中冬休み：12月 25日（金）～１月 12日（火） 

☆ 社会体育部から 

今年度２回目のニュースポーツ体験

交流会を次のとおり開催します。冬の運

動不足を解消して、心身ともにリフレッ

シュしましょう！ 

 12月 13日、玉里農楽考の畑で収穫した野菜をおすそ

分けしていただきました。大根、白菜、ネギなどはこ

の寒い時期のお鍋やおでんにぴったり！ 

 家庭菜園がしたくてもなかなかできないという方も

いて、無農薬ですくすく育った野菜に感激していまし

た。農楽考の皆さん、ありがとうございました！ 

http://tamasato.jimdo.com/


「史跡探訪ウォーク」の 10回目は、1区、２区方面へ。１区自治会館を集

合場所にお借りしました。ついつい欲張ってしまい、歩く距離は 14ｋｍ以

上になってしまいました。 

 まず目指したのが「宝鏡院跡」です。京

都より宝鏡院という修験者が長倉沢を訪

れ、庵を結んでいました。その頃、伊達政

宗の命により着工されていた樋茂井堰の

開削が難航していました。冬のある日、宝

鏡院は盛街道の雪上をウサギが横切っ

た足跡を発見し、街道の地下に隧道（トン

ネル）を通すことを進言したところ、「穴山

隧道」の開削に成功し、樋茂井堰はほど

なく完成したのだそうです。庵の跡は開

田され、近くに信仰碑や供養碑が残され

ています。 

 永倉山をバックにウォーキングを楽し

み、元町会館、愛宕神社を経由し、柳沢

発電所跡に到着。 

「柳沢発電所」は、明治 44（1911）年に

人首川の水を利用した水力発電所とし

て、水沢電灯株式会社によって建設され

た胆江地方初の発電所です。大正３

（1914）年の電気創業と同時に水沢町、

岩谷堂町、玉里村に電力が供給されてい 

ました。昭和 24年こ 

ろにはその役目を終え 

たそうです。 

「角掛森古館跡」は、肥後（熊本県）の菊池氏が築い

た屋敷跡であり、主は角懸（菊池）四郎兵衛重勝と伝え

られています。空堀を越えて頂上付近まで行くと、目の

前に素晴らしい玉里の景色が広がりました。 

歩くことによって、まだまだ見たことのない景色や魅

力があることを再確認することができました。 

               
                                 角掛森からの眺め 

 

File 
№⑤ 
最終回 

開催日：2019（R1）年 11月 10日（日） 

集 合：１区自治会館 

講 師：えさし郷土文化館 野坂晃平さん  

参加者：34名 

 
見学コース 

永倉山をバックに 

穴山隧道を覗き見 

ふるさと史跡探訪ウォーク 

①宝鏡院跡 

②猪ノ鼻追分 

③羽山神社 

④羽山城跡 

⑤元町会館 

⑥隔離病舎跡 

⑦愛宕神社 

⑧鹿ノ股堰取水口 

⑨柳沢発電所跡 

⑩角掛森古館跡 

⑪１区自治会館 

⑫地蔵尊 

⑬穴山隧道 

⑭八雲神社 

 

柳沢発電所跡 

文化財委員会主催の史跡探訪ウォー

クを振り返るシリーズは最終回です。 
さぁ、来年もふるさとの史跡を探訪

しましょう！ 

 

日時：１月 19日（火）18：30～ 

場所：玉里地区センター 

  皆さんご出席のうえ 
ご意見をお聞かせください。 

江戸時代の末期から明治

時代初期の

を探しています。 

お持ちの方、またはお心

当たりのある方は、玉里地

区センターまで情報をお寄

せください。   
 

電話：36-2131 

１月３日（日）に開催を予定していた「令

和３年新春挨拶会」は、新型コロナウイルス

感染症の拡大状況を鑑み、中止いたします。 

地区の皆さまの安全のためですので、ご理

解いただきますようお願いいたします。 



  
 

令和２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 

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、市道宮田牛沢線終点付近の
急カーブ、市道小菅生梁川線交
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。』 

3 

県営経営体育成基盤整備事業
（次丸地区）及び河川人首川筋
次丸地区河川改修事業の促進 

E 

河川改修事業の促進につきましては、統一要望及び県
南広域振興局土木部長要望などの機を捉え、県に対し要
望してまいります。 

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） 

Ｂ 

県からの回答：『堆積土砂の撤去については、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。河川への降口は左右岸各１箇所
設置済み。今年度は大内田橋前後のほか３箇所について
河道掘削を実施する。今後も河川の状況を踏まえながら
順次取り組む予定。』 

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（昭和橋下流右岸） 

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 

 

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、昨年度は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。』 

5 市道藤里口内線の歩道設置 Ａ 
 令和２年度用地買収、物件補償の契約を進めており、
工事に着手する。早期事業完了に努める。 

6 市道熊野田線の改良舗装 A 
パイプラインの敷設までの期間が長くなることから令

和２年度舗装工事を発注済。 

7 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。 

8 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。 

9-1 
ほ場整備（樋茂井）地区の整備
促進（樋茂井堰用水路整備） 

A 

県営農村地域防災減災事業樋茂井地区については、全
長延長 L＝4,990ｍのうち、令和２年度まで L＝2059.2ｍ
（進捗率 41％）進んでいる。令和３年度は L＝543ｍが見
込まれており、引き続き県に要望を継続する。 

９-2 
ほ場整備（中堰）地区の整備促
進 

A 

県営経営体育成基盤整備事業玉里中堰地区は、令和２
年度には換地計画、令和３年度には外周測量が計画され
ている。今後も県に整備促進について要望を継続する。 

☆ 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 

E：その他 



資源回収日  ：１／４（第１月曜日） 

不燃ごみ収集日：１／20（第３水曜日） 

可燃ごみ収集日：１／5、8、12、15、19、22、26、

29（毎週火・金曜日） 

※ １/１（金）の可燃ごみ収集は休みです。 

～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。  

１／１（金）【元日】 

１／４（月）仕事始め 

１／９（土）小正月行事体験・凧作り教室 

１／10（日）市成人式 

１／11（月）【成人の日】市出初式 

１／13（水）江刺東中始業式 

１／19（火）玉里小始業式 

学校再編地域説明会 

１／23（土）新春親子凧揚げ大会 

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） 

D 

第一次収容避難所である玉里地区センターのほか、水
害時第一次収容避難所としてトレーニングセンターを指
定しており、この２施設を活用し災害に対応していく考
えであることの理解を求める。 

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、人命・財産への危害可能性、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。 

14 
（仮称）江刺東こども園の新設
について 

B 

令和元年度に開催した教育・保育施設再編準備委員会
において、整備予定地エリアの絞り込みしている。 

今後、小中学校の再編も踏まえ、将来人口・利用率等
の精査を行いながら地域の実情に合った施設のあり方に
ついて検討していく。 

15

新 

市道白岩第二線と市道迎井沢白
石沢線の交差点西南側に消火栓
を設置について 

C 
市全体の設置状況を勘案しながら計画的に整備してい

く。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉里地区センターでは、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」で検索して下さいネ！ 

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 １年間（12回）送付します。 

＊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・電話番号のみで OKです！ 
問合せ先：玉里地区センター 36-2131 

     申込は随時受け付けています！ 

玉里地区の人口・世帯数 

（令和２年 11月 30日現在） 
 

 人 口： １，５１６ 人 

   （ 男 性  ７５１ 人 ） 

   （ 女 性  ７６５ 人 ） 

 世帯数：   ５９３ 世帯 

今年はコロナウイルスや記録的な大雪で忘れられな
い１年になりましたね。新しい年が明るく安心して暮ら
せる年になりますように。よいお年をお迎えください！ 


