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旧年中は、唐丹公民館に対し、皆様のご理解とご協力をいただき、誠にありがとう
ございました。本年も、皆様に必要とされる唐丹公民館となるように、取り組んで
参ります。ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。 公民館職員 一同

今年もよろしくお願いします

第２２回 お食事交流会
みずき団子づくりの会

日時：１月１４日（火）１０：００～１３：００

場所：唐丹公民館 集会室

参加費：３００円

内容：１０：００～ みずき団子＆食事つくり

１２：００～ 食事会

※ 食事のみの参加も可能です

昨年の交流会でも行い盛況だった「みずき

団子つくり」を今年も行います。

ぜひご参加ください！

①片川集会所

日時：１月１６日（木） ９時～１０時半

内容：健康に関する相談、血圧測定 等

②大石消防コミュニティ

日時：１月２２日（水）10時～12時

内容：健康に関する相談

塩分測定や減塩のお話し

持ち物：味噌汁や煮物の汁を1㎝程、小さ

な容器に入れてお持ちください。

健康相談会

追加検診日 令和2年2月16日（日） （受付時間 午前7時～9時）

検診会場 昭和園クラブハウス 対象 令和2年3月31日時点で40歳以上の人

※令和元年度中に市の胃がん検診や職場の胃がん検診を受けた人、病院で検査を受
けた人、もしくは受ける予定の人は、検査不要です。

検診料金 2,000円
※70歳以上（令和2年3月31日時点）、市民税非課税世帯、生活保護受給者は無料
申込期間 1月15日（水）～2月12日（水）の8時半～17時15分（土、日祝日を除く）
市健康推進課（☎22-0179）へ電話でお申し込みください。

胃がん検診の追加申込み

減塩取り組み強化月間！

今年度の特定健診の結果、唐丹地区の推

定塩分摂取量のデータは市内で最も高い

10.42ｇとなっております。塩分の取り方に

関して、詳しく知りたい方は、保健師まで



台風や大雨時の避難について

年末年始の南部コミュニティバス運行について

12月30日(月)～1月2日(木)までは運休
1月 3日(金)は、土日祝日ダイヤでの運行

融雪剤の配布

道路などの共有スペースに融雪剤を散布する場合、融雪剤を配
布します。唐丹公民館に連絡の上、取りに来てください。
※個人的な利用は除きます。また在庫に限りがありますので、
配布する量はこちらで決めさせていただきます。

防災メモ

市では、台風の上陸や大雨の予報が、夜から明け方となる場合には、明るいう
ちに避難できるよう時間を前倒しして避難勧告などを発令し、避難所を開設しま
すので、防災行政無線やテレビなどによる避難情報や気象情報にご注意ください。
◎台風や大雨時の避難は、
・避難施設への避難は「雨が強くなる前・暗くなる前」
・移動が危険と思われる場合（道路の冠水など）は、無理に避難施設を目指そ
うとせず、「自宅内の２階以上など、より安全な場所に避難」

台風第19号の際は、唐丹小中学校体育館の避難所に80人が避難されましたが、
強雨となった午後10時を過ぎて避難された方が大勢いらっしゃいました。また、
「車で避難し道路の冠水などで動け無くなった」「避難所にたどり着けなかっ
た」というお話しもありました。

・外出することでかえって命に危険が及ぶ場合もあり
ますのでご注意ください。

・平成28年度に町内会毎に作成した洪水・土砂災害
緊急避難地図で、地域の危険箇所と避難の目安をご
確認ください。（地図は公民館にもあります）

空き家活用のご相談をお受けします

空き家の活用や空き家バンクへの登録などについてご相談をお受けします。
「まだまだ住める」「リフォームして貸したい」など、空き家となっている家屋
をお持ちの方はご一報ください。市の担当者が唐丹公民館で相談をお受けします。
※相談は予約制になりますので事前に公民館までご連絡ください。

プレミアム付商品券の購入はお早めに

・販売期間は1月31日(金)まで ※商店での利用可能期間は3月15日(日)まで
・販売場所…平日：各地区生活応援センター(釜石を除く)など

休日：教育センター1階(鈴子町)※1/19(日)9～15時のみ
・持参するもの…購入引換券、現金、窓口来訪者の身分証明書
・問い合わせ…市商業観光課プレミアム付商品券担当 ☎ 22-9261

問い合わせ 市生活安全課
☎ 27-8451



「後期唐丹地域会議」を開催しました 
 

12月 3日、唐丹公民館において、市長・市幹部職員参加のもと、

運営委員等の構成員 15名、一般参加者 7名の出席により、後期唐丹

地域会議を開催しました。会議では、次の項目について市から説明が

あり、意見交換等を行いました。 

⑴ 新しい釜石市総合計画策定概要 

⑵ 地域課題への市の対応方針 

⑶ 地区センター会議の取組み  資料は唐丹公民館で配布しています。 

※⑵ 地域課題（各町内会からの要望・課題）への市の対応方針に 

ついて、次のとおり回答がありました。市の対応方針における、処理区分方針の内容は次のとおりとなります。 

実 施：実施済み、今年度実施、または確実に実施予定   実施調整：2～3年の間に実施予定 

実施困難：優先順位・緊急性から実施困難、または将来整備すべきものの 2～3年の間では実施困難 
 

▼ 課題・要望内容（要旨） 【 】は要望町内会 ▼ 市の対応方針など（要旨） 【 】は市の担当課 

① 国土調査事業の早期実施【全域（花露辺を除く）】 
 地域住民は高齢化しており、早急な調査の実施を要望する。 

実施困難 計画の前倒し実施は困難な状況です。令和 5
年度の実施予定です。【国土調査推進室】 

② 市道唐丹6号線付近の道路補修【花露辺】 
 花露辺50・佐々木宅前から花露辺50の4・齊藤宅前に通ず

る道路の谷側の舗装が雨水等により浸食しており、道路中央に

雨水側溝を整備する等の対策を講じてほしい。 

実施困難 抜本的な対応は早期の実施が困難ですが、側
溝整備案のみではなく、様々な方法による雨水対策を検

討します。部分的な補修は道路維持補修事業で対応しま

す。【建設課】 

③ 北村川洪水対策【本郷】 
豪雨増水時に決壊洪水が発生している。河口付近には、建物

があり、流出のおそれがあるので、本復旧工事を要望する。 

実施調整 台風19号により被災したことから、災害復旧
事業による工事実施を目指し、国に災害申請しています。 

【建設課】 

④ 明治29年津波記念碑・碑文部分の復元修理【本郷】 

東日本大震災の津波で記念碑・碑文・刻字の一部が欠損して

おり、市での復元・修理を要望するが、併せて、活用可能な助
成・補助制度を紹介してほしい。 

実施調整 記念碑の維持管理・復元は管理者等が行うこ

ととなりますが、後世への継承の必要性は十分認識して

おり、補助制度などを模索しています。復元・修理に向け
て協議・検討を進めます。【教育委員会総務課】 

⑤ 本郷大曽根川金山橋付近の護岸改良工事【本郷】 

大雨・豪雨の際、大曾根川が増水氾濫する危険性が大きい場
所であり、護岸改良工事（堤防のかさ上げ）の施工をお願いす
る。 

実施困難 早期の実施は困難ですが、市河川計画で優先

度を考慮し、改修を検討します。台風19号で被災した区
間上流部（国道下流付近）は災害復旧事業による工事実施
を目指し、国に災害申請しています。【建設課】 

⑥ 市道唐丹22号線から分岐鈴木宅入口までの道路舗装の剥
離箇所の修繕と排水路設置【片川】 

 大雨時には山から大量の水が流出し道路舗装が剥離してお
り、剥離箇所の修繕と排水路の設置を要望する。 

実施困難 早期の実施は困難ですが、今後も道路パトロ
ール等を通じて状況確認に努め、舗装の維持、排水対策を

検討します。【建設課】 

⑦ 準用河川小田木沢川上流部の改修【片川】 
当該箇所は未整備であり、沢本流暗渠の閉塞で、市道の冠水

や宅地浸水で庭土流出被害が生じている。暗渠上流部の早期整
備をお願いしたい。 

実施調整 未整備箇所の早期整備は困難ですが、市河川
計画で優先度を考慮し、暗渠閉塞対策のスクリーン設置

等の改修について、R3年度を目途に整備を検討します。
台風19号被害による土砂堆積箇所は、災害応急復旧事業
で土砂撤去作業を行います。【建設課】 

⑧ 片川集会所、消防屯所付近の排水対策【片川】 
周辺は、大雨時に冠水し、活動に支障が生じるほか、隣接宅

地への浸水もあり、排水溝の整備が必要である。 

実施困難 排水溝の整備は、多額の費用がかかり早期の
整備は困難です。上流側の治山整備も必要と思われ、整備

手法を含め対応を検討します。【生活安全課・消防課】 

⑨ 落合～鍋倉間の道路改修【山谷】 

国道45号が通れない場合の迂回路として復旧を要望する。 

実施困難 早期の実施は困難です。【建設課】 

⑩ 山谷集会所水道設備の水源確保【山谷】 
 集会所の水源は、住居用の水源を利用させていただいている

が、住居利用に影響があり、専用の水源確保を要望する。 

実施調整 市集会所の改修は一定予算の中で、緊急度、優
先度により対応しており、予算確保に努めます。H30年に

設備改修で給水加圧ポンプと湯沸器設置済。【生活安全課】 

⑪ 市道唐丹29号線の舗装【山谷】 
 唐丹29号線（鈴木宅前～白浜宅入口の約500ｍ）の舗装を
要望する。 

実施困難 早期の実施は困難です。地域で砂利敷き等実
施してきた経過もあり、材料提供について地域と協議し
実施します。台風19号被害による路面洗掘は応急復旧対
応しました。【建設課】 



⑫ 市道唐丹27号線の側溝の整備【山谷】 
唐丹27号線（下村宅から下側）のU字側溝が、東日本大震

災で折れ、大雨で路面に水が溢れ出るため、整備を要望する。 

実施困難 抜本的な改修について早期の実施は困難で
す。部分的な損壊箇所等は、道路維持補修事業で対応しま

す。【建設課】 

⑬ 市道唐丹27号～林道五葉線の道路脇の草刈作業【山谷】 
道路脇の草木が伸びており視界が悪く危険なためパトロール

の頻度を増やし継続した対応をお願いする。 

実 施 実施調整 機会を捉え、道路パトロールにより現
況を確認し、継続した対応を行います。【建設課・農林課】 

⑭ 集会所のトイレ改修【荒川・山谷】 
集会所（荒川・荒金・山谷）のトイレは、和式・汲取りとな

っており、洋式・水洗化を要望する。 

実施調整 市集会所の改修は一定予算の中で、緊急度、優
先度により対応しており、予算確保に努めます。実 施今
年度、片川集会所のトイレを改修済みです。【生活安全課】 

⑮ 熊の木沢からの雨水対策【荒川】 
熊の木沢から雨水が市道唐丹57号線に流入し、稲荷神社敷

地内等にも流入しており、側溝の設置など改良をお願いする。 

実施調整 台風19号等被害による土砂堆積箇所は、災害
応急復旧事業として土砂撤去作業を行います。今後もパ
トロールで状況確認し、対応を行います。【建設課】 

⑯ 市道唐丹24号線の拡幅・改良【荒川】 
唐丹24号線の一部を拡幅・改良し、車両が通行できるよう要

望する。 

実施困難 抜本的な改良の実施は困難ですが、部分的な
補修等は道路維持補修事業で対応します。【建設課】 

⑰ 市道下荒川団地1号線の改善【荒川】 

大雨の際、大量の土石流が流れ込み排水溝が塞がり、住宅へ
の流入が懸念され、改良（擁壁・側溝設置）を要望する。 

実施調整 これまで路面排水対策としてアスカーブを設

置しました。沢水が流れ込む箇所の擁壁設置とアスカー
ブの延伸をR3年度を目途に整備を検討します。【建設課】 

⑱ 市道平林線の改良【荒川】 
平林地区への住宅再建が増加し、唯一の生活道路である平林

線は、道路も狭く急勾配の上、側溝も未整備で事故の発生が懸

念され、全線の改良整備を要望する。 

実施調整 国交省で実施していた起点側国道交差点の改
良は完了しました。全区間の抜本的な改良の実施は困難
な為、今後も道路パトロールを実施し安全確認に努め、部

分的な補修は道路維持補修事業で対応します。【建設課】 

⑲ 市道唐丹33号線の補修（蓋かけ・路面補修等）【大石】 
旧バス停～現バス停の側溝の多くは、木の葉などで詰まり、

大雨で水が路面に溢れ、年に3回の土砂上げも路線が長く苦慮
している。側溝の蓋かけと、道路破損個所を補修してほしい。 

実施困難 全区間の蓋かけの早期の実施は困難ですが、
損壊箇所等は、道路維持補修事業で対応します。アスファ

ルト舗装の欠損箇所は応急復旧対応しました。【建設課】 

⑳ お墓までの道路の舗装・草刈の実施【大石】 

共同作業で草刈等の維持管理を行っているが、高齢化で作業
が大変であり、道路延長全て（約400ｍ）でなくても、一部

（入口～50ｍ程度）の舗装と、定期的な草刈実施を要望する。 

実施困難 当所での維持管理による道路の舗装は困難で

すが、通行や施設管理に支障を来す場合は、補修を行い、
通行を確保します。また、草刈作業についても、通行の妨

げになる箇所は対応します。【水道事業所】 

㉑ 小白浜グラウンドへのトイレの設置【小白浜】 
小白浜グラウンドにトイレの設置を要望する。 

実施調整 本設トイレの設置は難しいが、仮設トイレの
設置に向け、設置費用・維持管理方法等を検討します。 

【都市整備推進室】 

㉒ 市道唐丹20号線へのカーブミラーの設置【小白浜】 
唐丹20号線（学校横の道路）は車幅が狭く、見通しが悪い

ことから市道内２箇所にカーブミラーの設置を要望する。 

実施調整 車両通行などの状況確認を行います。【建設
課】地域会議交付金等の活用も含め設置を検討します。 

㉓ 市道唐丹36号線のがけ崩れ対策【大石】 

唐丹36号線（毘沙門神社付近）の法面について、がけ崩れ
のおそれがあり対策を要望する。 

実 施 対策工法の検討を行っており、今年度実施する予

定です。【都市整備推進室】 

㉔ 市道唐丹37号線の補修【大石】 
工事車両の往来により唐丹37号線（バス回転所付近～漁港）

に舗装の剥離箇所、排水蓋の破損個所があり補修を要望する。 

実 施 部分的な補修は、工事を実施している関係課調整
の上、対応します。【建設課】 

㉕ 平林地区・荒川復興住宅付近～国道45号線谷側への歩道
の整備【荒川】 

当該地区から最寄りの荒川バス停までは国道山側の歩道を通
らねばならず、通学児童・生徒やバス利用者は横断歩道の無い
国道の横断を余儀なくされており早期の歩道整備を要望する。 

実施調整 荒川バス停から国道 45 号沿いの歩道の整備
については、国土交通省三陸国道事務所において計画さ

れており、荒川団地付近の橋梁、歩道等の設計を予定して
いると伺っています。【生活安全課】 

 

唐丹地域会議とは…住民と行政が相互理解の上、「協働」を通してのまちづくりを進めるため平成 20 年に組織され、 

唐丹地域の町内会・団体の役員など 30名で構成しています。 

地域会議の目的は…より良いまちづくりのため、市民参加の理念を基に、地域と行政が一体となって地域の問題を考 

え、解決策を見出し、自ら実践すること、地域住民の意見要望を行政施策に反映させることなど 

を目的としています。 
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