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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公民館事業などに参加される場合は、事前の検温と

マスクの着用・手指消毒にご協力をお願いします。具合が悪い・熱がある場合は参加をご遠慮

ください。また、感染状況により、急遽開催を中止することがありますので、ご了承願います。

業務時間：８：３０～１７：１５（土・日・祝日、年末年始は休館）

※ 貸館については時間外や土日祝日も可能です

所在地：唐丹町字小白浜５０番地

電話：０１９３－５５－２１１１

窓口業務：住民票・戸籍謄本・印鑑証明

所得証明など 各種証明書の発行

市税・保険料・使用料などの収納

各種届出手続き（住所変更、医療給付申請など）※一部対応できない手続きがあります

相談業務：「健康」「介護」「育児」「生活の困りごと」などお気軽にご相談ください。

保健師は、外出している場合がありますので、事前に連絡をお願いします。

公民館事業：①寺子屋教室（農業体験会、ホタル観察会、座禅会など）

②生き生き学級（畑、干柿作り、ものづくりサロン、食事交流会、そばうち体験 など）

③体験唐丹の歴史（歴史探訪ウォーキング、パネル写真展、屋形遺跡見学会など）

※開催予定を公民館だよりに掲載しますので、是非ご参加ください。

○ 「赤ちゃんの駅」に指定されています。

○ バスの待ち時間や待ち合わせ場所などにも、お気軽に公民館をご利用ください。

唐丹公民館（唐丹地区生活応援センター）をご利用ください

唐丹公民館

今までたいへんお世話になりました。

山口綾乃（保健師）と山口政義が退職します。

「約８年間、唐丹地区の皆様には大変お世話になりました。地域の様々な行事に参加でき、

良い経験をたくさんさせていただきました。本当にありがとうございました。（山口政義）」

４月から、佐々木麻衣（保健師）が平田地区生活応援センターより、菊地秀明

が栗橋地区生活応援センターより異動してきます。

地域の皆様には、普段から唐丹公民館の活動にご協力を頂き、誠にありがとう

ございます。今後も、もっと幅広い方に広く活用していただけるような工夫をし

てまいりたいと思っております。今年度もよろしくお願いします。

職員の異動・退職について



サークル名 内容 活動日 活動場所

唐丹太極拳クラブ 太極拳 毎週月曜日 ９時～１１時 唐丹公民館

洋裁リフォームクラブ 洋裁リフォーム 第１・３木曜日 １３時～１５時 片川集会所

元気回復夢クラブ 健康体操 毎週金曜日 １３時半～１５時 唐丹公民館

小白浜長生会 スカットボール他 毎週日曜日 ９時～１３時 唐丹公民館

唐丹の歴史を語る会 歴史の講話他 奇数月の第２月曜日 １９時～ 唐丹公民館

唐丹将棋クラブ 将棋 毎週日曜日 ９時～１２時 唐丹公民館

ピンポン同好会 卓球 毎週木曜日 １８時半～２０時半 唐丹公民館

グランドゴルフクラブ グランドゴルフ 不定期開催１０時～１２時 小白浜グラウンド

浜健康クラブ 100歳体操 毎週水曜日 １０時～１２時 唐丹公民館

本郷シニアの会 軽運動 他 毎週木曜日 １０時～１２時
本郷コミュニティ
消防センター

しゃくなげの会 軽運動 他 毎週木曜日 １０時～１２時 片川集会所

荒川ふれあい広場 軽運動 他 第２土曜日・第４日曜日 ９時～１２時 荒川集会所

Yogaサークル Hamaline
（はまらいん）

ヨガ 第２・４土曜日 ９時半～１１時 唐丹公民館

スクラムメイト 健康づくり 月に１回程度 唐丹公民館

(仮称）男の体操教室 100歳体操 毎週木曜日 13時半～１４時半 唐丹公民館

公民館や各地区の自主サークルに参加しませんか！？

南部コミュニティバスの運行時刻表の変更について

４月１日からバスの運行時刻が変更になりました。確認してご利用ください。

問い合わせ：市生活環境課 27-8451 ※時刻表は公民館にございます。

いきいき健康チャレンジカードについて
現在お使いの「いきいき健康チャレンジカード」は３月31日(木)をもって終了

しました。（3/31までの活動や歩数記録については4/28までポイントを付与し、

※特典の交換をします。ダブルチャンスエントリーについては3/31をもって終了

しました。）令和４年度の事業については、決まり次第、お知らせします。

問い合わせ：市健康推進課 22-0179

※特典の交換とは、カードの満点が初回の時にお渡しする商品券のことです。

参加したい！サークルを始めたい！など、ご希望があれば支援します。ご相談下さい。

令和３年度、宝くじの助成金でコミュニティ広場に遊具を設置

しました。使用開始にむけて、地域のみなさまと、整備作業をす

るなど準備をすすめて参りました。唐丹の子どもたちとオープニ

ングの会を開催したいと思います。是非、ご参加ください。

日時：令和４年４月６日１３時半から

「小白浜地区コミュニティ広場」遊具の使用開始について



令和３年度 町内会から提出された地域課題について
▼ 要望内容（要旨） 【 】は要望町内会 ▼ 市の対応方針（要旨） 【 】は市の担当課

① 国土調査事業の早期実施
【全域（一部実施済）】

実 施：本郷地区の一部を令和3年度に前倒し、現在調査
を行っている。引続き国に対して要望を行い、迅速な調査
実施に努める。【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】 実施調整：R4着手予定。単年度での全線の補修は困難。
数ヶ年の期間を要する。【建設課】

③ 本郷大曽根川金山橋付近の護岸改良工事
【本郷】

実施困難：今後、パトロールを実施して状況確認し、緊急
性のある土砂堆積や部分的な損傷箇所がある場合は、河川
維持で対応する【建設課】

④ 本郷地区危険傾斜地の崖くずれ防止対策
【本郷】

実施調整：地形・保全対象家屋の状況や地域の意見を伺い、
市内の緊急性・重要性の高い箇所から順次整備を進めてい
る。【振興局土木部】要望箇所は急傾斜区域になっており、
岩手県に整備要望します。【建設課】

⑤ 小白浜グラウンドへのトイレの設置【小白浜】 実施困難

⑥ 小白浜グラウンドへの水や土砂の流入を防ぐた
め為に、アスカーブ等の設置を要望する。

【小白浜】

実施困難：周辺地権者等と現地確認の上検討する。
【建設課】

⑦ 市道唐丹22号線から分岐鈴木宅入口までの道
路の剥離箇所の修繕と排水路設置【片川】

実施困難：早期の実施は困難。部分的な補修等については
維持修繕業務にて対応する。【建設課】

⑧ 準用河川小田木沢川上流部の改修【片川】

実 施：暗渠閉塞対策のためのスクリーン整備を実施。上
流部の未整備箇所については、スクリーン整備後パトロー
ルを通じて状況確認し検討する。また、部分的な損傷箇所
については、河川維持補修業務で対応する。【建設課】

⑨ 片川集会所、消防屯所付近の排水対策【片川】

実施困難：集会所及び消防屯所周辺において、土砂災害対
策として県が砂防施設整備を計画しており、今年度は測量
設計を実施中。排水溝の整備については、多額の費用を要
することから早急な整備は困難です。
【消防課・生活環境課】

⑩ 市道（小田木沢沿）の安全防護柵の維持補修
について【片川】

実 施：実施済。【建設課・まちづくり課】

⑪ 山谷集会所水道設備の水源確保【山谷】
実施困難：市立集会所の改修については、優先度の高いも
のから対応している。山谷集会所では、平成30年4月に
給水設備の改修として給水補助加圧ポンプと湯沸器を設置
しており、早急な対応は困難。【生活環境課】

⑫ 市道唐丹27号線の側溝の整備【山谷】
実施困難：抜本的な改修について早期の実施は困難。約１
５mの損壊箇所については、令和４年度を目途に維持補修
業務により対応する。【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】

実 施：①道路パトロールにより現況を確認し、対応につ
いて検討する。【建設課】②令和3年9月に見通しの悪い
箇所等を中心に草刈及び立木の枝払いを予定している。今
後も林道パトロールを実施し、適切な維持管理に努める。
【水産農林課】

⑭ 市道唐丹27号線、落合橋から山谷橋間の側溝
整備について【山谷】

実施困難：全線への蓋設置については早期の実施は困難。
部分的な補修等については維持補修業務により対応する。
【建設課】

⑮ 市道下荒川団地1号線の改善【荒川】

実 施：令和元年度に一部アスカーブを設置し、住宅への
流入を防ぐ措置を講じた。今後は道路パトロールにより現
況を確認する。当該路線の改良整備については早期の実施
は困難。【建設課】

⑯ 市道平林線の改良【荒川】
実施困難：全区間における抜本的改良の実施は困難。今後
も道路パトロールを実施し安全確認に努める。部分的な補
修については維持補修業務にて対応する。【建設課】



⑩ 市道（小田木沢沿）の安全防護柵

の維持補修について【片川】

⑰ 市道平林線（荒川復興住宅付近）へ

の歩道の整備について【荒川】

令和３年度 地域会議が実施協力した事業について

１ イベントへの助成

①唐丹ひきふね祭り(7/17) ②唐丹ゆめあかり(8/7)

③第９回唐丹町民スカットボール大会への助成

２ 団体への助成

①唐丹すぽこんクラブ ②唐丹駐在所連絡協議会

３ 環境整備事業

①街灯設置への助成【大石】

②小白浜グラウンド整備作業への助成

③山谷市道環境整備作業への助成

４ 稚魚放流 片岸川・熊野川

令和３年度に解決された地域課題について

⑰ 市道平林線の国道45号線（荒川復興住宅
付近）側への歩道の整備について（冬季凍
結のため坂道へ手すり設置要望）【荒川】

実 施：手すりを設置

⑱ 市道唐丹33号線の補修（A 側溝の蓋かけ
B 路面補修C 側溝補修）【大石】

A 実施困難：全区間の蓋掛けについて早期の実施は困難。損
壊箇所等については維持補修業務にて対応する。

B 実 施：これまで通り維持補修業にて対応してまいります。
C 実 施：令和2年度に側溝の補修を実施しております。
【建設課】

⑲ お墓までの道路の定期的な整備の実施
【大石】

実 施：当所での維持管理による道路の舗装は困難。通行や
施設の管理に支障を来す場合は、補修を行い、通行を確保す
る。また、草刈作業についても、通行の妨げになる箇所は対
応する。（除草剤散布や大雨後の砂利敷設など実施してい
る）【水道事業所】

⑳ 市道唐丹37号線の補修と舗装（A 道路舗装
の・排水蓋の補修 B 道路舗装）【大石】

A 実施調整：単年度での側溝改修の実施は困難ですが、令和
3年度より数ヶ年に分けて改修工事を実施する予定としてお
ります。蓋等の破損については維持補修業務にて対応してま
いります。
B 実施困難：早期の実施は困難ですが、市内における優先
度・緊急性を勘案しながら検討いたします。【建設課】

㉑ 市道唐丹33号線に隣接した土砂崩れ箇所の
対策 【大石】

実施困難：令和2年度に海側への流水対策として、アスカー
ブL=15mを設置。

㉒ バス停留所・回転場所の補修について
【大石】

実施調整：現地確認を行い、一部に経年劣化による亀裂や陥
没があることを確認した。当面定期的に点検することとし、
異常が見られる場合は修繕の工法等を検討することとする。


