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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。

今年もよろしくお願いします
旧年中は、新型コロナウイルスのさまざまな影響の中、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。本年は、一日も
早いコロナウィルスの収束を願うとともに、皆様に必要とされる唐丹公民館とな
るように、職員力を合わせて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

健康診査を受けましょう
今年はコロナウイルス感染症の影響でいつもより時期が遅れましたが、
1月14日より健康診査が始まります。案内通知が届いた方が対象となります。
※詳細な日程や会場は令和２年12月15日号の広報(6ページ)に掲載しています！
健診結果が届いても、見方が分からない方は、保健師まで声を
かけてください。昨年と変化はあったか、などなど、一緒に自分
の身体について振り返ってみましょう。

保健師から
コロナウィルス感染症予防のために、長い時間を家で過ごす
方も多いのではないでしょうか。そのため、不規則な生活や運
動不足になりがちで、体力や免疫力を下げてしまう可能性もあ
ります。なるべく同じ時間に起床や就寝を心掛け、少しでも体
を動かすように心がけましょう。また、暖房機器を使用すると
室内が乾燥するので、水分はこまめに摂りましょう。
今年も1年健康で過ごせるように、自分でもできそうな事が
あれば、ぜひ取り組んでみてください。

小白浜漁港海岸陸閘自動閉鎖システム説明会を開催します
岩手県では、東日本大震災で被災を受けた小白浜漁港海岸防潮堤・陸閘の復旧
工事を進めてきました。陸閘は、遠隔操作陸閘（1･2号陸閘）で、令和3年2月の
供用を予定していますが、供用開始にあたり説明会を開催します。
・日時…1月19日(火) 18時～19時30分

※申込不要

・場所…唐丹公民館
・内容…防潮堤・陸閘の概要、遠隔操作陸閘（1･2号陸閘）の運用方法
・問合せ…岩手県沿岸広域振興局水産部漁港管理課 ☎25-2706

釜石市住宅再建宅地対策補助金をご利用ください
被災された方が自宅の安全対策工事に要した経費に対し、補助金を交付してい
ます。申請を考えられる方は、担当窓口までご連絡ください。
■交付対象
・東日本大震災で自宅が被災し、り災証明書又は被災を証明する書類の交付を受
けられている方
・市の復興事業区域内で、平成23年3月11日以降に自宅のある土地の安全対策
工事（下記参照）をおこなった方
■補助金交付額
・現地の測量結果・安全対策工事の費用に応じて交付額が算定されます。
詳しい補助金の算定基準は、 市ホームページを参照ください。
市ホームページ

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2018080800029/

■安全対策工事

■担当窓口…市都市整備推進室 ☎27-8437

融雪剤の配布
道路などの共有スペースに散布する融雪剤を配布しています。
唐丹公民館に連絡の上、取りに来てください。
※個人的な利用はご遠慮願います。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。

「唐丹地域会議」が開催されました
11 月 6 日、唐丹小中学校体育館で唐丹地域会議が開かれ、
唐丹地区の各種要望について市の対応方針が報告されました。
市の対応方針の処理区分は次のとおりです。
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
※詳細は唐丹地区生活応援センターへお問い合わせください。
▼ 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

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 抜本的な早期の対応は困難ですが、側溝整備案
のみでなく、様々な方法（路肩部へのアスカーブ設置、法
面の補強等）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】

① 国土調査事業の早期実施【全域（花露辺を除く）】
実施困難 計画年度である令和 5 年度からの実施を維持
地域住⺠は⾼齢化しており、早急な調査の実施を要望する。 できるよう努めます。
【国土調査推進室】

③ 北村川洪水対策【本郷】
実 施 本復旧工事は、令和 2 年 11 月の発注を予定して
台風 19 号では、増水・氾濫し、建物・道路等に被害が発生し います。
【建設課】
ており、本復旧工事を要望する。
④ 明治 29 年津波記念碑・碑文部分の復元修理【本郷】
実 施 令和 2 年 9 月から修復作業に入り、今年度中に
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 完了する予定です。
【文化振興課】
り、復元・修理を要望する。
⑤ 本郷大曽根川金山橋付近の護岸改良工事【本郷】
実施困難 台風 19 号で被災した上下流部の復旧工事を優
大雨・豪雨の際、大曾根川が増水氾濫する危険性が大きく、護 先しながら、状況を確認し判断します。
【建設課】
岸改良工事（堤防のかさ上げ）の施工をお願いする。
⑥ 本郷地区危険傾斜地の崖くずれ防止対策【本郷】
台風 19 号で住宅裏山の斜面が崩れ、住宅敷地に大量の土砂が
堆積し、地域住⺠で撤去作業を⾏った。過去にも、複数回、崖く
ずれが発生しており、基礎整備工事の施工をお願いする。

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
ていきます。
【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】

⑦ 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 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】

⑧ 市道唐丹 20 号線への標識等の設置【小白浜】
実 施 実施調整 カーブミラーは、地域会議交付金等の
唐丹 20 号線（学校横の道路）は車幅が狭く、見通しが悪いこ 活用により実施します。
【まちづくり課】道路規制看板は、
とから、徐⾏標識やカーブミラーの設置を要望する。
現地を確認の上、協議していきます。
【建設課】
⑨ 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 実施困難 早期の実施は困難ですが、今後も道路パトロー
所の修繕と排水路設置【片川】
ル等を通じて状況確認に努め、舗装の維持、排水対策を検
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 討します。
【建設課】
り、剥離箇所の修繕と排水路の設置を要望する。
⑩ 準用河川小田木沢川上流部の改修【片川】
実施調整 河川上流部の未整備箇所の早期整備は困難で
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 すが、暗渠閉塞対策のためのスクリーン設置等の改修につ
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 いて、令和 3 年度を目途に整備を検討します。
【建設課】
をお願いしたい。
⑪ 片川集会所、消防屯所付近の排水対策【片川】
実施困難 排水溝の整備は、多額の費用がかかり早期の整
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 備は困難です。上流側の治山整備も必要と思われ、整備手
への浸水もあり、排水溝の整備が必要である。
法を含め対応を検討します。
【生活安全課・消防課】
振興局農林部と現場の確認を終え、令和 2 年 6 月に治
山事業の申請を⾏いました。事業採択に向け関係機関、地
権者との調整を⾏っていきます。
【農林課】

⑫ 山谷集会所水道設備の水源確保【山谷】
実施困難 市立集会所の改修は一定予算の中で、緊急度、
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 優先度により対応しており、予算確保に努めます。
が、住居利用に影響があり、専用の水源確保を要望する。
【生活安全課】
⑬ 市道唐丹 27 号線の側溝の整備【山谷】
実施困難 抜本的な早期の改修は困難です。部分的な損壊
市道（山谷集会所から 200ｍ下側）の U 字溝が、東日本大震 箇所等は、道路維持補修事業で対応します。
【建設課】
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。
⑭ 市道唐丹 27 号・林道五葉線の道路脇の草刈作業【山谷】 実 施 見通しの悪い箇所等を中心に、草刈及び立木の枝
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 払いを令和 2 年 10 月に実施済です。大雨や台風等の発生
の頻度を増やし継続した対応をお願いする。
前後を中心に巡回パトロールを実施しており、今後も機会
を捉え継続した対応を⾏います。
【農林課】
⑮ 集会所のトイレ改修【荒川・山谷】
実 施 今年度中に修繕予定です。
【生活安全課】
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。
⑯ 市道下荒川団地 1 号線の改善【荒川】
実 施 実施調整 令和元年度にアスカーブの設置を完
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 了しています。擁壁及び側溝の改善策は、現況を確認し、
流入が懸念され、改良（擁壁・側溝設置）を要望する。
対応を調整します。
【建設課】
⑰ 市道平林線の改良【荒川】
実施調整 全区間の抜本的な改良の実施は困難なため、今
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 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
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 修は道路維持補修事業で対応します。
【建設課】
され、全線の改良整備を要望する。
⑱ 平林地区・荒川復興住宅付近〜国道 45 号線谷側への歩道 実 施 国土交通省三陸国道事務所において整備を計画
の整備【荒川】
し、今年度より工事着手しています。
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
【建設課・生活安全課】
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。
⑲ 市道唐丹 33 号線の補修（蓋かけ・路面補修等）【大石】 実施困難 実施調整 全区間の蓋かけの早期実施は困難
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、ですが、損壊箇所等は道路維持補修事業で対応します。
年に 3 回の土砂上げも路線が⻑く苦慮している。側溝の蓋かけ
【建設課】
と、道路・側溝の損壊個所を補修してほしい。
⑳ お墓までの道路の定期的な整備の実施【大石】
当該道路は、毎年、共同作業で草刈を⾏う等、維持管理を⾏っ
ているが、⾼齢化に伴い作業が大変になっている。水道事業所が
隣接した施設の維持管理に利用している道路でもあり、定期的
な整備（草刈り・砂利敷設）をお願いしたい。

実 施 実施調整 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。今年度は除草剤
散布を実施、昨年度は台風 19 号により洗掘された箇所を
砕石等で補充しました。
【水道事業所】

㉑ 市道唐丹 36 号線のがけ崩れ対策【大石】
実 施 令和 2 年 8 月に工事を発注し、令和 2 年 12 月ま
唐丹 36 号線（毘沙門神社付近）の法面について、がけ崩れの でには工事が完了する予定です。
【都市整備推進室】
おそれがあり対策を要望する。
㉒ 市道唐丹 37 号線の補修と舗装【大石】
実施調整 側溝蓋は既製品ではなく特殊な蓋のため、抜本
唐丹 37 号線（バス回転所付近〜漁港）の舗装剥離箇所・排水 的な早期の改修は困難ですが、今後、道路パトロールによ
蓋の破損個所の補修、漁港入口付近の道路舗装を要望する。
り現況を確認し、対応を検討します。
【建設課】
㉓ 市道唐丹 33 号線に隣接した土砂崩れ箇所の対策【大石】 実施調整 土砂崩れ箇所について、海側斜面への流水対策
台風 19 号により、市道に隣接した海側の斜面が幅 50ｍ、下 として、市道にアスカーブの整備を検討します。
【建設課】
降の漁港まで 80ｍにわたって土砂が崩れた。交通（市道）の安
全性確保と海岸保全の観点から対策を講じてほしい。
唐丹地域会議とは…住⺠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 29 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、市⺠参加の理念を基に、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、地域住⺠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。

