
新月地区における説明希望事項 
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2  道路整備について 

3  教育施設の活用について 

1  これからの新月について 

4  防災について 

5  鳥獣被害対策について 

（人口減少対策については「気仙沼市の挑戦 ~地方創生~」にて説明） 
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1 これからの新月について －地域コミュニティの活性化－ 

問い合わせ先 地域づくり推進課 22-6600（内線331） 

  生涯学習課         （内線124） 

地域行事や伝統芸能の継承を通じた 
地域コミュニティの活性化のために… 

◎地域づくり分野では 
 ・コミュニティの維持活性化 
      自治会活動費の助成 

   集会施設整備の助成 
   備品整備の助成等 
 ・情報交換機会の設定 
 ・地域の人材育成 
 ・安全，安心な地域づくり 

◎教育分野では… 
 ・学校での関わり 
       参加呼びかけ，周知 

    学校行事等での関わり 
    地域学習での取組 

 ・社会教育での関わり 
        郷土芸能団体の交流機会の設定 
         伝承事業の実施（伝統文化親子教室事業等の活用） 

     発表の場の確保 
     公民館・分館事業の活用 

 

地域行事や伝統芸能の継承には 
基盤となる「ひと」，「場」が必要 

寺社・ 
仏閣 

集会所 
(民間施設) 

活動の場 イベント 
出演など 

芸能 

学校 公民館等 

行事 まつり 

■伝統芸能の継承  

 ・学校ではなく、地域に根ざした文化であり、 

  基盤となる「ひと」の存在がある。 

 ・対象拡大による新たな後継者の獲得の可能性 

 ・伝統芸能の継承のための施設→伝承館 

             (八瀬地域郷土文化保存伝承館） 

■地域行事 

・自治会や公民館、分館事業等、特色ある事業の実施 

・統合後も公民館分館及び分館主事の配置は継続 

・統合後の学校の利活用による新たな事業の展開 

         
地域コミュニティ
の活性化 
 

学校の統合は，改めて
地域コミュニティを見
直す機会にもなる。 
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2 道路整備について 

問い合わせ先 土木課 22-3451 

 舗装整備 
優先度を考慮し整備を推進 

⇒今年度は，茗荷沢・所沢地区の長根線L=360mを舗装整備予定 

 事業実施に関する検討 
震災復興・復旧として復興交付金，社会資本整備総合交付金等を活用し， 

避難路，防集道路整備，市道整備など 

市内全域で269路線73.4kmの事業を優先して実施 

 側溝蓋整備の計画 
⇒今年度は，百目木地区の表新城線L=100mの側溝蓋を整備予定 

⇒新月地区では， 

 ・八瀬川線切通地内，延長100m，幅員7mの拡幅整備計画を推進， 

  現在測量設計業務実施中 

 ・所沢地区防集事業に伴う道路整備で，長根線と所沢1号線について 

  総延長560m，幅員5mの拡幅整備計画を推進，現在測量設計業務実施中 

道路整備計画中の八瀬川線 
(切通地区) 

舗装整備した川崎線 道路整備した八瀬川線 
(下八瀬地区) 

側溝蓋整備した名木沢線 
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2 道路整備について 
問い合わせ先 土木課 22-3451 

八瀬川線（切通地内）道路拡幅整備 
延長=100m 幅員=７ｍ 

表新城線側溝蓋整備 
H27整備延長=100m 

長根線舗装整備 
延長=360m 

防集事業に伴う道路整備 
市道長根線・所沢１号線 
延長=560m 幅員=5m 

防災集団移転促進事業 
（所沢地区） 

27 28 29

市道長根線舗装整備

　延長=360m

市道八瀬川線切通地内道路拡幅整備

　延長=100m　幅員=7m

防集事業に伴う道路整備

　市道長根線・所沢１号線

　延長=560m　幅員=5m

市道表新城線側溝蓋整備（全体延長=300m）

　H27整備延長=100m

事業年度
路線名・事業名

国道284号 

国道45号 

新月中学校 

新城小学校 

至 市内 

4 
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3 教育施設の活用について －旧落合小学校活用－ 

問い合わせ先 教育総務課 22-3440 

① 校舎の一部 

宮城県社会福祉協議会へ貸出 

⇒平成28年度「宮城いきいき学園」開設予定 

③ 校庭 

運動場として開放 

② 校舎の一部および体育館 

気仙沼図書館改築に伴う図書等の一時保管場所 

⇒平成29年度末まで 

※左の案のほか並行して検討を継続 

○文化団体活動 

 「バンド（音楽） 

  ・郷土芸能等の練習場所」 

活動用案について説明（H27.7） 

・落合地区の自治会長 

・旧落合小学校PTA会長 

・旧落合小学校閉校記念事業 

 実行委員会代表 

利活用案 
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3 教育施設の活用について －小泉コレクションの活用①－ 

●小泉齊さんは，気仙沼出身で，地質学，古生物学， 

 現生貝類のアマチュア研究家。 
 

●国内や海外(旧ソ連，北欧，中国，韓国など)で採集し 

 た化石や現生貝類標本のほか研究資料など約1万点。 
 

●2002年4月，急逝され，ご遺族から市に一括寄贈。 

 資料は，旧月立中学校校舎で分類整理し保管中。 
 

●上八瀬や岩井崎など当地方の地質，化石研究など 

 小泉さんが古生物学等に貢献したことを示す 

 具体的な資料で，全国的に見ても個人のコレクショ 

 ンとしては群をぬいた貴重なもの。 

 

●2004年，2008年 リアス・アーク美術館で企画展示。 

 一部標本は，岩井崎プロムナードセンターに展示 

 (津波で流失) 現在，旧月立中学校に 

 ミニ展示コーナーを設置。 

▲三陸新報 引用 

小泉コレクションとは 

問い合わせ先 生涯学習課 22-3442 
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3 教育施設の活用について －小泉コレクションの活用②－ 

小泉齊コレクションの一部 

三葉虫の群生化石 

上八瀬の化石 アンモナイト化石 蛇体石（サンゴ）化石 

問い合わせ先 生涯学習課 22-3442 
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3 教育施設の活用について －小泉コレクションの活用③－ 

 三陸ジオパーク推進事業との連携協力 
 

 学校や生涯学習での地質・化石に関する 
学習の機会の充実 
(化石教室，市民講座等) 
 

 市内化石資料の収集，データベース化， 
目録作成 
 

 展示公開(地質・化石の企画展示) 
 

 関係機関，大学等の専門家による 
調査研究など 

問い合わせ先 生涯学習課 22-3442 

小泉齊コレクション等化石の活用策 旧月立中学校  ミニ展示 

2004年企画展 
（リアス・アーク美術館） 

調査研究 



 新月地区の土砂災害危険箇所について  

 ① 土砂災害警戒区域等の指定（県指定）  

   ■指定状況 

  ・土砂災害危険箇所（市内４９０箇所）のうち，１６６箇所（新月地区９
箇所）が土砂災害警戒区域に指定 

   【指定地区：大林，角地，芳ノ口，塚沢，松川，田尻沢】 

  ・今後，平成３２年度までに指定完了予定（市内全域） 

土砂災害警戒区域とは 

災害情報の伝達や避難が早くで
きるよう警戒避難体制の整備を図
る区域です 

土砂災害特別警戒区域とは 

さらに、特定開発行為の制
限，建築物の構造規制等を行
う区域です 

このような場所が対象となります 
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4 防災について －土砂災害危険箇所①－ 

問い合わせ先 危機管理課 22-6600（内線261） 
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4 防災について －土砂災害危険箇所②－ 

 新月地区の土砂災害危険箇所について  

 ② 防災マップの各戸配布やホームページでの公開 
  ■土砂災害の危険箇所などを周知 

   ・土砂災害危険箇所が掲載された防災マップ 

    の各戸への配付（平成１７年全戸へ配付） 

     ・ホームページ公開 

   ・土砂災害防止法に伴う基礎調査説明会の際に 

    対象者に配付 
 

     ■土砂災害警戒区域指定完了までの間，暫定的に指定済箇所（各自治会 

   単位）ごとにハザードマップを配付予定。併せて，防災講座の実施を 

   検討。 

   ⇒来年度中に完了予定 
 

  ■今後も土砂災害警戒区域の指定が進められるため、全市域の指定完 

   了後、全戸へ配布する予定。 

 

   

    

防災マップ（土砂災害） 

問い合わせ先 危機管理課 22-6600（内線261） 
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4 防災について －防災無線－ 

問い合わせ先 危機管理課 22-6600（内線262） 

  防災行政無線について 

  ①防災行政無線の整備状況 

   ・平成26年度屋外拡声子局をデジタル設備へ更新等を 

    行い現在市内215局（新月地区23局）に整備 

   ・平成27年度に24局新設予定（新月地区2局） 

  ②難聴対策 

   ・平成27年6月1日より防災行政無線テレフォン 

    サービスを開始「0226-28-9119」 

   ・被災者支援メール，ツイッター，フェイスブック， 

    市公式ホームページ，災害ＦＭ等，多様な手段により 

    情報発信 

  ③戸別受信機の無償貸与 

   ・難聴区域の世帯に対し無償貸与を実施 

   ・市内全域で2,652台を貸与（新月地区267台） 



●今年度の電気柵貸与などにより、大きな駆除効果が期待。 
 今後の鳥獣被害対策の事業内容と予算について。 

●ニホンジカ捕獲駆除実績等について 

●国の補助事業 （Ｈ２５年度～） 
鳥獣被害防止総合支援事業など（団体による電気柵設置事業） 
  これまでに４７haのほ場に総延長２８，５４６ｍ設置済 
         ５３箇所 ※事業費 約１，１０４万円 
  

区    分 新月地区 鹿折地区 唐桑地区 合  計 

平成２５年度実績   ９５頭 １０５頭 ２００頭 

平成２６年度実績 １１３頭 １２５頭  ５４頭 ２９２頭 

平成２７年度捕獲目標頭数 ６００頭 

●県の補助事業 （Ｈ２４年度～） 
  みやぎ環境税を活用した有害鳥獣対策事業補助金 
  （個人による電気柵等設置事業） 
  １１７件 ※ 事業費１，４５３万円 補助金６６２万円       

  ●国の補助事業(Ｈ２０年度～) 
    猟友会気仙沼支部への鳥  
   獣捕獲の委託金や処分費用、  
   くくりわな購入や各種研修 
   会、講習会の開催、被害状 
   況アンケートなどを実施 
 ※事業費 約１，９００万円 
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5 鳥獣被害対策 

問い合わせ先 農林課 22-6600（内線542） 



６_防集：

　所沢地区

３_災公：

　切 通地区

１_社総交：

　八瀬川 線

２_社総交：

　八瀬川 線切 通工 区

５_市 復道：

　所沢１号 線

４_消防団拠点整備事業：

　松川 前 消防屯所

A B C D

4

3

2

1

復旧・復興に係る全体図（新月地区 ） ®

400 0 400200 メートル

※現在調整中の事業もあり

 　今後 変更することがあります。

凡 例

防災集団移転促進事業

災害公営住宅整備事業

防潮堤・河川 堤防【市 】

その他の事業

改良 ・新規路線

防潮堤・河川 堤防【国】

防潮堤・河川 堤防【県】

災害復旧路線

緑 字 国事業

青 字

黒 字

県事業

市 事業

1八瀬川線 Ｂ１

2八瀬川線切通工区 Ｃ２

5所沢１号線 Ｄ４

市所管道路事業

社総交（社会資本整備総合交付金事業）

市復道（市街地復興関連小規模施設整備事業）
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