
2016年11月8日 

気仙沼市 

新月地区市政懇談会 

復興から創生へ 
 －みんなが主役のまちづくり－ 



人口および世帯数の変化 

※1，※2：外国人登録者数を含まず 

気仙沼市全体 外国人登録者数 ※1：人口 464 男 40 女 424 世帯数 402 

※2：人口 264 男 37 女 227 世帯数 225 

平成23年 

2月末 ※1
（A） 

平成24年 

2月末 ※2 

平成27年 

10月末 

（B） 

平成28年 

10月末
（C） 

震災前 

との比較 

C－A 

一年前 

との比較 

C－B 

気
仙
沼
市
全
体 

人口（人） 
【増減率（%）】 

74,247 69,986 66,874 66,023 
▲8,224 
【▲11.1%】 

▲851 
【▲1.3%】 

男（人） 35,950 33,879 32,494 32,114 ▲3,836 ▲380 

女（人） 38,297 36,107 34,380 33,909 ▲4,388 ▲471 

世帯数 26,601 25,555 26,237 26,365 ▲   236       128    

新
月
地
区 

人口（人） 
【増減率（%）】 

  5,104   5,401   5,966   6,059 
      955 
【18.7%】 

     93 
【1.6%】 

世帯数   1,805   1,936   2,342   2,451        646      109 
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地区別の外国人登録者数データなし 
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5. 各地区・地域の課題 



1. 復興状況 
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平成24年 1月18日 

（最も多いとき） 

平成28年 9月末 

（現在） 

入居戸数（戸）【入居率】 3,360【95.9%】 1,725【49.2%】 

入居世帯数（世帯） 3,155 1,612 

入居者数（人） 8,288 3,545 

応急仮設住宅（プレハブ型）入居状況 

平成24年 1月31日※1 

（最も多いとき） 
平成28年 8月末※2 

（現在） 

件数（件） 1,602 909 

入居者数（人） 4,737 2,116 

みなし仮設住宅（民間賃貸）の状況 

住居環境 

【当初建設戸数 93箇所 3,504戸  うちグループホーム45戸】 

合計 2,521世帯  5,661人が仮住まい中 

※1：気仙沼市申請受付分 

※2：気仙沼市申請受付分・県内他市町公営住宅及び他県分を含む 
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新月地区 入居戸数 288戸／現戸数 509戸 解消 平成30年度 （平成28年9月末時点） 



年度 団地数 区画数 
全体区画数に
占める割合 

H25年度  1団地  6区画 0.6％ 

H26年度  9団地 117区画 13.5％ 

H27年度 32団地 733区画 94.1％ 

H28年度  5団地  39区画 98.4％ 

H29年度  1団地  15区画 100％ 

整備戸数等 完成予定 

38地区 910区画 

（46団地） 

平成28年10月時点において全体の98.4%が完成 

住宅再建 －防災集団移転促進事業－ 

うち 協議会型  37箇所  613区画 

   市誘導型    9箇所  297区画 

済 

済 

済 

建築完了戸数 403戸 
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現在の面瀬地区（平成28年9月） 面瀬地区完成イメージ 登米沢地区（平成26年3月28日竣工式） 

済 

（注）「完成予定」表中の団地数については，同じ地区内でも完成年度が複数に分かれる場合があることから， 

   全体団地数の46団地と合致しません。 

平成28年9月末時点 



年度 地区数 戸数 
全体戸数に
占める割合 

H26年度 ２地区    185戸    8.7％ 

H27年度 12地区    496戸  32.0％ 

H28年度 
 

19地区 
 

13地区 

1,273戸 
 

668戸 

 91.8％ 
 

63.4% 

H29年度   3地区    175戸   100％ 

9月まで引渡分 

整備戸数 

28地区 2,129戸 ※調整中 

うち 市街地部 13地区  1,327戸 

            郊外部       15地区      802戸 

完成予定 

平成28年度には全体の91.8%が完成予定 

住宅再建 －災害公営住宅整備事業－ 

撮影協力 ＡＲＨ 

※現時点では，整備戸数と入居戸数は概ね合致の見込み 
 今後意向変更等により空きが発生する場合には，入居対象者を被災者以外等への拡大も検討 

済 

済 

済 
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市街地部 集合住宅（四反田住宅） 郊外部 戸建住宅（長磯浜北住宅） 建設工事の様子 

（注）「完成予定」表中の地区数については，地区で完成年度が複数に分かれる場合があることから， 

   全体地区数の28地区と合致しません。 



住宅再建 －新月地区の状況－ 
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防災集団移転促進事業 

団地名 区画数 

所沢 41 

地区名 整備戸数 入居開始年月 

切
通
地
区 

A工区 

集合 

12 H28.2 

B工区 21 H28.4 

C工区   9 H28.3 

D工区 30 H28.6 

計 72 

災害公営住宅整備事業 

A工区 B工区 

C工区 D工区 

全区画整備完了 

入居戸数 63戸 108人 

建築完了戸数 24戸 平成28年9月末時点 

平成28年9月末時点 



地区名 整備面積 事業認可 盛土嵩上げ程度 

        鹿折 約42.0ha H24年度 L2対応（約29.8ha） 

        南気仙沼 約32.5ha H24年度 L2対応（約27.2ha） 

住宅再建 －土地区画整理事業（鹿折・南気仙沼地区）－ 
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南気仙沼地区（約32.5ha）土地利用計画図 鹿折地区（約42.0ha）土地利用計画図 



地区名 整備面積 事業認可 盛土嵩上げ程度 

 魚町・南町 約11.3ha H25年度   L2対応（約1.6ha） 

住宅再建 －土地区画整理事業（魚町・南町地区）－ 
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魚町・南町地区（約11.3ha）土地利用計画図 



区間距離 仙台から 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

10.0km 

3.0km 

7.3km 

1.7km 

7.1km 

4.0km 

2.0km 

6.0km 

4.0km 

4.2km 

3.0km 

9.1km 

124.8km 

112.8km 

121.8km 

105.7km 

114.5km 

101.7km 

99.7km 

93.7km 

89.7km 

85.5km 

82.5km 

※■は開通区間，■は各年度開通予定区間 

復興のリーディングプロジェクト －三陸沿岸道路－ 
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平成30年3月橋台部分完成予定 
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復興のリーディングプロジェクト －三陸道気仙沼湾横断橋－ 

 ⇒斜張橋では東北地方最長になる見込み 

橋の全長：L=1,344m（斜張橋部分：L=680m） 

平成26年6月29日着工式開催 
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平成26年  9月    本土側トンネル・大島側トンネル全て貫通 

平成26年11月    大島架橋本体工事着工式 

平成28年度末    橋桁架設予定 

平成30年度末完成予定 

復興のリーディングプロジェクト －大島架橋－ 

本土側 大島側 

橋長：L=356m中路アーチ型 幅員：W=9.5m（車道7.0m，歩道2.5m） 
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H28.10.23三陸新報 

大島架橋組立現場を住民が見学 



設 計 業 務

用 地 取 得

造 成 工 事

建築・外構工事

新 病 院 開 院

H29年度整備計画概要 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

平成29年4月末工事完了（予定），同年11月開院（予定） 

建設事業スケジュール 

復興のリーディングプロジェクト －新病院建設事業－ 

現況（平成28年8月24日現在） 完成イメージ 

病床数：340床 

診療科目：18科（現在の診療科と同じ） 

場所：赤岩杉ノ沢 地内 

一般336床（うち48床は回復期リハビリテーション病床）・感染症4床 

13 
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2. ひとづくり 



人口数千人のまち⇒少数のリーダーで町を変革 

地方の中心  人口5~10万人のまちは苦戦中 

人口6万6千人なら多くのリーダーが必要 

被災地では，地方の問題が加速し顕在化 

小さいが多くのリーダーが出現 

またとないチャンス！！ 

しかし一方で・・・ 

よそ者が大きな刺激 

さまざまな学びと支援の手 

ひとづくり －人口数万人のまち－ 
15 



「経営未来塾」講師陣 

・有限責任監査法人トーマツ 

・新日本有限責任監査法人 

・あらた監査法人 

・あずさ監査法人 

・（株）日本政策投資銀行 

・（株）博報堂 

・マッキンゼー・アンド・カンパニー 

・NPO法人 アイ・エス・エル 

ひとづくり －人材育成 1－ 

人材育成道場「経営未来塾」 
1期（2013年   4月～ 10月）  ：16名 

2期（2014年   2月～   8月）  ：19名 

3期（2014年 10月～翌3月）  ：16名 

4期（2015年   8月～翌2月） ：16名 

5期（2016年   4月～  10月）：19名 

 

社会イノベーター公志園 
結晶（決勝）大会誘致 

海外視察 
第1回水産業先進地視察   欧州   2013年   1月   15名 

第2回水産業先進地視察   欧州   2014年   5月   12名 

観光先進地視察 ニュージーランド  2015年  4月  13名 

ILC誘致に関する視察    欧州   2015年   5月   15名 

観光DMO先進地視察     欧州   2016年   3月     9名 

まちづくり先進地視察     米国   2016年   8月   15名 

2度の未来創造ラウンド討議 

市民向け公開フォーラム 

イノベーターの育成 

2015年 市長特別枠で結晶（決勝）大会出場 
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⇒卒塾生には新月地区関係者も 

経営未来塾第5期卒塾式 

平成29年度も「経営未来塾」実施予定 



計15回（平成25年11月～平成28年7月・隔月開催） 

  講師：15名  参加者数：371名 

  リピーター率：59%  Iターン者率：44% 

  新月地区関係者も参加 

第Ⅰ期（平成27年度） 受講者数：14名（男性10名，女性4名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 1:1 

第Ⅱ期（平成28年度） 受講者数：13名（男性  6名，女性7名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 1:1 

まちづくりの 

担い手育成 
地域づくりに対する 

意識醸成と仲間づくり 

まちづくりセミナー「ぬま塾」 
地域の10,20,30代を対象に，集まれるキッカケを創出し，エンパワーメントするセミナー。 

「地域から学ぶ」がコンセプトで，気仙沼の様々な分野のリーダー（先輩）の人生史を聞いていく。 

まちづくり実践塾「ぬま大学」 
地域の10,20,30代による地域活性化プランを実践に結び付ける 

連続セミナー＆ワークショップ。プランを具現化する力をつける。 

「アクティブコミュニティ大学」 
50・60代の方々が，地域における自らの行動計画を作成し 

地域で活躍する人材を育む連続セミナー＆ワークショップ。 

受講者数：21名（男性8名，女性13名） 

「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ事業」 

 
10代～40代の女性を対象に，「何かしたい・始めたい」 

「仲間をつくりたい」想いを応援する連続セミナー＆ワークショップ。 

自己力（自己肯定感・発言力・思考力・コミュニケーション能力）をUPする。 

受講者数：20名 

－自分もまわりもよりよく変わる！女性のための自分力養成講座－ 

ひとづくり －人材育成 2－ 
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⇒来年度も受講者募集予定 

⇒来年度も受講者募集予定 



ひとづくり －構想から行動へ 1－ 
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市が取り組む人材育成 

人材育成道場「経営未来塾」 

ぬま大学 
ぬま塾 
アクティブコミュニティー大学 
アクティブウーマンカレッジ 

経営者育成 

まちづくり人材育成 

「たて」の関係を繋ぎ、全体像を念頭に置きながら 

自分たちにできることを議論できる場が必要!! 

やる気のある市民 

市 

市民から創発的に 
→出てくるアイデア 
 全体像に欠く 

行政によるプラン 
→ともすればプラン 
 だけになる 

あちこちに小さなリーダーシップの芽が誕生。 
復興支援で市外から来た構想力と行動力のある 
「ヨソモノ」との出会いを経て、 
さまざまな化学反応が発生 

リーダーの誕生とヨソモノとの出会い 市民活動の芽生え 

震災後、がれき撤去や被災者支援、 
コミュニティーや商店街の再生などで、 
市民活動が活発化 

リーダー養成の「塾」開設 
「何とかしなければ」―。 
その思いを「構想」に変えるため、 
平成25年度に「経営未来塾」を開設。 
その後、まちづくり人材を養成する 
「ぬま塾」「ぬま大学」なども誕生した 



ひとづくり －構想から行動へ 2－ 

 「塾」の現役生やOB・OGを始め、「気仙沼を元気にしたい！」と考えている人たちが出
会い、語り、協働し、新しいまちづくりの仕組みや産業を生み出す「基地」となるような場
を作る。市のビジョンも反映し、市民の手により具現化を目指す。 

リーダーが集い、 
共に議論できる場を。 
そして、 
まち全体を「大学」へ！ 

19 



ひとづくり －構想から行動へ 3－ 
20 
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3. 総合交通施策 



気仙沼市地域公共交通連携計画の策定 （平成21年３月） 

震災によるまちの変化 

地域公共交通に係る
行政負担の増加 

震災後の居住環境の変化 
 ・応急仮設住宅の集約化   

 ・防災集団移転・災害公営住宅 

 ・土地区画整理事業 
 （鹿折、南気仙沼、魚町・南町） 

ＪＲ気仙沼線・大船渡線 
 ・BRTによる本格復旧の受入れ 

    （平成28年3月） 

市立病院移転新築 
 （平成29年11月開業予定） 

大島架橋事業（平成30年度完成） 

 ・定期航路事業の廃止 

三陸沿岸道路の延伸 

各種事業の進展 

東日本大震災の発生 

  震災後のまちづくりに対応し，持続可能で市民生活に有益となる 

  地域公共交通体系の見直しが必要  ⇒ Ｈ25年度から検討に着手 

各地で甚大な被害⇒暫定的なルートで路線バスを運行 

学校施設の統廃合・移転 
 ・高校・小中学校の移転･統廃合 

 バス事業者における 

 運転手不足 

 観光客に対する 

 二次交通 

法改正の動向 

・市内循環バスの実証運行等を実施 

高齢化社会の進展 
 ・移動不便者の対応 

 ・免許返納の推進 

本市における地域公共交通の状況 
22 



気仙沼市地域公共交通会議 

公共交通事業者、利用者・住民代表、 

道路管理者、公安委員会、学識経験者、 

各種関係団体等で構成 

 （事務局：市震災復興･企画課） 

気 仙 沼 市 

（事務局） 

震災復興･企画課 

総合交通政策室 

庁内関係課担当者会議 
 （関係課職員で構成） 

 地域公共交通会議等での協議に 

 合わせ会議を実施 

事 業 者 

公共交通事業者と随時協議 

市 議 会 

地域公共交通会議等の協議 

に合わせ報告・協議 

市 民 

市民・関係団体等と協議・意
見交換、アンケート・ヒアリ
ング調査の実施等 

（仮称）気仙沼市総合交通計画策定（平成29年3月目標） 

市震災復興推進本部 

各種事業との調整 

・計画案の協議等 

（仮称）市総合交通計画策定に向けた流れ 
23 

本市の公共交通の現状等の整理 

第１回会議（Ｈ28年8月5日） 

策定に向けた進め方の協議 

第２回会議（Ｈ28年10月30日） 

計画案の検討・協議 

第３回会議（Ｈ28年12月頃） 

計画（最終案）の協議 

第４回会議（Ｈ29年2月頃） 

指示、調整等 

意
見
を
反
映 

計画区域 気仙沼市全域 

計画期間 ５年間（平成29年度～33年度） 
基本理念 

・震災によるまちの変化に対応 
・市民生活等に有益な交通の整備 
・持続可能な公共交通 
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4. 総合計画 



 震災後，市内の各地域では，住民が自主的に自分たちの住む地域の将来や課題解決に向けた「まちづく
り計画」を策定し，その計画に基づく各種活動が行われています。 
 本市では，このような住民主体の活動を促進するとともに，市の施策を総合的かつ計画的に実行してい
くため，新たな総合計画は，各地域の「まちづくり計画」と将来ビジョンを共有する「地域社会全体の計
画（公共計画）」として策定します。 

総合計画イメージ 
25 



総合計画の策定体制 
26 



27 

5. 各地区・地域の課題 



新月地区から出された主な課題と市の考え方 28 

◆保健福祉・生活環境 

課題など 市の考え方・方向性 担当部署 

★医療の充実と医師確保 気仙沼市医師会など各団体と連携した取組
みが必要です。大学病院や奨学資金貸付制
度を活用し、医師の確保に努めます。 

健康増進課
市立病院 

★介護施設の確保と充実 住み慣れた場所で暮らすことができるよう、
グループホームなどの「地域密着型サービ
ス」を介護計画に位置付けています。 

高齢介護課 

 遊休農地からの花粉・ 
 枯葉の飛散対策 

遊休農地の解消を目指します。遊休農地を
借りたい人へ貸し付ける事業や作付補助な
どを行っていきます。 

農林課 

 公園内の犬猫の糞尿問 
 題 

市都市公園条例に基づき、糞の処理やペッ
トを腰掛けやテーブルの上に乗せる行為を
注意し、適正な公園管理に努めています。 

都市計画課 

★：説明資料があります。 

説明P31 

説明P32 
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◆コミュニティ・教育 

課題など 市の考え方・方向性 担当部署 

★交流サロン・ミニデイ 
 サービス事業の補助の 
 緩和 

地域ぐるみの支え合い活動が重要です。 
地域の皆様には、できるだけミニデイサー
ビスから交流サロン事業に移行していただ
きたいと考えています。 

高齢介護課 

 伝承館の設備の改善・ 
 備品更新 

今年度に、要望の高かったトイレの様式
化・バリアフリー化を実施します。備品の
更新は、市全体の施設の状況の中で判断し
ていきます。 

教育委員会 

★学校統合後の通学方法 
 ・跡地利用 

スクールバスは、登校時１便、下校時２便
の運行を考えています。廃校施設の利用は、
地域の意見や要望を伺い、全市的な活用や
地域の活性化につながるよう、協議してい
きます。 

教育委員会 

★：説明資料があります。 

新月地区から出された主な課題と市の考え方 

説明P33 

説明P34 
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◆インフラ・産業・復興 

課題など 市の考え方・方向性 担当部署 

 市道・公営住宅等の 
 法面の除草 

道路保護組合などの協力を得、草刈り等の
環境保全事業を実施しています。危険個所
の除草は、現場を確認し、検討します。 

土木課 
建築住宅課 

 市道に被さる樹木の 
 除去 

道路維持パトロールを強化し、危険個所の
伐採を実施します。個人所有の樹木は、所
有者と協議調整に努めます。 

土木課 

★道路等の整備 道路整備は、現地調査し緊急度を精査しま
す。 

土木課 
農林課 

★横断歩道やスピード規 
 制標識の設置など交通 
 安全対策 

横断歩道や規制標識は宮城県公安委員会が
設置・管理することから、状況を検証し、
関係者と協議をしていきます。 

危機管理課 

★：説明資料があります。 

新月地区から出された主な課題と市の考え方 

説明P35、36 

説明P37 



保健福祉 －医療の充実と医師確保－ 
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地域医療に対する基本的考え方 

少子高齢化が進行する中、限られた地域資源を活用し、 
適切な医療を将来にわたって安定的に提供していくことが必要 
⇒在宅医療の充実に向け、気仙沼市医師会等と連携した取り組みの促進 

病院 一般診療所 歯科診療所 合計 

市全体 ６ 25 22 53 

新月地区 ｰ 4 2 6 

医療機関数 

新市立病院の医療の充実 
 18診療科・病床数340床（一般病床336床・感染病床4床）の診療体制 

 平成29年11月に開院予定 

 一般病床のうち48床を回復期リハビリテーション病床として、 

急性期経過後の在宅復帰目的のリハビリテーションを集中的に提供 
 新たな医療情報システムによる診療予約制の拡充や会計時間の短縮等 

 平成28年4月現在の医師配置数 

常勤医42人（震災前 H22  39人）と研修医12人（震災前 H22  5人） 合計54人 

 今後さらに東北大学病院医局や県ドクターバンク等を通じ不足する専門医師の配置等を要望 

 市独自の医学生等奨学資金貸付 制度を活用し、医師の確保に努力 

市立病院における医師の確保 

担当課 健康増進課   連絡先 21-1212 

市立病院総務課 連絡先 22-6600 内線561 

高齢介護課 連絡先 22-6600 内線401 
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保健福祉 －介護施設の確保と充実－ 
32 

介護施設（入所施設）の整備状況 
高齢化の進行により要介護認定者が増加傾向にある中、サービス基盤充実が課題 

施設種類 気仙沼市内整備数 新月地区整備数 

特別養護老人ホーム 6 2 

介護老人保健施設 4 2 

グループホーム 13 3 

※この表のほか、介護サービスには訪問介護、通所介護、各種地域密着型サービス有り 

第6期介護保険事業計画期間（H27～H29）の整備状況 
要介護状態となっても住み慣れた自宅・地域で暮らすことができるよう， 

小規模多機能型居宅介護施設やグループホーム等の『地域密着型サービス』も 

計画に位置づけ 
⇒介護人材不足の影響により、計画に沿った施設整備は進まない状況 

 （ H27～H28の整備計画：12事業所に対し、新規整備実績： 5事業） 

第7期介護保険事業計画策定に向けて 
介護人材確保対策の推進 

サービス施設の適正配置と充実 

地域包括ケアによる支え合いの仕組み作り 

介護予防の重点化 



コミュニティ －交流サロン・ミニデイサービス事業の補助の緩和－ 

地域における高齢者等の身近な集いの場を確保することにより介護予防活動や高齢者等の 
社会参加などを推進し，地域ぐるみの支え合い（地域包括ケア）の地域拠点とする。 

 参加する高齢者も運営側の役割を担う等、 
高齢者の生きがいづくりを図っている。 

 週に1回程度を目標として可能な範囲での開催 
（年間最低20回程度以上） 

 介護予防や健康づくりなど継続的な取組を推奨 

 地域の医療・福祉・警察・消防等、様々な団体が 
折々のテーマで参画 

自治会，振興会，新たに取り組む任意の団体、 
複数自治会で取り組む団体等 

運営費：開催1回あたり2,000円（最大52回まで） 

賃借料：会場借用料等として月額上限10,000円 

主な実施例：お茶飲み会・季節の行事・健康づくり・世代間交流等  

主な実施状況 

交流サロン事業 

助成対象団体等 

助成金額 

ミニデイサービス事業 

主な実施状況 

 年数回のイベントとして自治会等が 
企画・実施 

助成対象団体等 
自治会，振興会等 

助成金額 
対象経費の合計金額の2分の1とし、 
1団体の上限20,000円。 

※事業目的は交流サロンと同じだが、 
 開催回数から交流サロンの実施が 
 難しい場合はミニデイサービスで 
 受付 

担当課 高齢介護課 連絡先 22-6600 内線401 
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※市内全域に日常的な集いの場を確保するため、 
 「交流サロン」の立ち上げ・運営を積極的に支援していく。 



担当課 学校教育課 連絡先 22-3441 

    教育総務課 連絡先 22-3440 

通学方法（既に統合した学校の場合） 
スクールバスの運行 

気仙沼市義務教育環境整備計画 

複式学級解消を目指した統合 

平成30年4月に新城小学校との統合を進める 

教育 －学校統合後の通学方法・跡地利用－ 

【例】鹿折小に通学する旧白山小の場合の運行スケジュール 

便数 対象者 

登校時 1 全学年 

下校時 2 低学年／中高学年 

※バス時刻は，行事等にあわせて学校で決定 

跡地利用（既に統合した学校の場合） 
学校跡施設利活用検討委員会 
⇒地域の意見・要望を踏まえ、地域の活性化や全市的な有効活用について協議 

旧浦島小学校       
旧落合小学校   
旧小原木中学校  「小原木公民館」 

 「宮城いきいき学園」活動場所 

遺跡からの出土品の保管場所 

【活用事例】 

34 

（地域懇談会で保護者，地域の理解を求める） 

（地域懇談会：H26.11月、Ｈ27.8月、H28.10月、11月24日開催予定） 



インフラ －道路整備－ 
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担当課 土木課 連絡先 22-6600 内線573 
    農林課 連絡先 22-6600 内線544 

 [1]市道長根線(瘘槻地区)の舗装  [6]市道新田線の舗装・橋梁架替 

 [2]市道竹の沢線の補修     [7]林道田山線の舗装 

 [3]市道川原崎線の改良     [8]市道八瀬川線の改良 

 [4]市道百目木和野線の舗装   [9]市道下八瀬線の側溝蓋整備 

 [5]市道渡戸線の舗装 

 現在は，復旧・復興事業として復興交付金，社会資本整備総合
交付金を活用し，避難路，防集道路など約270路線74kmの整備
を優先している状況 
●舗装整備・補修  
 [1]⇒法面保護対策と一体化した整備を検討する 
 [2][4][5][6][7]⇒舗装整備は現地調査し緊急度を精査 
 【新月地区の整備状況】 
  今年度に長根線(茗荷沢・所沢地区)L=360ｍの 
  舗装整備完了 
 道路補修は現地確認し早急な対応に努める 
●道路改良[3][8] 

新月地区では，社会資本整備総合交付金を活用し，八瀬川線
（切通地内）延長100m，幅員7mの拡幅計画を進めている 
川原崎線は，概略設計を終了しており，今後は国道管理者や

交通管理者と協議を行う 
●橋梁架替[6] 

 新田橋はH26年度の橋梁点検により補修対象となっており，
橋梁長寿命化計画に基づき順次補修を行う 

●側溝蓋整備[9] 
  蓋掛け構造の側溝ではなく，側溝本体の入れ替えが必要 
 施工延長L=1,8km 
 【新月地区の側溝蓋整備状況】 
  今年度は百目木地区の表新城線L=80ｍ， 
  所沢地区の田柄線L=280ｍを整備 

 舗装整備した長根線 
【茗荷沢・所沢地区】 側溝蓋整備した表新城線 
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凡例 
   ①長根線(茗荷沢・所沢地区)舗装整備済箇所 
   ②表新城線(百目木地区)側溝蓋整備済箇所 
   ③田柄線(所沢地区)側溝蓋整備済箇所 
   ④八瀬川線(切通地内)道路拡幅計画箇所 

③ 
① 

② 

④ 
新田橋 

インフラ －道路整備（整備箇所位置図）－ 
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塚沢・切通・落合周辺地区 



インフラ －横断歩道やスピード規制標識など交通安全対策－ 
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調査・検討 

横断歩道・規制標識は宮城県公安委員会が 

設置及び管理 

担当課 危機管理課 連絡先 22-6600 内線263 

対応 

横断する歩行者の安全確保と利用者状況を検証 

交通量や道路整備状況などを考慮し 

注意看板などの設置を検討 

警察、道路管理者、自治会等と現地の調査や 

検証を行い、交通安全施設の設置及び 

速度規制などの安全対策を協議 



ありがとうございました。 
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A B C D

4

3

2

1

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

６_防集：
　所沢地区

４_消防団拠点整備事業：
　松川前消防屯所

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）

平成28年9月末現在




