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人口及び世帯数の変化 1 

※1，※2：外国人登録者数を含まず（平成24年7月9日外国人登録法は廃止されました） 
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28年 

9月末 
（B） 

平成29年 

9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 66,055 65,138 ▲ 9,109 

【▲12.3%】 
▲ 917 
【▲1.4%】 

男（人） 35,950 33,879 32,147 31,693 ▲ 4,257 ▲ 454 

女（人） 38,297 36,107 33,908 33,445 ▲ 4,852 ▲ 463 

世帯数 26,601 25,555 26,337 26,422 ▲ 179 85 

階
上
地
区 

人口（人） 
【増減率（%）】 6,234 6,199 4,285 4,191 ▲ 2,043 

【▲32.8%】 
▲ 94 

【▲2.2%】 

世帯数 2,123 2,152 1,631 1,619 ▲ 504 ▲ 12 

地区別の外国人登録者数データなし 



1. 復興の現状と 
     今後の事業展開 

3. まちづくり全般 

2. 新病院（交通を含む） 

4. 各地区・地域の課題 
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1.復興の現状と 
 今後の事業展開 
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住宅環境 －防災集団移転促進事業及び災害公営住宅整備事業等－ 

（１）防災集団移転促進事業（平成29年9月末時点） 

団地名 整備区画 住宅着工 
戸数 

うち完成
戸数 空き区画数 

長磯浜 64区画 62戸 60戸 0区画 

波路上内田 
（内田） 5区画 5戸 5戸 0区画 

波路上内田 
（杉ノ下） 5区画 4戸 4戸 0区画 

波路上杉の下 5区画 5戸 5戸 0区画 

最知川原 6区画 6戸 6戸 0区画 

最知川原第２ 
（うち一部区画） 7区画 5戸 5戸 0区画 
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住宅環境 －防災集団移転促進事業及び災害公営住宅整備事業等－ 

（２）災害公営住宅整備事業（平成29年9月末時点） 
 

住宅名 着手・完成 
戸数 

入居確定・ 
申込世帯数 

入居済 
世帯数 

入居者 
未確定住宅 

長磯浜南住宅 戸建 20戸 20世帯 19世帯 0戸 

長磯浜北住宅 
戸建 37戸 37世帯 37世帯 0戸 

長屋 19戸 19世帯 17世帯 0戸 

長磯原住宅 戸建 18戸 18世帯 17世帯 0戸 

森前林住宅 戸建 12戸 12世帯 11世帯 0戸 
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（３）復旧事業で整備した集会場・コミュニティセンター 

施設名 所在地 面積 構造・階数 完成時期 

長磯浜ふれあい館 長磯下原25番地１ 172㎡ 軽量鉄骨造 平成29年1月 



住宅環境－階上地区内の応急仮設住宅（プレハブ型）の               
              入居状況と集約・解体撤去予定－ 
 
（１）応急仮設住宅（プレハブ型）の入居状況（平成29年10月1日時点） 

（２）応急仮設住宅（プレハブ型）の集約・解体撤去予定（平成29年10月現在） 

団地数 供与戸数 入居戸数 
【入居率】 入居世帯数 入居者数 

6団地 282戸 24戸 
【8.5％】 

27世帯 52人 

地区名 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

階上地区 ― 

・階上中学校住宅 
(７月解体開始， 
 12月原形復旧完了) 
・南最知住宅 北 
(11月以降解体開始，  
 H30.3月までに原形復旧
完了） 

・長磯前林住宅 
・南最知住宅 南（西） 
・南最知住宅 南（東） 
※解体スケジュールは 
 今後調整 

・長磯七半沢住宅 
※解体スケジュールは 
 今後調整 
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住宅環境 －土地区画整理事業（鹿折地区 約42.0ha）－ 7 

 

 

 

鹿折南住宅（災害公営住宅） 

 

市民福祉センター 

 

（仮称）鹿折地区コミュニティ
センター 完成イメージ図 

工事展開図 

※      ： 条件つき宅地引渡しエリア  
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工事展開図 

※      ： 条件つき宅地引渡しエリア  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市営内の脇住宅（災害公営） 

 

 

市営南郷住宅（災害公営） 

 

※土地区画整理事業区域
の現在の出店予定は,マッ
プのとおりですが,コンビ
ニエンスストアや飲食店
が出店を検討中です。 

住宅環境 －土地区画整理事業（南気仙沼地区 約32.5ha）－ 



 
 

住宅環境 －土地区画整理事業（魚町・南町地区 約11.3ha）－ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南町一丁目共同化建物 

加工食品販売、事務所、高齢者福祉施設、災害公営住宅等 

福祉カフェ、集会室、 

災害公営住宅 市営魚町入沢住宅 
（災害公営住宅） 

 

南町海岸商業施設 

（仮称）南町海岸公共・公益施設 

 

 

南町二丁目共同化建物 

酒店、飲食店、菓子店、青果店、鮮魚店、

茶舗、物販、理髪店、マッサージ、災害公

営住宅等 

 

※現在調整中の事
業もあり、今後変
更することがあり
ます。 

100 0 10050 m

1 

2 

3 

4 

魚町二丁目共同化建物 

飲食店、薬局、美容室、

災害公営住宅等 

魚町・南町地区まちづくりマップ   平成 29年９月末時点 

  

工事展開図 



住宅環境－階上地区の行政区割の変更－ 

地図 

１．再編統合の概要 向原区，杉ノ下区，牧区，上町区，岩井崎区及び内田区の区
域が再編統合し，新たに「波路上区」を設立。 

２．区域（字名） 

波路上向原，波路上向田，波路上杉ノ下，波路上野田，波路
上内沼，波路上崎野，波路上岩井崎，波路上明戸，波路上牧，
波路上原，波路上瀬向，波路上後原，長磯二本松及び波路上
内田，長磯牧通，長磯原の各一部の地域 

３．適用日 平成29年4月1日 

【変更前】 【変更後】 
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開 通 済 み 

開通済み 

未 公 表 

※■ 土工…切り土・盛り土などの工事，構造物…橋・トンネルなどの工事 

10.0km 

3.0km 

7.3km 

1.7km 

7.1km 

4.0km 

2.0km 

6.0km 

4.0km 

4.2km 

3.0km 

124.8km 

121.8km 

114.5km 

112.8km 

105.7km 

101.7km 

99.7km 

93.7km 

89.7km 

85.5km 

区 間 距 離 仙台港北ICから 29年度 30年度 31年度 32年度 

土 工 

構 造 物 

舗装工等 

土 工 

構 造 物 

土 工 

構 造 物 構 造 物 

土 工 

未 定 

標識設置 

土 工 

構 造 物 

土 工 
構 造 物 

舗装工等 
標識設置 

舗装工等 

標識設置 

舗 装 等 

標識設置 

標識設置 

標識設置 

標識設置 

標識設置 

舗装工等 

舗装工等 

舗装工等 

舗 装 等 

土 工 

土 工 

土 工 

構 造 物 

構 造 物 

構 造 物 

土 工 

構 造 物 

土 工 土 工 

構 造 物 構 造 物 

復興のリーディングプロジェクト －三陸沿岸道路－ 11 

完成予定 



平成30年3月 橋台部分完成予定 

 

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29年  3月    橋桁架設完了 

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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復興のリーディングプロジェクト －大島架橋－ 14 14 主な着工中または今後着工を予定する市の復旧・復興事業 
【主な道路整備事業等】 

上記を含む市道等の災害復旧事業は544箇所（道路464箇所，橋梁28箇所，河川52箇所）， 
延長94.64ｋｍ（道路87.52ｋｍ，橋梁0.65ｋｍ，河川6.47ｋｍ），そのうち完成距離は53.33
㎞で進捗率56.4％【平成29年9月末現在】 

地区名 路線名又は橋梁名 延長 幅員 完了予定年度 位置図   地区名 路線名又は橋梁名 延長 幅員 完了予定年度 位置図 

新月 
八瀬川線 L=100m W=7.0m 平成30年度 位置図１   

階上 

港岩井崎線 L=2,350m W=5.0m 平成32年度 位置図２ 

大川橋 L=45.4m W=8.8m 平成30年度 位置図１   大窪橋 L=3.9m W=3.7m 平成31年度 位置図２ 

気仙沼 

本郷古町線 L=725m W=16.0m 平成32年度 位置図１   菖蒲沢線外１路線 L=2,460m W=9.5m 平成31年度 位置図２ 

幸町南が丘線 L=400m W=9.5m 平成31年度 位置図１   菖蒲沢線 L=500m W=9.5m 平成31年度 位置図２ 

朝日町赤岩港線 L=640m W=10.5～20.0m 平成32年度 位置図１   唐桑 小鯖鮪立線 L=990m W=9.25m 平成31年度 位置図１ 

九条本線(交差点) L=40m W=9.25m 平成30年度 位置図１   

本吉 

石川原橋 L=3.2m W=3.2m 平成30年度 位置図２ 

鹿折 東中才線 L=760m W=6.5m 平成29年度 位置図１   大沢狼の巣線 L=900m W=5.0m 平成30年度 位置図２ 

松岩 
丸森橋 L=5.3m W=9.4m 平成30年度 位置図１   明戸橋 L=4.2m W=2.0m 平成31年度 位置図２ 

羽田川上線 L=3,140m W=6.5m 平成32年度 位置図２   金子線 L=1,174m W=9.5m 平成31年度 位置図２ 

面瀬 

地生橋 L=4.5m W=6.1m 平成30年度 位置図１               

萱原ノ沢線 L=700m W=9.5m 平成31年度 位置図１   

田中赤貝線 L=650m W=9.5m 平成32年度 位置図１   



15 市道の整備方針について－市道整備の優先度及び道路整備計画－ 
 
 現在，復旧・復興事業を優先していることから，新たな市道
整備計画は，復旧・復興事業が完了する見込みである平成３２
年度内に策定予定 
 
 計画策定に当たって 
 ・各種施策や財政の見通し，財源確保等を考慮 
 ・沿道居住戸数や交通量，通学路の指定の有無など，各路 
  線の特性を判断するための評価方法として道路整備評価 
  制度の導入を検討 
 ・その他必要となる要件を検討 
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施設名 概要 完成予定 
年度 

1.気仙沼図書館 

 東日本大震災により損壊した施設を現地に再建。併せて，(仮
称)気仙沼児童センターを合築。 
●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建て 
●延床面積 3221.40㎡ 
（図書館2757.52㎡，児童センター463.88㎡） 

平成29年度 

２.新魚市場 

 密閉型低温売場を有した高度衛生管理対応型魚市場。 
●構造・階数 C,D棟：プレキャストPC造 2階建て 
       E棟:プレキャストPC造 ３階建て 
●延床面積  C,D棟:17330.51㎡ 
       E棟:10143.77㎡ 
●水揚げ対象船 C,D棟:まぐろ延縄船・大目流し網船 
        E棟：施網船・さんま棒受け網船 

平成30年度 

主な着工中または今後着工を予定する市の復旧・復興事業 



施設名 概要 完成予定 
年度 

３.エースポート  
  等 

 内湾で被災した観光物産センター（エースポート）及び勤労青
少年ホームの合築再建を行い，研修室や軽運動場などの他，まち
づくり団体やＮＰＯ等が活用できる多目的スペースを備える地域
の交流拠点施設を整備。 
●構造・階数 鉄骨・鉄筋コンクリート造 3階建て 
●延床面積 2390.66㎡（エースポート 541.55㎡，勤労 
      青少年ホーム569.01㎡，共用部1280.10㎡） 
●施設構成 
＜エースポート＞ 
１階:貸事務室，待合スペース，給湯室，トイレ  
２階:貸店舗，内湾ラウンジ，研修コーナー，キッズコーナー， 
トイレ 
３階:展望ラウンジ，和室  
＜勤労青少年ホーム＞ 
２階:軽運動室 ３階:音楽室，談話室，研修室，トイレ 
＜共用部＞ 
１階:管理室，駐車場，トイレ ２階:内部通路，外部デッキ  
３階:内部通路，受変電室 

平成29年度 
(着工) 

４.鹿折公営墓地 

●場所 大峠山地内（旧鹿折みどりのふれあい広場） 
●区画墓地 517区画 
●個別集合墓所 216基分 
●納骨堂 104基分 
●その他 駐車場，トイレ，四阿，水汲み場 等 

平成29年度 

17 主な着工中または今後着工を予定する市の復旧・復興事業 



施設名 概要 完成予定 
年度 

5.復興祈念公園 

 東日本大震災による犠牲者に対する追悼と鎮魂の場であると
ともに，防災への想いを新たにする場，地域の再興を実感しつ
つ未来永劫の安寧を祈る場として，復興祈念公園を整備。 
●場所 「陣山」地内外 
●面積 約2.3ha 
●整備内容 祈りの場（頂上付近），モニュメント（祈りの場 
      内），駐車場・トイレ（入口付近），四阿，待避 
      所 等 
 

平成31年度 

6.震災遺構・ 
  （仮称）震災伝 
    承館・岩井崎 
    プロムナード 
    センター 

 被災した気仙沼向洋高校旧校舎等を震災遺構として保存整備
し，隣接地に展示や研修する場として(仮称)震災伝承館及び岩
井崎プロムナードセンターを合築により整備。 
＜震災遺構＞ 
 南校舎，北校舎，総合実習棟，生徒会館，体育館 
※保存範囲部分を除く，学校敷地内被災施設を解体・撤去 
＜（仮称）震災伝承館＞ 
●構造・階数 鉄筋コンクリート造 平屋建て 
●延床面積 279.0㎡（展示室Ａ，展示室Ｂ，講話室） 
＜岩井崎プロムナードセンター＞ 
●構造・階数 鉄筋コンクリート造 平屋建て 
●延床面積 1,016.0㎡（映像シアター，体験・交流ホール，
オープンキッチン，多目的室，事務室 等） 

平成30年度 

18 主な着工中または今後着工を予定する市の復旧・復興事業 



施設名 概要 完成予定 
年度 

7.南気仙沼復興市 
 民広場 

 公園・広場の機能を集約し，多目的な利用を図り，市民の憩
いの場，スポーツや運動の場として整備。 
●全体面積 約5.2ha 
●整備内容 多目的グラウンド，多目的広場，駐車場，トイレ， 
      四阿 等 

平成32年度 

8.お伊勢浜海水浴 
 場(検討状況) 

 現在，お伊勢浜海水浴場の再開に向け，水中瓦礫の撤去や陸
上への養浜について，市において御伊勢浜海岸砂浜再生計画検
討業務をコンサルタント会社に発注し検討中。海岸管理者であ
る県と調整を図りながら防潮堤施工者である宮城北部森林管理
署と市で撤去作業を行うため，市の費用について，復興庁と具
体的な協議中。 
【現時点の国への復興交付金申請内容】 
事 業 名：御伊勢浜海岸再生事業 
内   容：水中瓦礫撤去（瓦礫量:水深約2.5m未満 約270㎥） 
 【復旧目標】 
海水浴場 延長約500ｍ 広さ約1.2ha（砂浜平均幅約25ｍ） 
なお，現時点では，陸上への養浜については復興庁と継続協議
中であるが，先進事例では県が事業主体となっている事例もあ
ることから，県や国とも調整中。 
 

調整中 

19 主な着工中または今後着工を予定する市の復旧・復興事業 
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2. 新病院（交通を含む） 



エントランス（うみねこモール） 

●場所：赤岩杉ノ沢 地内 
●診療科目・病床  
 診療科目：18科（移転前と同じ） 
 病 床 数：340床（一般336床，感染症4床）    
  ※一般336床のうち48床は回復期リハビリテーション病床 

概 要 

平成29年10月22日(日)  落成式典，内覧会 
          
     

外観・内観 

開院までのスケジュール 

 

 
   

 
 
 

西側（国道45号）より 

病室 

新病院－概要－ 

１．各科外来受付を4か所（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）のブロックに 
 集約化・患者導線の整理。 

2．外来診療の案内役として職員が交替で対応するほか，当 
 分の間，新たに医療コンシェルジュを配置。 
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●外来受付時間：初診 8時30分から11時 
          再診 7時45分から11時 
●駐車場：無料(一般用 468台(うち身障者用7台)) 
 

特 徴 

10月29日(日)  開院 
11月  2日(木)  外来診療開始 



項 目 現病院 新病院 

受 付 受付番号が記載された「受付票」発行。 受付番号と当日の診療予定が記載された
「基本スケジュール票」発行。 

診 察 

医師や看護師等による患者氏名での呼び
出し。 

●ブロック待合ホールや診察室入口に「案内 
 表示盤」を設置。 
●現在診察中・次の順番の方の「受付番号」 
 を表示。 
●順番になると「受付番号」が拡大・点滅表 
 示。 

会 計 

●３ヵ所の計算窓口で計算後，医療費の納 
 入通知書発行。 
●複数科受診の場合，各科毎，診察終了後 
 に計算。 
●会計窓口または自動精算機でのお支払 
 い。 

●当日診療の全てを終了後に，総合受付内 
 の計算窓口（１ヵ所）で計算。 
●会計窓口および自動精算機コーナーに設 
 置された「案内表示盤」に受付番号が表示。
●原則，自動精算機でのお支払い。 

新病院－概要－ 

３．主な変更点について 

４．高度医療機器の導入 
●高機能なＭＲＩ（3.0テスラ）やＣＴ（16㎝320スライス）等の導入による診断性能の向上及び撮   
    影時間の短縮。 
●頭部ＭＲＩ検査時の静音化及び圧迫感軽減による快適な検査の実現。    
  
 ※ 外来診療の予約率向上に努め，待ち時間の短縮を図ります。 

特 徴(続き) 

22 



新病院－公共交通によるアクセス方法－ 23 

新病院の開院に合わせ，平成29年11月2日（木）に市内の公共交通の路線再編を行います。 

新病院への公共交通によるアクセス 

① JR気仙沼線BRTに新駅「気仙沼市立病院駅」
を設置し，一部の便を経由します。 
 ※ 気仙沼～本吉間を運行する 
  便で，9時台～16時台の便 
  （１日７往復）が対象 

③ 一部の路線バス・乗合タクシーは， 
 平日１往復，新病院を経由又は発着する便を 
 設けます。 

② 市内循環バスの運行を新たに開始 
 します。 
  ※ 新病院，気仙沼駅前，市役所前， 
   海の市前などを経由 
  ※ １乗車200円の均一運賃 
  ※ 時計回り・反時計回りの２方向， 
   各７便ずつを運行 

④ ①～③以外は新病院には乗り入れしないため， 
 循環バス・BRTに乗り換えて，新病院にお越し 
 いただくことになります。 
  ※ 市内循環バスと他の路線バスを乗り継ぐ場合， 
   乗継割引（100円割引）を設けます。 

市内循環バス 
乗合タクシー 
（上廿一線， 
 小々汐線 等） 

路線バス 
（ミヤコーバス） 乗継割引 

健康管理
センター前

気仙沼市立病院

粋活街西口

海の市前

気仙沼駅前

田谷本郷

保健所前

不動の沢
幸町内の脇

南郷住宅入口

条南中学校前 粋活街東口

東新城一丁目

赤坂橋

新城大橋

古町
新町

三日町

気仙沼市役所前

港町
南町

路線バス     ：鹿折金山線（鹿折金山～市立病院），大沢線（大沢～市立病院） 
乗合タクシー ：上廿一線（上廿一～市立病院），小々汐線（鶴ヶ浦～市立病院） 
        金成沢線（渡戸～市立病院），羽田線（羽田～市立病院） 



24 新病院－階上地区からのアクセス（例）－ 

陸前階上駅 9:09 10:39 11:29 12:39 13:29 14:39 15:39 

最  知  駅 9:12 10:42 11:32 12:42 13:32 14:42 15:42 

市立病院駅 9:29 10:59 11:49 12:59 13:49 14:59 15:59 

市立病院駅   9:53 11:03 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 

最  知  駅 10:10 11:20 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 

陸前階上駅 10:13 12:23 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 

（行き）  ＢＲＴ（気仙沼駅行き） 

（帰り）  ＢＲＴ（本吉駅行き） 

 ◆ ＪＲ気仙沼線ＢＲＴをご利用の方 

陸前階上駅 市立病院駅 最知駅 松岩駅 

陸前階上駅から  【運賃】210円 【所要時間】20分 
最知駅から    【運賃】190円 【所要時間】17分 

陸前階上 7:48発  田谷本郷 
（南気仙沼駅） 
8:06着⇒8:10発 

市立病院駅 
8:19着 

循環バス（反時計回り） 
200円，9分 

乗換え4分 【行き】  
【運賃】計410円 
【所要時間】約31分 

 ◆ 循環バスに乗り継いでご利用の方 

ＢＲＴ（下り） 
210円，18分 
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3. まちづくり全般 



第２次気仙沼市総合計画－市民が起点となり，行政とともにつくる総合計画－ 
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○本市が目指すまちの姿 Ⅰ 将来像を実現するための「まちづくり」の目標

基本構想（H29～H38）
将来像（仮） 施策の柱（仮） 基本施策（仮）

(1) 地場産業や地元企業の競争力を強化
し，市場を海外にも求め，持続可能な地
域経済を構築します

①基幹産業として水産業の振興　②農業の振興　③林業の振興　④商工業・サービス業の振興
⑤地域内経済循環の強化

(2) 市内外の力を結集し，新たな産業と挑
戦する人材を創出します

①産業の多様化と企業誘致の推進　②起業・創業支援と産業人材育成　③労働環境の整備
④国際リニアコライダーの受入態勢の整備

(3) 世界に開かれた観光・交流都市を実現
します

①観光の振興　②ＤＭＯの推進　③地域間交流・国際交流の推進

2 子育て
地域みんなが笑顔で，
子どもを見守り育てる
まち

(1) 子どもの主体的な育ちや子育て世代を
地域みんなで支えるまちにします

①妊娠・出産・子育て支援の充実　②母子保健の充実　③児童福祉の充実

(1) 教育環境を整え，子どもの生きる力を
育みます

①教育環境の充実　②英語教育の推進

(2) 生涯学習やスポーツ・文化活動を通じ
て，豊かな心を育みます

①生涯学習の推進　②スポーツの振興　③文化芸術の振興と地域文化の継承

(1) 自然を「知り」，「残し」，「活か
す」社会をつくります

①低炭素・循環型・自然共生社会の構築と廃棄物の適正処理

(2) 豊かな食材と食文化を次世代に継承し
ます

①食育の推進　②スローシティ・スローフードの推進　③地産地消の推進

(1) 心身ともに健康で，いつまでも自分ら
しく生活できるまちにします

①健康づくりの推進　②地域包括ケアシステムの推進

(2) いつでも安心して医療が受けられるま
ちにします

①医療の充実※１

(1) 誰もが自分らしく暮らせる福祉のまち
にします

①地域福祉の充実　②高齢者福祉の充実　③障害者福祉の充実

(2) 支え合い，人にやさしく，元気なまち
にします

①市民活動の推進　②移住・定住の促進　③結婚活動への支援

(1) 高い防災力を維持する災害に強いまち
にします

①防災対策の充実※２　②消防体制の充実

(2) 安全で安心して生活できるまちにしま
す

①交通安全対策と防犯対策の充実　②国民保護と平和行政の推進　③市民相談体制の充実　④消費者の保護

(3) 快適で暮らしやすいまちにします
①道路網の整備　②市街地の整備※３　③公園整備と緑化推進　④住環境の充実　⑤上水道の整備
⑥生活排水処理の推進と下水道の整備　⑦墓地・斎場の整備　⑧地域情報化の推進　⑨公共交通網の整備

Ⅱ 将来像を実現するための「まちづくりの仕組みづくり」の目標

施策の柱（仮） 基本施策（仮）

1 対話・
　共創・
　協働

地域のことを自分ゴ
ト・自分たちゴトとし
て考え，行動するまち

(1) 地域リーダー育成を基礎とし，住民と
行政，営利と非営利が世代や立場を超
え，対話，共創，協働を行う住民参加に
よる市民が主役のまちづくり「まち（ま
るごと）大学」を推進します

①産業人材，まちづくり人材の育成　②対話と共創の場「□ship」の活用　③住民自治と協働の推進

④公民館の多機能化・市民化の検討　⑤小規模多機能自治の推進

⑥コミュニティビジネス，ソーシャルビジネスの普及推進　⑦男女共同参画，女性活躍の推進

(1) 健全で効率的かつ効果的な行財政運営
を行います

①効率的な行政運営と人材育成　②財政運営と地方公営企業の健全化　③市政の「見える化」の推進
④自治体連携・大学連携の推進

(2) 地域の資産・資源を有効活用し，賑わ
いと生業を創出します

①市有財産の適正管理と有効活用　②シェアリングエコノミー※４の推進

第２次気仙沼市総合計画体系図（平成29年10月５日時点案）

基本構想（H29～H38） 前期基本計画（H29～H32）
基本目標（仮）

若者が挑戦できるまち
または

誰もが挑戦できるまち

子どもの笑顔を育めるまち

健康で心豊かに安らげるまち

人と人とがつながるまち

1 産業
地域の魅力を磨き，つ
なげ，挑戦し続ける産
業があるまち

3 教育
人間力・挑戦する心・
地域愛を育むまち

　
　　第２次気仙沼市総合計画の概要

１ 位置付け
・市民（地域）と行政が，自分たちのまちの将
来や課題等について，ともに考え，学び，行動
するための指針となるもので，地域社会全体の
公共計画とします。
・総合的かつ計画的な市政の運営を図るため，
市の施策や事業の根拠となる最上位計画に位置
付けます。

２ 計画の構成と期間
 (1) 基本構想　10年間（H29～H38)
　・将来像　本市が目指すまちの姿
　・将来フレーム
　　　将来人口＝H38年：60,600人
　　　土地利用の方向性
　・基本目標
　　　将来像を実現するための「まちづくり」
　　や「まちづくりの仕組みづくり」の目標

 (2) 前期基本計画　4年間（H29～H32)
　・基本目標ごとの施策の柱
　・基本施策
　　　基本施策ごとに「現状と課題」「目標」
　　「方向性」「主体ごとの主な取組」を記載

4 自然・
　環境，
　食

豊かな自然や食文化を
大切にし，誇りに思
い，語ることができる
まち

5 保健，
　医療

一人ひとりが生きがい
を持ち，健康で暮らせ
るまち

6 福祉，
　地域コ
　ミュニ
　ティ

自分らしさを生かしな
がら，思いやり，支え
合えるまち

7 防災，
　安全・
　安心，
　暮らし

災害に強く，安全で安
心できる住み続けたい
まち

基本構想（H29～H38） 前期基本計画（H29～H32）
基本目標（仮）

2 地域経
　営

地域の資産・資源を活
かした持続可能なまち

※１市立病院を含む。　※２治水・河川環境・海岸保全・高潮・急傾斜地対策を含む。　※３都市ガス事業を含む。
※４シェアリングエコノミー：個人が持つ遊休資産やスキルなどを活用し，市民と市民が互いに協力しながらサービスを提供し合うこと。

　　＜構成図＞

市の各種

個別計画

地域の
まちづく
り計画



復興まちづくり協議会 
運営費補助金 

地域活性化支援員の設置 

 まちづくり協議会の運営に必要な経費
の一部を補助します。 
 
■対象団体の要件 
 震災からの復興に向けたまちづくりに
関する協議や活動を主たる目的として組
織され，自治会その他地域団体と連携し
た団体であることなど。 
■補助金額 
 地域住民等の世帯数及び事業所数に応
じ5万から100万円まで 
■補助対象経費 
・会議資料，広報誌，パンフレット等の
作成に要する費用 
・まちづくり協議会構成員の意向把握に
関する費用 
・まちづくり計画の作成に関する費用 
等 
■平成28年度実績  ９協議会 
■平成29年度実績  ６協議会 
       （平成29年10月1日現在） 
 
 

 市が委嘱した地域活性化支援員をま
ちづくり協議会に配置し，まちづくり
協議会の事務局員として事務を行いな
がら，地域の調査・点検や課題の整理，
課題解決に向けた取り組みを行います。 

■対象団体の要件 
 気仙沼（2区域），鹿折，松岩，新
月，階上，大島，面瀬，唐桑，本吉の
各地区を対象として，まちづくり活動
をしている組織で，自治会その他地域
団体と連携した団体であることなど。 

■配置人数 
 まちづくり協議会毎に各１名 

■平成29年度実績  ３協議会（平成
29年10月1日現在） 

（平成29年度～） （平成25年度～） 

まちづくり協議会への支援及び人材育成 27 

市では，震災からの復興や地域の活性化に向けて地域住民が主体的に組織し活動するま
ちづくり協議会に対して支援を行うとともに，まちづくりの担い手の育成を行っていま
す。 

人材育成 
 〇アクティブコミュニティ大学 
 50・60代の方々を対象に，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
ショップを開催。 
 ■実績 
 第Ⅰ期（平成28年度）卒業者数:13名 
 第Ⅱ期（平成29年度）受講者数:24名 
 ■講師 
 東北学院大学教授等  
 
〇アクティブ・ウーマンズ・カレッジ 
 10代～40代の女性を対象に，前向き
な行動意欲を持った女性の育成を目的と
する連続セミナー＆ワークショップを開
催。 
 ■実績 
 第Ⅰ期（平成28年度）卒業者数:13名 
 第Ⅱ期（平成29年度）受講者数:20名 
 ■講師 
 明治大学教授等 
 
 



仙台アクセスの利便性向上のための特別切符・臨時列車 28 

ＪＲ気仙沼線・大船渡線のＢＲＴによる本格復旧の受入れの際に，本市からＪＲ東日本へ申入れ
していた項目のうち，「仙台へのアクセスの確保」に関する項目の２つが実現 
 
    ＪＲ東日本からは「利用状況を見て今後の実施を検討する」と伺っておりますので， 
    市民の皆さんの積極的な利用をお願いします。 

■ ＪＲ大船渡線・東北新幹線 
 を利用して，気仙沼駅から 
 仙台駅まで往復するときに 
 利用できるお得な切符 
 
     ※ 東北新幹線は自由席を利用 
     ※ 気仙沼→仙台，仙台→気仙沼の順に利用（逆は不可） 
 
 
■料金   往復  おとな7,700円 （こども3,850円） 
 

             ※ 通常運賃（9,720円）から約20％割引 
 
■ 発売期間 本年 9月1日 ～ 平成30年9月27日 
 
■ 利用期間 本年10月1日 ～ 平成30年9月30日 
 

■ 有効期間 ４日間 
 

■ 発売場所   気仙沼駅，陸前高田駅，盛駅の 
       各みどりの窓口 
 

「気仙沼発 仙台往復きっぷ」 気仙沼-仙台間 臨時直通快速列車 
■ 気仙沼駅から仙台駅へ 
 乗換えなしで運行する 
 直通快速列車 
 （日付を限定して運行）  
■ 運行日 
  10月  9日(月･祝)  10日(火)  17日(火)  18日(水) 
    11月  3日(金･祝)    4日(土)  10日(金)  11日(土) 
 

■ 運行区間 気仙沼駅～仙台駅（乗換なし） 
                ※ 途中駅での乗降不可 
 

■ 運行ダイヤ（１日１往復） 
      気仙沼駅発  8時12分 → 仙台駅着    11時10分 
      仙台駅発   18時09分 → 気仙沼駅着 21時14分 
 

■ 運賃    片道3,020円（通常運賃） 
 

■ 使用車両   Kenji号（3両編成） 
       ※全席リクライニングシート（自由席） 



・100円で1ポイントが貯まり、1ポイント1円で利用できる地域のポイントカード 
・市民が積極的に市内のお店を利用することで、地域内でお金を回し市外に
流さない 
・ポイントの有効期限は、最長2年間（翌年12月31日まで） 
・公的施設での利用も検討中 

気仙沼クルーカード 29 
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4. 各地区・地域の課題 
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◆コミュニティ・教育 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 
◇長磯浜防集、災害 
 公営住宅の自治会 
 設立 

 自治会に関しては地元住民の皆様の意見集約を尊重し
たいと考えます。 
 長磯浜防集，災害公営住宅については，２つの行政区
（長磯浜・長磯原）に点在しながら跨っており，住民の
皆様と十分な意見交換を行っていきたいと思います。 

地域づくり
推進課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 

長磯浜周辺 防集・災害公営住宅位置図 
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◆コミュニティ・教育 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 
◇小、中学校の再 
 編計画（階上中、 
 大谷中の統合） 
【※p.40，41参照】 

 気仙沼市義務教育環境整備について「答申」に基づき，
第１段階（緊急性のある学校統合），第２段階（複式学
級の解消），第３段階（適正規模・配置化）において本
市の義務教育環境の整備を進めています。 
 第３段階にある大谷中学校は，生徒の減少が続く場合
は，通学路の整備や安全の確保等を確認し，保護者並び
に地域住民の理解を得ながら，平成33年度を目途に，階
上中学校との統合を進めます。 
 階上中学校区においては，平成28年２月にＰＴＡ役員
との懇談会を開催し，義務教育環境整備計画についての
説明及び懇談をしています。平成30年度からは，階上中
学校区，大谷中学校区それぞれで地域懇談会を開催し，
生徒数減少による教育課題等を丁寧に説明し，地域の
方々としっかり共有することに努め，望ましい教育環境
について共に考え合う機会を設けたいと思います。 

学校教育課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※説明資料があります。 
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◆インフラ・産業 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇計画されている市道 
萱原ノ沢線 
【※位置図３参照】 
３‐①萱原ノ沢線 
 H31年度完成予定 

 市道萱原ノ沢線のうち，国道４５号交差点（陸
前階上駅入口）から北西方向に延長４００ｍ，幅
員６．５ｍで計画し，現在は用地・補償を進めて
おり，平成３０年度に工事着手し，平成３１年度
に完成予定としております。 

土木課 

船原森2号線 
【※位置図３参照】 
３‐②船原森２号線 
 H31年度完成予定 
 

 市道船原森２号線のうち，市営長磯原住宅入口
付近から波路上漁港森地区に至る延長７４９ｍの
うち，５３９ｍの区間については工事が完了し，
残る２１０ｍについて幅員５．０～５．５ｍで計
画し，現在は測量・設計中で，今年度に用地・補
償を進め，平成３０年度に工事着手し，平成３１
年度に完成予定としております。 

土木課 

北最知２号線 
【※位置図３参照】 
３‐③北最知２号線 
 H31年度完成予定 
 

 市道北最知２号線のうち，国道４５号から最知
川原第２地区防集団地に至る延長５００ｍ，幅員
５ｍで計画し，現在は測量・設計中で，今年度に
用地・補償を進め，平成３０年度に工事着手し，
平成３１年度に完成予定としております。 
 

土木課 
 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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◆インフラ・産業 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇計画避難道(その１) 
【※位置図３参照】 
３‐④市道牧通２号線 
３‐⑤市道牧通線 
３‐⑥市道菖蒲沢線 
３‐⑦市道岩尻縦貫線 
 H32年度完成予定 
 
 
 
【※位置図３参照】 
３‐⑧市道牧明戸線 
 H30年度完成予定 
 
 
 
【※位置図３参照】 
３‐⑨市道岩井崎２号線 
 H29年度完成予定 
 

  
 国道４５号岩井崎入口交差点から階上中学校前
を経由し三陸沿岸道路「（仮称）気仙沼階上IC」
に至る延長約２．９㎞の区間（市道牧通２号線，
市道牧通線，市道菖蒲沢線，市道岩尻縦貫線）を
幅員１０ｍで計画し，現在は測量・設計，交差点
協議及び河川協議中で，今年度は用地・補償を進
め，平成３０年度に工事着手し，平成３２年度に
完成予定としております。 
 
 市道牧明戸線を震災遺構（旧気仙沼向洋高校）
付近から御伊勢浜海岸付近に至る延長６４５ｍ，
幅員８．５ｍ（車道６．０，歩道２．５ｍ）で計
画し，今年度に工事着手し，平成３０年度に完成
予定としております。 
  
 波路上ふれあい漁港南側にある市道岩井崎２号
線を崎野海岸防潮堤背後地延長１００ｍ，幅員５
ｍで計画し，今年度に工事着手し，年度内に完成
予定としております。 

土木課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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◆インフラ・産業 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇計画避難道(その２) 
【※位置図４参照】 
４‐⑬川原３号集落道 
 H30年度完成予定 
 
 
 
 
【※位置図４参照】 
４‐⑭川原４号集落道 
 H31年度完成予定 
 
 
 
 
 
 

  
 川原３号集落道は，整備延長５１０ｍ，幅員
５ｍで計画しております。用地取得は完了して
おりますが，現在，県防潮堤工事の迂回路とし
て利用されていることから，県との調整を行っ
ており，平成２９年度に工事発注し，平成３０
年度に完成予定としております。 
   
 川原４号集落道は，整備延長１６０ｍ，幅員
５ｍで計画しております。防潮堤事業等との事
業間調整を行っており，平成３０年２月頃から
用地・補償を進め，平成３０年度に工事発注し，
平成３１年度に完成予定としております。 

水産基盤整備課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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◆インフラ・産業 

課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 
◇計画避難道(その３) 
【※位置図４参照】 
４‐⑮川原５号集落道 
 H31年度完成予定 
 
 
 
【※位置図５参照】 
５‐㊱波路上１号集落道 
 H30年度完成予定 
 
 
【※位置図５参照】 
５‐㊲波路上２号集落道 
 H30年度完成予定 
 

   
 川原５号集落道は，整備延長１９０ｍ，幅員
５ｍで計画しております。防潮堤事業等との事
業間調整を行っており，平成３０年２月頃から
用地・補償を進め，平成３０年度に工事発注し，
平成３１年度に完成予定としております。 
  
 波路上１号集落道は，整備延長５１０ｍ，幅
員５ｍで計画し，現在は用地・補償を進めてお
り，平成３０年１月に工事着手し，平成３０年
度に完成予定としております。 
  
 波路上２号集落道は，整備延長１３０ｍ，幅
員５ｍで計画し，現在は防集事業と調整を図っ
ており，平成２９年度に工事発注し，平成３０
年度に完成予定としております。 

水産基盤整備課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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◆インフラ・産業 

課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇計画避難道(その４) 
【※位置図５参照】 
５‐㊳波路上３・４号集 
    落道 
 H29年度完成 
 
【※位置図５参照】 
５‐㊴波路上５号集落道 
 H29年度完成 
 
【※位置図５参照】 
５‐㊵波路上６号集落道 
 H30年度完成予定 

   
 波路上３号・４号集落道は，整備延長２５０
ｍ，幅員５ｍです。今年度完成しております。 
 
 
  
 波路上５号集落道は，整備延長１８０ｍ，幅
員５ｍです。今年度完成しております。  
 
  
 波路上６号集落道は，整備延長１２０ｍ，幅
員５ｍで計画し，年内に用地・補償を進め，平
成３０年２月に工事着手し，平成３０年度に完
成予定としております。 

水産基盤整備課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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◆インフラ・産業 

課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 
◇他市道整備(その１) 
【※位置図３参照】 
３‐⑩市道船原線 
 H31年度完成予定 
 
 
 
【※位置図３参照】 
３‐⑪市道下原浜線 
 H31年度完成予定 
 

 他の市道は次の道路の整備を進めております。 
 市道船原線を国道４５号交差点から市営長磯
原住宅方面に延長１３７ｍ，幅員５．０～６．
５ｍで計画し，現在は用地・補償を進めており，
平成３０年度に工事着手し，平成３１年度に完
成予定としております。 
  
 市道下原浜線の長磯浜地区防集団地付近から
波路上漁港に至る延長５４９ｍのうち，１２８
ｍの区間については工事が完了し，残る４２１
ｍについて幅員４．０～６．５ｍで計画し，現
在は測量・設計中で，今年度に用地・補償を進
め，平成３０年度に工事着手し，平成３１年度
に完成予定としております。 

土木課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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◆インフラ・産業 

課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇他市道整備(その２) 
災害復旧事業 
【※位置図４，５参照】 
注）路線名は位置図に記
載されております。 
 H32完成予定 
 
他の市道 
 

  
 市道の災害復旧事業については，階上地区では，市
道港岩井崎線外４６路線で，延長１２,０４０ｍ，幅
員１．３ｍ~８．５ｍで計画し，平成２５年度より施
工し，平成３２年度事業完了を予定しております。進
捗状況は，１１路線延長４,４２０ｍが完成しており
ます。 
 
 他の市道については，昨年度に行った通学路点検の
結果を受けて，危険箇所などについて改良及び補修等，
関係機関と協議を行いながら，歩行者の安全確保に努
めてまいります。 

土木課 

階上地区から出された主な課題－市の考え方－ 
※位置図があります。 
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担当課 学校教育課 連絡先 22‐3441 

気仙沼市義務教育環境整備計画について 

第１段階（平成24～26年度）･･･緊急性のある統合 
 １学級に２つの学年が在籍して学習活動を行う複式学級の解消は急務であり，過小規模
校の抱える課題は早期に解決する必要がある。 
【対象校：浦島小学校，落合小学校，白山小学校，小原木中学校】 

 平成24年度から平成33年度までの10年間を３段階に分け，年次ごとの統合や通学区域の再
編について，小学校，中学校ごとにそれぞれまとめました。 
 学校の統合や通学区域の再編は，答申で示された年次計画を基に，統合対象校の児童・生
徒数，学級数の推移や地域の地理的状況などを踏まえて作成しました。 

第２段階（平成27～29年度）･･･複式学級の解消，規模の小さい学校の統合 
 第２段階の３年間で複式学級の解消を目指し，平成29年度までの６年間で過小規模校は
統合を進める。 
【対象校：小原木小学校，月立小学校，水梨小学校，馬籠小学校，小泉中学校】 

第３段階（平成30～33年度）･･･適正規模・配置化 
 第３段階では，学校規模・配置の適正化に向けて，本市の状況を踏まえながら着実に取
り組む必要がある。児童生徒数の減少や道路状況の整備などの変化を見ながら，気仙沼市
の学校規模の基準を満たすことを目指すが，無理なく通学できるかどうか距離や状況を確
認し，統合が児童生徒の教育機会の保障につながるかどうか，十分見極めた上で検討する。 
【対象校：中井小学校，大島小学校，小泉小学校，大島中学校，条南中学校，大谷中学校】 

コミュニティ・教育－小・中学校の再編計画について－ 
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気仙沼市義務教育環境整備計画 
第３段階（平成30～33年度）･･･適正規模・配置化を目指した統合 
 大谷中学校は，生徒数の減少が続く場合は，通学路の整備や安全の確
保等を確認し，保護者並びに地域住民の理解を得ながら，平成33年度を
目途に，階上中学校との統合を進めます。 

学校名 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 

階上中 115 117 113 108 104  92  92  82  87  80  84  80  82 
大谷中 111   99   93   88   87  82  77  68  64  68  68  70   66 

【平成29年５月１日現在住民登録による生徒の推移予測】 

整備計画の「見直しの観点」（平成28年5月） 
 ア 出生数と児童・生徒数の変化 
 イ 地域コミュニティの変化 
 ウ 復興の状況 
   

担当課 学校教育課 連絡先 22‐3441 

コミュニティ・教育－階上中・大谷中の統合について－ 



ありがとうございました。 
42 
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