
復興から創生へ 
 －みんなが主役のまちづくり－ 
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気仙沼市 

本吉地域市政懇談会 



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 
10月末 
（B） 

平成29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） 74,247 
〔30.2%〕 69,986 66,023 

〔35.5%〕 
65,067 

〔36.2%〕 
▲ 9,180 
【▲12.4%】 

▲ 956 
【▲1.4%】 

男（人） 35,950 33,879 32,114 31,660 ▲ 4,290 ▲ 454 
女（人） 38,297 36,107 33,909 33,407 ▲ 4,890 ▲ 502 
世帯数 26,601 25,555 26,365 26,432 ▲ 169 67 

本
吉
地
域 

小
泉 

人口（人） 1,809   
〔32.2%〕 1,639   1,503 

〔36.8%〕 
1,454 
〔37.6%〕 

▲  355 
【▲19.6 %】 

▲ 49 
【▲3.3 %】 

世帯数 568 537 548 540 ▲ 28 ▲ 8 

津
谷 

人口（人） 5,288   
〔30.4%〕 5,265 5,021 

〔33.7%〕 
4,918 
〔34.6%〕 

▲ 370  
【▲ 7.0%】 

▲ 103 
【▲2.1 %】 

世帯数 1,681 1,697 1,781 1,769 88 ▲ 12 

大
谷 

人口（人）   4,040 
〔27.7%〕 3,732   3,688 

〔33.1%〕 
3,677 
〔33.8%〕 

▲ 363  
【▲9.0 %】 

▲ 11 
【▲ 0.3%】 

世帯数 1,260 1,223 1,296 1,302 42 6 

計 

人口（人） 11,137   
〔29.7%〕 10,636   10,212 

〔33.9%〕 
10,049 
〔34.8%〕 

▲ 1,088  
【▲ 9.8%】 

▲ 163 
【▲ 1.6%】 

世帯数 3,509     3,457 3,625 3,611 102 ▲ 14 
地区別の外国人登録者数データなし 

注）【】内は増減率,〔〕内は高齢化率を表す 
    



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 
     及び市からの情報発信 
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1.復興の現状と 
 今後の事業展開 

3 



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10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 

登米沢 6区画 6戸 5戸 0区画 
小泉町 65区画 45戸 42戸 18区画 
大谷向山 10区画 10戸 10戸 0区画 
本吉津谷 5区画 5戸 5戸 0区画 
小泉東 11区画 11戸 11戸 0区画 
小泉浜 5区画 5戸 5戸 0区画 
大谷 36区画 33戸 29戸 1区画 
大谷（野々下） 4区画 4戸 4戸 0区画 
津谷大沢 7区画 5戸 5戸 1区画 
大谷第2（大谷前浜） 3区画 2戸 2戸 1区画 
大谷第2（長根台） 4区画 3戸 2戸 0区画 
大谷第2（大谷南） 6区画 6戸 6戸 0区画 
大谷第2（日門） 7区画 7戸 7戸 0区画 

計 169区画 142戸 133戸 21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－ 5 

（２）災害公営住宅整備事業（平成29年10月末時点） 
 

住宅名 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 

大谷住宅 
戸建 67戸 67世帯 66世帯 0戸 

長屋 5戸 5世帯 5世帯 0戸 

山谷住宅 
戸建 11戸 11世帯 11世帯 0戸 

長屋 2戸 2世帯 2世帯 0戸 

津谷下町住宅 
戸建 8戸 8世帯 8世帯 0戸 

長屋 7戸 7世帯 6世帯 0戸 

津谷街住宅 
戸建 12戸 12世帯 12世帯 0戸 

長屋 4戸 4世帯 4世帯 0戸 

小泉住宅 
戸建 16戸 16世帯 16世帯 0戸 

長屋 21戸 21世帯 20世帯 0戸 

計 153戸 153世帯 150世帯 0戸 



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－ 6 

（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 
 東日本大震災復興記念前浜マ 
 リンセンター  本吉町前浜 225-1 251㎡ 木造平屋 平成25年11月 

 本吉幣掛ふれあい会館  本吉町幣掛192-3 101㎡ 木造平屋 平成27年3月 

 本吉在区コミュニティセン 
 ター  本吉町卯名沢105-4 179㎡ 木造平屋 平成27年3月 

 本吉中郷会館  本吉町洞沢138-28 205㎡ 木造平屋 平成27年3月 

 本吉日門コミュニティセン 
 ター  本吉町山谷148-1 267㎡ 木造平屋 平成28年3月 

 本吉高漁村センター  本吉町小金沢46 188㎡ 木造平屋 平成28年8月 

 本吉大沢生活改善センター  本吉町大沢98-2 157㎡ 木造平屋 平成28年9月 

 本吉大谷漁村センター  本吉町大谷374-3 296㎡ 木造平屋 平成28年12月 

 本吉小泉町区振興会館  本吉町外尾152-51 204㎡ 木造平屋 平成28年12月 

 本吉大谷西コミュニティセン 
 ター   本吉町長根186-90 178㎡ 軽量鉄骨造平屋 平成29年5月 



住宅環境－本吉地域内の応急仮設住宅（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11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11月現在） 

団地数 建設戸数 入居戸数 
【入居率】 入居世帯数 入居者数 

15団地 523戸 27戸 
【5.2%】 

24世帯 56人 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

・卯名沢住宅 
・小泉小学校住宅 
・外尾住宅 

・津谷小学校住宅 
(9月から使用開始) 
・小泉中学校住宅 
・大谷中学校住宅 
(７月解体開始，12月原形復
旧完了) 
・天ヶ沢住宅 
・蔵内住宅 B 
・今朝磯住宅 
(11月以降解体開始，H30.3
月までに原形復旧完了） 

・蔵内住宅 A 
※解体スケジュールは 
 今後調整 
 

・旧小泉中学校住宅 
・旧本吉農業改良普及 
 センター跡地住宅 
・津谷高岡住宅 
・はまなす台住宅 
・山田大名広場住宅 
※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）－ 8 

 

 

 

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）－ 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



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 

舗装工等 

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 

舗装工等 

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 

H29.12.9開通予定 

H 2 9 年度 



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（浪板橋～磯草間5.5Kｍ） 

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） 

13 



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32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32年度 位置図２ 

朝日町赤岩港線 L=1,180m W=10.5～16.0m 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.大谷海岸 
 ・道の駅「大谷海岸」 

p.20,21参照 

9.中島海岸防潮堤 
 ・津谷川河川堤防 

p.22参照 

10.大谷海水浴場 
 ・小泉海水浴場 

p.23参照 

11.本吉地域の防 
 潮堤・河川堤防 

p.24,25参照 
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主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業 
                       － 大 谷 海 岸 － 
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イメージパース（東側鳥瞰図） 

概  要 

【南側（県気仙沼土木事務所）】  
H29年度～H30年度 国道切り回し工事 
H30年度～H32年度 防潮堤工事・国道本線嵩上げ工事  
【東側（林野庁）】 
H29年度～H31年度 既設護岸補修工事・防潮堤工事 
【日門漁港三島分区（県気仙沼地方振興事務所）】 
H29年度～H31年度 防潮堤工事 
 
 

担当部署：宮城県，林野庁，市観光課，市計画・調整課 



 

●道の駅「大谷海岸」の整備 
 ・平成32年度末までに施設整備完了を目指す。 
 ・将来に亘る運営・維持管理を考慮しながら，事   
  業内容に応じた適切な施設整備を目指す。 
 ・民間のノウハウを最大限に活用し，市・地域が   
  一丸となり未来志向のまちづくりに取り組む。 
 ・海水浴場向けのトイレ・シャワーなどの公共施  
  設を整備する。 
    

●公共交通結節点としての整備 
 

 ・被災したＪＲ大谷海岸駅機能の移転や，大谷Ｉ   
  Ｃ近接という立地条件を活かしたＢＲＴ乗降場   
  など，公共交通結節点としての整備を推進する。 
 

 道の駅を核とした本吉エリアを，南のゲートウエイ（観光の出入り口）として，気仙沼の豊かさをＰＲ
する場，交通結節点として様々な人々が行き交う場，賑わい創出の場として，観光交流拠点の形成を図る。 
 三陸沿岸道路整備後にも賑わう「道の駅」を目指す。 

 
① 気仙沼の産物を活かした飲食・物販が味わえ  
   る・楽しめる場所 
② 文化・体験・体感ができる場所 
③ 情報発信を通じて様々な交流が望める場所 
④ 交通の要所・ターミナル 

道の駅「大谷海岸」イメージ 

施 設 整 備 計 画 （ 案 ） 

 

平成29年度 基本計画策定 
平成30年度 詳細設計 
平成32年度 建築工事  

今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル 

 
● 大谷里海づくり検討委員会により大谷海岸地区のま   
   ちづくりについて地域・市・県・国が互いに連携・ 
   検討し，防潮堤背後地の活用方法について協議 
● 新道の駅「大谷海岸」再建検討委員会により，委員 
   会と市で新道の駅「大谷海岸」の整備計画について  
   協議中 

取 組 状 況 

【大谷海岸地区整備計画配置イメージ図】 

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 
  － 道の駅「大谷海岸」－ 
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担当部署：宮城県，市観光課，市計画・調整課 

主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業 
             －中島海岸防潮堤・津谷川河川堤防－ 
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イメージパース（鳥瞰図）  
○防潮堤の高さをT.P.+14.7ｍとし，約820mを緩傾斜堤(1:3.0) 
 で整備。 
○津谷川河川堤防の高さをT.P.+14.7～7.1mとし，左岸延長：約 
 2㎞，右岸延長：約2.4㎞で整備。 
○海水浴場の再開に向け，震災前の汀線（波打ち際）から約200 
 ｍセットバックし，離岸堤（5基）と砂浜を復旧。 
○海側の一部を階段状（１段あたり：けあげ約20ｃｍ，踏面約 
 73ｃｍ）とし，乗り越し道路や階段（１段あたり：けあげ約 
 15ｃｍ，踏面45ｃｍ）を設置することで，海水浴場と陸側に 
 整備予定の「中島海岸観光交流広場（シャワールーム・トイレ 
 ・更衣室など）」との一体的な利用を図る。 
○陸側には防災林（県気仙沼地方振興事務所）の再生と合わせ， 
 防潮堤の緑化（県気仙沼土木事務所）を行い，景観に配慮。 
 また，希少生物は再生する津谷川右岸の湿地に移転させるなど 
 専門家とともに環境にも配慮。 

概  要 

 
【中島海岸防潮堤・津谷川河川堤防（県気仙沼土木事務所）】 
  H26年度～H29年度 
【防潮堤の緑化（県気仙沼土木事務所）】 
  H29年度～H31年度 
【防災林（県気仙沼地方振興事務所）】 
  H27年度～H32年度   
【中島海岸観光交流広場（気仙沼市）】 
  H29年度～H30年度 広場等整備工事，トイレ・シャワー等 
            災害復旧工事 
 

工事スケジュール 
【中島海岸観光交流広場計画図】  

○造成面積 
  約 10,000㎡ 
 

○駐車場 約2,500㎡ 
  大型車・・3台 
  普通車・・65台 
  身障者用・・2台 
 

○広場等 約1,500㎡ 
 

○トイレ，シャワール 
 ーム，更衣室などを 
 設置予定 
 

○災害時に久須志神社 
 へ避難できるよう避 
 難路を整備予定 

別途，住民説明会 
を開催予定 

中島海岸 
観光交流広場 

久須志神社 



   環境省選定の「快水浴場百選」に選ばれ，東北屈指の海水浴場であった，大谷及び小泉海水浴場につ   
  いて，駐車場，トイレ，シャワー等を設置し，地域の賑わいと安全・快適に楽しめる環境を整備する。 

 
① 道の駅「大谷海岸」との一体的な利用を目的とし，  
  防潮堤背後地にトイレ・シャワーなどを整備する。 
② 海水浴客向けトイレとして，夏季シーズンに限り   
  海側に仮設トイレの設置を検討する。 
③ 夏の繁忙期に臨時駐車場として活用できる多目的  
   広場を道の駅「大谷海岸」の敷地内に整備する。 
④ 駐車場から砂浜へのアクセス利便性の確保，海水    
  浴場からの安全・迅速な避難導線を確保する。 

大 谷 海 水 浴 場 の 整 備 

 
平成32年度 道の駅「大谷海岸」建築工事 
      大谷海岸トイレ・シャワー等災害復旧 
            工事 
平成33年度 大谷海水浴場開設予定  

大 谷 海 水 浴 場 の ス ケ ジ ュ ー ル 

 
① 防潮堤背後地に中島海岸観光交流広場を整備する。 
 【施設概要】 
   駐 車 場:約2,500㎡ 
   駐車台数:大型車3台・普通車65台・身障者用2台 
    広 場 等:約1,500㎡ 
② 観光交流広場の敷地内にトイレ・シャワーなどを  
  整備する。 

③ 駐車場から砂浜へのアクセス利便性の確保，海水    
  浴場からの安全・迅速な避難導線を確保する。 

小 泉 海 水 浴 場 の 整 備 

主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業 
            － 大谷海水浴場・小泉海水浴場－ 
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平成29年度 中島海岸観光交流広場整備工事 
平成30年度 小泉海岸トイレ・シャワー等災害復旧 
            工事 
平成31年度 小泉海水浴場開設予定 
  

小 泉 海 水 浴 場 の ス ケ ジ ュ ー ル 



24 本吉地域の防潮堤・河川堤防整備状況 
◆本吉地区防潮堤整備の進捗状況について（市・国・宮城県管理） 

◆本吉地区河川堤防整備の進捗状況について（宮城県管理） 

⑲ 沖ノ田川 765.00 6.05 9.80 L1 Ａ 工事施工中 H26.3.21 H30.3
⑳ 津谷川 3472.00 7.28 14.70 L1 Ａ 工事施工中 H26.12.17 H31.3

Ｈ29.11.24現在

管理者 地区河川名
堤防護岸
延長
（ｍ）

施設の高さ(Ｔ.Ｐ) 構造
形式
（※）

進捗状況
着工年月日
または

着工予定年月

完了年月日
または

完了予定年月

被災前
現況高
（ｍ）

被災後
計画高
（ｍ）

〔Ｌ１〕
〔原形〕
〔その他〕

県（土木事務所）

位置図
番号

　※構造形式 Ａ Ｂ Ｃ ＥＤ Ｆ

県（農業農村整備部） ① 登米沢海岸 813.00 4.50 4.50 原形 Ｃ 工事施工中 H29.1.27 H30.3
県（水産漁港部） ② 日門漁港 568.00 － 9.80 L1 ＡＢ 測量・概略・詳細設計中 H30.6 H31.3

③ 大谷漁港 150.00 4.20 9.80 L1 ＢＣ 測量・概略・詳細設計中 Ｈ30.9 Ｈ32.3
④ 前浜漁港 167.00 9.80 L1 Ａ 測量・概略・詳細設計中 Ｈ30.9 Ｈ32.3
⑤ 赤牛漁港 305.00 9.80 L1 Ａ 測量・概略・詳細設計中 Ｈ30.2 Ｈ32.3
⑥ 大沢(津谷)漁港 436.00 9.80 L1 Ｂ 測量・概略・詳細設計中 Ｈ30.2 Ｈ32.3
⑦ 土台磯漁港 80.00 4.50 4.50 原形 Ｅ 工事発注準備中 Ｈ30.2 Ｈ31.3
⑧ 二十一浜漁港 200.00 14.70 L1 ＢＤ 測量・概略・詳細設計中 Ｈ30.2 Ｈ32.3
⑨ 蔵内漁港 470.00 9.80 L1 ＢＣＤ 事業調整中 調整中 Ｈ32.3
⑩ 蔵内漁港（草木沢） 150.00 9.80 L1 Ｃ 事業調整中 調整中 Ｈ32.3
⑪ 沖の田地区海岸 188.00 3.90 9.80 L1 Ｃ 工事完了 H26.5.23 H28.10.21
⑫ 大谷地区海岸 677.00 4.20 9.80 L1 Ａ 工事発注済 H29.12 H33.3

200.00
800.00

⑭ 沖ノ田海岸 396.60 3.90 9.80 L1 Ｂ 工事施工中 H28.7.26 H31.3
⑮ 野々下・沖ノ田海岸 363.70 5.00 9.80 L1 Ｂ 工事施工中 H28.7.26 H31.3
⑯ 野々下海岸 131.80 3.80 9.80 L1 Ｂ 工事完了 H25.2.12 H28.3.28
⑰ 大谷海岸（沼尻） 416.20 3.00 9.80 L1 Ｂ 工事施工中 H28.5.10 H30.3
⑱ 三島海岸（大谷海岸） 390.00 4.30 9.80 L1 Ｃ 測量・概略・詳細設計中 H30第１四半期 H32.3

堤防護岸
延長
（ｍ）

〔Ｌ１〕
〔原形〕
〔その他〕

位置図
番号 進捗状況被災前

現況高
（ｍ）

構造
形式
（※）

施設の高さ(Ｔ.Ｐ)
被災後
計画高
（ｍ）

中島地区海岸 Ａ⑬ 5.50 14.70 L1

国（林野庁）

Ｈ29.11.24現在

工事施工中 H26.7.4 Ｈ30.3

市（水産基盤整備課）

着工年月日
または

着工予定年月

完了年月日
または

完了予定年月
管理者 地区海岸名

県（土木事務所）

担当部署 土木課 
     水産基盤整備課 
     計画・調整課 
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◆本吉地区の防潮堤・河川堤防整備計画位置図 25 
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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 旧病院 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) 
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ご意見・ご要望 病院の対応 

1.駐車場から新病院のバイパスに抜
ける道路の路上に「止まれ」のサイ
ンはあるが，標識がない。 
  
   
 

 任意の看板を設置することによって，車両の視界を遮り，通
行に支障をもたらすことに配慮したものであり，進入路やロー
タリーの規制表示については，警察署と協議を重ねた結果であ
ります。病院敷地内は徐行が原則であることから，路面規制で
の対応としております。 

2.駐車場に番号がないため，診療後
の自分の車の位置が分からなくなる
ので，番号をつけてほしい。 

 エリアを示すサインは設置しており，新病院の駐車場スペー
スが広くなったことによる問題と捉えておりますが，現在はこ
のことについての苦情はなく，通院を重ねていくことにより解
消されてくるものと考えております。 
 

3.受付の時，風除室を越えて並ぶ状
況なので，受付時間を早めてほしい。 
  
 
  
 

 現在，風除室からエントランスホールへの開錠時間は7時30
分，エントランスホールでの受付開始時間は7時45分，新規患
者及び検査の受付開始時間については8時30分。また，診療開
始時間は原則９時となっております。 
 従い，検査時間を考慮しても，予約時間の1時間前までで充
分診療に間に合うことから，予約時間に合せて来院されよう広
報等で周知を図ってまいります。（予約患者は早くても8時で
大丈夫です。） 
  

新病院－開院後にいただいたご意見・ご要望とその対応－ 
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ご意見・ご要望 病院の対応 

 4.面会の手続きに時間がかかる。
面会時間が過ぎると，ナースステー
ションに声をかけないと，開錠でき
ないがその表示がない。 
  
 
  

 入院病棟は，面会時間以外基本的に施錠しております。 
 面会時間は，患者の安静保持，感染リスクを避けるため，診
療上の理由から設定したものでありますので，時間を厳守して
いただきたいと考えております。（午後２時から３時まで，午
後６時から８時まで） 
 面会手続きについては，開院時は受付の際に「受付名簿」に
順番に氏名等を記載していただきましたが（前の人が終了しな
いと次の人が記載できない），現在は，「単票の用紙」に代表
者氏名，面会人数を記載することにいたしました。（複数の申
請者に対応できる） 
 施錠については，利用者に不便をかけないよう検討中です。 
 

5.病院職員の接遇の向上。 
 

 院内に接遇委員会を設置しており，その中で研修を行うなど，
今後とも接遇の向上に努めてまいります。 
 

新病院－開院後にいただいたご意見・ご要望とその対応－ 



新病院－公共交通によるアクセス方法－ 31 

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した。 

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 
  のみ（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往復のみ，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 
 しました。 
  ※ 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

 ※ 乗り継ぐ場合は，降車時に運転手から 
      「乗継券」をお受け取りください。 



32 新病院－本吉地域からのアクセス－ 

本 吉 駅 8:53 10:23 11:13 12:23 13:13 14:23 15:23 

大谷海岸駅 9:04 10:34 11:24 12:34 13:24 14:34 15:34 

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 

大谷海岸駅 10:18 11:28 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 

本 吉 駅 10:29 11:39 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 

（行き） ＢＲＴ（気仙沼駅行き） 

（帰り） ＢＲＴ（本吉駅行き） 

 ◆ ＪＲ気仙沼線ＢＲＴをご利用の場合 

本吉駅 市立病院駅 小金沢駅 大谷海岸駅 

大谷海岸駅から  【運賃】210円 【所要時間】25分 
本吉駅から    【運賃】320円 【所要時間】36分 

南気仙沼駅 
（田谷本郷） 

7:51着⇒8:10発 

市立病院 
8:19着 

循環バス（反時計回り） 
200円，9分 

乗換え19分 
【行き】  

蔵内駅から 
【運賃】計610円 
【所要時間】約81分 

 ◆ 早朝にＢＲＴと循環バスを乗り継ぐ場合の例 

ＢＲＴ（下り） 
410円，53分 蔵内駅 

 6:58発 
本吉駅 



33 

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－ 

 
34 

○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）
※大谷里海づくり検討委員会 
         （平成26～28年度） 
 津谷地区まちづくり協議会 
         （平成28・29年度） 
 
 

 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6月，本吉夢プロジェクト
委員会に1名配置 

（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 
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 
       （うち本吉地区：1名） 
 第Ⅱ期（平成29年度）受講者数:24名 
       （うち本吉地区：1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 
       （うち本吉地区：0名） 
 第Ⅱ期（平成29年度）受講者数:20名 
       （うち本吉地区：1名） 
 ■講師 
 明治大学教授等 
 
 

ま ち 

35 



仙台アクセスの利便性向上のための特別切符・臨時列車 36 

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 （運行終了） 
   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（途中の乗降不可） 
 

■ 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） 
 

■ 利用実績（乗車定員130人） 
     気仙沼駅→仙台駅 平均 約45人／便 
   仙台駅→気仙沼駅 平均 約30人／便 
       

※ 今回の実績を基に，運行日，運行時刻，停車駅など， 
 もっと利用しやすい内容での定期運行をＪＲ東日本に 
 要望していきます。 



・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 37 
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4. 各地区・地域の課題 
    及び市からの情報発信 
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◆生活環境 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇市民バス本吉三陸線
のルート変更 
 市民バス本吉三陸線の運
行は国道45号を中心に通
行しているが，住宅の移転
によりバスの停留所までの
距離が遠く不便。高齢者や
児童の利用が多いため，蔵
内南からオイカワデニムを
通り，二十一浜へ出るよう
なルートに変更してほしい。 

 市民バス本吉三陸線は，以前から本吉漁協
前バス停周辺での小学生の利用者が多く，そ
ちらを経由する必要があります。 
 そのうえでご要望に対応するためには，ご
要望の区間（農道）を経由した後，蔵内漁港
側にいったん戻るなど，大幅な迂回が必要と 
なり，総運行時間が相当長くなり，通学利用
に影響を及ぼす可 
能性があることか 
ら，ルート変更は 
困難な状況にあり 
ます。 
 引き続き，皆様 
のご意見を伺いな 
がら，より良い方 
法を検討してまい 
ります。 

震災復興・企画
課 
 

本吉地域から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆保健福祉・インフラ 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇高齢者の見守り 
 高齢者が多いので，安否 
確認の必要がある。高齢者 
が安心して暮らしていける 
ようにしてほしい。 

 高齢者の見守りについては，本年度か
ら，本吉地域の３つの地区社会福祉協議
会の圏域毎に配置した，地域支え合い推
進員を調整役とし，支え合いの地域づく
りを進めてまいります。 

高齢介護課 
地域包括支援
センター 

◇赤牛海岸からの避難道の 
設置について 
 避難道の設置について，その 
後の経過を説明願う。 

 赤牛漁港からの避難路につきましては，
今月29日（水）に開催する赤牛漁港海岸
防潮堤説明会において，ご説明し協議・
調整させていただく予定です。 
 

水産基盤整備
課 

◇赤牛海岸東側に予定して 
いる防潮堤について 
 防潮堤の早期着工をお願いし 
たい。 

 赤牛漁港海岸に計画している防潮堤計
画については，今月29日（水）第3回地元
説明会を開催することとしており，その
中で出た意見などを設計に反映させ，年
度内の発注を目指していきます。 

水産基盤整備
課 
 

本吉地域から出された主な課題－市の考え方－ 



担当部署 土木課 
     水産基盤整備課 

◆東日本大震災により被災した市道の復旧 
  復旧路線数     160路線 187箇所 L=32,950.9m 
       うち完了 131路線 158箇所 L=26,812.9m 
    施工中及び予定   29路線     29箇所 L=  6,138.0m 
◆市道の整備状況 
  整備路線数 9路線  L=7,014.4ｍ（うち完了延長L=1,037.5ｍ） 
        橋梁2橋 L=   7.4ｍ 
◆漁集事業による集落道整備 
  整備路線数 6路線 L=1,197m 

インフラ －本吉地域市道等の災害復旧及び整備の状況－ 41 

◆市道の整備状況 
№ 箇所図 

番号（※） 路線名等 内容 延長(m) 幅員
(m) 現在の状況 着工年月 

(予定) 
完了年月 
（予定) 

１ ㉚ 大沢狼の巣線 改良・舗装 900.0 5.0 
L=165m工事中 
L=685m工事完了 
L=  50m用地・補償 

H28.1 H31.3 

２ ㉛ 金子線 改良・舗装 1,174.0 9.5 工事中 H27.10 H32.3 

３ ㉜ 旧国道蔵内線 水路 55.0 - 工事完了 H28.10 H29.7 

４ ㉝ 蕨野線 舗装 130.0 4.2 測量設計 H30.1 H30.3 

５ ㉞ 菖蒲沢線 改良・舗装 500.0 10.0 用地・補償 H30.10 H33.3 

６ ㉟ 菖蒲沢線・岩尻縦貫線 改良・舗装 2,460.0 10.0 用地・補償、工事中 H28.10 H33.3 

７ ㊱ 岩尻縦貫線 改良・舗装 550.0 9.5 用地・補償 H30.9 H32.3 

８ ㊲ 三島上通り線 改良・舗装 297.5 7.5 工事完了 H27.3 H29.3 

９ ㊳ 前浜中央線・天ヶ沢才新岩ノ前
線・天ヶ沢岩ノ前線 改良・舗装 947.9 5.0 工事中 H28.11 H32.3 

10 ㊴ 石川原橋 橋梁補修 3.2 3.2 測量設計 H31.11 H32.3 

11 ㊵ 明戸橋 橋梁補修 4.2 2.0 測量設計 H32.5 H33.3 

計 7,021.8 

※箇所図は次頁参照 



津谷・蔵内周辺地区 大谷・日門・赤牛周辺地区 

市道災害復旧路線
市 道 整 備 路 線
集 落 道

凡　　例

◆災害復旧路線
№ 路線名 延長（ｍ）
① 蔵内上の山線 65.0
② 二十一上の山線 889.9
③ 二十一浜左岸線 43.4
④ 津谷幣掛線 434.2
⑤ 旧国道小泉街線 87.5
⑥ 小泉街裏北側線 320.1
⑦ 下宿山ノ後線 308.3
⑧ 小泉街旧診療所前線 174.9
⑨ 小泉外尾川1号線 29.6
⑩ 小泉郵便局前線 98.8
⑪ 赤崎臨海線 241.4
⑫ 赤崎臨海1号線 105.5
⑬ 仁田の沢線 366.0
⑭ 新北明戸７号線 178.2
⑮ 新北明戸８号線 356.0
⑯ 新南明戸３号線 187.0
⑰ 小泉駅前大明神線 164.2
⑱ 下宿田中線 107.0
⑲ 平貝大明神線 329.0
⑳ 小泉駅大橋下向線 61.3
㉑ 外尾川左岸線 275.2
㉒ 外尾川右岸線 274.8
㉓ 小泉大浦脇線 92.0
㉔ 蕨野中学校裏山線 9.0
㉕ 旧国道中島線 71.0
㉖ 大谷沖ノ田線 122.1
㉗ 沖ノ田川直伝線 597.3
㉘ 大谷沖ノ田線 82.3
㉙ 大谷海岸西口線 67.0 ◆整備路線

㉚ 大沢狼の巣線 900.0
㉛ 金子線 1,174.0
㉜ 旧国道蔵内線 55.0
㉝ 蕨野線 130.0
㉞ 菖蒲沢線 500.0
㉟ 菖蒲沢線・岩尻縦貫線 2,460.0
㊱ 岩尻縦貫線 550.0
㊲ 三島上通り線 297.5

㊳
前浜中央線・
天ヶ沢才新岩ノ前線・
天ヶ沢岩ノ前線

947.9

㊴ 石川原橋 3.2
㊵ 明戸橋 4.2

◆集落道整備
㊶ 蔵内地区1号集落道 190.0
㊷ 大谷地区1号集落道 117.0
㊸ 日門地区2号集落道 480.0
㊹ 前浜地区1号集落道 130.0
㊺ 赤牛地区1号集落道 100.0
㊻ 赤牛地区2号集落道 180.0

42 



教育－気仙沼市義務教育環境整備計画について－ 43 

担当課 学校教育課 連絡先 22-3441 

第３段階（平成30～33年度）･･･適正規模・配置化を目指した統合 
 小泉小学校は，児童数や居所状況等を踏まえ，学年2学級の適正規模
化を図るために，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，津谷小学校との統合を進めることとしており，平成30年度よ
り地域懇談会を開催します。 
 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ることとしており，平成30年度より
地域懇談会を開催します。 

 ※ 馬籠小学校・小泉中学校の閉校後の利活用について 
 現在は，体育館・校庭・テニスコート等を地域開放しています。 
 （馬籠小は本吉公民館，小泉中は小泉公民館で受付しています） 
 また，各種イベント等にも利用されています。 
 （JC寺子屋，マザーアース音楽会，森森フェスタ2017など）  
 今後は，より良い利活用を目指し，事業提案者の公募に向けて進め， 
 提案された計画は地域の皆さんのご意見を伺うこととしています。 



ありがとうございました。 
44 
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