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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 

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） 
【増減率】 

〔高齢化率〕 
74,247 
〔30.2%〕 

69,986 
〔30.4%〕 

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 

鹿
折
地
区 

人口（人） 
【増減率】 

〔高齢化率〕 
7,743   
〔31.0%〕 

  6,332 
〔30.8%〕 

5,273 
〔36.4%〕 

5,061 
〔36.6%〕 

▲ 2,682 
【▲34.6%】 

▲ 212 
【▲4.0%】 

世帯数  2,773  2,333 2,104 2,044 ▲ 729 ▲ 60 

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 
     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 
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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 

大浦 25区画 22戸 20戸 0区画 
梶ヶ浦 20区画 16戸 16戸 2区画 
小々汐 12区画 11戸 11戸 1区画 
浪板1区 17区画 17戸 17戸 0区画 
浪板2区 19区画 19戸 17戸 0区画 
浪板1忍沢 7区画 7戸 7戸 0区画 
鹿折北 52区画 36戸 35戸 7区画 

計 152区画 128戸 123戸 10区画 
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（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 

鹿折南住宅 
一般住棟 243戸 228世帯 193世帯 15戸 

ペット住棟 41戸 36世帯 23世帯 5戸 
大浦住宅 戸建 18戸 18世帯 18世帯 0戸 

計 302戸 282世帯 234世帯 20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－ 5 

（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 

 小々汐コミュニティセンター  小々汐91番地56 107㎡  鉄骨造平屋 平成27年5月 

 梶ヶ浦ふれあいセンター  二ノ浜191番地25 108㎡  鉄骨造平屋 平成27年5月 

 大浦公会堂  大浦29番地46 142㎡  軽量鉄骨造平屋 平成28年11月 

 錦町コミュニティセンター  錦町一丁目2番1号 227㎡  鉄筋コンクリート 
 造平屋 平成28年12月 

 東中才交流センター  東中才425番地37 142㎡  軽量鉄骨造平屋 平成29年3月 

 浪板一コミュニティセンター  東八幡前327番地4 149㎡  軽量鉄骨造平屋 平成29年3月 

 浪板二コミュ二ティセンター  浪板205番地18 116㎡  軽量鉄骨造平屋 平成29年9月 

 東八幡コミュニティセンター  東八幡前11番地45 146㎡  軽量鉄骨造平屋 平成29年9月 



住宅環境－鹿折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 

8団地 232戸 29戸 
【12.5％】 20世帯 63人 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

・大峠山住宅 

・鹿折中学校住宅 
(11月以降解体開始， H30.3月
までに原形復旧完了の予定。 
ただし，暗渠復旧工事に時間
を要する場合がある。） 
・浦島小学校住宅 
・西中才住宅 
(11月以降解体開始，  H30.3月
までに原形復旧 完了） 

・大峠山住宅 上 
※解体スケジュールは 
 今後調整 

 

・西八幡前住宅 
・西八幡町住宅 
・東八幡前住宅 
※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  

水道事務所 
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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 



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－ 10 

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29年  3月    橋桁架設完了 

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） 

12 

浪板橋 磯草 
平成30年度末 完成予定 （5.5km） 

平成31年度 
完成予定
（1.0km） 

平成32年度 
完成予定
（1.5km） 

平成30年度末 完成予定 浪板橋 ～【気仙沼大島大橋】～ 磯草  5.5km  
平成31年度  完成予定   東八幡前 国道45号  ～  浪板橋  1.0km 
平成32年度  完成予定   磯草      ～      浦の浜  1.5km   
                               8.0km 

浦の浜 

東八幡前 
国道45号 



復興のリーディングプロジェクト －大島架橋－ 13 13 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   



14 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 
 ①各道路の特性を判断するための評価方法として，沿道居住

戸数や交通量，通学路の指定の有無などの客観的指標を用
いて行う道路整備評価制度の導入を検討 

 ②道路毎に国・県補助金の可能性の順位付け 
 ③年度毎に道路に充てられる予算を精査 
 ④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 3,221.40㎡ 
（図書館2,757.52㎡,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:17,330.51㎡ 
       E棟:10,143.77㎡ 
●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 2,390.66㎡（エースポート 541.55㎡,勤労 
      青少年ホーム569.01㎡,共用部1,280.10㎡） 
●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（4㎡/区画〔水梨：6㎡/区画〕） 
●個別集合墓所（個人専用の遺骨を納める墓所）216基分(※） 
●納骨堂（身元不明者等の遺骨を安置する施設）104基分(※） 
●その他 駐車場，トイレ，四阿，水汲み場 等 

※骨つぼを入れる箱の数を表す。 

平成29年度 

16 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 

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 

7.南気仙沼復興市 
 民広場 

 被災した公園・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.鹿折公民館 

 住民の交流と生涯学習の拠点として公民館機能を有する
（仮称）鹿折地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（鹿折公民館）を整備。 
●場所 鹿折地区被災市街地復興土地区画整理地内 
●構造・階数 鉄骨造平屋建て 
●延床面積 996.25㎡ 
●施設構成 会議室，和室，研修室，調理実習室，軽運動場 
      ラウンジ（図書・展示コーナー），事務室 等 

平成30年度 

9.水道事務所 

 東日本大震災により被災全壊した事務所を現地に再建。 
●構造・階数 事務所棟 鉄骨造2階建て 
       車庫棟  鉄骨造平屋建て 
●延床面積  事務所棟 1169.90㎡ 
       車庫棟  136.00㎡ 

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 
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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。 
  
 

20 

●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) 

21 
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ご意見・ご要望 病院の対応 

1. 新病院駐車場からバイパスに抜け
る道路の路面に「とまれ」の文字は
あるが，看板による表示がない。 
 
  
   
 

 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，警察署の指導を受けた結果であ
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，もう少し様子をみて対応を検
討したいと考えております。 
 

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るよう広報
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－ 24 

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，一部の便を経由しています。 
 ※ 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 
 設けました。 

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以外は新病院には直接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）を設けています。 

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。 



 

 
   

25 新病院－鹿折地区からのアクセス（例）－ 

 ◆ 鹿折金山方面の方 

鶴ヶ浦 
7：56 発 

市立病院 
8：38 着 

乗合タクシー（市立病院行き）520円，42分 【行き】  

市立病院 
13：30発 

鶴ヶ浦 
14：12 着 

乗合タクシー（鶴ヶ浦行き）520円，42分 
【帰り】  

市立病院 
13：42 発 

14：31着 
ミヤコーバス（鹿折金山行き）660円，49分 

鹿折金山 
8：36発 

市立病院 
9：25着 

ミヤコーバス（西高行き）660円，49分 
【行き】  

【帰り】  

 ◆ 鶴ヶ浦方面の方 

 ◆市営鹿折南住宅周辺の方 

鹿折唐桑駅前 
7：35発 

市役所前 
7：42着⇒7：54発 

市立病院 
8：19着 

ミヤコーバス（西高行き） 
150円，7分 

市内循環バス（反時計回り） 
100円（乗継割引），25分 

乗換え12分 

【行き】  【運賃】250円 
【所要時間】約44分 

市立病院 
11：40発 

田谷本郷 
11：49着⇒12：00発 

鹿折唐桑駅前 
12：13着 

ミヤコーバス（御崎行き） 
150円（乗継割引），13分 

市内循環バス（時計回り） 
200円，9分 

乗換え11分 
【帰り】  【運賃】350円 

【所要時間】約33分 

※この例に限らず他の時間帯や交通手段もあります 
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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）
※鹿折まちづくり協議会 
         （平成26,28年度） 
 浦島地区振興会 
       （平成25,27,28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4月，鹿折まちづくり協議
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 
      （うち鹿折地区：0名） 
 第Ⅱ期（平成29年度）受講者数:22名 
      （うち鹿折地区：4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 
       （うち鹿折地区：1名） 
 第Ⅱ期（平成29年度）受講者数:19名 
       （うち鹿折地区：3名） 
 ■講師 
 明治大学教授等 
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仙台アクセスの利便性向上のための特別切符・臨時列車 29 

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 30 
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4. 各地区・地域の課題 
    及び市からの情報発信 



32 

◆保健福祉・生活環境 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇鹿折こども園について  
 東側に杉の木等があり，
時期によっては日照時間の
減少が懸念される。日照時
間確保のため，伐採を含め
て地主と話し合ってほしい。 

 樹木の伐採等による日照確保については，現在，
関係者の方々と相談をしており，引き続き対応策
について検討してまいります。 
 なお，凍結等による転倒の防止など，安全面へ
の対応が課題となっていることから，除雪機を配
置し，除雪や融雪に努めるとともに，登園時や降
園時の声掛けなどによる注意喚起を行い，園児や
保護者の安全確保に努めてまいります。 

子ども家庭
課 

◇市が買い上げた被災し
た土地の管理について 
 今年は草刈作業もされず
雑草が伸び放題となってお
り，不法投棄や野生動物の
住かになる懸念があるため，
対処願いたい。 

 震災により市が買い取った宅地は，約113ha（う
ち鹿折地区は8.7ha）あります。公共事業用地等とし
て利活用が見込まれない用地については，現況を確
認し，境界復元や残存物の撤去を進めながら，譲
渡・貸付に係る公募を実施してまいります。 
 現在は，民家や事業所等が近接し，日常活動に
影響の恐れがある箇所について，現地を確認しな
がら草刈り等を実施しております。全箇所一斉の
対応は予算上難しいことから，複数年かけて計画
的に草刈り等が実施できるよう検討しながら適切
な維持管理に努めてまいります。 

財政課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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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 

◇ＪＲ大船渡線の線路敷環
境の整備と暫定歩道の設置
について 
 線路敷維持管理についてＪＲ
へ草刈り等を要望した経緯があ
るが，西中才以北でも線路敷に
木や雑草が生い茂り環境が著し
く悪化しており，早急な対応を
お願いしたい。 
 また，線路使用の方向性が定
まっていない現時点における住
民の不便緩和のため，暫定的な
歩道設置を許可いただくようお
願いする。  
  

 線路敷の草刈り等については，これまで
もＪＲに対し何度も依頼しておりますが，
今年度は住宅地や駅周辺の区間などを中心
に８月下旬に刈払いをしたと伺っておりま
す。来年度には早い段階から適切に管理を
していただくよう，引き続き協議してまい
ります。 
 また，線路を横断する歩道の設置等につ
いては，ＪＲからは鉄道認可の都合上，道
路舗装等は認めがたい旨を伺っております
が，日常生活での利便確保のため，仮設通
路の設置など実施可能な手法についてＪＲ
と協議してまいります。 

震災復興・
企画課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆コミュニティ 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇各種団体（防犯協会，消 
防後援会，衛生組合等）へ 
の助成金の増額等について 
 各種団体から自治会に対して協 
力金増額の話をされているが，こ 
れら団体に対する市の補助金の増 
額を検討できないか。 
 また，各種団体への拠出金（協 
力金）の金額を検討する材料にし 
たいので，市で各自治会の会員数 
や会費等を調査してもらえないか。 
 

 防犯協会や消防後援会等の各種団体に
ついては，市の補助金を受けている団体
と受けずに活動している団体があり，補
助金の増額については，改めて各団体の
活動状況等を確認させていただき検討し
たいと思います。 
 各自治会の会員数や会費等の調査につ
いては，各自治会皆様の協力が必要とな
りますので自治会代表者会議の場などで
相談してまいります。 

地域づくり推
進課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆教育・インフラ 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇跡施設の利活用につ
いて 
 鹿折保育所，中才保育
所，浦島小学校及び白山
小学校の土地・建物の利
活用について伺う。 

 市立学校や保育所等の跡施設の利活用につき
ましては，庁内の気仙沼市立学校等跡施設利活
用検討委員会において検討しております。 
 鹿折保育所や中才保育所については，これま
での話し合いの中で地域の方々から要望が寄せ
られているほか，個別に問合せをいただいてお
りますが，さらに地域や関係者の方々との話し
合いを進めながら，公益利用や地域の活性化に
つながる利活用に努めてまいります。 
 浦島小学校と白山小学校については，地域の
方々ともその利活用について話し合いをいたし
ましたが，具体の結論に至らなかったことから，
現在，事業提案者の公募に向けて，準備を進め
ているところです。 

子ども家庭課 
教育総務課 

◇鶴ヶ浦に建設予定の
防潮堤の着工見通しに
ついて 

 平成29年11月6日に第5回地元説明会を開催し，最
終合意をいただいております。その中で，ご意見も
あったことから設計に反映させるべく関係者と協議
を進め，年度内発注を目指してまいります。 

水産基盤整備
課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆インフラ 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 
◇大島架橋のライ 
トアップについて 

 大島架橋の照明については道路設計基準等に沿って，通
行の安全に配慮し，橋の両側橋台付近にそれぞれ１基の道
路照明灯と，歩道高欄部に約4ｍ間隔で照明灯が設置され
ます。その外の観光振興等を目的とするライトアップの設
置は予定していないと伺っておりますが，本市としてはラ
イトアップするにあたり，その設置方法等の情報収集を
行っており，三陸道（仮称）気仙沼横断橋と大島架橋のペ
ア橋梁でのライトアップも想定に入れながら，今後，県と
設置に必要な相談を行ってまいります。 

三陸道・大
島架橋・唐
桑最短道整
備促進課 

◇唐桑最短道整備 
促進期成同盟会へ 
の加入について 
 上記同盟会に，鹿 
折から全18自治会の 
うち6自治会が加入し 
ており，残りの自治 
会も加入したい。 

 気仙沼・唐桑最短道整備促進期成同盟会は，唐桑町自治
会連絡協議会と鹿折地区振興協議会が会員となっていただ
き，また，自治会については唐桑側が舞根の1地区と，鹿
折側は東海岸地区6地区に会員加入していただいており，
今年度の促進活動として，これまでの取り組みを踏まえ唐
桑全地区と鹿折6地区で署名活動を実施してまいりました。 
 今後は，全市的な協力を得ながら，さらなる促進運動の
展開を図ってまいります。 
 なお，鹿折全自治会の同盟会会員加入の協力申し出は感
謝申し上げますとともに，体制については同盟会と早々に
相談してまいります。 

三陸道・大
島架橋・唐
桑最短道整
備促進課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆インフラ 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇嵩上げ道路との段差解消 
 震災で被災を受けた県道，あ
るいは市道は嵩上げされました
が，その嵩上げされた道路と嵩
上げされていない側溝，あるい
は平地との段差がそのままの状
態で危険です。（県道大島浪板
線及び市道） 

 市道・県道と側溝や平地との段差について
は，被災後応急的な対応とさせていただきま
した。市道は災害復旧工事により道路を整備
し，民地への乗り入れも合わせて整備致しま
す。県道も同様の対応をすると伺っておりま
す。 
 災害復旧工事が行われるまでの間，定期的
にパトロールを実施し，安全管理に努めてま
いります。 

土木課 

◇防犯灯の設置 
 震災で被害のあった場所への
防犯灯の設置を考えてほしい
（ソーラー式も含めて検討して
ほしい）。 
  

震災で被災した地域における新たな防犯灯
については，修理代等の管理費が地元負担と
なることから，自治会から要望書を提出して
いただき，現地調査したうえで，予算化する
こととしております。 

灯具については，省エネと維持管理費の削
減に効果があることから，蛍光灯をＬＥＤ灯
に移行しております。なお，ソーラー式防犯
灯は，停電時に有効な照明ではありますが，
設置・修繕費用の課題もありますことから，
財源等について検討してまいります。 

土木課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆インフラ 

課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇県道気仙沼陸前高田線の
道路拡幅について 

 今後観光戦略を考える時、鹿
折金山は大きな要因となってお
り、今まで道幅が狭く車のすれ
違いに支障をきたし不満の多
かった県道気仙沼陸前高田線を
拡幅することは、大型バスの誘
致や輸送道、そして生活道とし
ても大いにその効果が期待され
ることから、整備してほしい。 
 

 「主要地方道気仙沼陸前高田線につい
ては，管内の延長が10,786mありますが，
車のすれ違いに支障をきたしている区間
があることは承知しております。当該路
線については，震災時に重要な役割を果
たしたことは十分認識しておりますが，
現在は，東日本大震災からの復旧・復興
を最優先に実施しており，当面は，適切
な維持管理に努めてまいりますので，ご
理解をお願い致します。」 
と宮城県から伺っております。 
 市としては、地元自治会と協力しなが
ら、整備について県に働きかけてまいり
ます。 
 

土木課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 
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◆産業 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇農作物への鳥獣被害対策 
について 
 カモシカ等による農作物への 
被害が拡大している。 
  

 カモシカは特別記念物に指定されているた
め捕獲等が実施できませんが，電気柵補助に
よる防除によってカモシカによる被害総額は，
平成27年度7,567千円，平成28年度4,775千円
となり，前年度より2,792千円減少していま
す。また，ニホンジカについても鳥獣被害対
策実施隊による捕獲を継続し，有害鳥獣対策
を講じてまいります。 
【p.40参照】 

農林課 

鹿折地区から出された主な課題－市の考え方－ 



担当：産業部農林課 

●鳥獣被害対策実施隊の結成などにより、大きな駆除効果が期待される。 
 ●ニホンジカ捕獲駆除実績等について 

区    分 新月地区 鹿折地区 唐桑地区 そ の 他 合  計 捕獲目標頭数 

平成26年度実績 113頭 125頭  54頭 292頭 300頭 
平成27年4月1日鳥獣被害対策実施隊を結成 
平成27年度実績 260頭 215頭 109頭  16頭 600頭 600頭 
平成28年度実績 218頭 185頭 122頭   57頭 582頭 600頭 
平成29年度 H29.9月末現在捕獲頭数 469頭 600頭 

●野生鳥獣による農作物の被害状況について（鳥獣別） 
区    分  シ  カ  カモシカ  ハクビシン  そ の 他 合  計 対前年度増減額 

平成26年度実績 12,169 2,851 14,637 8,028 37,685 10,510 

平成27年４月１日鳥獣被害対策実施隊を結成 

平成27年度実績  8,877 7,567  5,646   969 23,059 △14,626 

平成28年度実績  4,698  4,775  2,213 2,953 
 14,639 △8,420 

産業 －鳥獣被害対策－ 
担当課 農林課 連絡先 22‐6600  内線547 

40 
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◆交通 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇通学時の安全対策 
 浪板1,2区の道路は道幅が狭く，
工事車両の通行も増えている。三
陸沿岸道路等の道路整備が完了す
るまでの期間，浪板地区の子ども
たちを，浦島学区で運行している
スクールバスに乗せる等対策でき
ないか。 
 また，鹿折地区の危険と思われ
る通学路(狭路，見通しが悪い，
街路灯が少ない)の対応について
伺う。 

 スクールバスの運行は，統合した学校の
児童生徒のみの対応となっております。    
 浪板地区については，工事によるトラッ
ク等が頻繁に通ることから，教育委員会か
ら事業者及び道路管理者に対して安全通行
の依頼と，学校に対し，安全指導を徹底す
ることを指導しております。 
 通学路については，今月１日に通学路点
検を関係機関と共に行い，横断歩道や工事
車両の増加など危険箇所を確認，今後緊急
性の高い箇所を抽出し，改良補修等，歩行
者の安全確保に努めてまいります。 

学校教育課 
土木課 

◇ＪＲ大船渡線の利活用に向
けた協議の場の設置について 
 ＪＲ大船渡線の生活道，避難
道，観光資源としての利活用の可
能性について，地域住民と行政，
ＪＲの三者での意見交換会を開催
することはできないか。 

 ＪＲ大船渡線の休止中の区間（鹿折唐桑
駅以北）の活用については，ＪＲ東日本か
らは鉄道認可の都合上，現時点での他の目
的の利用は認めがたい旨を伺っております。 
 本市としては，鉄道認可上での制約・条
件を確認したうえで，当該敷地の利活用の
可能性について具体的な協議をしていただ
くよう，ＪＲに要請してまいります。  

震災復興・
企画課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆交通 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇三坂の交通量増加への対 
策について 
 陣山に市が計画を進める「復
興記念公園」へのアクセス道と
して，三坂付近の交通量の増加
が見込まれる。 
 現状では生活道として使われ
ているが，路幅が狭く見通しの
悪い場所もある。市は交通量の
増加と安全面についてどのよう
な対策を考えているか。 
 

 三坂は復興祈念公園のアクセス道として，
普通自動車，バスの交通量増加やすれ違いが
課題と見込まれることから，周辺住民の方々
の御協力を頂きながら，待避所設置，電柱移
設等の必要な対策を行い，道路幅員を確保し
てまいります。 
 また，安全面については，カーブミラー設
置等により，見通しを改善してまいります。 

【p.53参照】 
 

総務課 
土木課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆交通 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇鹿折地区の交通網整備に 
ついて 
 交通空白域（白石，日向貝， 
浪板1区）解消を含めた交通網 
の整備に対する市の考えを伺う。 

 白石，日向貝地域は，道路狭隘のため路線
バスの運行は困難と考えます。乗合タクシー
等の対応も考えられますが，需要動向を踏ま
えた検討が必要です。 
 路線バス等の運行維持に係る行政負担が
年々増加しており，また，運転手や車両の数
も限られる現状においては，市内の全ての地
域を公共交通でカバーすることは困難と考え
ております。 
 今後，住民組織による運行や自家用車を活
用した相乗りなど，様々な手法による移動手
段の確保について，自治会や地域の方々とと
もに考えていきたいと思います。 
 なお，浪板１区団地は，近隣にバス停（浪
板橋バス停）を設けておりますが，工事の都
合で位置が分かりにくい状況にあることから，
改善に努めてまいります。 

震災復興・
企画課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆賑わい 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇鹿折金山付近の電波 
改善・鹿折金山資料館 
周辺の道路整備につい 
て 
 昨年，鹿折金山付近の 
携帯電話の電波の改善と 
Wi‐Fi設置を要望したと 
ころ，外国人観光客の利 
便性などを考慮し検討し 
ていくとの回答があった 
が，電波の改善及び金山 
資料館周辺の道路整備の 
進捗状況，今後の見直し 
はどうか。 

【電波改善】  
 鹿折金山付近の電波の改善については，複数の携
帯電話会社へ通信環境の改善について要望を行って
おりますが，直ぐの対応は難しいとの回答をいただ
いているところです。 
 気仙沼市の観光に関する取り組みについては，平
成29年4月に設立しました「気仙沼観光推進機構」
において検討を進めることとしております。Wi‐Fi設
置を含めて，インバウンドの取組みとして，また，
平成31年度予定の「鹿折金山モンスターゴールド特
別展」の開催に向けて，整備等について検討してま
いります。 
【道路整備】 
 鹿折金山資料館前の道路は林道源氏沢線であり，
人家のある起点側約140メートルの区間は舗装済み
ですが，延長2,148メートル，幅員3メートルの砂利
道であります。 
 林道の拡幅整備や源氏沢に架かる橋梁の架け替え
には，多大な費用を要し，財源確保が困難な状況で
ありますことから，適切な維持補修に努めてまいり
ます。 

観光課 
農林課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆賑わい 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇安波山の眺望確保のため 
の維持管理について 
 昨年，眺望確保のための剪定 
や伐採等を要望し，国有林につ 
いては関係機関に働きかけを行 
うとのことであったが，進捗状 
況及び見通しを伺う。 

 平成28，29年度において「安波山景観整備
業務」として，頂上付近の刈り払いや支障木
の伐採を実施しており，平成30年度において
も実施する予定でおります。 
 国有林の支障木については，管理部署と協
議を行い，市が現地を確認したところ，国有
林が眺望を著しく損なうまでは至っていない
ことから，今後，状況により対応をお願いし
てまいります。 

農林課 
都市計画課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆くらし 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇JR大船渡線の除草作業に 
ついて 
 市やJRに除草作業をお願い 
しているが，作業が行われた地 
域とそうでない地域がある。ど 
のような計画で行なわれたのか。 
 また，周辺環境への悪影響や 
防犯上の問題が生じており，地 
域住民に除草作業を委託する等 
の仕組みは作れないか。 

 線路敷地の草刈り等については，これまで
もＪＲ東日本に対して適切な対応をするよう
依頼しておりますが，ＪＲからは，休止区間
全ての対応はマンパワーや予算の都合から困
難であるとの回答を受けており，今年度は住
宅地や駅周辺などの一部区間について８月下
旬に刈払いをしたと伺っております。 
 来年度以降は，可能な限り全区間を適切に
管理していただくよう，改めてＪＲに要請し
てまいります。 
 また，ＪＲには，地域の方々への維持管理
の委託等について提案しているところであり
ますが，鉄道認可の都合や，安全管理の観点
から，困難との回答を受けております。 
 適切な管理方法について，引き続きＪＲと
協議してまいります。 

震災復興・
企画課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆くらし 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇若者の定住促進に 
ついて 
 移住・定住センター， 
空き家バンク以外の施 
策について伺う。 

 新たな仕事の創出や雇用拡大を図るため，水産資源
等の高付加価値化や創業支援，企業誘致の取り組みを
進めております。 
 また，地元企業が連携し高校新卒者・ＵＩＪターン
者の採用活動と採用者の人材育成に積極的に取り組ん
でいるほか，気仙沼ファン，移住予備軍の拡大を図る
ため，都市圏在住の方を対象とした交流イベントを開
催しております。 

震災復興・
企画課 

◇鹿折みどりのふれ 
あい広場の代替地整 
備について 
 必要な敷地面積を確 
保するため，市ではど 
のように対応するのか。 

 これまで，地域の皆様からご提案を頂き候補地を検
討してまいりましたが，現在設置しております鹿折中
学校仮設グラウンド（東中才地内）を活用し，さらに
周辺に広げることで，旧鹿折みどりのふれあい広場と
同程度の規模で整備したいと考えております。   
 現在は調査・測量と設計を行っておりますので，年
明けを目途に土地所有者や権利関係者の方々と具体的
な相談を行いたいと考えております。また，作業の進
捗に合せ施設規模・内容，利用形態等について地元の
皆様と協議しながら進めることとしており，平成30
年度工事着手，平成31年度完成の予定としておりま
す。 

生涯学習課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆くらし・防災 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇鹿折保育所及び中才保 
育所の跡施設の利活用に 
ついて 

 p.35の内容と同じです。 子ども家庭課 

◇避難計画の見直し・避 
難マップの作成について 
 震災から6年9か月を目前 
に，地域内の環境も大きく 
変化しており，震災後3年 
目に策定された避難計画の 
見直しや，避難マップの作 
成は行われるのか。 

 地区津波避難計画は，堤防等の海岸保全施設
が整備途中の段階において，東日本大震災と同
規模の津波があった場合でも安全に津波からの
避難が可能となるよう定めたものです。 
 現在，海岸保全施設の復旧や復興まちづくり
が進められており，今後，整備状況の進捗を踏
まえ，本計画を見直すことにしています。 

【p.50参照】 

危機管理課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 
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◆防災 
課題・市への要望 市の考え方・方向性 担当部署 

◇災害の早期避難を重視 
した避難体制・防災行政 
無線の難聴対策について 
 高齢者等の災害弱者が，安 
全かつ早期に避難するための 
避難体制について，市の取り 
組みや考えを伺う。 
 また，防災行政無線の難聴 
エリアへの対策を伺う。  

 災害の早期避難を重視した避難体制について
は，災害が発生する恐れがある場合等に市災害
対策本部等を設置し，状況に応じて避難情報を
発令しています。避難情報や避難所開設の情報
等は，防災行政無線や緊急速報メール等により
お知らせしています。 
 災害時の避難に特に支援を要する避難行動要
支援者については，支え合いの地域づくりを進
める中で，各地域にふさわしい避難支援のしく
みを地域と一緒に作成していきます。 
 防災行政無線の難聴解消の取り組みについて
は，現地調査を行い，スピーカーの調整等個別
に対応しておりますが，音声による情報伝達は
住宅構造の気密化や，風雨の影響を受けること
から，防災行政無線テレフォンサービス（フ
リーダイヤル0120‐26‐9119）による情報収
集をお願いしている他，災害時には緊急速報
メールや，ラジオ，K‐NET，SNS等の多様な
手段で情報発信をしております。【p.51,52参
照】 

危機管理課 
社会福祉課 

鹿折まちづくり協議会から出された質問－市の考え方－ 



防災 －避難計画の見直し，避難マップの作成－ 50 

担当課 危機管理課 連絡先 22-6600 内線261  

気仙沼市津波避難計画（地区津波避難計画） 

 地区津波避難計画は，堤防等の海岸保全 
施設が整備途中の段階において，平成23年 
3月11日発生の東北地方太平洋沖地震津波 
と同規模の津波の襲来があった場合を対象 
に，現時点でこの規模の津波があった場合 
でも安全に津波からの避難が可能となるよ 
う地域の方々等とワークショップを開催し， 
定めたものです。 

 現在，海岸保全施設の復旧や復興まちづ 
くりが進められており，今後，整備状況の 
進捗を踏まえ，本計画を見直すことにして 
います。 

（Ｈ28.1.15発行 鹿折地区津波避難計画） 



防災 －災害の早期避難を重視した避難体制－ 51 

担当課  危機管理課 連絡先 22-6600 内線261 
     社会福祉課 連絡先  同上   内線436  〇避難情報 

  
避難準備・高齢者等避難開始 

・避難勧告や避難指示（緊急）を 
 発令することが予想される場合 

●避難情報については，気象庁が発表する気象情報等をもとに，災害が発生する恐れがある場合に市災害  
 対策本部等を設置し，状況に応じて発令しています。 
●避難情報や避難所開設の情報等は，防災行政無線や緊急速報メール（エリアメール）等によりお知らせ 
 しています。 

◆避難に時間を要する方（高齢者，障害 
 者，乳幼児等）とその支援者は避難を 
 開始しましょう。 
◆その他の方は，避難の準備を整えま 
 しょう。 
  

 避難勧告 
◆速やかに避難場所へ避難しましょう。 
◆外出することでかえって命に危険が 
 及ぶような状況では，近くの安全な 
 場所への避難や，自宅内のより安全 
 な場所に避難をしましょう。 

・災害による被害が予想され， 
 人的被害が発生する可能性が 
 高まった場合 

・災害が発生するなど状況が 
 さらに悪化し，人的被害の 
 危険性が非常に高まった場合 

 避難指示(緊急） 

⇒ 台風の接近が夜間に予想され，災害が発生する恐れがある場合などは，早めの避難を促すため，明る  
  いうちから避難準備・高齢者等避難開始を発令する場合があります。 

〇避難支援個別計画の策定 
●支え合いの地域づくりを進める中で，各地域にふさわしい避難支援のしくみを地域と一緒に作成 
 ・自治会等の話し合いの場に市職員が積極的に参加 
 ・各地域の実情に応じた柔軟な支援のしくみづくり 等  ⇒ 全地域での個別計画策定 

◆まだ避難していない方は，緊急に 
 避難場所へ避難しましょう。 
◆外出することでかえって命に危険 
 が及ぶような状況では，近くの安  
 全な場所への避難や，自宅内のよ 
 り安全な場所に避難をしましょう。 
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担当課 危機管理課 連絡先 22-6600 内線262 

防災行政無線の整備状況 
 ●平成24年度に災害復旧工事として被災した屋外拡声子局を復旧整備(45局) 
 ●平成25～26年度に屋外拡声子局をデジタル設備へ更新整備(170局) 
 ●平成27年度に防災集団移転団地等へ新設(24局) 
  現在市内239局整備「鹿折地区19局」 
難聴対策 
 主な原因：住宅構造の気密化 
      風雨・地形による影響 等 
 
 
 ●現地調査によるスピーカー調整 
 ●放送内容が聞き取れなかった方や，聞き直したい方のため， 
  防災行政無線テレフォンサービスでの案内「0120-26-9119」 
  
 
 
 
 

緊急速報メール(エリアメール)，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，コミュニティＦＭ等， 
多様な手段により情報発信しておりますので， 
災害時は積極的な情報収集をお願いいたします。 

防災 －防災行政無線－ 



交通 －三坂の交通量増加対策－ 53 

担当課 総務課 連絡先 22-6600 内線221 
復興祈念公園のアクセスルートとなる三坂に対して，交通量増加，バスとのすれ違い,見通しの確保に向け，待避
所設置，電柱移設，カーブミラー設置等，必要な対応を検討していきます。 



№ 位置図 
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 ㉞ 東中才線 改良・退避所整備 760.0 6.5 施工中 H29.1 H30.3 

２ ㉟ 東八幡14号線【（仮）東みなと橋】 橋梁新設 65.0 10.0 施工中 H26.10 H32.3 

計 825.0 

1 ㊱ 鹿折駅浜線 改良・舗装 
(橋梁含む) 740.0 18.0 用地補償・施工中 H25.4 H32.3 

2 ㊲  浜港線 改良・舗装 1,150.0 16.0 施工中 H25.4 H30.9 

3 ㊳  片浜鹿折線 改良・舗装 1,028.0 16.0 施工中 H25.4 H30.3 

計 2,918.0 

◆東日本大震災により被災した市道の復旧 
  復旧路線数     42路線 49箇所 L＝5,511.7m 
       うち完了 12路線 13箇所 L＝2,667.4m 
    施工中及び予定 33路線 36箇所 L＝2,844.3m 
◆市道の整備状況 
  整備路線数      １路線     Ｌ＝  760.0m 
            橋梁１橋     Ｌ＝    65.0ｍ                    
◆都市計画道路の整備状況  
  整備路線数      ３路線   ３箇所   Ｌ=2,918.0m 
◆漁集事業による集落道整備 
  整備路線数      １路線 １箇所 Ｌ=   230.0m 
◆県事業による橋梁整備 
            橋梁１橋     Ｌ＝  64.3m 

インフラ －鹿折地区市道等の災害復旧及び整備の状況－ 54 

◆市道の整備状況 
※位置図は次頁参照 

◆都市計画道路の整備状況(路線名は都市計画道路名) 

担当課：土木課 
    環境課 
    都市計画課 
    水産基盤整備課 

１ ㊴ 梶ヶ浦地区集落道 集落道整備 230.0 4.0 設計中 H30.12 H31.9 

計 230.0 

◆漁集事業による集落道整備 

◆県事業による橋梁整備 
１ ㊵ 浪板橋 橋梁整備 64.3 10.5 施工中 Ｈ26.7 Ｈ30.9 

計 64.3 

※国道45号八幡大橋付近通行止め解除時期について 
  浜町西八幡町線（鹿折川右岸八幡大橋上流側） ：H30.10月末予定 
  浜町西八幡町線（鹿折川右岸八幡大橋下流側） ：H31.  3月末予定 
  東中才東八幡前線（鹿折川左岸八幡大橋下流側）：H30.10月末予定 



鹿 折 地 区 
◆災害復旧路線
№ 路線名 延長（ｍ）
① 東中才東八幡前線 749.0
② 東八幡前みなと町線 83.1
③ 浪板2号線 29.0
④ 浪板25号線 35.9
⑤ 西八幡町3号線 54.0
⑥ 西八幡町10号線 12.5
⑦ 西八幡町11号線 32.5
⑧ 西八幡町12号線 85.0
⑨ 西みなと町中みなと町1号線 18.7
⑩ 浜町栄町線 38.4
⑪ 新浜町栄町2号線 50.4
⑫ 栄町新浜町2号線 27.3
⑬ 東八幡前東中才線 8.0
⑭ 西みなと町西八幡町線 3.1
⑮ 三ノ浜線 172.0
⑯ 三ノ浜８号線 105.0
⑰ 三ノ浜７号線 62.0
⑱ 二ノ浜6号線 168.4
⑲ 二ノ浜4号線 224.0
⑳ 二ノ浜5号線 71.0
㉑ ニノ浜小々汐線 31.0
㉒ 小々汐1号線　 146.0
㉓ 小々汐2号線 140.0
㉔ 大浦4号線 101.0
㉕ 大浦6号線 97.0
㉖ 大浦8号線 56.0
㉗ 浪板17号線 31.0
㉘ 浪板14号線 28.0
㉙ 浪板12号線 26.0
㉚ 浪板20号線 13.0
㉛ 三ノ浜4号線 26.0
㉜ 三ノ浜1号線 98.0
㉝ 三ノ浜2号線 22.0

◆整備路線
№ 路線名 延長（ｍ）
㉞ 東中才線 760.0
㉟ 東八幡14号線【（仮）東みなと橋】 65.0

◆都市計画道路
№ 路線名 延長（ｍ）
㊱ 鹿折駅浜線 740.0
㊲ 浜港線 1,150.0
㊳ 片浜鹿折線 1,028.0

◆集落道整備
№ 路線名 延長（ｍ）
㊴ 梶ヶ浦地区集落道 230.0

◆県橋梁整備
№ 路線名 延長（ｍ）
㊵ 浪板橋 64.3

市道災害復旧路線
市 道 整 備 路 線
都 市 計 画 道 路
集 落 道
県 橋 梁 整 備

凡　　例
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ありがとうございました。 
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