
復興から創生へ
－みんなが主役のまちづくり－

令和元年12月２日

気仙沼市

本吉地域市政懇談会



(1) 復興の現状と
今後の事業展開

(2) 気仙沼市の将来人口予測
と人口減少への取組
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復興のリーディングプロジェクト －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）

至 陸前高田

至 仙台
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令和元年 5月 主塔架設

令和元年 6月 橋桁設置工事着手

令和２年12月 橋桁設置工事完了予定

令和２年度 全線開通予定



主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
１. 復興祈念公園（完成年度:令和２年９月予定）
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【 概 要 】

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
感しながら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 モニュメント「仮称・祈りの帆（セイル）」，犠牲者銘板，寄附者銘板，伝承のオブジェ，駐車場，

休憩施設，トイレ，待避所等

▼犠牲者の名前を刻む銘板は，それぞれの地域の方向に向け
て追悼できるよう配置し，周りには市民の手で守り育てる花
壇を用意

銘板

伝承のオブジェ

▲震災の様
々な記憶や教
訓を時代を超
えて普遍的に
語り紡いでい
けるよう，物
語性を持たせ
た彫刻を園内
各所に配置

追悼と伝承の広場

再生の広場

▲再生の広場は日常的に憩える広場として整備

モニュメント
「仮称・祈りの帆（セイル）」

寄附者銘板

▲気仙沼湾を一望できる場所に，寄附者の御名前を刻印



【 概 要 】

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（サッカー2面又はラグビー１面の広さ）

①多目的広場，駐車場，トイレ，四阿等（完成年度：令和２年度予定）
②多目的グランドの芝生化については種類や維持管理体制等を関係者と相談し，今年

度内の整備内容決定を目標とする（完成年度：令和３年度予定）

主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
２. 南気仙沼復興市民広場
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計画平面図



主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
３. 防災公園【南気仙沼地区】（完成年度:令和２年度予定）
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【 概 要 】

平常時における日常的な公園利用の他，津波襲来時に避難が遅れた人の一時避難地として，
避難築山を含む防災公園を整備

●全体面積 約2.0ha
●整備内容 避難築山，広場，駐車場，トイレ，四阿等



主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
３. 防災公園【松崎尾崎地区】（完成年度:令和２年度予定）
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【 概 要 】

平常時における日常的な公園利用の他，津波襲来時に避難が遅れた人の一時避難地として，
避難築山を含む防災公園を整備

●全体面積 約2.9ha
●整備内容 避難築山，広場，駐車場，トイレ，四阿等



主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
４. 道の駅「大谷海岸」（完成年度:令和２年度予定）
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令和元年５月 道の駅「新・大谷海岸」検討委員会において，
基本計画及び詳細設計の基本合意形成

令和元年度末 整備着工
令和２年度 管理運営受託者の決定
令和２年度末 工事完了 ⇒ リニューアルオープン

大谷海岸地区事業イメージ

完成イメージ

今後のスケジュール

【 概 要 】

大谷海岸地区は風光明媚な砂浜が広がる海
水浴場と道の駅を核とした市内でも有数の観
光拠点であったが，大震災により発生した大
津波により，壊滅的な被害に遭った。

被災後は，災害復旧事業により道の駅の一
部を復旧し，仮店舗での営業を行っている状
況である。

本事業は新設される海岸防潮堤事業（県事
業）などの計画に合わせて有効活用する背後
地に新たに道の駅「大谷海岸」を復旧整備し，
大谷海岸地区の賑わいと生業の再生を図るも
のである。



主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
５. 気仙沼大島ウェルカム・ターミナル（完成年度:令和元年度）
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【概要】

大島の観光の玄関口と
なる浦の浜地区において，
「ターミナル施設」「駐
車場」「屋外トイレ」で
構成する「気仙沼大島
ウェルカム・ターミナ
ル」を整備する。

「ターミナル施設」に
は，地場産品の販売ス
ペース，研修・待合・情
報発信など多目的な活用
ができるスペースなどを
配置する。

また，隣接して，飲食
店や海産物店などが入居
する民間商業施設「野杜
海（のどか）」が，令和
元年７月26日から開業し
ている。

完成イメージ

今後のスケジュール

令和元年12月 指定管理者決定（予定）
令和元年度内 開業（予定）



主な着工中または今後着工を予定する復旧・復興事業
６. 中央公民館（完成年度:令和２年度予定）
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【 概 要 】

東日本大震災の津波で被災した気仙沼中央公民館
を災害復旧により移転新築。
●場 所 南気仙沼被災市街地復興土地区画整

理地内
●敷地面積 約6,645㎡
●建物面積 約3,159㎡ ※原形復旧規模

（公民館2,141.82㎡／
体育館1,017.10㎡）

●整備内容 自治会関係者，地域づくり団体関係
者，利用団体関係者等で構成する気
仙沼中央公民館建設委員会の意見を
踏まえながら，基本設計等を作成

・ホール，体育館，会議室，研修室，和室，調理
実習室，事務室，ラウンジ，給湯室，倉庫等

【 ワークショップの開催】

●開催日 令和元年6月29日（土）
対 象 建設委員会委員

●開催日 令和元年7月27日（土）
対 象 中学生・高校生
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(1) 復興の現状と
今後の事業展開

(2) 気仙沼市の将来人口予測
と人口減少への取組
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人口及び世帯数の変化 13

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30年

10月末

（B）

令和元年

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 69,986 65,050 62,724 ▲11,523 ▲ 1,326

【増減率】 【▲15.5%】 【▲2.1%】

〔高齢化率〕 〔30.2%〕 〔30.4%〕 〔36.9%〕 〔37.7%〕

男（人） 35,950 33,879 31,127 30,454 ▲ 5,496 ▲ 673

女（人） 38,297 36,107 32,923 32,270 ▲ 6,027 ▲ 653

世帯数 26,601 25,555 26,478 26,418 ▲ 183 ▲ 60

本
吉
地
域

小
泉

人口（人） 1,809 1,639 1,430 1,424 ▲ 385 ▲ 6

世帯数 568 537 538 540 ▲ 28 2

津
谷

人口（人） 5,288 5,265 4,793 4,712 ▲ 576 ▲ 81

世帯数 1,681 1,697 1,761 1,757 76 ▲ 4

大
谷

人口（人） 4,040 3,732 3,612 3,557 ▲ 483 ▲ 55

世帯数 1,260 1,223 1,300 1,297  37 ▲ 3

計

人口（人） 11,137 10,636 9,835 9,693 ▲ 1,444 ▲ 142

【増減率】 【▲13.0%】 【▲1.4%】

〔高齢化率〕 〔29.7%〕 〔29.6%〕 〔35.9%〕 〔36.9%〕

世帯数 3,509 3,457 3,599 3,594 85 ▲ 5

地区別の外国人登録者数データなし

※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）



国勢調査に基づく将来人口予測（気仙沼市） 14

担当課 震災復興・企画課 連絡先 統計分析係
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※（ ）内数値は、住民基本台帳に基づく人口（各年９月末日時点）
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国勢調査に基づく将来人口予測（本吉地域） 15

担当課 震災復興・企画課 連絡先 統計分析係
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■2015年「国勢調査・小地域集計」での人口に基づき国立社会保障・人口問題研究所の推計方式による

※（ ）内数値は、住民基本台帳に基づく人口（各年９月末日時点）
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少子化対策（プロジェクト１．９０） ～出会い・結婚～
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■ライフデザインセミナー

日時 令和元年11月3日（日）14:00～16:00

場所 市民福祉センター「やすらぎ」

対象者 20～30代の方（未婚・既婚を問わず）

■結婚啓発セミナー

日時 令和元年11月24日（日）14:00～16:00

場所 ゲストハウス「アーバン」

対象者 20～30代の未婚の方

■スキルアップ講座・交流会

開催日 １月下旬

対象者 20～30代の未婚の方

■移動結婚相談会

日時 ①令和元年11月19日（火）11:00～16:00
②令和元年11月20日（水）9:00～14:00
③令和２年１月14日（火）11:00～16:00
④令和２年１月15日（水）9:00～14:00

場所 ①市民福祉センター「やすらぎ」
②唐桑公民館
③市民福祉センター「やすらぎ」
④本吉公民館

対象者 独身の方，独身の方の家族

新婚世帯に対して住居費，引越費用を補助する。

対象世帯
夫婦どちらか一方が39歳以下で
世帯の合計所得が410万円未満の新婚世帯

補助対象経費
①住宅取得費用 ②住宅賃借費用 ③引越費用
④住宅改修費用

補助金額
①～③ 補助率10/10 上限30万円
④ 補助率1/2 上限100万円

○結婚支援事業（結婚応援プロジェクト） ○結婚新生活支援補助金

婚活イベント等を開催する民間団体に開催経費を補助する。

補助対象事業 婚活イベント、結婚啓発セミナー など

補助対象経費
イベント，セミナー等の開催経費
（参加者の飲食費，交通費等は対象外）

補助金額
1回当たり上限20万円
（1団体あたり同一年度40万円以内）

○婚活支援事業補助金

○乳幼児親子の学校訪問事業

対象者 市内中学生，高校生

事業内容 ・誕生学スクールプログラム
（いのちの誕生に関する講話）

・乳幼児親子との交流，赤ちゃん
とのふれあい体験

人口減少対策の取組（二本の柱）
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申込・問合せ先 震災復興・企画課 TEL 22-3408



関係人口

○気仙沼ファンクラブ

○クルーカード

○ふるさと納税

○ワークキャンプ（民間）

○インターン（民間）

○マイプロバス（民間）

子育て期（子育て支援）

○１ｓｔ（ファースト）バースデイプレゼント事業

○病児保育事業（体調不良児対応型）

○ファミリー・サポート・センター

○子育て支援セミナー

○父親の育児参加促進事業

○おでかけ児童館

○子育てほっとサロン

○市総合健診時の託児サービス

○保育士等確保対策事業

○保育士等奨学金返済支援補助金

○子育て支援事業等人材育成事業

○子育て支援イベント「うみのこフェスタ」

○児童福祉施設等の再編整備

少子化対策（プロジェクト１．９０） ～妊娠・出産・子育て～

移住・定住

○移住・定住支援センター「MINATO」

・ワンストップ窓口設置

・移住WEBサイト

・移住サポーター

・空き家バンク

・各種イベント開催・出展

○空き家改修支援事業補助金

○地域おこし協力隊

移住・定住促進

子育て期（経済的支援）

○誕生祝金支給事業

○子ども医療費助成

○ファミサポ利用料助成（産後ママ応援事業）

○小学校入学祝金事業

○就学援助

移住・定住支援センター MINATO 空き家バンク

大学生ワークキャンプ
マイプロバス

（大学生による高校生支援）

子育て情報誌「ぽけっと」

うみのこフェスタ

子育て支援センター
「ぴよぴよあそびのひ」

人口減少対策の取組②（二本の柱） 16

妊娠・出産

○特定不妊治療費助成事業

○子育て世代包括支援センター運営事業

○産後の女性のためのボディケア講座

○先輩ママとの交流会

○ファミリー・サポート・センター産後ママ応援事業

○子育て情報誌「ぽけっと」発行

人口減少対策の取組（二本の柱）
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採用・就業

○マチリク
○介護マンパワー緊急確保対策事業
○介護職員初任者研修（通信制）事業
○保育士等確保対策事業（再掲）
○保育士奨学金返済支援補助金（再掲）
○医学生等奨学金貸付（再掲）
○水産業従業員宿舎整備事業費補助金
○農業人材力強化総合支援事業
○ＷＥＢ系在宅ワーク支援事業

医療面での妊娠・出産・子育て支援

○両親学級（妊婦指導，病棟見学等）
○夜間・休日を含む妊婦相談
○新生児聴覚スクリーニング検査の実施
○妊産褥婦相談・健康チェック（産後）
○産婦人科の維持
○小児科の維持

起業・創業

○ローカルベンチャー推進事業
○創造的産業復興支援事業補助金
○チャレンジオーナー支援事業費補助金
○企業誘致（トップセールス など）
○企業立地奨励補助
○ＩＣＴ関連産業誘致推進事業

雇用対策
医療

○新病院建設
○医学生等奨学金貸付

医療

人材育成

○まち大学構想
★アクティブコミュニティ塾
★アクティブウーマンズカレッジ
★担い手育成支援事業

（ぬま塾，ぬま大学 など）
★経営人材育成塾

コミュニティ

★まちづくり協議会支援
○小規模多機能自治の推進
○地域活動の活性化
（まちづくりセンター化含む）

福祉

○地域包括ケアの推進
○生活援助員(ＬＳＡ)事業
○在宅医療・介護の連携強化
○介護サービス・障害福祉サービス基盤の整備促進

○認知症施策の推進（サポーター養成 ほか）

○障害者の生きがいづくり・社会参加の促進

教育

○市立病院附属看護専門学校
○ＥＳＤの推進・学力向上
○専門学校誘致

住宅

○土地区画整理事業による宅地整備
○災害公営住宅，防集団地の一般募集
○空き家バンク（再掲）

防災

○災害に強いまちづくり
（防潮堤，避難道 など）

○避難誘導標識の設置
○自主防災組織の育成強化
○避難行動要支援者避難支援の推進

インフラ

○公共交通の再編整備
○三陸自動車道の整備促進
○市道等の復旧・整備
○下水道の普及促進

その他

人口減少対策の取組②（関連政策） 17人口減少対策の取組（関連政策）
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〇気仙沼経営人材育成塾

有限責任監査法人トーマツの協力を得て，数
字に強い経営者の養成を目指し開講。
■実績 Ⅰ期 平成29年11月～翌年3月 11人

Ⅱ期 平成30年12月～翌年5月 10人

〇気仙沼の高校生マイプロ
ジェクトアワード
高校生のまちづくりへの参加意識の醸成と，卒

業後，積極的に地域で活躍する人材の育成を目的
とする連続セミナー。
■実績 第Ⅰ期（平成29年度）修了者数:  7人

第Ⅱ期（平成30年度）修了者数:14人
第Ⅲ期（令和元年度） 受講者数:12人

〇ぬま大学
10代～30代の若者を対象に，地域に対する当

事者意識の醸成と企画力の向上を図る連続セミ
ナー。
■実績 第Ⅰ期（平成27年度）修了者数:13人

第Ⅱ期（平成28年度）修了者数:13人
第Ⅲ期（平成29年度）修了者数:10人
第Ⅳ期（平成30年度）修了者数:11人
第Ⅴ期（令和元年度） 受講者数:20人

〇アクティブコミュニティ塾
40代以上の方々を対象に，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人

第Ⅱ期（平成29年度）卒業者数:12人
第Ⅲ期（平成30年度）卒業者数:15人
第Ⅳ期（令和元年度） 受講者数:26人

■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人

第Ⅱ期（平成29年度）卒業者数:14人
第Ⅲ期（平成30年度）卒業者数:19人
第Ⅳ期（令和元年度） 受講者数:16人

■講師 明治大学教授等

〇ぬま大学ラボ～気仙沼をつなげる30人～
20代・30代を中心とした様々な職種の約30人

の市民が対話によりつながり，ともに気仙沼の未
来を描き，創ることを目的とする。
■実績 令和元年度 参加者：28人

26
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女 性

産業人材

高校生

若 者

若 者

人を中心としたまちづくり－人材育成－
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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

復興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29年度実績 8協議会
■平成30年度実績 5協議会
■令和元年度実績 5協議会（令和元年10月1日現在）

地域活性化支援員を地域まちづくり組織（ま
ちづくり協議会等）に配置します。

市が委嘱し配置した地域活性化支援員は、まちづ
くり協議会等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
地域まちづくり組織（まちづくり協議会等）毎に

各１名

■平成29年度実績 ３協議会
■平成30年度実績 ５協議会
■令和元年度実績 5協議会（令和元年10月1日現在）

（平成29年度～）（平成25年度～）

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地域
まちづくり組織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。

地域まちづくり組織（まちづくり協議会等）への支援
20



至 陸前高田

至 仙台

【背景】
海洋プラスチックごみの問題は，水産資源や漁業など本市の基幹産業への影響や消費者の

安心・安全の確保，観光やレジャーへの影響，船舶航行の障害なども懸念されており，「海
と生きる」を標榜する本市にとって重要な問題です。

【気仙沼市海洋プラスチック対策推進会議の開催】
（令和元年５月～）

■目的：海洋プラスチック対策の具体的取組を検討
■構成：学識経験者や関係団体の役職員など２１名
■開催状況：４回開催（5/22，6/18，8/1，9/4）

「海洋プラスチックごみ対策アクション宣言」

「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」策定

【講演会の開催】

■“海と生きる”連続水産セミナー
○講師：東京海洋大学

理事兼副学長 東海 正 氏

■海洋プラスチック問題に関する
講演会
○講師：大学院大学至善館

教授 枝廣 淳子 氏

未来へ向けて－海洋プラスチックごみ対策－
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至 陸前高田

至 仙台

【基本方針】
１ 海上でのプラスチックごみの徹底した回収
２ 陸上でのプラスチックごみの削減と流出抑制
３ 意識の啓発と変革

海洋プラスチックごみ対策アクションプラン（概要）

１ 海上でのプラスチックごみの徹底
した回収

２ 陸上でのプラスチックごみの削減
と流出抑制

３ 意識の啓発と変革

(1)漁具等の適正回収

① 使用済み漁具の集団回収により陸
上での処理を推進する。

② 漁業系廃棄物処理ガイドラインの周
知徹底。ごみの減容・減量化に関す
る技術開発の促進。

③ 海中ごみの陸上への持ち帰りを一
層推進する。

(2)適正な漁具の使用と適正管理

① 漁具としての使用が想定されていな
いペットボトル等を適正な漁具への
転換を促進する。

② 漁具の適正な利用や管理，操業前
後の点検等について啓発する。

(3)海中ごみ・漂着ごみの徹底回収

① 海ごみ回収ステーションの設置
② 海面清掃の推進

③ 海岸の清掃を様々なイベントや機会
を通じて広く呼びかける。

④ 海水浴場の清掃

(1)使い捨てプラスチックの使用抑制

① マイバッグ運動

② 機能性やデザインに優れたオリジナ
ルのエコバッグを作製する。

③ レジ袋有料化に関する情報の提供
④ レジ袋ご遠慮カードの作成・配布

⑤ イベントや会議等においては，ペット
ボトル以外での飲料提供とする。

⑥ マイボトルの普及促進
(2)家庭系リサイクルごみの分別徹底

① リサイクルごみの分別徹底とプラス
チック製容器包装の対象品目を拡
大する。

② 小売店の店頭回収を推進する。
(3)陸上での徹底した回収

① 全市一斉清掃の推進

② ポイ捨て・不法投棄撲滅に向けたパ
トロール強化

③ 農業用プラスチックごみの回収推進
④ スマイルサポーター制度の周知

(1)消費者のライフスタイルの変革

① 海洋プラスチック対策やごみの３Ｒな
どの情報を発信し，啓発する。

② 各種団体等によるマイバッグ・マイボ
トル運動を実施する。

(2)海洋教育・環境教育を含むＥＳＤ
の推進

① 各種イベントでのごみの分別を徹底
する。イベント会場に給水コーナーを
設置する。リユース容器の使用など
を検討する。

② 啓発パネルを作成する。
③ ごみ分別ガイドラインを作成する。

④ 児童生徒や教職員の研修に専門的
な講師を招き，認識を深める。また，
各学校の学習の中でＳＤＧｓに関連
を図ったＥＳＤ・海洋教育を実践する。

⑤ 漂着ごみの調査

⑥ 代替素材の開発や転換，調査研究
に関する情報発信

22未来へ向けて－海洋プラスチックごみ対策－
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至 陸前高田

至 仙台

22新庁舎建設
23
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現庁舎は耐震基準を満たしていないことに加え，老朽化も進んでいることから，新市建設計画，新市基本計画，第２次気仙沼市総合計画に
おいても，主要事業として新庁舎の整備を位置付けてきたところです。現在基本構想の策定に着手しており，年度内には建設候補地を１箇所
に絞り込む予定です。

基本理念（案）
Ⅰ 誰にも優しく開かれた庁舎
Ⅱ 防災機能の充実と連携強化
Ⅲ 行政運営の進化への対応

令和２年度 令和３年度～ 令和５年度～ 令和８～９年度平成30年度～

【気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議】
新庁舎建設基本構想を策定するにあたり，有識者等の意見を反映させるため設置
建築・防災・まちづくり・産業・行政経営・福祉等に関する有識者10名で構成

◎ 庁舎位置の基本方針（案）
１ 市民が利用しやすい位置
２ 防災上の安全性が高く，防災上の連携を考慮

した位置
３ 市全体のまちづくりを考慮した位置
４ 事業の経済性等を考慮した位置

◎ 庁舎機能・性能の基本方針（案）
１ 市民の利便性の向上や協働空間を提供する

庁舎
２ 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの庁舎
３ 市民の安全・安心を支える防災機能が充実した

庁舎
４ 環境にやさしくランニングコストを考慮した庁舎
５ 機能的で効率的な行政機能等を実現する庁舎

建設候補地選定の前提条件

１ 敷地面積 １ヘクタール以上
２ 公有地（用地費が掛からないもの）
３ 用途地域内
４ 人口重心５キロメートル圏内
５ 市災害危険区域外（津波）

新庁舎建設基本構想策定有識者会議
での議論
第１回会議（平成30年11月）

・現庁舎の現状と課題の整理
・候補地の選定方法の検討ほか

第２回会議（平成31年２月）
・基本方針，建設可能地の検討ほか

第３回会議（平成31年４月）
・基本理念等，建設可能地の検討ほか

第４回会議（令和元年５月）
・建設可能地の抽出
・候補地選定の評価項目の検討ほか

第５回会議（令和元年７月）
・市民との意見交換会について
・候補地選定の評価方法の検討ほか

市民との意見交換会（令和元年８月）
・「市震災復興計画」，「第2次市総合

計画」の策定等に関わられた方々
（約140名）を対象に開催

全市民を対象とした基本構想策定に関
する意見の募集実施

（令和元年９月２日～９月13日）
第６回会議（令和元年11月２日）

・建設候補地案の選定ほか
第７回会議（令和元年12月７日予定）

・建設候補地案の選定（最終評価）
・機能・性能についてほか

建設候補地を含む基本構想の最終案を
市に提言（令和元年12月下旬予定）
第８回会議（令和２年２月頃予定）

※現時点で想定する主なスケジュールです。

現在の建設候補地（３箇所）
※11/2に開催された第6回有識者会議では，
③気仙沼公園が候補地から外れた。

①現在地（市役所）
所在地 八日町一丁目１-１
敷地面積 10,105㎡

②旧市立病院跡地
所在地 田中184
敷地面積 19,781㎡

③気仙沼公園
所在地 笹が陣107他
敷地面積 13,820㎡

① ② ③



庁舎位置の
基本方針

評 価 項 目 現 位 置
旧市立病
院 跡 地

気仙沼
公 園

１市民が利用しやすい
位置

自動車でのアクセス
（道路ネットワーク，到達時間について）

△ ○ ×

自動車でのアクセス
（十分な駐車場確保について）

△ ○ △

路線バス・乗合タクシーでのアクセス ○ ○ ×

BRT（JR）でのアクセス △ ○ △

徒歩や自転車でのアクセス △ △ ×

２防災上の安全性が高
く，防災上の連携を
考慮した位置

津波浸水区域を避けているか △ ○ ○

洪水想定区域の指定を受けていないか ○ ○ ○

土砂災害警戒区域等の指定を受けていないか △ ○ ○

他の防災拠点からのアクセスの確保
（市の防災拠点として機能するため，自然災害が発生した場合
でも他の防災拠点と連携できる位置か）

△ ○ ×

３市全体のまちづくり
を考慮した位置

市全体のまちづくりへの貢献
（市民の利便性やまちのにぎわいの創出）

○ ○ △

４事業の経済性等を考
慮した位置

建設費や解体費・移転費等の抑制 △ ○ ×

早期に整備を完了することが可能な位置か △ △ ×

新庁舎建設
第６回有識者会議において候補地案の評価を行いました。気仙沼公園については，代替公園確保の難しさ等から外れました。
現位置と旧市立病院跡地を比較評価
基本方針１：現位置が旧市立病院跡地よりも優っている項目はないということが確認されました。
基本方針２：旧市立病院跡地が明らかに現位置より優位と確認されました。
基本方針４：現位置が仮設庁舎や２度の引っ越しが必要になることなどから，概算総事業費では，旧市立病院跡地が現位置より優位と

確認されました。
基本方針３：有識者会議の中で様々な意見があり，優劣を付けるまでには至りませんでした。

アンケートや市民意見の募集において意見の多かった項目

24



旧馬籠小学校

馬籠川

本吉総合支所

津谷中学校 赤牛漁港

小泉小学校

津谷小学校

国道346号

建物冠水

道路冠水

水位計

水位計

台風19号による冠水箇所（本吉地域）

水位計
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（3）本吉地域の課題

地区の課題に対する市の考え方・方向性
担当からの説明を省略させていただきます。記載内容をご覧くださ
い。

1）生活環境 P29
2）教育 P37
3）インフラ(市道整備以外) P39

本日の「懇談テーマ」
担当から内容を説明した後、皆さまからご意見をいただきます。

1）生活環境について① P26
2）生活環境について② P27
3）教育について P28
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懇談テーマ １ 生活環境について①

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

旧小泉町区の跡地計画
宅地、農地を含めた

跡地全体の計画がない。

・宅地、農地を含め
た跡地全体の計画
の作成。

・外尾川、蕨野川も
考慮した計画の作
成。

・旧小泉町区の移転元地などの跡地に
ついては、産業用地としての活用策
が有効と捉え、企業誘致を推進して
いるが、東日本大震災と同レベルの
津 波 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お い て
TP10m以上の浸水高が想定されるこ
とから、企業側に立地リスクとして
判断されてしまい、思うように進ま
ない現状にある。

このことから、大きな設備投資を
伴う製造工場のみならず、比較的投
資規模の小さい植物工場や陸上養殖
施設等の業種に対象を広げ、企業誘
致を展開している。

・また、移転元地の情報を県内外の企
業等に広く周知するため、市ホーム
ページ上で公開する準備を進めてい
る。

【産業再生戦略課、財政課】

本吉地域「地区の課題」
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懇談テーマ ２ 生活環境について②

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

子どもの遊び場の確保
津谷地区の児童遊園等に設置

してある遊具は、老朽化等に伴
い撤去され、子どもの遊び場が
減少している状況にある。

令和元年度には、はまなす文
化タウンの遊具も撤去され、子
どもの健全育成及び親のコミュ
ニケーションの場の確保が求め
られている。

遊び場の確保に
ついて、懇談会の
場を設け、話し合
いを行っている。

地域住民と十分な
協議を行い、環境や
防犯・安全に配慮し
た遊び場及び遊具の
設置。

・はまなす文化タウンの遊具は平
成８年度に設置した木製遊具で、
腐朽により危険なことから本年
５月に撤去。

・はまなす文化タウンの遊具につ
いては、子どもたちが安全・安
心して過ごせる遊び場となるよ
う、新たに設置することとし、
その内容については、今後、子
育て世代の方々を含めた地域の
皆様と検討していく。

・津谷地区の東岡児童遊園等の環
境整備等についても、地域の皆
様と検討していく。

【生涯学習課、子ども家庭課】

本吉地域「地区の課題」

10月23日 子どもの遊び場に関する懇談会

＜懇談会での主な意見要望等＞
・地域の子どもたちの遊び場、賑わいの場、

活性化のために遊具を再整備してほしい。
・子育て世代のいいコミュニケーションの場

だった。
・子どもたちにとって、いい環境だったが、

遊具が無くなり、子どもたちの姿が見られ
ず、声が聞こえなくなった。

・公民館、図書館、はまなすの館がある。文
化活動の場でもあり、子育て中の親が気軽
に集える場所にすべき。遊具を早く復旧し
てほしい。

・東岡児童遊園には駐車場が無く、トイレも
老朽化している。

・地域の子どもたちが見え、楽しく使える公
園がほしい。
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懇談テーマ ３ 教育について
①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組んで

いる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

小中学校の統廃合に関わる
根拠の明確化、気仙沼市義
務教育環境整備計画第三段
階の計画の見直し

大谷中学校の階上中学校
との統合の計画があるが、
なぜ大谷が階上への統合な
のか。人数の少ない方が多
い方への統合という理由は、
大谷と階上の生徒数がとて
も近いこと、また他校にお
いては必ずしもそうではな
いケースも存在するため納
得がいかない。また、適正
配置を理由とする場合、将
来さらに人数が減り、さら
なる統合が必要となった場
合、理屈が成り立たなくな
る。統合しても理想とする
３クラス以上にはならず、
部活動の問題もあまり解決
しないのなら、第３段階の
計画を見直す必要があるの
ではないか。

大谷地区では、振興会
と同窓会、各PTAや大谷
里海づくり検討委員会が
大谷地区教育環境検討委
員会を結成し、大谷地区
の子どもたちの教育環境
に対して議論を行ってお
り、中学校の統廃合に関
しても勉強会や議論を積
み重ねている。

市民が納得できる
統廃合の計画の根拠
を示してもらいたい。

＜階上中への統合理由＞
①大谷中学校は今後も生徒の減少

が予想されており、学習面や部
活動面で充分に効果を上げるた
めに、最も距離が近い階上中学
校との統合を計画している。

②生徒数は階上中学校が大谷中学
校を上回っている。

＜適正規模・適正配置＞
①統合しても、適正な学校規模の

基準（小学校は1学年2学級、中
学校は1学年3学級以上）を満た
せない場合でも、生徒の教育環
境において、規模を満たしてい
る場合に相当する教育効果が期
待できると考えている。

②適正規模の観点のみで統合を
進めると、学区が広くなり、
通学距離が延びることで、学
習環境等に大きな負担を強い
ることになる。

＜計画の見直し＞
現時点で第3段階の計画を見直

す予定はないが御理解を得られ
るよう丁寧に説明していく。

【学校教育課】

本吉地域「地区の課題」

10月15日 大谷教育環境整備検討委員会との懇談会

＜懇談会での主な意見要望等＞
・生徒数が同じくらいの学校であるため、対等な統合かと
思うがなぜ、大谷が階上に統合するのか。
・階上中が大谷中へ統合した方が通学距離が短くなる。
・条南中は気仙沼中より生徒数が多くなるのに、気仙沼中
へ統合される。階上中と大谷中の統合理由と矛盾する。
・大谷中の方が階上中より校舎も新しいし、校庭も広いの
で、階上中が大谷中に統合した方が良い。
・統合の話より、大谷地域で育つ子どもの将来を考えるこ
とが先である。
・学校機能が元に戻ろうとしているときに統合の話が出てき
た。時期尚早ではないか。
・大谷中の体育館の新設はどうなっているのか。
・階上と大谷の中間に新しい学校をつくる計画はないのか。
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◆生活環境（1/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

行政協力員の報酬
昨年の懇談会でも課題とし

て取り上げ、菅原市長より検
討するとの回答、その後、総
務課長より検討開始と連絡が
ありました。

今年5月21日の振興会長会
議の際も菅原市長から明確な
説明がなされておりません。

そして一年を経過した現在
でも検討結果を得られてない
状況です。

行政委員（含振興会長）報酬
の見直し

行政委員報酬、費用弁償は
10年前の市町合併時の金額
となっており、あまりにも時
代錯誤ではないか。

また、行政文書、会議等に
ついても殆ど振興会長名とし
て実作業も振興会長が担って
いることより、行政委員報酬
とは別途、振興会長に報酬を
支給してもよいのでは。

行政協力員は地
域の輪番制となっ
ています。

地域面積当たり
の世帯数を考慮し
た場合、作業対価
の報酬が見合わな
い地域が多くある
のではないか。

行政委員は地域
の推薦によって決
められているわけ
ですが、実作業に
要する時間、労力
の割には、報酬が
低い。

昨年度の課題提
起で今年度の実施
と要望しています。

行政委員、振興
会長の報酬につい
ては、今年度中、
遅くとも来年度中
には必ず。

・令和２年４月１日から、行政委員・行
政協力員が特別職非常勤職員として委
嘱できないことから、現在、各地区自
治会長等の御意見を伺いながら、次年
度以降の広報配布方法について、現行
制度と差異がない形をベースとして検
討中。

・制度改正の有無に関わらず、市政情報
の発信及び広報の配布は、自治会をは
じめ、地域の皆様の御協力が不可欠。

・現行、報酬としてお渡ししている金額
の増額については、配布回数の見直し、
市の情報発信の改善、抱き合わせチラ
シの集約・制限などの負担軽減策と合
わせて検討。

・以上の確定方針は、年明けの行政委員
会議等において説明予定。

【総務課】

・振興会長には、地域の中心的な役割を
担っていただいており、振興会は住民
自らが結成し、自主的な運営を担う任
意の団体であることから、市から会長
への報酬の支給は考えていません。

【地域づくり推進課、本吉総合支所総務企画課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（2/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

旧小泉中学校のグラウンドの
管理

今後のグラウンドの管理運
営では持続性が担保出来ない
のではないか。

市が直接管理を行
い、中体連等のサッ
カー会場誘致等の実
施可能なスポーツ施
設として整備。

・旧小泉中学校グラウンドの芝は、
ＪＣ（気仙沼青年会議所）が創
立50周年記念事業として平成30
年7月に植栽されたもの。

・芝の維持管理はＪＣが責任を
持って行なうことで植栽したも
ので、平成30年12月に教育委員
会とＪＣとの間で芝の管理等に
関する協定を締結。

・現在、学校開放事業に準じて他
の学校の校庭と同様に貸し出し
を行っており、中体連等のサッ
カー場としての利用については、
関係者の意見を聞き検討する。

【教育総務課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性

旧小泉中学校校庭へ植栽した芝の管理等に関する協定書（抜粋）

（芝管理の事業主体）
第２条 芝管理の事業主体は乙(JC)とし、甲(教育委員会)は乙が実施す
る芝の管理に協力し、適切かつ円滑に管理できるよう支援する。

（芝の管理内容）
第５条 乙は、植栽した芝へ散水、施肥、芝刈等を行ない適切に管理する。
２ 芝の管理に係る経費については、原則として乙の負担とする。ただし、散
水に係る水道料については、当分の間、甲の負担とする。
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◆生活環境（3/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

公民館の指定管理
昨年度の課題で提起しました

が、今年度より公民館長が市職
員ではなく、嘱託職員となり、
また、嘱託職員の任命許可を振
興会の承諾が必要となりました。

昨年度の回答では、地域の理
解、協力、十分な協議となって
おりましたが、実際には理解、
協力、協議がなされないまま、
指定管理の方向へ計画されてい
るようです。地域での指定管理
は現状では困難と思われる。

昨年度の回答どお
り、地域の理解、協
力、十分な協議を実
行して欲しい。

・公民館については、従来の社会
教育施設としての機能に加え、
地域づくりの拠点としての機能
を持たせ、地域にとってより⾝
近で様々な活動に利用される施
設とするよう「まちづくりセン
ター化」を目指す。

・指定管理については、選択肢の
一つであり、受け皿となる団体
等がある場合、十分に協議を重
ねながら、導入に向け検討する。

【生涯学習課、地域づくり推進課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性



◆生活環境（4/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

斎場統合
先に、報道で気仙沼市の斎場の統

合が掲載されていました。
現斎場の老朽化等を考慮した場合、

行政としては新規斎場の整備について、
市内1か所への集約を検討とのことで
すが、本吉、唐桑地域からの距離があ
まりにも離れており、利用頻度は少な
いかもしれませんが、葬儀に際しての
遺族の方々の心情等を考慮した場合、
現在の三地区での斎場はやむを得ない
のではないでしょうか。

地域住民との説明
会等の開催を通じて、
地域の意向を最大限
考慮された計画策定。

・斎場については、既存施
設を有効に使用するとと
もに、更新時期・人口の
推移などを見据えた、施
設のあり方の調査や意見
収集を実施し、計画の策
定を行う。

【環境課】

市民バス（乗合タクシー）ルート
変更

震災後の住宅移転に
より、蔵内の「及川デ
ニム」の上方に多数の
住宅が新しく建設され
ましたが、市民バスの
停留所が遠く、住民は
利用しづらい状況です。

現ルートから住民
が利用しやすいルー
トに変更。

・本吉三陸線（乗合タク
シー）においては、通学時
間の小学生等が利用する便
があり、現ルートを延伸す
ると所要時間が延び通学へ
の影響も考えられることか
ら、これらの影響を踏まえ
た上で現ルート変更の可能
性を地域の皆様と一緒に検
討。

【震災復興・企画課】

32
本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性

【新路線（案）】
蔵内

｜
蔵内南（及川デニム入口）

｜
農道蔵内 ― 本吉漁協前

｜
今朝磯線（通称レオパレス通り）

【現路線】
蔵内南

｜
蔵内

｜
本吉漁協前

国道45号～及川
デニムへのルート
は急坂な為、冬季
と夏季ルートの弾
力的に運用願えれ
ばと思います。
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◆生活環境（5/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

県道の草刈り
市道の草刈りは、市内一

斉清掃等で住民が協力し草
刈を実施し、また、住居付
近についても行われている
が、県道については、歩道
を含め背丈ほどに伸びても
実施されていない箇所が見
受けられる。

小 中 学 生 の 通 学 路 や
ウォーキング等に利用され
ている路線も多く事故等が
懸念される。

地域住民が協
力し草刈り作業
を実施している。

道路パトロールを
実施しながら適切な
道路管理と年２回の
草刈りを県に要望さ
れたい。

・県は、良好な道路環境を保全するた
め、毎月重点項目を設定し道路パト
ロールを行っており、道路管理業者
が週２回（月・木曜日）、職員直営
が月２回実施している。

・草刈りは、年１回行っているが、今
後とも効果的な道路パトロール及び
道路管理の実施により、危険要因の
除去に努めるとのこと。

・市としても県に地元の要望を伝える
とともに引き続き連携を図りながら
道路環境整備に努める。

【土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（6/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

BRTの大谷海岸駅停留所
に屋根を設置、横断歩道
の設置

大谷海岸における国道
45号の仮設道路が運用さ
れ、BRTの大谷海岸停留所
では風除室がなくなってし
まった。大谷海岸停留所は、
高校生や仙台行のバス利用
者が多いが、その乗客が雨
風にさらされている。

また、道の駅から本吉方
面行きの停留所へ行くため
には、海洋館前の横断歩道
を渡らなければならず、遠
回りをしなければならない。

本設の道の駅への移設が
予定されているが、2年間
もこのままなのか。

大谷地区振興
会連絡協議会と
大谷里海づくり
検討委員会を中
心に、大谷海岸
周辺の整備計画
の作成を各行政
機関と共に進め、
現在その工事の
過程で発生する
課題に対し協議
を行っている。

BRTの大谷海岸停
留所に屋根や風除室
を設置してもらうよ
う、JRに働きかけて
もらいたい。
（雪が降る前、年内
の設置）

本吉方面行のBRT
停留所にいくための
横断歩道を現在の仮
設店舗「道の駅」の
近くに設置。

・令和２年度中の道の駅「大谷海岸」
の完成時期に合わせ、同駅内に屋根
や風除室を含めた待合環境を整備す
る予定であるが、現在の大谷海岸駅
については、ＪＲに要望済み。

・本吉方面行のBRT大谷海岸駅停留所
へ行くための横断歩道については、
現在、気仙沼土木事務所が警察と協
議しており、年内中には設置する予
定と伺っている。

【震災復興・企画課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（7/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

交通弱者の課題
高齢者など交通弱者が、

病院や買い物など、最寄
りのバス停やBRTの停留
所への移動が困難になっ
てきている。

また、幼稚園バスの運
行は、現在、民間業者か
らの支援で成り立ってお
り、支援期間がじきに終
わろうとしている。

民間業者の支
援による幼稚園
バスの運行

・交通弱者を支援す
るため、循環バス
エリアの拡大や地
域ごとの公共交通
機関までの移動手
段の確保の検討。

・また、幼稚園バス
の運行に対する支
援。

・交通弱者への支援は全市的な課題
であり、移動手段の確保について
は、既存の交通資源のみならず地
域の地形や居住エリアに適した新
しい移動支援の検討が必要。

・先月５日には、山田地区から高齢
者等の移動手段の確保に係る要望
があり、地域主体による移動手段
の仕組みづくりを行政も一緒に考
え支援していく。

【震災復興・企画課】

・大谷幼稚園の送迎バスについて、
本市では幼稚園バスの補助制度は
なく、保護者の負担のもとに運行
していただいている。

他の公立幼稚園４園には送迎バ
スはなく、私立幼稚園４園では、
保護者の実費負担のもとに送迎バ
スを運行している。

この現状を踏まえ、現段階では
幼稚園の送迎バスについての支援
は難しい。

【学校教育課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（8/8）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

選挙の期日前投票の期間
及び時間について

期日前投票はそれぞれの
選挙期間に応じて、定めら
れていますが、その中で今
年行われた国政選挙は、市
内５か所で16日間（一部を
除き）期日前選挙が行われ
ました。

言うまでもなくこの制度
は、選挙期日に様々な理由
により選挙当日投票に行け
ない有権者に対する仕組み
ですが、この16日間の各投
票所での事務にあたる職員、
立会人の数などを考えてみ
ますと、かなりの日常業務
への影響と経費がつぎ込ま
れています。投票所によっ
ては、１日数人の投票人し
か来ないところもあったよ
うです。

期間、投票時間の
設定は各選挙管理委
員会において設定で
きることです。あら
ゆる方面から検討さ
れたうえで、期日前
投票期間、投票時間
の短縮をお願いしま
す。

・選挙管理委員会では、期日前投票
の期間や時間について、短縮する
方向で検討中。

【選挙管理委員会事務局】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性

・10月の県議選は、市内５か所
で８日間、午前８時30分から
午後８時まで期日前投票所を
開設。

・公選法では、市内１か所の期
日前投票所は告示日の翌日か
ら投票日の前日までの期間、
午前８時30分から午後８時ま
で開設しなければならないが、
それ以外の期日前投票所の期
間や時間については、地元の
状況を踏まえ、選管おいて設
定することが可能。
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◆教育（1/2）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

小泉小学校統合につい
て

説明会は全地域住民
を対象とし、統合場所、
跡地利用等を明確にし
た計画のもとに進めて
欲しい。元小泉中学校
の跡地利用のような後
手後手な対応とならな
いようお願いします。

・早めの地域説明会
の開催。

・全地域住民の合意、
納得を形成して欲
しい。

・義務教育環境整備計画の第３段階では、
小泉小学校は津谷小学校と統合し、津谷
小学校を活用することとしている。

・地域説明会については、まずは保護者を
対象に計画について説明し、その後、地
域の方々への説明会を行い、御理解を得
られるよう丁寧に説明していく。

・また、跡地利用について、地域の皆様の
意向に沿うよう早めに協議していく。

【学校教育課、教育総務課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性

○1回目（10/4）：
小泉小PTA役員を対象にした説明会

○2回目（12/6）：
小泉小全保護者と未就学児の保護
者を対象にした説明会

○3回目（時期未定）：
地域の方々を対象にした説明会
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◆教育（2/2）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

大谷中学校の屋内運動場の建設
昨年、大谷中学校の体育館は耐震

補強が行われたが、老朽化が進み隙
間風や雨漏りがする状況にある。ま
た、古いためか雨天時には雨音によ
り声も聞こえにくい。

先の台風19号は全市民に避難指示
が出された。より多くの住民が避難
し雨風を防ぐ場所が地域には必要で
ある。
本吉町と気仙沼市の合併条件でも
あった大谷中学校の屋内運動場の建
設は、当時3.5億円という予算が組ま
れていたが、市の負担はいくらにな
るのか。

耐震補強は行われたが、現在も体
育館の周りにはトラロープがまかれ、
老朽化の問題は解決していない。

一方では「統合ありきで進めてい
るわけではない」と言われ、他方で
は「統合の計画がある学校では新築
できない」では納得がいかない。

大谷地区では、
振興会と同窓会、
各PTAや大谷里海
づくり検討委員会
が大谷地区教育環
境検討委員会を結
成し、大谷地区の
子どもたちの教育
環境に対して議論
を行っている。

大谷中学校の屋
内運動場の建設。

・これまでも地域の皆様か
ら屋内運動場の早期建設
について要望を受けてい
るが、義務教育環境整備
計画を踏まえると難しい
状況。

・昨年度、緊急性の高い耐
震補強工事と屋外トイレ
を整備し、本年度は窓や
外壁を修繕済み。

・外壁の修繕により、トラ
ロープは不要となったが、
設置されたままとなってい
たため、11月27日撤去済。

・屋内運動場の建設費用は
当時（平成23年度２月）
の予算額で約3.2億円。そ
のうち市の負担は市債分
も含めて約2.1億円。

・学校統合については、
「28ページ」を参照。

【教育総務課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆インフラ（1/4）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

小泉海水浴場の整備
震災以降8年ぶりに、海水

浴場が開かれましたが、恒久
のトイレ、シャワー等の進捗
状況は。

国道45号との接続路の開
通時期は。

小泉海岸の避難道
現在は仮の避難道及び場所

を指定していますが、今の状
況では、最盛期の海水浴客全
員の避難は困難ではないで
しょうか。せっかく小泉海水
浴場に来られた方々が安全、
安心をもっていただけるよう、
来夏までに整備願います。

市道整備計画の課題かと
思いますが、整備計画の優
先順位の評価基準に適用外
のようです。

市道整備計画の基準外で
別途検討ください。
※評価基準項目の要望事項とし
ては以前より提示しています。

・トイレ、シャワー更衣室は、
既に詳細設計が完了し、令
和２年６月の工事完成を目
標に工事発注を準備中。引
き続き、多くの観光客を受
入れるため、快適な環境整
備に努める。

【観光課】
・国道45号に接続する市道仁

田の沢線については、総延
長390mのうち300mが完了
済。残り90mについては、
現在、準備工を進めており
令和２年３月完成予定。

【土木課】

・防潮堤から市道への避難道
については、県が用地交渉
を含め検討していると伺っ
ている。

【本吉総合支所建設課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆インフラ（2/4）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

馬籠町区の冠水対策
令和元年台風第19号によ

り、市管理河川午王野沢川及
び県管理河川馬籠川が越水し、
国道346号沿いの馬籠町区が
冠水した。過去にも昭和61
年の台風10号や平成14年の
台風6号により冠水した経緯
がある。

県に対して河川の
浚渫や河川護岸嵩上
げの要望を行ってい
る。

市管理河川の適切な
管理を行うとともに、
県に対し定期的な河川
の浚渫や河川護岸嵩上
げの要望。

・市管理河川の午王野沢川について
は、堆積土砂撤去工事を本年3月
に完了。台風19号により再度土
砂が堆積したことから、本年度中
に撤去予定。

・県は、馬籠町付近の馬籠川堆積土
砂撤去工事を昨年度発注し、本年
６月に完了。本年度発注した堆積
土砂撤去工事は、台風19号の増
水により堆積箇所が移動したため、
今後、地元振興会と調整のうえ実
施予定。

・馬籠川は、延長約8.0kmで河川整
備計画区間に位置づけられており、
このうち津谷川合流点から国道
346号岩崎橋までの延長約0.8km
について、築堤等の整備を予定し
ている。

・市としても早期整備が図れるよう
引き続き県に働きかける。

【土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆インフラ（3/4）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

国道346号の冠水対策
台風19号では国道346号や

市道の冠水により馬籠地区お
よび山田地区から津谷地区へ
の移動が困難を極めた。救急
時や火災などの緊急時の対応
が懸念される。

災害時に陸の孤島
とならないように、
県と市で協議し改善
策を検討するととも
に、災害時等に通行
を可能とする迂回路
等の整備。

・県道及び市道の適切な維持管理に
努めるとともに、通行止めが発生
した際は、県と市が連携を図り、
迂回路設定、周知及び車両誘導等
について迅速に対応していく。

【土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆インフラ（4/4）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

二級河川津谷川の越水対策
令和元年10月の台風19号

により、2級河川の津谷川か
ら越水し市道及び農地に被害
が生じた。特に、川内地区の
被害が著しく、今後も大雨に
よる被害が懸念される。

河川清掃及び支
障木伐採等を実施
している。

県に対し河川の浚
渫や河川護岸嵩上げ
による越水対策を要
望願いたい。

・県が管理する河川における堆積土
砂については、計画的に撤去工事
を実施しており、優先度が高い箇
所から順次工事を実施している。

・要望箇所については、今後調査を
行い、必要な対策を検討する。

・県が管理する津谷川延長約10kmは、
河川整備計画区間に位置づけられ
ており、現在、河口から鼻向頭首
工までの延長約4.9kmについて、
築堤等の整備を行っている。

・市としても早期整備が図れるよう
引き続き県に働きかける。

【土木課】

本吉地域の課題に対する市の考え方・方向性



担当部署：土木課 水産基盤整備課

◆市道の整備状況
整備路線数 13路線 L=7,289.8ｍ(うち完了6路線L=1,453.7ｍ，工事中及び予定7路線L=5,836.1m)

◆漁集事業による集落道整備
整備路線数 6路線 L=1,162.7m(うち完了4路線L=872.7m，工事中及び予定2路線L=290.0m)

◆市道等舗装補修状況
補修路線数 9路線 L=12,852.2m(うち完了3路線L=3.846.2m，工事中６路線L=9,006.0m)

◆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 L=32,950.9m(うち完了144路線L=29,623.5m[一部完了L=850.3m]，

工事中5路線L=887.5m，工事予定11路線L=1,589.6m)

インフラ －本吉地域市道等の災害復旧及び整備の状況－（その１）
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◆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 完了年月（予定)

１ ㉚ 大沢狼の巣線 改良・舗装 900.0 5.0 完了 H28.1 R1.9

２ ㉛ 金子線 改良・舗装 1,174.0 9.5
本線工事完了(1,174.0m)

旧橋撤去準備中
H27.10 R2.3

３ ㉜ 旧国道蔵内線 水路 55.0 - 完了 H28.10 H29.7

４ ㉝ 蕨野線 舗装 166.0 4.2 完了 H30.1 H30.5

５ ㉞ 菖蒲沢線 改良・舗装 500.0 10.0 工事中(315.0m) H30.10 R3.3

６ ㉟ 菖蒲沢線・岩尻縦貫線 改良・舗装 2,460.0 10.0
一部工事完了(140.0m)

用地・補償、工事中(189.0m)
H28.10 R3.3

７ ㊱ 岩尻縦貫線 改良・舗装 550.0 9.5 工事中(262.0m) H30.9 R2.3

８ ㊲ 三島上通り線 改良・舗装 297.5 7.5 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
一部完了(360.0m)
工事中(311.9m)

H28.11 R2.3

10 ㊴ 石川原橋 橋梁補修 3.2 3.2 完了 H31.1 R1.8

11 ㊵ 明戸橋 橋梁補修 4.2 2.0 発注準備中 R2.1 R2.3

12 ㊶ 日門上高瀬ヶ森線 舗装 32.0 3.0 完了 H31.3 R1.7

13 ㊷ 府中猿内線 舗装 200.0 3.0 発注準備中 R2.1 R2.3

計 7,289.8



インフラ －本吉地区市道等の災害復旧及び整備の状況－
45

◆漁集事業の整備状況

№ 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 完了年月（予定)

１ ㊸ 蔵内地区1号集落道 新設 48.7 4.0 完了 H29.3 R1.8

２ ㊹ 大谷地区1号集落道 新設 160.0 5.0 工事中 H31.2 R1.12

３ ㊺ 日門地区2号集落道 改良・舗装 483.0 4.0 完了 H29.2 H30.3

４ ㊻ 前浜地区1号集落道 改良・舗装 130.0 5.0 発注準備中 R2.4 R3.3

５ ㊼ 赤牛地区1号集落道 改良・舗装 176.0 4.0 完了 H29.3 R1.8

６ ㊽ 赤牛地区2号集落道 改良・舗装 165.0 4.0 完了 H29.3 R1.8

計 1,162.7

インフラ －本吉地域市道等の災害復旧及び整備の状況－（その２）
44

№ 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 完了年月（予定)

１ ㊾ 野田赤貝線 舗装補修 1,378.4 5.0～8.0 完了 H31.3 R1.10

２ ㊿ 岩尻縦貫線 舗装補修 2,193.2 5.0～8.0 完了 H31.3 R1.10

３ 51 高岡住宅線 舗装補修 274.6 5.0～8.0 完了 H31.3 R1.10

４ 52 長畑開拓線 舗装補修 197.0 3.4～4.6 工事中 R1.10 R2.3

５ 53 津谷中道線 舗装補修 1,262.0 6.5～7.1 工事中 R1.10 R2.3

６ 54 小泉山田線 舗装補修 2,876.0 3.5～11.2 工事中 R1.10 R2.3

7 55 農道グリーンロード1号線 舗装補修 2,851.0 7.0～8.3 工事中 R1.10 R2.3

8 56 平貝線 舗装補修 776.0 4.5～8.0 工事中 R1.10 R2.3

9 57 二十一上の山線 舗装補修 1,044.0 3.5～7.5 工事中 R1.10 R2.3

計 12,852.2

◆市道等舗装補修状況



大谷地区 45

◆災害復旧路線
№ 路線名 延長（ｍ） 状況
㉖ 大谷沖ノ田線 122.1 工事中

一部完了(550.3m)
R2年6月発注予定

㉘ 大谷沖ノ田線 82.3 R2年6月発注予定
㉙ 大谷海岸西口線 67.0 完了
◆整備路線
㉞ 菖蒲沢線 500.0 工事中(315.0m)

㉟ 菖蒲沢線・岩尻縦貫線 2,460.0
一部工事完了(140.0m)

用地・補償・工事中(189.0m)
㊱ 岩尻縦貫線 550.0 工事中(262.0m)

㊲ 三島上通り線 297.5 完了

㊳
前浜中央線・
天ヶ沢才新岩ノ前線・
天ヶ沢岩ノ前線

947.9
一部完了(360.0m)
工事中(311.9m)

㊴ 石川原橋 3.2 完了
㊶ 日門上高瀬ヶ森線 32.0 完了
㊷ 府中猿内線 200.0 発注準備中
◆舗装補修
㊾ 野田赤貝線 1,378.4 完了
㊿ 岩尻縦貫線 2,193.2 完了
52 長畑開拓線 197.0 工事中

◆集落道整備
㊹ 大谷地区1号集落道 160.0 工事中
㊺ 日門地区2号集落道 483.0 完了
㊻ 前浜地区1号集落道 130.0 発注準備中
㊼ 赤牛地区1号集落道 176.0 完了
㊽ 赤牛地区2号集落道 165.0 完了

㉗ 沖ノ田川直伝線 597.3

計 画 路 線
工  事  中
完       了

凡　　例



津谷・小泉地区 46

計 画 路 線
工  事  中
完       了

凡　　例

◆災害復旧路線
№ 路線名 延長（ｍ） 状況
① 蔵内上の山線 65.0 完了
② 二十一上の山線 889.9 完了
③ 二十一浜左岸線 43.4 完了
④ 津谷幣掛線 434.2 完了
⑤ 旧国道小泉街線 87.5 完了
⑥ 小泉街裏北側線 320.1 工事中
⑦ 下宿山ノ後線 308.3 工事中
⑧ 小泉街旧診療所前線 174.9 R2年6月発注予定
⑨ 小泉外尾川1号線 29.6 完了
⑩ 小泉郵便局前線 98.8 R2年6月発注予定
⑪ 赤崎臨海線 241.4 R2年6月発注予定
⑫ 赤崎臨海1号線 105.5 R2年6月発注予定

⑬ 仁田の沢線 366.0
一部完了(300.0m)

工事中
⑭ 新北明戸７号線 178.2 R2年6月発注予定
⑮ 新北明戸８号線 356.0 完了
⑯ 新南明戸３号線 187.0 完了
⑰ 小泉駅前大明神線 164.2 R2年6月発注予定
⑱ 下宿田中線 107.0 R2年6月発注予定
⑲ 平貝大明神線 329.0 R2年6月発注予定
⑳ 小泉駅大橋下向線 61.3 R2年6月発注予定
㉑ 外尾川左岸線 275.2 完了
㉒ 外尾川右岸線 274.8 完了
㉓ 小泉大浦脇線 92.0 完了
㉔ 蕨野中学校裏山線 9.0 完了
㉕ 旧国道中島線 71.0 工事中
◆整備路線
㉚ 大沢狼の巣線 900.0 完了

㉛ 金子線 1,174.0
本線工事完了(1,174.0m)

旧橋撤去準備中
㉜ 旧国道蔵内線 55.0 完了
㉝ 蕨野線 166.0 完了
㊵ 明戸橋 4.2 発注準備中
◆舗装補修
51 高岡住宅線 274.6 完了
53 津谷中道線 1,262.0 工事中
54 小泉山田線 2,876.0 工事中
55 農道グリーンロード1号線 2,851.0 工事中
56 平貝線 776.0 工事中
57 二十一上の山線 1,044.0 工事中

◆集落道整備
㊸ 蔵内地区1号集落道 48.7 完了


