
復興から創生へ
－みんなが主役のまちづくり－

令和元年11月12日

気仙沼市

新月地区市政懇談会



(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



主な着工中または今後着工を予定する事業
７. 新月公民館（完成年度:令和２年度予定）
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【 概 要 】

築50年以上が経過し、老朽化した新月公民館を移転・新築。
●場 所 切通100番地 新月中学校敷地内
●建物面積 約1,000㎡（現建物の延床面積428㎡）
●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19人で構成する新月公民館

建設委員会の意見を踏まえながら、基本設計を作成中
・軽運動場、研修室、会議室、調理実習室、ラウンジ、事務室、給湯室、倉庫等

新月公民館建設委員会

新月地区振興協議会 ４人

新月地区自治会長連絡協議会 ４人

ＰＴＡ関係者 ３人

新月公民館利用団体関係者 ４人

地域づくり団体関係者 ３人

市若手職員 １人

【 今後のスケジュール 】

令和元年11月～ 地質調査
(地質調査終了後) 遺跡調査
令和２年３月 設計完了
令和２年６月頃 工事着手
令和３年３月頃 竣工

【これまでの経過】

H31.1.31 新月地区自治会長に事業概要
を説明

R元.6.17 第１回新月公民館建設委員会
（事業概要説明、懇談）

R元.7 設計業者決定、契約締結
R元.８.７ 第２回建設委員会

（施設の機能について協議）

R元.９.５ 第３回建設委員会
（第１回プラン提示）

R元.10.25  第４回建設委員会
（第２回プラン提示）

（調整中）



(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

※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 64,050 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

新
月
地
区

人口（人） 5,104 5,401 5,818 5,700 596 ▲ 118

【増減率】 【11.7%】 【▲2.0%】

〔高齢化率〕 〔28.3%〕 〔28.7%〕 〔34.7%〕 〔35.3%〕

世帯数 1,805 1,936 2,421 2,408 603 ▲ 13

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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約25％減少



国勢調査に基づく将来人口予測（新月地区） 15

担当課 震災復興・企画課 連絡先 統計分析係■推計値■国勢調査値
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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）
16

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

ｺﾐｭﾆﾃｨ

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－
19
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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

22新庁舎建設
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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）
・新庁舎建設の基本方針の検討
・建設可能地の検討ほか
第３回会議（平成31年４月）
・新庁舎建設の基本理念等の検討
・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）
第７回会議（令和元年12月７日予定）
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）

※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



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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新月中学校

新城小学校

すこやか

国道284号

大川 岩ヶ崎アンダーパス

建物冠水

台風19号による冠水箇所（松川・新城）

新月浄水場

道路冠水

表松川住宅

水位計

水位計



八瀬 廿一

月立小学校

上廿一会館

廿一簡易水道
配水施設

新田橋落橋

八瀬川線陥没

国道284号

大川
廿一簡易水道
配水施設旧落合小学校

水位計上八瀬公会堂

台風19号による冠水箇所（八瀬・廿一）
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（3）新月地区の課題

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 P28
2）コミュニティ P32
3）教育 P33
4）インフラ(市道整備以外) P34
5）産業 P35

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 P25
2）生活環境について② P26
3）教育について P27
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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

市道等の法面除草
について

広大な法面があっ
ても草刈が実施され
ていない。どのよう
に必要箇所を把握し、
対応しているのか。
自治会等での設定

日以外に個人が実施
し、事故が生じた場
合、何も補償がない。
補償基準の見直し

が必要ではないか。

年4回、自治会
で日時を設定して
いるが、時間が限
られ、草刈り機械
も足りなく、路肩
程度しか刈ること
が出来ず、広い面
積には対応できて
いない。
結局は個人が対

応し、結果車両へ
の物損事故が発生
している。

・地域の道路清掃等
で対応できない箇
所の把握と市費で
の除草作業に当
たって欲しい。

・市の方で対応しな
い箇所の除草作業
を個人やグループ
で実施する場合、
事故補償対策とし
て自治会設定日以
外でも自治会長又
は道路保護組合長
に事前に申告した
場合に補償が受け
られるよう条件緩
和策を取って欲し
い。

・道路法面等危険箇所の除草や支障木伐
採作業は、自治会や道路保護組合（以
下「組合」）からの連絡及び道路パト
ロールで把握のうえ、市が作業を行う。

・組合の年間活動計画のもとに行われる
作業や市民一斉清掃等の市が主催する
社会奉仕作業において、住民等第三者
の身体の障害及び財物の損壊が生じた
場合は、賠償責任保険の対象となるこ
とから、来年度以降は、年度当初に年
間活動計画書を提出していただくよう
お願いする。

・組合の会員（個人・グループ）が組合
活動日以外の日に行う草刈作業等で、
あらかじめ組合から承諾を得て組合活
動の一環として行われる場合は、当該
保険の対象となる。

・なお、組合活動とは別に個人・グルー
プが行う作業は、市の管理下のもとに
行われたものとは認められず、当該保
険の対象外となることから、注意願い
たい。

【土木課】

新月地区「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

愛犬による糞尿の不
始末と野良猫の繁殖防
止対策について

愛犬が地域内公園、
道路等に糞尿してもそ
のままで放置して立ち
去る方がいる。
注意したときは対応

を取ってもらえること
があるが、住民がいな
い場合はそのまま放置
しているようである。
野良猫等の餌やりと、
地域内での繁殖が見ら
れます。

・市当局の具体的な取
り組み

・愛犬者のモラルの向
上の効果的な取り組
みがあれば紹介して
欲しい。

・飼い猫の場合は避妊
処理の方法があるが、
野良猫の場合どのよ
うなことが出来るか
他地域での取り組み
があれば伺いたい。

・犬の糞が放置されている場所に看
板を設置。広報での飼い主のマ
ナー向上を周知。

・毎年11月に「家庭犬しつけ方教
室」を開催し、自宅での排泄を済
ませてから散歩することや回収袋
等の携帯により排泄物の回収等を
指導。

・狂犬病予防集合注射の際には、飼
い主に糞の持ち帰りを啓発し、回
収袋や清掃用具の持参を周知。

・野良猫を増やさない対策として、
餌やり禁止看板の設置、地域内で
のチラシ配布を随時実施。

・自宅敷地内でのフン害で困ってい
る方には、猫除け機械の無料貸出
を実施。

・気仙沼保健所と連携しながら広報
車による巡回や不妊去勢手術への
支援など効果的な対策を実施。

【環境課】

新月地区「地区の課題」

宮城県獣医師会が実施する「飼い主のいな
い猫の不妊去勢事業」
・不妊手術費用約25,000円に対し、

12,000円、去勢手術費用11,000円～
15,000円に対し6,000円を県獣医師会
が助成。

・助成対象者：動物愛護団体又は個人
・気仙沼市の実績

H26: 11件、H27: 1件、H28: 8件、
H29: 17件、H30: 16件
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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

市営球場・五右衛門ヶ
原運動場の早期復旧及び
整備状況

現在、市営球場の復旧
工事が県施行（現場看板
には請負金額1億４千数
百万とあり）で進められ
ていますが、スコアボー
ドやナイター施設など付
帯工事はどのようなスケ
ジュールで令和2年度供
用を目指すのかお知らせ
願います。

「第2次総合計画の
基本目標Ⅱ-３〔教
育〕（２）の②ス
ポーツの振興の実
現（P115）

・県の工事は、仮設住宅が建設されて
いたグラウンド部分について、芝張
りや暗渠排水等の復旧を行うもの。

・スコアボード等の工事については市
が実施。9月議会で1億5千万円の補
正予算が認められたことから、準備
を進めており、11月に入札公告を予
定。

・工事の内容は、スコアボードのほか、
トイレやメイン・サブ・外野スタン
ド、ダッグアウト、バックネット、
フェンスの改修。

・工期は県・市とも今年度中を予定し
ており、供用開始は芝の生育状況を
確認しながらの判断となるが、令和
２年度前半になる可能性もある。

・照明施設は、室根球場と同等の最低
限度の整備を行った場合でも１億円
を超える費用が見込まれるほか、維
持管理にも多額の費用がかかること
から、財源の確保も含め今後検討。

【生涯学習課】

新月地区「地区の課題」
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◆生活環境(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

災害時の市指定避難
所の見直し

自主防災組織
で考えている。

市の施設や県施設
を指定するとき、窓
口になって欲しい。

・現在の新城東区内の指定避難所は、市
民健康管理センター「すこやか」。

・本年度内を目途に、指定避難所の見直
しを進めており、11月頃に地域の皆
様の意見を伺いながら、危機管理課
が窓口となり実施。

【危機管理課】

集会所トイレの改装
について

2011年の震災でトイ
レの壁が破損、応急修
理はしてもらいました
が、修理が必要です。
あわせて、高齢化に

伴い従来の和式トイレ
では使用困難者が多く
洋式便座方式に変えて
欲しい。（水洗化済み）

高齢者で閉じ
こもり者を少な
くするため、多
くの行事を企画
しますが、トイ
レの関係で参加
しない方が多い。

壁の修理。あわせ
て、洋式便座への変
更。

・市営住宅内の集会所は、現在、川原崎
住宅を含む3団地のトイレが和式。

・他の集会施設も同様に老朽化が進んで
いる状況にあり、施設の老朽化や破損
状況を踏まえながら、優先順位をつけ
て財源の確保を図り、トイレの洋式化
等の改修に早期に着手できるよう取り
組んでいく。

【建築・公営住宅課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性



29

◆生活環境(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

街灯の設置について 今後、市営住
宅の空きが増え
てくるものと思
われます。安
全・安心な地域
にしたい。

田柄3区内に街灯
の増設。（川原崎市
営住宅内２か所）

・市営川原崎住宅は16棟61戸の団地で、
現在、43世帯が入居、空き18戸。

・団地内には12基の街灯を設置。状況を
確認したところ集会所付近の1基に器具
の不具合があり、11月上旬に修繕し、
現在は点灯。

・今回の要望箇所は、集会所から9号棟ま
での市道部分。集会所付近は今回の修
繕で一定程度の明るさが確保されたが、
団地出入口の9号棟付近は、十分な照度
がない状況。

・団地の出入口で利用頻度も高いことか
ら、9号棟空室の壁面等を活用して街灯
1基を設置する予定。

【建築・公営住宅課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境(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

新城小旧校庭の地域
への開放を。
土・日曜日に旧校門

に進入禁止のロープが
張られ、グラウンドに
入れない。
子どもたちがグラウ

ンドを使えないものだ
と思い、路上で遊ぶ姿
も見られる。

震災前は自治会で
管理しながらある程
度自由に使ってこら
れた。仮設住宅撤去
後、グラウンドに整
備されたが、使用し
たいときにはその都
度申請しなければな
らなくなった。仮設
住宅があったときも
周囲の草刈りを自治
会や老人クラブで
やってきた。現在も
それを継承している。

今後も地域の校庭
として管理に協力し
ていくので、もう少
しオープンに使用さ
せて欲しい。

・グラウンドへの車両の進入を防ぐた
め、ロープを張っていたが、コーン
やバリケードの設置により、人が自
由に入れる様な措置を講じる。

・現在、団体が利用するときは、利用
が重複しないよう事前に申請してい
ただいているが、今後、地元や利用
団体と協議し使い勝手のいい方法を
検討する。

【教育総務課、生涯学習課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境(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

気仙沼市生活改善セ
ンター内のトイレ改修
（水洗化）に対する地
区民及び使用者からの
強い要望がある。

清掃の徹底等
により清潔に保
ちながら使用す
るよう心掛けて
いる。

市が設置する施設
でもあり、時代の
ニーズ合わせた水洗
トイレへの切り替え
を実現願いたい。

・地域の方の利便性を考え、和式トイレ
に洋式簡易便座を昨年９月に設置。

・利便性向上や環境衛生の観点から建物
の大規模改修までの間は、洋式簡易
水洗での改修を検討。

【地域づくり推進課】

気仙沼市生活改善セ
ンター敷地内に通じる
現取付道路について、
車道と歩道の区別がな
く、狭く、急勾配であ
ることから同センター
への出入りの際の交通
安全の確保、及び緊急
車両の乗り入れ困難等
解決しなければならな
い課題である。

取付道路脇の
支障木の伐採除
去、路面の維持
管理、出入りの
際の安全確認等、
事故防止に十分
配慮しながら使
用している。

現取付道路の拡幅、
別ルートの新設等施
設の有効活用の為に
も検討願いたい。

・取付道路の拡幅又は新設については、
施設の改修計画と合わせて地域の皆
様と一緒に検討。

【地域づくり推進課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆コミュニティ

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

自治会館等、集会施設にエ
アコンの設置を。
夏場の猛暑の中での活動の

際、特に高齢者の方の健康面
に問題がある。
行政区所有の施設では設置

費用の負担が困難である。

扇風機を総動員
して対応している
が、限界がある。

集会施設の面積
や収容人数に見
合ったエアコンの
設置。

・気仙沼市生活環境整備補助金交付
規則に基づき、自治会所有の集会
施設にエアコン等の設備を整備す
る場合、事業費10万円以上を対象
に300万円を限度として事業費の3
分の１以内を補助。

・修繕にかかる補助を受けた場合、
以後3年間は、同補助金の交付は受
けられない。

・テレビ等の備品は、補助対象外。
※参考
事業費が１００万円の場合の負担額
◇市補助金額 ３３万円
◇自治会負担 ６７万円

【地域づくり推進課】

集会施設にテレビ放送が受
信出来るようテレビやアンテ
ナの設置を。
自然災害が発生した場合、

逐次情報が入手出来るように
したい。（集会施設が簡易の
避難所になることも考慮して）

テレビ受像機が
あるが、カラオケ
用になっている。

テレビ放送受像
の設備（テレビ、
アンテナ等）の設
置。

市有財産適正管理と有効活
用
旧落合小学校太田分校に関

して（上廿一、川上）太田地
区内集会施設として利用。
平成23年3月11日東日本大

震災にて、建物内外破損、施
設の機能を失う。

今後、改修、解
体、その他適正管
理をお願いします。

・老朽化が進んでいることから解体
予定。

【財政課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆教育

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

区内小学生の
通学路

年に２～３回除草
をしている。

茗荷沢地内のアン
ダーパスを東側へ出
たところの丁字路へ
の変更。

・茗荷沢地内（市道川原崎線）のアンダーパ
スを東側に出たところを丁字路へ変更する
場合、ボックスカルバートと取り付ける道
路との高低差と距離から、勾配がきつくな
り、車両通行に支障が生じることが想定さ
れるため、難しいと判断。

・歩行者用通路として、丁字路になるよう法
面を利用し、階段、スロープ、手すり等の
設置を検討。なお、用地（法面）は国土交
通省管理地であることから、今後、国と相
談。

【土木課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性

L=11.8m

L=1.35m

L=11.8m L=
1
.3
5
m

※通常の交差点の勾配は2.5%程度です。

イメージ
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◆インフラ

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

点字ブロックの破
損（工事後の補修の
不備）

歩行時注意 復元。 ・本年11月中に点字ブロックを復旧。
【土木課】

市道の安全施設
白線、標識が少な

い。

事故を起こさな
いように注意して
いる。

早急に整備して欲し
い。

・幹線道路（市道田谷古町線）の区画線
は、平成31年3月に整備済み。

・住宅地内の整備は、市内の要望箇所を
含め、緊急度等を判断のうえ整備して
いく。

・停止線の引き直し及び規制標識の設置
については、交通管理者と現地確認の
うえ対応を協議する。

【土木課】

県道の整備
内松川から早稲谷

地蔵尊停留所間、未
だに2か所が整備さ
れず、道路幅が狭く
交通上のいろいろな
トラブルが発生。

事故防止のため、早
急な対応を県に働きか
け。

・県道上八瀬気仙沼線の当該箇所、延長
約570ｍの拡幅整備については、県の
財政が厳しく予算が確保できない状況
にあると伺っているが、今後も県に働
きかけていく。

【土木課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆産業

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

・林業振興
・農業に関して

・松くい虫被害木適正処理、
防腐対策

・農作物被害対策と鳥獣捕
獲強化（二ホンシカ、カ
モシカ、ハクビシン他）

・松くい虫被害木については、市内パ
トロールや住民からの情報提供によ
り、所有者を確認し承諾を得たうえ
で緊急性の高い被害木から優先し伐
倒駆除している。今後も市として被
害木の早期発見と駆除に努める。

・農産物の被害防止対策については、
平成24年度から防護柵を設置した農
家に対して、２分の１以内で市から
有害鳥獣対策事業補助金を交付。さ
らに平成26年度から３戸以上の団体
に国補助金を活用し、防護柵を貸与。

・鳥獣捕獲強化については、平成27年
度から鳥獣被害対策実施隊を結成し、
ニホンジカ等の捕獲を実施。これまで、
年700頭としてきたニホンジカ等の捕
獲目標は、令和元年度に1,300頭に強
化。

・ハクビシン等の有害獣類の被害に
あっている方々には、箱わなを無料
で貸し出し中。

【農林課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性

ニホンジカの捕獲実績

平成27年度 600頭

平成28年度 582頭

平成29年度 700頭

平成30年度 697頭、イノシシ３頭

令和元年度（10月末現在） 560頭、イノシシ２頭

有害鳥獣対策事業補助金交付実績

区 分 個人 団体(３戸以上)

平成24年度 17件

平成25年度 45件

平成26年度 34件 ３件

平成27年度 22件 ６件

平成28年度 27件 ５件

平成29年度 26件 ６件

平成30年度 22件 ３件

令和元年度（予定） 26件 ３件
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◆市道の整備状況
整備路線数 7路線 L=1,782.4ｍ(うち完了 L=662.0ｍ）

(うち工事中 L=145.4ｍ）

◆市道舗装補修状況
補修路線数 3路線 L=4,231.0m (うち工事中 L=4,231.0ｍ）

うち工事予定 1路線 L=4,231.0m

◆市道の整備状況（位置図１参照）

担当部署：土木課

№ 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 八瀬川線(切通地区) 改良・舗装 100.0 7.0 工事中(100.0m) H29.12 R2.3

② 大川橋（表新城線） 橋梁補修 45.4 6.0 工事中(45.4m) H31.1 R1.12

③ 長根線・所沢１号線 道路改良 562.0 5.0 完了（562.0m) H29.2 R1.9

④ 瘻槻４号線 改良・舗装 188.0 5.0 用地・補償 R2.6 R3.3

⑤ 瘻槻５号線 改良・舗装 273.0 5.0 測量設計中 R4.6 R6.3

⑥ 長柴高前田線 改良・舗装 314.0 9.5 測量設計中 R2.6 R4.3

⑦ 表新城線 舗装補修 2,766.0 3.7~8.5 工事中（2,766.0m） R1.10 R2.3

⑧ 田柄線 舗装補修 835.0 6.9~8.4 工事中（835.0m） R1.10 R2.3

⑨ 田中百目木線 舗装補修 630.0 6.0~7.9 工事中（630.0m） R1.10 R2.3

⑩ 百目木和野線 現道舗装 300.0 3.0
一部完了（100ｍ）
測量設計中（100ｍ）
R2年度施工（100ｍ）

R2.1
（R1年度分）

R2.3
（R1年度分）

計 6,013.4
完 了 662.0m
工事中 4,376.4ｍ
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⑦

⑧

⑨

Ｓ＝Non-scale

新城小学校

気仙沼高等学校

九条小学校

新月中学校

国道284号

㈱宇佐美GS様

金成沢バス停

所沢地区防災
集団移転団地

位置図１ 新月地区における市道整備及び舗装補修箇所

ｸﾘｰﾝ・ﾋﾙ・ｾﾝﾀｰ

③

①

②

④
⑤ ⑥

⑩

　　　　　道路整備予定箇所

　　　　　道路整備完了箇所

　　　　　道路整備工事中箇所

　　　　　舗装補修工事中箇所

凡　　例

番号 路線名 延長（ｍ）

①
八瀬川線

（切通地区）
100.0

② 大川橋（表新城線） 45.4

③ 長根線・所沢1号線 562.0

④ 瘘槻4号線 188.0

⑤ 瘘槻5号線 273.0

⑥ 長柴高前田線 314.0

⑦ 表新城線 2,766.0

⑧ 田柄線 835.0

⑨ 田中百目木線 630.0

⑩ 百目木和野線 300.0

凡　　例


