
復興から創生へ
－みんなが主役のまちづくり－

令和元年10月21日

気仙沼市

面瀬地区市政懇談会



(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年度予定）
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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



(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 12

※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

9月末

（B）

令和元年

9月末

（C）

震災前
との比較

C－A

一年前
との比較

C－B

気
仙
沼
市
全
体

人口（人） 74,247 69,986 64,065 62,781 ▲11,466 ▲1,284

【増減率】 【▲15.4%】 【▲2.0%】

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

男（人） 35,950 33,879 31,137 30,494 ▲ 5,456 ▲ 643

女（人） 38,297 36,107 32,928 32,287 ▲ 6,010 ▲ 641

世帯数 26,601 25,555 26,458 26,395 ▲ 206 ▲ 63

面
瀬
地
区

人口（人） 6,234 6,199 6,384 6,258 24 ▲ 126

【増減率】 【0.4%】 【▲2.0%】

〔高齢化率〕 〔22.6%〕 〔23.6%〕 〔31.1%〕 〔31.9%〕

世帯数 2,123 2,152 2,460 2,441 318 ▲ 19

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）



将来人口予測（気仙沼市）

担当課 震災復興・企画課 連絡先 統計分析係
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■国立社会保障・人口問題研究所の推計値■国勢調査値
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将来人口予測（面瀬地区） 14

担当課 震災復興・企画課 連絡先 統計分析係

939 791 627 508 421 348 296 255 

3,778 

3,617 3,207 
2,866 

2,483 
2,111 

1,733 
1,405 

1,462 1,900 

2,041 2,048 

2,044 

2,007 

1,960 

1,866 23.65 

29.93 

34.74 

37.77 
41.31 

44.94 

49.14 
52.92 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

６
５
歳
以
上
の
割
合
（
％
）

人
口
（
人
）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 65歳以上の割合（％）

6,182

5,875

6,348

5,422

4,948

3,989

3,526

4,466

■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

■推計値■国勢調査値



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）
15

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）
16



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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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
18



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－
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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
22

基
本
構
想

基
本
計
画

基
本
・
実

施
設
計

建
設
工
事

完
成

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４年度 令和７～８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月予定）
第７回会議（令和元年12月予定）
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月予定）

※現時点での想定スケジュールです。

現在の建設候補地（３箇所）

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



Ｐ

面瀬川線

面瀬川

ポンプにより面瀬川へ排水
中瀬川

フラップゲート

冠水個所

馬場アンダー

中瀬川合流地点

ＢＲＴ松岩駅付近

下赤田橋

赤田橋

台風１９号による冠水個所

道路改良

フラップゲート閉鎖時の排水対応（案）
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（3）面瀬地区の課題

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）保健福祉 P27
2）生活環境 P28
3）教育 P29
4）インフラ(市道整備以外) Ｐ30

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）インフラについて① P24
2）インフラについて② P25
3）教育について P26
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懇談テーマ １ インフラについて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

鶴巻二区自治会に
は調整池が２個あり
ます。大雨の際面瀬
川に大量の雨水が流
入しないよう調整池
で調整。昨今の大雨
は想定外が多く耐え
ることが不可能です。
重大な被害が惹起し
ない前に補修を願い
ます。雨量77mm・
総雨量250ｍｍで満杯
になる。

大雨の度に調整
池の容量調査をす
る。

調整池のかさ上げ
をする。

・県の基準に基づき、50年に1回の確率
で降る雨水（１時間当たり77.5mm）
に対応したもので整備しており、安全
を確保。これ以上の整備の予定はあり
ません。

・面瀬地区の防集団地及び調整池は面瀬
川よりも高い位置にあり、想定外の満
水になるほどの大雨の場合は、その前
に、市から避難勧告等の情報を発令し、
速やかに避難していただく。

【住宅支援課、危機管理課】

面瀬地区「地区の課題」
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懇談テーマ ２ インフラについて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

三陸道の気仙
沼ICが年度内に
フルインター化
することに伴い
市道高谷鶴巻線
と国道４５号気
仙沼バイパスの
交差点の環境が
変化します。地
域住民の利用が
多い交差点のた
め、安全対策な
どについて地域
の意見を聞きな
がら進めて欲し
い。

国や市とともに対策を
考えます。

安全対策などについて、
国と地域との調整役をお
願いしたい。

・気仙沼中央ＩＣ付近の交差点に
ついては、従前の通行に変更が
生じないよう国に伝え、併せて
住民説明会の開催についても要
請中。国では現在、警察と安全
対策等に関し協議中。

・市では、今後も、三陸沿岸道路
に関する住民の方々からの要望
等を速やかに国に伝達し、情報
共有を図るとともに、国と住民
との意見交換の機会などの調整
を図る。

【三陸道・大島架橋・唐桑最短道
整備促進課】

面瀬地区「地区の課題」
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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

公民館（ふれあい
センター）が狭隘。
駐車場も不足。

かねてからの地
区最大の課題であ
る新公民館の建設
については、昨年
の面瀬地区設定10
周年を期して地区
をあげて建設
促進期成同盟会を
結成し、市当局、
市議会に陳情・請
願したところであ
る。

市内３番目の地区
に相応した新公民館
（ふれあいセン
ター）の早期建設整
備。駐車場も十分に
確保して欲しい。

・市内の公民館には老朽化した施設が多く、
現在、計画している気仙沼中央公民館と
新月公民館の建設完了後に、全体の状況
を勘案しながら、面瀬公民館の新築も検
討。

・本年度内に隣地の応急仮設住宅が撤去さ
れる見込みであり、駐車場として使用で
きるよう整備予定。

【生涯学習課】

面瀬地区「地区の課題」

公民館名
建設
年度

備考

新月公民館 S40 R2年度完成予定

大島公民館 S47

大谷公民館 S48 H30年度改修済

階上公民館 S50

中井公民館 S50
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◆保健福祉

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

公民館建設
に配慮しなが
ら面瀬地区へ
の認可保育所
の早期建設整
備。

少子化時代に対
応しての子育て支
援、待機児童の解
消をはかるために
も地区をあげて取
り組んでいる課題
であり、その建設
用地として面瀬ふ
れあいセンター隣
接地とすることで
合意をみている。

市当局の配慮によ
り今年度の予算に用
地の調査費及び買収
費が計上されたこと
は地区にとって大き
な朗報であり、今後
も住民の意見を取り
入れていって欲しい。

・面瀬地域ふれあいセンター隣接地で保育所整備
を進めており、建設整備に際しては地域住民や
子育て世代との意見交換を重ね推進。

《今後の事業スケジュール》
・令和元年度 敷地造成設計等

（令和元年9月契約締結済）
用地取得

・令和２年度 敷地造成・建設設計・建設工事
・令和３年度 建設工事・外構工事

【子ども家庭課】

面瀬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

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

面瀬地区内
のBRT踏切に、
バス接近を知
らせる警告灯
を設置して欲
しい。

JRに要望を望む。 ・ＢＲＴ路線上の交差点設備は、警察の指導に基づき
ＪＲが整備している。ＪＲからは、ご要望いただい
た交差点については通行量が少ないことから、当該
交差点への警告灯の設置予定はない旨を確認してい
る。

・なお、バス乗務員には日頃から交差点付近での慎重
な運転について指導を徹底している。

【震災復興・企画課】

三陸道の防音
対策はどうなっ
ているか。

国への防音対策
の働きかけ。

・国では、騒音が一定の基準を超える場合に防音対策
等を実施。

・三陸沿岸道路本吉気仙沼道路の開通後、平成３０年
１０月に国土交通省仙台河川国道事務所が騒音調査
を実施済（対策を必要とするまでの騒音は確認でき
なかった）。なお、調査結果については、依頼の
あった方々に対し、国が直接個別に説明済。

・市では、今後も、三陸沿岸道路に関する住民の方々
からの要望等を速やかに国に伝達し、国との情報共
有を図る。

【三陸道・大島架橋・唐桑最短道整備促進課】

面瀬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

尾崎公園に遊
具がない。

遊具を設置して欲
しい。

・尾崎公園は、復興交付金を活用し防災公園
として、令和2年度末の完成を目指し整備
中。

・遊具の設置は、交付金事業で認められてい
ないことから、築山の斜面を活用した滑り
台の機能を持たせることで調整。

・現状、市が遊具を設置することは難しい状
況であるものの、面瀬地区まちづくり協議
会尾崎防災公園プロジェクトチームと話し
合いを重ね、地域で設置することも想定し、
公園内に遊具施設エリアを確保済。

【都市計画課】

図書館で借り
た本の返却ポス
トを面瀬公民館
に作れないか

面瀬公民館へ図書
館の本の返却ポスト
を設置して欲しい。

・面瀬公民館の協力を得て、9月27日に簡易
型の返却箱を館内に設置済。ご利用くださ
い。

・なお、公民館から図書館への返却には日数
がかかり、返却処理されないうちは次の本
が借りられないため、すぐに次の本を借り
る予定の方は、図書館へ直接返却のこと。

【気仙沼図書館】

面瀬地区の課題に対する市の考え方・方向性
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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

下赤田橋が狭
い

下赤田橋の新設（拡張） ・拡張整備については、令和２年度内に
策定する市道整備計画の中で検討。
【現況:橋長8.9m、幅員3.8m】

・平成30年10月、欄干腐食部分の補修
を実施。

・同年11月、注意喚起看板４基を設置。
【土木課】

防災無線の聞
こえが悪い。

早期に解消して欲しい。
現場で聞いて欲しい。

・防災行政無線が聞き取りづらいなどの
声が寄せられた際には、現地を確認し、
スピーカーの音量や角度を調整するな
ど対応しており、今後も継続して実施。

・放送内容が確認できる「テレフォン
サービス」の活用も提案。
☎0120-26-9119(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)

【危機管理課】

面瀬地区の課題に対する市の考え方・方向性

災害情報は、防災行政無線のほか、緊急速報
メール(エリアメール)、市ホームページ、ツ
イッター、フェイスブック、被災者支援メー
ル、コミュニティFM等でも伝達中。



インフラ －面瀬地区市道等の災害復旧及び整備の状況－
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担当部署：土木課
水産基盤整備課

◆市道の整備状況 ※位置図は次頁参照

◆漁集事業による集落道整備

№
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 ① 田中赤貝線 改良・舗装 650.0 9.5 用地・補償 R2.6 R3.3

２ ② 面瀬川線（面瀬橋下流） 改良・舗装 158.0 9.5 用地・補償 R2.6 R3.3

３ ③ 萱原ノ沢線 改良・舗装 700.0 9.5
用地・補償

工事中（240.0m）
R1.7 R3.3

４ ④ 面瀬川線（県道～防集団地） 改良・舗装 1,370.0 9.5
用地・補償

一部工事完了（325.0m）
H30.9 R3.3

計 2,878.0

◆市道の整備状況 整備路線数 ４路線 L=2,878ｍ（うち完了延長L=325.0ｍ）
（うち工事中延長L=240.0ｍ）

◆漁集事業による集落道整備 整備路線数 ３路線 Ｌ=1,262m
◆東日本大震災により被災した市道の復旧

復旧路線数 10路線 L＝2,691.7m
うち 完了 2路線 L＝ 279.4m(部分完了L=180.6m)
うち工事中 3路線 L＝ 620.3m
うち工事予定 5路線 L=1,611.4m

◆市道舗装補修箇所
補修路線数 １路線 Ｌ＝3,309.0m

うち完了 １路線 Ｌ＝3,309.0m

№
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 ⑪ 川原1号集落道 改良・舗装 339 5.0 工事中 H29.7 R2.3

２ ⑫ 川原2号集落道 改良・舗装 431 5.0 工事中 H29.12 R3.1

3 ⑬ 川原3号集落道 改良・舗装 492 5.0 工事中 H30.11 R1.12

計 1,262.0

◆漁集事業における集落道整備
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面 瀬 地 区
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位置図2(面瀬地区における市道災害復旧路線及び集落道)

◆市道災害復旧路線

路線名 延長(m) 状況

①-１
面瀬川線

211.0 工事中

①-２ 180.0 R2年度予定

② 馬場上赤田線 190.0 R2年度予定

③ 中瀬高谷線 175.0 R2年度予定

④ 尾崎1号線 129.3 工事中

⑤ 尾崎2号線 172.3 R2年度予定

⑥ 尾崎6号線 130.9 R2年度予定

⑦-1 港岩井崎線
280.0 工事中

265.0 R2年度予定

⑦-2 港岩井崎線 405.7 R2年度予定

⑧ 千岩田1号線 196.8 完了

⑨ 台ノ沢長平線
180.6 部分完了

92.5 R2年度予定

⑩ 星谷4号線 82.6 完了



○○ －サブタイトル－
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位置図３ 面瀬地区における市道舗装補修箇所

道路舗装補修完了箇所

凡　例

番号 路線名 延長(ｍ) 現在の状況

① 田中赤貝線 3,309.0 R1年8月完了
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