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気仙沼（条南）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 P7
2）生活環境 Ｐ8
3）コミュニティ Ｐ12

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 P2
2）生活環境 P３
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懇談テーマ １ インフラについて

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

・気仙沼湾横断橋が令和３
年３月に開通になり、三
陸沿岸道路が八戸から仙
台まで高速道路がつなが
る予定である。

・物流及び観光等の交通事
情が各段良くなることは
大変喜ばしいことだが、
現在、高速料金を支払い、
東北自動車道を利用して
いる宮城県以北の大型貨
物自動車が、鳴瀬奥松島
インターまで高速料金が
無料の三陸沿岸道路経由
になることが予想され、
非常に多くの車両が利用
するものと思われる。

・石巻以北は片側１車線で
あり、混雑による事故の
多発、そして大型貨物車
の増加で舗装道路の傷み、
それが原因の事故も心配
される。

・今後は事故防止のた
め、石巻以北の暫定
二車線（片側一車線
の対面通行）を三陸
沿岸道路の複線化
（片側二車線通行）
に向けて、地域一丸
となって国土交通省、
県等へ請願を展開し
ていく必要がある。

・関連市町村との連携
を強化して、早期整
備に向けた取り組み
の強化促進を推進し
ていただきたい。

・次世代に対応できる
高速道路体系の構築
が必要。

・高速道路の2車線区間については、速度の低下
や対面通行の安全性、大規模災害時の通行止め
のリスクといった課題があり、長期間存続すべ
きではないと国も認識している。

・平成元年9月に、国が公表した「高速道路にお
ける・安全安心基本計画」では、計画的な4車
線化の推進が掲げられ、概ね10年～15年で有
料の暫定2車線区間の解消を目指している。

・この基本計画のもと、国土交通省は、課題の大
きい区間を優先整備区間（約880km）として
選定し、財源の確保状況等を踏まえ、順次事業
化することを令和2年3月に公表した。

・一方、基本計画において、三陸沿岸道路を含む
無料の2車線区間に関しては、有料区間と同様
に時間信頼性の確保、事故防止、ネットワーク
の代替性の確保といった解消すべき課題が存在
しているが、今後の整備にあたっては、利用者
負担（有料事業）を含めた検討が必要であると
し、優先整備区間として設定されなかった。

・市としては、三陸沿岸道路の４車線化が物流
ネットワークの強化はもとより、強靭で信頼性
の高い国土幹線道路ネットワークの構築に重要
な役割を果たすものと捉え、これまでの活動な
どを踏まえながら、効果的な整備促進運動につ
いて、検討してまいりたい。

【計画・調整課】

気仙沼（条南）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

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

・避難所運営について、
新型コロナウイルス
感染防止対策のため、
「収容面積・収容人
数・収容配置図・駐
車場位置図」等につ
いて、自主防災組織
や各自治会に説明を
行う考えはあるか。

・また、体温測定や事
前受付、パーテー
ションの設置など感
染対策を踏まえた
「避難所運営マニュ
アル」についても、
同様に住民に周知を
はかる必要がある。

・各自治会や自主防
災組織が独自に避
難訓練等を行って
いるが、感染防止
対策を講じた避難
所に安心して避難
できるか、特に
「収容人数」に不
安を持っている住
民が少なくない。

・また、感染防止対
策を踏まえた運営
マニュアルを住民
が共有することで、
スムーズな避難所
運営が可能になる
と考える。

・早急に各避難所の
現地調査を行い
「収容面積・収容
人数・収容配置
図・駐車場位置図
等」を確認のうえ、
感染防止対策を踏
まえた「避難所運
営マニュアル」を
避難所に配備する
とともに、関係団
体や住民に説明す
る機会を設けてい
ただきたい。

・避難所の収容人数については、従前
の5,000人程度の避難者収容を想定
した「風水害時早期開設避難所」を
12から25箇所に増やしている。ま
た、三密を避け、できるだけ多くの
方が避難できるようにパーテーショ
ン等の備蓄を進めており、通常時の
6割程度の人数を収容できる見込み
である。(別図P5)

・コロナ禍における避難所の開設・運
営については、別図P6のとおり「事
前受付」設置など、感染防止対策に
留意した対応をまとめ、「避難所開
設・運営マニュアル」を各避難所と
なる施設に避難所開設用物資とあわ
せて配置している。

・また、これまで６箇所で行ってきて
いるが、今後、各地域の自治組織や
自主防災組織への説明を行う。

（次頁へ続く）

気仙沼（条南）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

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

・昨年の台風１９号の
際、九条小学校に避
難した住民が車内で
一夜を過ごしたとい
うことがあり、車両
が校庭内に収容しき
れず路上駐車を余儀
なくされたとのこと。
住民が安心して避難
できるよう、地元で
要望している「気仙
沼高等学校」につい
ても避難所として開
設できるよう対応を
お願いしたい。

・九条小学校は十分
な収容人数を確保
されているとの説
明だが、車両によ
る避難者が少なく
ない。気仙沼高等
学校を避難所に開
設することにより、
迅速に多くの住民
が安心して避難で
きるように対策を
講じていただきた
い。

・「ソーシャル
ディスタンスの
確保」のために
は、当然避難所
の増設が必要に
なると思うが、
気仙沼高校を含
めて早急に決定
してほしい。

・気仙沼高等学校の避難所としての使用
について、市は平成26年4月に県教育
委員会教育長と協定を締結し、第二体
育館を避難所として使用できる状況に
あるが、コロナ禍における物資の備蓄
や使用形態に関して学校側と調整をし
ている所なので、今後、地元自主防災
組織や自治会に説明を行い、避難所運
営などの協力をお願いし、風水害時早
期開設避難所として、活用実現を図り
たい。

・なお、国ではコロナ禍での避難に際し
ては、まず親戚・友人・知人宅への避
難や、健康に留意しながらの車中避難
を検討するよう呼び掛けている。

【危機管理課】

気仙沼（条南）地区「地区の課題」
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避難所開設に係る新型コロナウイルス等への感染防止対策として、「三密の防止」「避難スペースの

分散化」「開設避難所の増設」を方針としている。

特に台風などの風水害に対する避難としては、風雨が強くなる前からの避難行動が重要なことから

明るいうちなどから早めに開設する『風水害時早期開設避難所』を１２から２５施設に増やし、また、

避難所内の密集防止対策を行ったうえで、通常の６割程度以上の収容を図る。
※下段に示す避難所は「早期開設」を目的としており、状況に応じ開設する避難所を増やして対応する。
※右下④：家族は2名以上ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝに入れるので、人数はさらに多くなる。制限は人数でなくコロナ対応の可否による

施 設 収容人数

市民会館 200

九条小学校 300

南郷コミュニティ

センター
100

鹿折中学校 500

新月中学校 600

松岩公民館 300

面瀬中学校 600

階上公民館 200

大島公民館 200

唐桑公民館 420

小原木公民館 200

本吉公民館 200

従来からの早期開設避難所

施 設 収容人数

気仙沼中学校 700

旧浦島小学校 100

旧白山小学校 100

新月公民館 100

松岩中学校 600

市総合体育館 1,000

面瀬小学校 400

階上中学校 200

大島中学校 300

中井公民館 300

大谷公民館 100

旧馬籠小学校 200

小泉公民館 50

追加した早期開設避難所 〔コロナ禍の収容人数（６割）に関する模式図：例100㎡〕
①通常は１人当たり2㎡で５０人 ②隣人と2m間隔を取ると２５人

③縦横2mの通路設置で１６人 ④ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝに各２人で３２人

２ 生活環境 －コロナ禍における避難所運営について－



２ 生活環境 －コロナ禍における避難所運営について－
6

担当課 危機管理課 連絡先 22-3402

気仙沼市避難所開設・運営マニュアル（抜粋）

一般受付
スペース
区 分

専用スペース

一般避難スペース

必要時

のみ入室

１ｍ

事前受付

問診票の記載と受付で検温。症状により区分

できるだけ部屋を確
保し，妊婦や高齢者
は専用の部屋へ案内

「事前受付」「問診」「ワンタッチテント」等により、感染の拡大防止に努めます。

① ワンタッチテント＝家族単位で収容し、できるだけ多く受入

①’（設置の時間がない段階）シート＋マット ＝ 距離確保＋負担軽減

②

非感染者や，風邪のような
症状のない方は一般受付で
問診票を受付に提出。

③

①

④

①’

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.azumien.jp/contents/method/00041.html&psig=AOvVaw36AzpagBjcm6CP3_x1hCNr&ust=1586840007717000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDY5e3N5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.azumien.jp/contents/method/00041.html&psig=AOvVaw36AzpagBjcm6CP3_x1hCNr&ust=1586840007717000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDY5e3N5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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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

介護、ＤＶなど
市の相談窓口につ
いて

・自治会長と民生委員の
立場から、様々な用件
で市役所に出入りして
いるが、介護の問題、
ＤＶなどの問題、住民
間のトラブルなど様々
なことが発生する。

・その問題を相談に市役
所に行くと、案件に
よって福祉課または包
括など、それぞれにま
たがってしまうことが
ある。

・例えば包括がすべての
窓口とし、受付部門に
なってほしい。その後、
担当課や担当者が解決
に向けて動いてほしい。

・核家族化、震災によるコミュニティの再編等
もあり、家庭・地域・職場という生活の場で
支え合いの基盤が弱くなっているとともに、
介護・子育て・障害・ＤＶ・生活困窮などの
課題が重なり、一つの分野だけでは解決が難
しい課題が出てきている。

・各課題ごとに専門的知識・経験が必要になっ
てきており、課題の担当課が明確な場合は、
担当職員が相談を受付した場所に出向き、対
応したい。

・担当課が複数想定される場合は、一つの課で
受付し、必要に応じて関係課職員がその場で
一緒に対応することとしたい。

・今後、身近な場所で相談でき、関係機関が迅
速に連携しながら、解決に向かう体制の構築
を進めていく。

【地域包括ケア推進課、高齢介護課、
社会福祉課、地域づくり推進課】

気仙沼（条南）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（1/4）

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

・避難所の情報につい
て、大雨の場合は、
天気予報により事前
に準備ができるので、
避難所の空状況を把
握できるアプリが欲
しい。

・東京では、昨年の台
風で多くの避難所が
定員オーバーになり、
入室を断らざるを得
なかったとのこと。
始めから避難所の混
雑状況が分かってい
れば、もっと広域に
移動するという選択
をしたかもしれない。

・大雨の場合は、津波
の一次避難場所と
違って時間的余裕が
あり、自動車で広域
に避難することがで
きる。その際は、ど
この避難所が空いて
いるかという情報が
重要。

・台湾で開発したマス
クアプリのように避
難所の空状況を把握
できるアプリが欲し
い。

・避難所の空き状況については、市ホーム
ページ、被災者支援メール、ツイッター、
フェイスブック、ラインなどの広報媒体
でお知らせする。

・避難所の空き状況を把握できるアプリ又
はシステムについては検討する。

【危機管理課】

気仙沼（条南）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（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

防災無線が聞こえに
くい箇所が多数ある。
交通量が多い時間帯に、
どれくらい聞き取りに
くいか実態を調査して、
聞き取り困難な場所に
新設してほしい。

防災行政無線は、屋外で聞き取りできる
ことを基本としているが、本市の地形上、
聞き取り困難な場所もあるので、具体の場
所を伺い、調査を行うので、危機管理課ま
で連絡をいただきたい。

【危機管理課】

渋滞しやすい交差点
で、コンビニの敷地内
を通り抜けする車が問
題となっている。

・田谷地区には、道
路を挟んで二つの
駐車場があり、こ
の二つを貫通して
移動する車が時々
ある。

・実際に小さな事故
も起きているので
交通指導員か、警
察（パトカーを駐
車させる）による
指導が必要。

・警察署に状況を報告したが、当該駐車場
は私有地のため、指導ができないとのこ
とであり、所有者の方による通り抜け禁
止対策が必要と考える。

・当該駐車場の付近交差点などに交通指導
隊が夜間立哨する際、歩行者の安全確保
と事故防止に努める。

・また、交通マナー向上のため、引き続き
啓発活動を行う。

【危機管理課】

気仙沼（条南）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

・近年のペットブー
ムにより、犬・猫
の糞害が酷い状況
が見られるので、
市でも糞害防止や
猫の放し飼い禁止、
飼い主のマナー向
上等の対策が必要。

・最近は野良猫への
餌やり、飼い猫の
放し飼いなどの苦
情が多くなってい
る。

・ペットの飼い主に、
同伴で避難の際に
必要な物品を周知
する必要がある。

・各自治会では衛生
組合と連携して、
糞害防止等の看板
を設置したり、独
自にポスターを作
成し主要箇所に掲
示している。

・また「猫を飼う３
つのルール」のチ
ラシをいただいて、
自治会毎に地域内
の全世帯に配布し
ている。

・ペット同伴で避難
される方のために、
日頃準備する避難
に必要な物品リス
トを作成し周知す
る必要がある。

・市担当課と市衛生組
合で協議のうえ、早
急に対策を講じるよ
うお願いしたい。

・市広報等で糞害防止
や猫の放し飼い禁止、
飼い主のマナー向上
等意識啓発の記事を
掲載するとともに、
全市内を対象にチラ
シ等の配布を行って
ほしい。

・市広報等で災害時に
ペット同伴で避難さ
れる方に、日頃、準
備する物品リスト
（餌・食器・ペット
シート・リード・移
動用ゲージまたは
バッグ等）を周知し
ていただきたい。

・犬、猫の糞害防止や飼い主のマナー向上等については、
定期的に広報で啓発を行っている。

・また、衛生組合長と連携し、地域内でのチラシ配布や
看板の設置を行っている。

・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している。

・野良猫等でお困りの方には、市生活環境課で猫除け機
械を無料で貸し出ししている。

・気仙沼保健所と宮城県獣医師会が連携し、広報車によ
る巡回や不妊去勢手術への支援を実施している。

・災害時のペット同伴避難に関しては、飼い主の責任に
よる行動が原則であるが、対応が不明な方向けに機会
を捉え広報活動を行う。

【生活環境課、危機管理課】

気仙沼（条南）地区の課題に対する市の考え方・方向性

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円助成
・去勢手術費用約15,000円に対し、6,000円助成
・助成対象者：動物愛護団体または個人
・気仙沼市内での実績：令和2度11月時点 5件、

令和元年度 10件、平成30年度 16件
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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

地域内の側溝が地震
被害、経年劣化により
一部損傷や排水レベル
が逆勾配になったため、
常時溜水状態の箇所が
散見している。
悪臭やボウフラ等の

発生源となっており、
衛生上問題があるので
改良工事が必要。

地域内で側溝
等の清掃活動を
しているが、日
常の生活面で、
不衛生な悪臭等
のために、不快
に感じているの
で対策をお願い
したい。

現在の側溝は、
現行の規格外であ
り、側溝の入替
（基礎ベース打
直・蓋取替等）の
改良工事をお願い
したい。

・条南地区における側溝の滞水対策ついて
は、今後現地調査・測量を行い、勾配調
整コンクリートの打設や破損箇所の入れ
替え等の対応を図る。

・現在、田中前・田谷地区については下水
道整備工事を行っており、各戸から側溝
へ排水されている汚水が、今後、下水道
に接続することにより、環境衛生が向上
する。

【土木課、下水道課】

気仙沼（条南）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

・コロナ禍の中で
自治会活動がほ
とんど停止した
状態になってい
る。

・このままでは自
治会の存在意義
が問われる事態
も起こりかねな
い。

三密を避けてできる活
動を行っているが、数が
限られるのでなかなか難
しい。

今後の自治会活
動の方向性を示し
てほしい。

・自治会活動は地域課題への取り組みや
親睦交流等において大きな役割を担う
と捉える。

・活動には、コロナ感染のリスクは常に
あると意識していただき、国や県・市
の情報に注意して判断されたい。なお、
活動に対する考え方や、他団体の取組
事例について紹介する。

・今後の活動に向け、感染予防対策に係
る経費を今年度の市生活環境整備補助
金（活動費）の対象とするので、活用
されたい。

【地域づくり推進課】

地域内に点在す
る災害公営住宅、
防災集団移転等の
相互間のコミュニ
ティの構築と活性
化について。

・各住宅ごとにコミュニ
ティ活動を行っている
が、共通する課題等が
多い。

・情報提供や意見交換を
する機会が少ないので、
情報連絡会などの設置
が必要。

地域内の関係団
体相互の情報連絡
会の設置に向けた
話し合いの場を設
けていただきたい。

条南地区振興協議会や地域活性化支援
員と情報共有しながら、話し合いの場に
ついて検討していく。

【地域づくり推進課】

気仙沼（条南）地区の課題に対する市の考え方・方向性



インフラ －気仙沼地区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
整備路線数 7路線 L=1,184.7m（うち完了 3路線 L= 647.7m・工事中及び予定 4路線 L= 537.0m）

◆都市計画道路の整備状況
整備路線数 13路線 L=10,181.0m（うち完了 4路線 L=2,022.0m・工事中及び予定 9路線 L= 8,159.0m）

◆臨港道路の整備状況
整備路線数 1路線 L=279.0m（うち完了 1路線 L=279.0m）

◆東日本大震災により被災した市道の復旧
復旧路線数 53路線 L=9,476.6m（うち完了46路線 L=7,425.7m・工事中及び予定 7路線 L=2,050.9m）

◆市道舗装補修状況
補修路線数 9路線 L= 3,108.4m（うち完了３路線 L= 1,267.2m・工事中６路線 L=1,841.2m）

担当課：土木課 22-6600内線572／都市計画課 22-6600内線582・水産基盤整備課 22-6600内線349・産業戦略課 22-6600内線529

◆市道の整備状況
№ 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 56 幸町南が丘線 改良・舗装 272.0 9.50 工事中（272.0m） H30.9 R2.11

２ 57 神山川横断歩道橋 新設 58.0 3.0 工事中（58.0m） R2.3 R3.3

３ 58 -1 九条本線 改良・舗装 600.0 9.25 工事完了 H28.10 H29.9

4 58 -2 九条本線(交差点部) 交差点改良 - - 工事完了 H30.11 H31.3

5 59 常楽10号線 改良・舗装 207.0 4.0
一部工事完了（120.8m）
工事予定（86.2m）

H31.2 R3.3

6 60 八日町河原田線 交差点改良 - - 設計中 R2.6 R5.3

7 80 本郷16号線 舗装 47.7 2.5 工事完了 H31.2 R1.8

計 1,184.7



インフラ －気仙沼地区市道等の災害復旧及び整備の状況（その2）－
14

◆都市計画道路の整備状況(路線名は都市計画道路名)

№ 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
完了年月
（予定)

1 61 魚市場朝日町線 改良・舗装 746.0 16.0 工事完了 H26.10 H31.3

2 62 魚市場中谷地線 改良・舗装(橋梁含む) 1,106.0 20.0
一部工事完了（1,066.0ｍ）
工事中（40.0ｍ）

H25.3 R3.3

3 63 本町宮口下線 改良・舗装 1,919.0 15～18
一部工事完了（1,313.0ｍ）
工事中（606.0ｍ）

H25.3 R3.3

4 64 潮見町赤岩五駄鱈線 改良・舗装(橋梁含む) 1,570.0 20.0
一部工事完了（260.0ｍ）
工事中（1,310.0ｍ）

H27.7 R3.3

5 65 朝日町赤岩港線 改良・舗装(橋梁含む) 1,080.0 10.5～16.0
一部工事完了（540.0ｍ）
工事中（540.0ｍ）

H27.12 R3.3

6 66 南町魚市場線 改良・舗装 1,289.0 16.0
一部工事完了（201.0ｍ）
用地補償、工事中（1,088.0ｍ）

H26.10 R3.3

7 67 河原田線 改良・舗装 60.0 15.0 工事中（60.0m） R1.12 R3.3

8 68 弁天町魚市場線 改良・舗装 330.0 16.0 工事完了 H27.6 H30.9

9 69 南町線 改良・舗装 76.0 16.0 工事中（76.0ｍ） H30.9 R3.3

10 70 魚町港町線 改良・舗装 334.0 15.0～16.0
一部工事完了（260.0m）
工事中（74.0ｍ）

H28.10 R3.3

11 71 南気仙沼駅前通線 改良・舗装 364.0 18.0 工事完了 H25.9 H30.12

12 72 片浜鹿折線 改良・舗装 582.0 16.0 工事完了 H26.9 R2.3

13 73 本郷古町線 改良・舗装 725.0 16.0 工事中（725.0ｍ） H28.12 R3.3

計 10,181

14

№ 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 完了年月

１ 74 臨港道路(魚市場) 改良・舗装 279.0 16.0 完了 H26.10 H31.3

計 279.0

◆臨港道路の整備状況



気仙沼地区

番号 路線名 延長(m) 状況
㊶ 川口町１４号線 661.6 工事中
㊷ 魚市場前１号線 57.7 完了
㊸ 魚市場前２号線 64.2 完了
㊹ 魚市場前３号線 15.6 完了
㊺ 南ケ丘笹が陣線 35.4 工事中
㊻ 本郷南郷２号線 119.3 完了
㊼ 南郷４号線 51.7 完了
㊽ 南郷５号線 77.9 完了
㊾ 南郷１０号線 261.3 完了
㊿ 南郷１１号線 169.6 完了
51 南郷１３号線 131.8 完了
52 南郷１４号線 176.5 完了
53 南郷１５号線 69.4 完了

◆市道災害復旧路線

番号 路線名 延長(m) 状況

① 港町2号線 231.9 完了

② 港町3号線 15.6 完了

③ 港町4号線 56.4 完了

④ 港町5号線 61.3 完了

⑤ 港町6号線 59.8 完了

⑥ 港町7号線 57.4 完了

⑦ 港町8号線 12.0 完了

⑧ 港町9号線 87.2 工事中

⑨ 魚市場前５号線 91.4 完了

⑩ 弁天町線 189.0 完了

⑪ 魚市場前弁天町線 453.9 完了

⑫ 幸町弁天町２号線 349.6 完了

⑬ 弁天町１号線 251.4 完了

⑭ 弁天町２号線 74.7 完了

⑮ 弁天町３号線 130.8 完了

⑯ 弁天町４号線 96.6 完了

⑰ 弁天町７号線 189.6 完了

⑱ 弁天町８号線 52.2 完了

⑲ 潮見町内の脇線 49.6 完了

⑳ 魚市場田中前線 315.9 完了

㉑ 川口町五駄鱈線 130.0 R3.4月発注予定

㉒ 本町川口町線 558.1 R3.4月発注予定

㉓ 南町港町線 480.1 完了

㉔ 弁天町川口町線 439.9 完了

㉕ 潮見町朝日町線 370.3 完了

㉖ 潮見町６号線 44.1 完了

㉗ 幸町仲町1号線 54.1 完了

㉘ 幸町弁天町1号線 273.9 完了

㉙ 仲町弁天町線 272.0 完了

㉚ 川口町潮見町線 98.8 完了

㉛ 川口町１号線 87.0 工事中

㉜ 川口町２号線 92.5 完了

㉝ 川口町4号線 491.6
一部工事完了(303.9m)
工事中(107.7m)

R3.4月発注予定(80m)

㉞ 川口町５号線 128.3 完了

㉟ 川口町６号線 95.3 完了

㊱ 川口町７号線 320.5 完了

㊲ 川口町８号線 68.9 完了

㊳ 川口町９号線 46.6 完了

㊴ 川口町１１号線 326.0 完了

㊵ 川口町１３号線 380.3 完了

位置図 1 気仙沼地区における市道災害復旧路線

市道災害復旧路線(工事中・予定)
市道災害復旧路線(完成)

凡例

15
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◆都市計画道路

61 魚市場朝日町線 746.0 工事完了

62 魚市場中谷地線 1,106.0
一部工事完了(1,066m)

工事中(40m)

63 本町宮口下線 1,919.0
一部工事完了(1,313m)

工事中(606m)

64 潮見町赤岩五駄鱈線 1,570.0
一部工事完了(260m)
工事中(1,310m)

65 朝日町赤岩港線 1,080.0
一部工事完了(540m)

工事中(540m)

66 南町魚市場線 1,289.0
一部工事完了(201m)
工事中(1,088m)

67 河原田線 60.0 工事中(60m)

68 弁天町魚市場線 330.0 工事完了

69 南町線 76.0 工事中(76m)

70 魚町港町線 334.0
一部工事完了(260m)

工事中(74m)

71 南気仙沼駅前通線 364.0 工事完了

72 片浜鹿折線 582.0 工事完了

73 本郷古町線 725.0 工事中(725m)

◆臨港道路

74 臨港道路(魚市場) 279.0 工事完了

位置図 2 気仙沼地区における市道整備・都市計画・臨港道路路線気仙沼地区

番号 路線名 延長(m) 状況
56 幸町南が丘線 272.0 工事中

57 神山川横断歩道橋 58.0 工事中

58-1 九条本線 600.0 完了

58-2 九条本線(交差点) - 完了

59 常楽10号線 207.0
一部工事完了（120.8ｍ）

工事予定（86.2ｍ）

60
八日町河原田線
(交差点)

- 設計中

80 本郷16号線 47.7 完了

◆市道整備路線



位置図 ３ 気仙沼地区における市道舗装補修箇所

◆市道舗装補修路線

番号 路線名 延長(m) 状況

① 四反田後九条線 949.9 令和2年5月完了

② 田中百目木線 117.3 令和2年5月完了

③ 田中赤貝線 200.0 令和元年10月完了

④ 古町四反田線 158.0 令和2年11月完了予定

⑤ 田谷後九条線 744.2 令和３年２月完了予定

⑥ 本郷南郷２号線 320.0 令和３年２月完了予定

⑦ 南郷７号線 370.0 令和３年２月完了予定

⑧ 南郷８号線 115.0 令和３年２月完了予定

⑨ 南郷10号線 134.0 令和３年２月完了予定

17



●復興の現状と
今後の事業展開

● 気仙沼市の将来人口予測
と人口減少への取組

18



⑧(仮)洋野ＩＣ～階上ＩＣ 延長７km

仙台港北ＩＣ

気仙沼中央ＩＣ

田老北ＩＣ

久慈ＩＣ

①小泉海岸ＩＣ～本吉津谷ＩＣ 延長２km

②気仙沼港ＩＣ～(仮)唐桑南ＩＣ 延長７.３km

④(仮)田野畑北ＩＣ～普代村 延長８km

三

陸

縦

貫

自

動

車

道

三
陸
北
縦
貫
道
路

八
戸
久
慈
自
動
車
道

①

②

③
④

■令和２年内開通予定

■令和２年度末開通予定

③(仮)田野畑南ＩＣ～尾肝要 延長６km

⑥(仮)野田ＩＣ～久慈ＩＣ 延長１２km

⑦侍浜ＩＣ～(仮)洋野ＩＣ 延長１６km

■令和３年内開通予定

⑤普代村～(仮)野田ＩＣ 延長１３km

※令和３年内に三陸沿岸道路（仙台～八戸・３５９km）全線開通

八戸ＪＣＴ

50.9km

59.9km

248.1km

⑧
⑦

⑥

⑤

宮古中央ＩＣ

釜石ＪＣＴ

三陸沿岸道路 －復興のリーディングプロジェクト－
19
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⇒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

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６月 橋桁設置工事（閉合作業）完了

※正式名称が「気仙沼湾横断橋」に決定

三陸沿岸道路・気仙沼湾横断橋 －復興のリーディングプロジェクト－

展望場所整備中【蜂ヶ崎】

蜂ヶ崎から【完成イメージ】
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6月21日に閉合セレモニー実施



陣山

整備後イメージ図

復興祈念公園のシンボル

犠牲となった方への追悼，千年に一
度の災害の記憶と教訓，復興したまち
への未来安寧の祈り等，様々な祈りが
できる場所として整備。令和３年２月
頃に完成予定となっている。

H31.1.28～H31.4.28
シンボルとなる「祈りの帆（セイル）」建立に向けクラウドファンディングで寄附を募集

→目標の約1.5倍に到達（寄付総額29,820,000円）。ありがとうございました。

（※通常寄附については令和２年１０月末まで受付）

追悼と伝承の広場

再生の広場

仮称「祈りの帆（セイル）」

アーチ，船，扉，灯台，掌等
を融和させたシンボル

日常的に憩える
場所として整備

震災の記憶や教訓を
伝える場所として整備

復興祈念公園公園整備事業
21
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気仙沼中央公民館

【 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移転新築
○ 建設予定地

南気仙沼地区土地区画整理事業地内
○ 敷地面積 8,747.48㎡
○ 延床面積 3,154.33㎡(原型復旧規模)
○ 構造等 ＲＣ造２階建て
○ 施設構成

小劇場(324席)，体育館(1,015.78㎡)，スタジオ(４室)，和室，
調理実習室，駐車場(100台)

○ 事業期間 平成30年度～令和２年度

【完成イメージ】

気仙沼中央公民館

【１階平面図】
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【（仮称）南気仙沼復興市民広場 】
●全体面積 約5.0ha
●整備内容 多目的グラウンド（サッカー2面又はラグビー２面を確保できる広さ）

①多目的広場，駐車場，トイレ，四阿等
②多目的グランド緑化，防球ネット，クラブハウス，陸上コース

【南運動広場 】
●全体面積 約2.2ha
●整備内容 多目的グラウンド，防球ネット，

バックネット，トイレ，駐車場等

（仮称）南気仙沼復興市民広場・南運動広場
23



6

【 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

防災公園【南気仙沼地区】
24



7

【 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

防災公園【松崎尾崎地区】
25



26
市営野球場

【概要】
●場 所 下八瀬435番地3
●整備内容 メインスタンド，サブスタンド，

ダッグアウト，本部席，トイレ，
擁壁等の改修

●供用開始 令和２年９月２８日

市営テニスコート
【概要】
●場 所 赤岩牧沢１３８番地６
●整備内容 砂入り人工芝コート（４面）

クラブハウストイレ修繕
防砂ネット

●供用開始 令和２年１０月下旬
※従前のハードコートから砂入り人工芝に変更

26



唐桑運動場

【概要】

●場 所 唐桑町宿浦１番地１
●整備内容 多目的グラウンド，防球ネット，

バックネット，ダッグアウト，
スコアボード，ネットフェンス，
手足洗い場，防犯灯，トイレ

●供用開始 令和２年10月

【概要】

●場 所 東中才 地内
●整備内容 多目的グラウンド，防球ネット，バック

ネット，手足洗い場，トイレ，駐車場
●供用開始 令和３年４月（予定）

鹿折みどりのふれあい広場
27



気仙沼公園（市民グラウンド）

【 概 要 】

●場 所 笹が陣１０３番地外

●整備内容

・グラウンドの一部を駐車場としても利用可能な砕石

敷きで暫定整備を図ります。

・将来的には駐車場を備え，遊具を配置するなど魅力

ある公園を目指し再整備を進めます。

●駐車台数 既存部分（アスファルト）約70台，

増設部分（砕石敷）約110台

●供用開始 令和２年11月（予定）

気仙沼中学校

車両出入口

開
放
部

車
両
出
入
口

市
民
会
館

至 　 幸 町

至
河
原
田

市
図
書
館

(砕石敷)

増設駐車場　約110台

既存駐車場　約70台

広場エリア

（アスファルト）

遊具エリア

臨時車両出入口 臨時車両出入口

0 5 10 20 50ｍ

※ は，将来構想図であり，
今後，遊具の配置等を含め検討し
てまいります。

アスファルト

砕石敷

グラウンド

車
両
出
入
口

駐車場

神山川

上
田
中

至

Ｗ
Ｃ

赤
岩
牧
沢

至

0 5 10 20 50ｍ

反松公園

【 概 要 】

●場 所 上田中二丁目９番地

●整備内容

・グラウンドの一部を駐車場として復旧

●駐車台数 約30台

●供用開始 令和３年３月（予定）
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防災物資集積配送基地整備事業

【 概 要 】

東日本大震災の経験を踏まえ，災害時に物資を滞留させず効率的に市民に届
けることが出来る体制を構築する

●場 所 市総合体育館（ケーウエーブ）：敷地内に新設（令和２年度 工事着手）
唐桑体育館・本吉体育館：既存施設を一部改修（令和２年度 工事着手）

気仙沼

唐桑

本吉

普段はアルファ米や飲
料水等を備蓄し，災害
時の搬送に効果を発揮

平常時においては，事
務室は防災関係の講座
や研修等に使用予定

市総合体育館
（ケー・ウエーブ）

予定地

２階平面図

１階平面図
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新一般廃棄物最終処分場整備事業

【 概 要 】

現在使用中の大曲一般廃棄物最終処分場が，今後満杯になると見込まれる
ことから，新たな一般廃棄物最終処分場を整備する

【スケジュール】
令和２年３月 実施設計終了
令和２年９月 着工（令和3年度完成予定）

【 施設の基本方針 】 POINT ➡ クローズド型（屋内型）最終処分場
１．周辺環境への負荷軽減を考慮した最新鋭の処分場
【屋根や壁を備えることで臭い，騒音，粉塵を外部に漏らさない（風による飛散が防げる）】

２．周辺の水環境に影響を与えない
【散水により埋立場からしみ出る水（浸出水）の処理水を し尿処理場へ送水】

３．埋立終了後の跡地利用
【屋内スポーツ施設等へ転用し，地域振興及び市民の健康増進等に活用可能】
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大谷海岸地区事業イメージ

完成イメージ

【 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，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。

【今後のスケジュール】
令和３年１月 施設完成
令和３年３月 道の駅「大谷海岸」オープン
令和３年 夏 大谷海水浴場再開予定

道の駅「大谷海岸」・大谷海水浴場



●復興の現状と
今後の事業展開

●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

※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

令和元年

10月末

（B）

令和2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 62,724 61,564 ▲ 12,683 ▲ 1,160

【増減率】 【▲17.1%】 【▲1.8%】

〔高齢化率〕 〔30.2%〕 〔30.4%〕 〔37.7%〕 〔38.4%〕

男（人） 35,950 33,879 30,454 29,891 ▲ 6,059 ▲ 563

女（人） 38,297 36,107 32,270 31,673 ▲ 6,624 ▲ 597

世帯数 26,601 25,555 26,418 26,345 ▲ 256 ▲ 73

気
仙
沼
地
区

人口（人） 19,675 18,219 15,094 14,709 ▲ 4,966 ▲ 385

【増減率】 【▲25.2%】 【▲2.6%】

〔高齢化率〕 〔32.0%〕 〔32.6%〕 〔39.0%〕 〔39.4%〕

世帯数 8,144 7,623 7,343 7,239 ▲ 905 ▲ 104

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）
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国勢調査に基づく将来人口予測（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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54,19559,609

64,988

73,489

■国立社会保障・人口問題研究所の推計値■国勢調査値

※（ ）内数値は、住民基本台帳に基づく人口（各年９月末日時点）

（66,929）

（22,515）

（43,269）

（8,766）

（36,995）

（74,550）

（6,769）

（23,165）

約25％減少
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15人口減少 ～若者の流出①～

資料：各年国勢調査

気仙沼市の男女別20歳－39歳人口の推移

13,116 

12,078 

10,177 

9,147 

8,463 

7,276 

6,170 

5,176 

13,267 

12,308 

10,534 

9,347 

8,569 

7,378 

6,187 

4,670 

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

男性 女性

（人）

（年）

35

気仙沼市の
人口ピーク



15人口減少 ～若者の流出②～

資料：各年国勢調査

男性

年 10-14歳

1980 4,036人 3,131人 2,363人 3,393人 3,967人 3,393人 3,514人

1985 3,845人 3,265人 (▲ 19.1%) 2,090人 (▲ 33.2%) 2,786人 (17.9%) 3,363人 (▲ 0.9%) 3,839人 (▲ 3.2%) 3,284人 (▲ 3.2%)

1990 3,253人 3,121人 (▲ 18.8%) 1,856人 (▲ 43.2%) 2,364人 (13.1%) 2,698人 (▲ 3.2%) 3,259人 (▲ 3.1%) 3,724人 (▲ 3.0%)

1995 2,724人 2,573人 (▲ 20.9%) 1,833人 (▲ 41.3%) 2,231人 (20.2%) 2,387人 (1.0%) 2,696人 (▲ 0.1%) 3,185人 (▲ 2.3%)

2000 2,270人 2,121人 (▲ 22.1%) 1,569人 (▲ 39.0%) 2,173人 (18.5%) 2,277人 (2.1%) 2,444人 (2.4%) 2,650人 (▲ 1.7%)

2005 2,003人 1,748人 (▲ 23.0%) 1,154人 (▲ 45.6%) 1,738人 (10.8%) 2,159人 (▲ 0.6%) 2,225人 (▲ 2.3%) 2,382人 (▲ 2.5%)

2010 1,905人 1,608人 (▲ 19.7%) 937人 (▲ 46.4%) 1,352人 (17.2%) 1,752人 (0.8%) 2,129人 (▲ 1.4%) 2,225人 (0.0%)

2015 1,424人 1,557人 (▲ 18.3%) 955人 (▲ 40.6%) 1,131人 (20.7%) 1,365人 (1.0%) 1,725人 (▲ 1.5%) 2,122人 (▲ 0.3%)

女性

年 10-14歳

1980 3,656人 3,171人 2,782人 3,273人 3,816人 3,396人 3,452人

1985 3,754人 3,128人 (▲ 14.4%) 2,492人 (▲ 21.4%) 2,846人 (2.3%) 3,231人 (▲ 1.3%) 3,739人 (▲ 2.0%) 3,302人 (▲ 2.8%)

1990 3,088人 3,042人 (▲ 19.0%) 2,071人 (▲ 33.8%) 2,566人 (3.0%) 2,780人 (▲ 2.3%) 3,117人 (▲ 3.5%) 3,637人 (▲ 2.7%)

1995 2,649人 2,473人 (▲ 19.9%) 1,912人 (▲ 37.1%) 2,244人 (8.4%) 2,494人 (▲ 2.8%) 2,697人 (▲ 3.0%) 3,060人 (▲ 1.8%)

2000 2,132人 2,127人 (▲ 19.7%) 1,664人 (▲ 32.7%) 2,146人 (12.2%) 2,285人 (1.8%) 2,474人 (▲ 0.8%) 2,645人 (▲ 1.9%)

2005 1,952人 1,670人 (▲ 21.7%) 1,323人 (▲ 37.8%) 1,748人 (5.0%) 2,081人 (▲ 3.0%) 2,226人 (▲ 2.6%) 2,414人 (▲ 2.4%)

2010 1,670人 1,543人 (▲ 21.0%) 1,014人 (▲ 39.3%) 1,373人 (3.8%) 1,772人 (1.4%) 2,028人 (▲ 2.5%) 2,162人 (▲ 2.9%)

2015 1,303人 1,245人 (▲ 25.4%) 840人 (▲ 45.6%) 958人 (▲ 5.5%) 1,262人 (▲ 8.1%) 1,610人 (▲ 9.1%) 1,891人 (▲ 6.8%)

30-34歳 35-39歳 40-44歳

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳

15-19歳 20-24歳 25-29歳

気仙沼市の５歳階級別人口移動の状況

※（ ）内は、５年前のマイナス
５歳階級からの増減率 女性は男性に比べて，

Ｕターン率が低い
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少子化対策（プロジェクト１．９０） ～出会い・結婚～

15

■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）

参加者 10人（男性6人，女性4人）

■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

参加者 7人（男性7人）

■男性向けスキルアップ講座

日時 令和2年1月26日（日）14:00～16:00

場所 市民福祉センター「やすらぎ」

対象者 20～45歳の未婚男性の方

参加者 11人

■婚活パーティー

日時 令和2年2月23日（日）15:00～17:00

場所 はまなす海洋館

対象者 20～45歳の未婚の方

参加者 男性14人，女性9人（連絡先交換2組）

■移動結婚相談会

開催 令和元年11月19日，11月20日
令和２年１月14日，１月15日

場所 市民福祉センター，唐桑・本吉公民館
対象者 独身の方，その家族（参加者10人）

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
（飲食費は対象外，市外参加者の送迎費は対象）

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

実施校 令和元年度 11校 計572人

人口減少対策の取組① －少子化対策（プロジェクト１．９０)－

申込・問合せ先 震災復興・企画課 TEL 22-3408
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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

○首都圏での地場産品販
売・情報発信拠点整備

○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）

○けせんぬま子育てタウンミーティング

○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」

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

〇産後サポート事業（育児支援と健康診査）

○子育て情報誌「ぽけっと」発行

人口減少対策の取組② 38－少子化対策(プロジェクト１．９０)
と移住・定住促進－

子育てタウンミーティング



総合相談窓口

住まいの確保

○空き家バンク

空き家を
「売りたい・貸したい」方と
「買いたい・借りたい」方を
マッチング

地域活性化と
定住定着

○地域おこし協力隊

平成２８年度から導入
令和２年６月７日現在１１人が７
分野で活動中。６名が任期満了に
より退任

• 気仙沼市を中心とした三陸沿
岸地域の日本型DMO構築

• 水産資源の多角的利用による
新産業創出事業

• 環境負荷の少ない社会の構築
事業（林業）

• 子育てに取り組む団体・個人
への事業運営支援 など…

○空き家改修支援事業補助金

空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため，気仙沼市
の空き家バンクに登録している空き家の改修，修繕，家財
等の処分に要した費用の一部を補助

令和元年度までの交付実績…１７件１２，１４１千円

個別の施策との連携・情報収集を行い，移住予備軍へ向けた情
報発信と，移住希望者に対する個別支援を行う。
※相談窓口のほか，イベントや交流会を開催

■ 令和元年度実績
窓口相談件数 １７１件
移住フェア 出展５回、接触人数６１名
企業合同採用説明会等 開催５回、参加者５１名
移住者向けウェルカムパーティー 参加者５６名

人口減少対策の取組②’ －少子化対策(プロジェクト１．９０)
と移住・定住促進－
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採用・就業

○マチリク・地域雇用創造協議会
○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
○沿岸漁業担い手対策支援事業
○農業人材力強化総合支援事業

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
○気仙沼Biz運営事業

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③（関連政策） 40



人口減少対策 －プロジェクト1.90（妊娠・出産・子育て)－

Vol.1  2020.1.11（土）9:30～11:30
市民福祉センターやすらぎ

Vol.2  2020.1.13（月・祝）13:30～15:30
まち・ひと・しごと交流プラザ

子育て中の市民や，子育て支援に携わる方
が，日ごろ考えている，子育てに関する課題
や不安について直接意見を聴く機会として開
催。

令和２年度も様々な形で継続開催を予定。

けせんぬま子育てタウンミーティング開催
『どんなまちで子育てしたい？』

●婚活支援事業

婚活イベントなど，出会いの場を提供する事業を実施す
る民間団体に，その事業費の一部を補助。

令和２年度は，特に女性参加者の増加を図るため，市外
参加者のための送迎費を追加で補助。

●結婚新生活支援事業

新婚世帯に住宅の賃借費や改修費，引越費用等の一部を
補助。（所得等の要件有り）

結婚支援

＜主な取り組み例＞

タウンミーティング

婚活パーティー
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ＳＤＧｓを取り入れたまちづくり
・ＳＤＧｓは，2015（平成27）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」に記載された2016（平成28）年から2030（令和12）年までの国際目標であり，「地球上の誰一人
として取り残さない」社会の実現を目指し，経済・社会・環境の諸問題を総合的に解決することの重要
性が示されています。

・市では，ＳＤＧｓの理念を市政に取り入れ，人口減少社会における市民一人一人の豊かさを追求すると
ともに，全世界的なＳＤＧｓの活動に貢献することで，第２次市総合計画に掲げる将来像「世界とつな
がる 豊かなローカル」の実現を目指します。

人口減少対策の取組④（持続可能なまちづくり）
42

第２次気仙沼市総合計画

１ 基本構想
〇期間 Ｈ29～Ｒ8 10年間
〇将来像
「世界とつながる 豊かなローカル」
２ 前期基本計画
〇期間 Ｈ29～Ｒ2 4年間
〇重点施策
東日本大震災からの復興
地方創生
市民が主役のまちづくり

３ 後期基本計画
〇期間 Ｒ3～Ｒ8 6年間
〇市民起点の計画づくり
本年11月から市民ワークショップ

を開催。来年春に計画素案を市
ホームページ等に掲載し，市民意
見を募集します。



人口減少対策の取組⑤（市総合計画とSDGsの相関関係①）
43

市総合計画 基本構想 基本目標 ＳＤＧｓ １７の目標

１ 対話・
共創・
協働

市民が主役のまち
づくりを推進しま
す

２ 地域経
営

地域の資産・資源
を活かした持続可
能なまちづくりを
推進します

３ 産業 産業 地域の魅力
を磨き，全国・全
世界とつながり，
挑戦し続ける産業
のまち

４ 結婚・
子育て

結婚・出産・子育
ての希望を叶える
まち

５ 教育 人間力・挑戦する
心・地域愛を育む
まち



人口減少対策の取組⑤‘（市総合計画とSDGsの相関関係②）
44

市総合計画 基本構想 基本目標 ＳＤＧｓ １７の目標

６ 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

７ 保健・
医療

一人一人が生きが
いを持ち，健康で
暮らせるまち

８ 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

９ 防災 高い防災力を維持
する災害に強いま
ち

10 暮らし 安全で安心できる
住み続けたいまち



基本理念・基本方針

至陸前高田

至仙台

22新庁舎建設
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。
昨年度は新庁舎の建設位置や導入する機能・性能等を含めた新庁舎建設基本構想を策定し，今年度は，基本計画の策定を進めます。

基本構想の策定
平成30年度から気仙沼市新庁舎建設基本構想の策定に着手し，８

回にわたって開催した「有識者会議」をはじめ，「市議会」や「市民
との意見交換会及びアンケート」，「市民意見の募集」等における提
言やご意見等を踏まえながら，本年３月「基本構想」を策定しました。

「旧市立病院跡地」

■ 建設位置の敷地概要

所 在 地 ：田中１８４番地

敷地面積：19,781㎡

建設位置

  「市民との意見交換会及びアンケート」，「市民意見の募集」において意見の多かった項目 

有識者会議における比較評価

選定のポイント
①有識者会議の提言について，考察を行い，適切であると判断
②庁舎位置の基本方針４項目はいづれも大切であるが，基本方針１・
３・４については，その時代の環境などで様々な捉え方があると思
うが，基本方針２については，庁舎が持つべき最重要な機能を反映
するもの。

③庁舎本来の機能が発揮できない恐れがあることは避けるべき。
④防災センター，県合同庁舎，警察，保健所，市立病院などが，既に
市街地西部に移転しており，市民利便の観点から極力分散させない。
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新庁舎の導入機能・性能

至仙台

22新庁舎建設

基
本
構
想

基
本
計
画

基
本
・
実
施

設
計

建
設
工
事

完
成

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～

※現時点で想定する主なスケジュールです。事業スケジュール

概算事業費及び財源

新庁舎の想定規模

■ 想定延べ床面積

11,000㎡ ～ 12,000㎡程度

■ 想定敷地面積

9,900㎡ ～ 11,200㎡程度

■ 建設地に係る概算事業費

新庁舎整備費・造成費・関連費

80 ～ 91.6億円

■ 財源

①合併特例債 ②合併推進債 ③庁舎建設基金

基本方針1 市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎
・総合窓口等による市民サービスの向上
・利用者の動線に配慮した配置
・窓口等のプライバシー機能の確保
・市民の協働・コミュニティ活動などの利活用スペースの確保
など

基本方針2 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの庁舎
・高齢者や障がい者等に配慮したバリアフリー化
・誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入 など

基本方針3 市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎
・高い耐震性能の検討
・災害対策本部機能の充実 など

基本方針4 環境にやさしくランニングコストを配慮した庁舎
・省エネなどによるグリーン庁舎の推進
・建設，運営管理，解体に至るまでのコスト低減への配慮
など

基本方針5 機能的で効率的な行政機能を実現する庁舎
・執務室のオープンフロア方式とフレキシブルな執務空間の
導入

・進化するICT（情報通信技術）機能への対応
・議会の施設機能充実
・執務室のセキュリティ対策 など

まちづくりのビジョン等

【現位置周辺～内湾】
「気仙沼の顔

外貨を稼ぐ賑わいのまち」
観光，インバウンドを含む関係人口拡大の

中心，専門学校など若者の集う街，事業や金
融という経済の顔を持つまちとして発展させ，
「気仙沼市創生の特別な地区」として市とし
て更に力を入れていきます。

【旧市立病院周辺】
「ローカルファースト
市民の生活にとって頼りになるまち」

公共公益施設の緩やかな集積地や市民生活
にとって利便性の高い商業などの集積地と
なっていることから，市役所移転を契機に日
常において「市民の生活に頼りになるまち」
を一層めざします。

【現庁舎跡地利用】
市民から要望の強い現市役所裏付近の

BRT駅設置について検討を進めます。
また現位置周辺の土地利用意向等の調査

を行いながら，新庁舎の基本計画策定と同
様早期に新計画策定の準備に入り，出来る
ものから実施し，移転への心配を上回る希
望が湧くようなまちづくりを行います。
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気仙沼市の「新型コロナウイルス感染症対策」

１市民向け

■特別定額給付金（１人につき10万円）･･･初回の振込5月14日から6月11日までに約９４ ％支給
■子育て世帯臨時特別給付金（児童１人につき1万円）
■ひとり親家庭等緊急支援金（児童1人目2万円、2人目から1人につき1万円加算）
■就学援助受給対象世帯緊急支援金（児童1人目2万円、2人目から1人につき1万円加算）
■奨学生緊急支援金（市内出身大学生等１人につき３万円）
■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免

２事業者・労働者向け

■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（１事業者あたり40万円）
■気仙沼市生活関連サービス業等支援金（１事業者あたり10万円）
■市税等の徴収猶予（1年間徴収猶予 無担保・延滞金なし）
■国民年金保険料の免除
■店舗賃料補助金（1事業者あたり10万円）
■店舗等快適化リフォーム促進事業補助金（補助率10/10、上限20万円）
■宿泊施設緊急支援給付金（収容人数に応じた定額：最大100万円）
■気仙沼市飲食店応援商品券「ホヤチケ！」事業（販売店に対し割増し分を補助）
■タクシーデリバリー「ホヤデリ！」（飲食店のテイクアウト品を市内タクシー会社が配達）
■市職員有志による昼食の市内飲食店テイクアウト品の利用促進
■生活資金支援（住居確保給付金、緊急小口資金・総合支援資金）
■国・県の支援制度に係る相談窓口

３感染拡大防止策

■「気仙沼市感染症クリニック」の開設
■市立小・中学校の臨時休業（6/1再開）
■市立幼稚園の臨時休業（5/11再開）
■市内観光地・観光施設等の利用制限（6/1以降 各施設毎に再開）※徳仙丈山は入山自粛を継続
■災害時 避難所の増設等（感染症対策等を考慮した避難所対応方針の策定）
■市職員の交代勤務（テレワーク）試行（4/27-5/1）
■防災行政無線による外出自粛に係る呼びかけ
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48気仙沼市が2021年前期NHK朝ドラの舞台に決定

Ｕターンの話です。



49気仙沼市が2021年前期NHK朝ドラの舞台に決定

効果最大に５年後１０年後を意識して

官民プロジェクト

■観光・誘客

■物産振興

■シティプロモーション

■移住・定住促進

■はまらいんや

■収録支援 など

・ＪＲ・航空会社等と連携したプロモーションの実施
・ドラマに関連する観光情報のウェブ発信 など

・事業者・商店街等の支援
・番組に関連する食材・物産のプロモーション など

・ウェブサイトの構築・運用
・冊子の作成 など

・移住フェアの開催
・お試し移住モニターツアーの実施 など

・ＮＨＫタイアップ事業の実施
・地元発のドラマ関連情報の発信 など

・講演会の開催
・市民イベントの支援 など



ありがとう
ございました。


