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人口減少・少子高齢化の進行

人 口 2012(H24)年 69,476人→ 2021(R3)年 60,472人→ 2022(R4)年 59,316人 各年8月末

※若年人口（20～39歳）の減少が大きく影響

出 生 数 2012(H24)年 358人 → 2021(R3)年 213人

高齢化率 2012(H24)年 30.9% → 2021(R3)年 39.1% → 2022(R4)年 39.8% 各年8月末

人口減少が地域に与える影響

地域生活 自治会・消防団等の担い手不足による地域の支え合いや防災力の低下、交流機会の減少に

よる健康寿命への影響、空き家・耕作放棄地の増加による景観面・衛生面の悪化、恋愛や結

婚につながる出会いの機会の減少等が懸念されます。

医療・福祉 高齢人口や高齢者のみの世帯が増え、医療・介護サービスの需要が高まる一方、サービスを提

供する人材の不足が課題となっています。

産業・雇用 一定の人口規模を必要とする商業施設やサービス業の維持が困難になることが予測され、若者

が希望する職種の不足や賃金等の職場環境の悪化が引き起こされ、結婚や出産に希望を持

てなくなる方、あるいは、市外に転出する方が増え、更なる人口減少を招くことが懸念されます。

課題

現状

人口減少を抑制する取組とともに、人口が減っても、安全・安心で暮らしやすいまちづくりの取組が必要

１ （仮称）人口減少対策市民会議の立ち上げについて（案）①

担当課 震災復興・企画課 連絡先 313
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これまでの市の取組（一例）

地域生活 自治会等まちづくり団体への支援、まちづくり人材の育成、自主防災組織への支援、公共交通の

の確保、空き家バンク、結婚・子育て支援、移住・定住の促進等

医療・福祉 地域医療の充実（市立病院の運営、医師会等への支援）、地域包括ケアシステムによる高齢

者等への支援、障害者、自立困窮者等への支援、医療・介護・福祉人材の確保対策等

産業・雇用 各種産業振興補助金、産業人材の育成、気仙沼ビズ等による経営相談支援、小・中学校の職

場体験、ハローワーク等と連携した求職ガイダンスの実施等

対策

市の取組に加え、市民・地域・事業者・行政が、人口減少等の現状や課題を共有し、各主体において、

担うべき解決策を自ら考え、実行に移し、全市的な取組へと展開させるため、市民会議を立ち上げます。

※検討中のため、変更する場合があります。

設置時期 令和5年3月（予定）

組織体制 テーマ（課題）ごとに分科会を設置し、委員総数は100人（男女各50人）を目標とします。

テーマ案 ①雇用の創出 ②雇用環境の改善 ③居住環境の改善 ④子育て環境の改善

※設定理由 若者(特に女性)の人口流出と、出生数の減少が喫緊の課題で、その改善が急務

内 容 インプット(現状・課題等の共有)→実行を前提としたアイデア出し→行動指針としてまとめ、展開

そ の 他 プログラムや募集方法等が決まり次第、市広報やホームページ、SNS等を通じて広く周知します。

市民
会議

１ （仮称）人口減少対策市民会議の立ち上げについて（案）② 2



持続発展可能な地域づくりを目指し、市民・地域・産業界・行政の力を結集

本市においては、「森は海の恋人」「スローフード」「スローシティ」運動や「ESD（持続可能な開発のための教

育）」「海洋教育」が盛んで、太陽光・風力・木質バイオマスなど「再生可能エネルギー」開発も進んでおり、海

洋プラスチック問題にも注力するなど、自然との共生に積極的に取り組んできました。

このことを一層進めるとともに、「誰一人取り残さない社会」を実現するため、「人間の安全保障」分野にも注

力し、併せてSDGsに立脚した本市のアイデンティティとすべく「持続発展可能な地域づくり」を目指すものです。

市民皆で現状と目指す方向性を確認し、行動指針をまとめ、市全体のムーブメントとして、産官民がそれぞ

れに、かつ交じり合って行動に移すべく市民会議を設置します。

10年後、20年後の未来を見据えて、いま何をすべきか議論

自然との共生 カーボンニュートラルの実現（再生可能エネルギー、生活・産業の省エネ・リサイクルなど）

自然環境の保全（水産資源の保護、海洋プラスチック）

人間の安全保障 誰一人取り残さない社会の実現（市民一人一人の生存、生活、尊厳が守られた社会）

重点
項目

趣旨

２ （仮称）持続可能な社会推進市民会議の立ち上げについて（案）①

※検討中のため、変更する場合があります。

設置時期 令和5年3月（予定）

組織体制 テーマ（課題）ごとに分科会を設置し、委員総数は100人（男女各50人）を目標とします。

テーマ案 上記重点項目等から、年内に開催する市民会議設立準備会で抽出

内 容 インプット(現状・課題等の共有)→実行を前提としたアイデア出し→行動指針としてまとめ、展開

そ の 他 プログラムや募集方法等が決まり次第、市広報やホームページ、SNS等を通じて広く周知します。

市民
会議
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２ （仮称）持続可能な社会推進市民会議の立ち上げについて（案）② 4



5

2012

平成24年
８月末

（A）

2021

令和3年
８月末

（B）

2022

令和4年
８月末

（C）

10年前
との比較

C－A

1年前
との比較

C－B

気
仙
沼
市
全
体

人口（人） 69,476 60,472 59,316 ▲10,160 ▲ 1,156

【増減率】 【▲14.6%】 【▲1.9%】

〔高齢化率〕 〔30.9%〕 〔39.1%〕 〔39.8%〕

男（人） 33,545 29,320 28,648 ▲ 4,897 ▲ 672

女（人） 35,931 31,152 30,668 ▲ 5,263 ▲ 484

世帯数 25,630 26,284 26,265 635 ▲ 19

階
上
地
区

人口（人） 4,433 3,943 3,900 ▲ 533 ▲ 43

【増減率】 【▲12.0%】 【▲1.1%】

〔高齢化率〕 〔28.2%〕 〔37.1%〕 〔37.7%〕

世帯数 1,533 1,616 1,641 108 25

【参考資料】人口及び世帯数の変化

担当課 震災復興・企画課 連絡先 301
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気仙沼市全体

6,189 5,940 5,660 5,409 5,169 
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【参考資料】年齢３区分人口及び高齢化率の変化

出典 住民基本台帳 各年12月末現在
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階上地区の課題
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）沿岸部の整備と地域・観光地として

のイメージアップ P9

2）多目的グラウンドの設置 P13

3）階上小学校体育館等の新築 P14
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その他の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。

◆生活環境
①空き家への対応策 P15
②耕作放棄地の増加 P16
③七半沢、長磯浜地域の防潮堤付近の街灯整備 P17

◆コミュニティ

④担い手不足等による自治会行事の停滞 P18

◆教育

⑤学校運営協議会（コミュニティスクール）の設置 P19

◆インフラ

⑥三陸道岩井崎ＩＣのフルインター化 Ｐ20
⑦中学校入口付近の交差点へのカーブミラーの設置 P21

◆防災

⑧防災訓練への参加促進 P22

〇階上地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P23
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懇談テーマ １「沿岸部の整備と地域・観光地としてのイメージアップ」

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

・岩井崎潮吹き岩展望場
所の両サイドの斜面が
流出しており、浸食が
進むにつれて今後大規
模な土砂崩れが起りう
る可能性があると考え
る。展望場所としての
景観も良くないが事故
が発生してからでは遅
い。

・今年度お伊勢浜海水浴
場が海開きしたが、海
中に残っていた瓦礫や
砂浜に雑草が散見され、
海水浴客が足を切るな
ど怪我をする事故が発
生した。
お伊勢浜は遠浅で波が
穏やかで家族連れで子
供の利用も多く、危険
があるとなれば観光地
としてのイメージダウ
ンにつながりかねない。

・潮吹き岩展望場所の土
砂崩れに関しては市観
光課には報告済み。業
者に見積りを依頼し、
見積書も提出済みであ
る。

・階上沿岸部は、岩井
崎・震災遺構・伝承
館・パークゴルフ場・
お伊勢浜海水浴場など、
市内でも有数な観光ス
ポットであり、また、
被災した波路上地区を
階上地区の復興のシン
ボルとして階上観光協
会を始め、まち協、杉
ノ下遺族会他、地域住
民皆で沿岸部の環境整
備に取り組んでいるが、
お伊勢浜の砂浜に散見
する茎が硬い雑草除去
などは追いつかない。

・岩井崎の潮吹き岩展
望場所の早急な土留
め工事。

・来年度のお伊勢浜海
水浴場開設へ向け、
海中に残るがれきの
回収・撤去、砂浜の
外来種雑草の除草。

【岩井崎園地の土留め工事について】
・浸食が進んでいることは認識しており、応急
修繕ではなく本格工事で対応したい。
⇒国立公園内の工事につき、手続、工法財源
確保等について環境省と相談中。
同省の自然環境整備交付金(1/2補助)の活

用等により来年10月着工、12月完成を目指
したい。

【お伊勢浜海水浴場の整備について】
※平成30年に遊泳区域内の海中がれきを撤
去したが、今年になって12年ぶりに海水浴場
を再開したことで、海中がれきの出現、茎の
硬い雑草の繁茂など新たな課題が発生

・海中がれきについて、当面は当該箇所をブイ
で囲み注意を喚起するなどの対応を海水浴場
の開設者である観光協会と共に工夫してまい
りたい。
⇒ここ数年間の海流により出現したものと思
われ、海岸管理者である宮城県と情報を共有
する。

・砂浜の茎の硬い雑草については、抜根する必
要があり、手法を観光協会と共に考えたい。
⇒先ずはビーチクリーナーで砂を耕すことが
有効か試したい。

（次項へ続く）

階上地区「地区の課題」
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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

・地福寺～パーク
ゴルフ場・岩井
崎までの道路、
岩井崎駐車場に
街灯がほとんど
無く、夜は真っ
暗で住民・観光
客にとって防犯
上大変危険なた
め対策が必要。

・観光客の安全を確
保し、利便性が良
く安心して観光で
きるよう、また、
三陸ジオパーク認
定を受けた岩井
崎・お伊勢浜のジ
オサイトの魅力や
価値をさらに高め
るために、沿岸部
の環境整備が必要
と考える。

・街路防犯灯の設置な
ど、沿岸部の環境整
備をお願いしたい。

・階上地区の観光地の
モデルコースのＰＲ、
周遊ルートの確立、
観光施設へのWi-Fi
整備の検討結果を確
認したい。

【沿岸部の環境整備について】
・旧水産試験場脇の観光駐車場については、仮設ではある
が7月にソーラー式街灯を２基設置済

・地福寺から岩井崎入口までの延長約1.2ｋｍ区間は、防
犯灯11灯が設置されているが、このうち、地福寺から
パークゴルフ場入口付近までの延長約550ｍ区間には設
置されていない。

・当該未設置区間は歩車道が分離しており、交通の安全面
からは問題ないと考えているが、設置にあたっては、同
様の要望が市内各地域からいただいていることから、現地
の状況を確認し、市の財政状況を踏まえ進める。

【階上地区観光地モデルコースのＰＲ、周遊ルー トの確立、
観光施設へのWi-Fi整備について】

・ 「道の駅大谷海岸」と「伝承館」の往来及び両施設を拠
点とした階上地区内の周遊ルートについて、市観光課と
両施設で構成する連絡会議においてアイデアベースでは
あるが意見を出し合っている。
この場に階上観光協会にも参画をお願いしながら、さ

らに具体的に検討し、地区内のモデルコースの設定及び
PRに努めていく。

・観光施設へのWi-Fi整備については、「伝承館」は完了。
「塩づくり体験館」については、国内の観光客が大多数
を占めている中、現状ではWi-Fi整備の必要性は高くはな
いと思料するが、インバウンド再開による需要を見極め
ながら引き続き検討していく。

（次項へ続く）

階上地区「地区の課題」
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①現在の課題
③課題解決に向けて市
に求めるもの

市の考え方・方向性

・震災遺構・伝承館、パークゴ
ルフ場等、岩井崎・お伊勢浜
方面への交通手段が無く、岩
井崎入口から岩井崎までは
2.5kmあり徒歩で30分以上
かかる。観光客からの問い合
わせも年々増加していること
から、バス運行・乗り合いタ
クシー等交通手段の確保が望
まれる。

・昨年度までの市政懇願会
でいただいた回答等で、
現状の路線バス方式にこ
だわらない交通体系につ
いて検討していくとあっ
たが、乗合タクシーなど
の可能性について検討し
た結果を確認したい。

【交通手段の確保について】
■乗合タクシー検討内容
①ルート 階上公民館前バス停・陸前階上駅・伝承館・岩井崎
②運行回数 高速バス等の運行時刻に合わせ1日3往復
③車 両 ジャンボタクシー
④運行経費 年間約600万円
⑤利用者数 伝承館来訪者の5％相当(来場者アンケートより) 

1500人から2000人と推定
※直近の入館者数(Ｒ２・約3万人、Ｒ3・約4万人)

⑥収支見込 上記から1人あたりの経費は3000円から4000円。
運賃を片道300円とすると年間約500万円の赤字が
想定され、費用対効果の面から導入に至っていない。

■気仙沼市観光受入れ態勢整備推進協議会では、伝承館への二次
交通確保に向け、タクシー割引クーポン券付き入場券の販売を
予定しており、利便性向上に繋がることから、観光客等への周
知を図り、利用促進に努める。

■本クーポン券の利用状況や伝承館来訪者アンケートによる交通
手段の現状把握を行いながら、引き続き、二次交通の在り方を
検討していく。

【観光課、土木課、交通政策課】

＜東日本大震災遺構・伝承館来訪者のタクシー補助概要＞

①補助方法：気仙沼駅前観光案内所、海の市（観光サービスセン

ター）、道の駅大谷海岸（観光インフォメーション）で入館券を

購入した人に対しタクシー補助クーポン券を配付

②補助額：1000円（１セット・片道500円×往復分）

※使用方法は問わない

③実施主体 気仙沼市観光受入れ態勢整備推進協議会（受入協）

④留意事項 タクシー割引クーポンは１グループ１セットのみ発行

階上地区「地区の課題」
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岩井崎潮吹き岩展望場所斜面 12

【右側面】

【左側面】
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懇談テーマ ２「多目的グラウンドの設置」

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

・階上地区内には大きい公
園や自由に遊べる広場、グ
ラウンド等が無い。伝承館
に隣接する公園は規模が小
さく、主に幼児向けで、
ボールの使用等は禁止と
なっていて、令和2年度に
も広い遊び場の確保をお願
いした。

・松崎尾崎防災公園、南地
区防災公園、鹿折みどりの
ふれあい広場等が地区外に
はあるが、車でわざわざ行
かなければならず、子ども
達や運転しない高齢者は気
軽に行くことができない。

・例えば、BRT最知駅を中
心とした土地を有効活用す
るなどして整備をお願いし
たい。

・大人から子供までが
いつでも自由に利用
できる場所が階上地
区にはなく、親子で
ゆっくり楽しめる場
所があれば地域行事
の活発化やコミュニ
ティの活性化にもつ
ながると考える。

・地区住民の運動、ス
ポーツをするきっか
けづくり、子供たち
の安全な遊び場の確
保や体力向上、地区
住民がいつでも気軽
に運動に親しむこと
ができ、また、楽し
く集える場所とした
い。

・階上地区に多
目的グラウン
ドの設置を希
望する。

・被災宅地買い
上げ後の残地
は、防潮堤完
成後協議する
としていたが、
協議したので
あれば経過を
聞きたい。

・多目的グラウンドは、南運動広場、鹿折みどりの
ふれあい広場等６カ所があり、その他に、松崎尾
崎防災公園等の都市公園がある。

・新たな多目的グラウンドの整備については、用地
並びに整備財源の確保が課題となっている。

・階上地区には、パークゴルフ場が整備され、連日
多くの皆様にご利用いただいている。パークゴル
フは老若男女問わず楽しめるスポーツであり、階
上地域まちづくり振興協議会では初心者講習会を
実施いただいており、今後、親子向け体験教室の
開催なども相談させていただきながら、地元と協
働で取り組んでいきたい。

・地区の皆様が気軽に運動に親しめる場所としては、
休日の小学校の校庭を利用いただきたい。また、
地区外になるが、隣接の面瀬地区の松崎尾崎防災
公園の利用も検討いただきたい。

・防潮堤用地の残地については、県から返却を受け
ていないが、現時点において、返却されたとして
も被災宅地は点在することが確認されており、最
知駅周辺に多目的グラウンド等に適したまとまっ
た土地は見込めない。

【生涯学習課、財産管理課】

階上地区「地区の課題」
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懇談テーマ ３ 階上小学校体育館等の新築

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

階上小学校体育館(築56
年)とプール、特にトイレ
(築51年、汲み取り式)が老
朽化のため不便な状況にあ
る。見栄えはもちろん衛生
面でも問題視されているが、
災害発生時に住民が使用す
る可能性もあるので早急な
改修が望まれる。

市の津波総合防災訓
練の際、森前林自治会
の緊急避難場所等とし
て利用しているが、二
次被害も考えられるの
で別の場所も考え中。

早急な新築を要望す
る。新築計画があるの
であれば開示をお願い
したい。

・階上小学校の体育館及びプールは共に建築後５０年
以上経過しており、体育館のトイレについては平成
９年３月に屋外からの利用も可能な水洗トイレを増
築している。プールのトイレについては、老朽化の
ため現在は使用禁止としており、来年度のプール
シーズンに合わせて、簡易水洗式のユニットトイレ
の設置を検討する。

・市内小・中学校の校舎・体育館全５７棟のうち、建
築後５０年以上経過した建物は１１棟あり、大規模
な改修等が必要な時期となっている。

・令和２年度に策定した気仙沼市学校施設長寿命化計
画(改修等の計画)では、「現在進めている小・中学
校の統合計画において、第３段階の統合が見極めら
れた段階で、新統合計画の検討に入ることとなり、
その進行に合わせて改修計画を具体化した見直し版
を作成する。」こととしている。

・体育館の耐震性については、平成21年度の耐震診
断において基準を満たしていることは確認済、また
平成27年度には床全面改修及び天井照明LED化に
より環境改善を図っている。

・今後も児童生徒の安心・安全な学習環境を確保する
ため、引き続き日常の点検や修繕を行う。

【教育総務課】

階上地区「地区の課題」

名 称 建 築 年 構 造 床 面 積

校舎 S53年、S60年 鉄筋コンクリート造 3,568m2

体育館 S41年
H9年

鉄骨造
木造(トイレ)

486m2
22m2

プール S46年 鉄筋コンクリート造(水槽等)
木造(トイレ・更衣室)

約840m2
40m2

階上小学校施設概要
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◆生活環境 ①空き家への対応策

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

自治会内に６軒
の空き家があり、
空き家の周りの伸
びた枝や雑草の対
応に苦慮している。

自治会や班単位
の中で見守りする
体制をとりたいが
限界がある。

空き家の管理者
の連絡先を教えて
ほしい。市でも対
応策を検討してほ
しい。

・個人情報保護法により、空き家の管理者に
関する情報は提供できないが、管理不全な
空き家については、市が所有者等を調査の
うえ、現地を確認し、敷地内の雑草除去な
ど適切な対応をお願いするので、市生活環
境課に相談いただきたい。

【不良住宅空家除去費補助事業】
・今年度から不良な住宅空家の除去を促進す
るため、解体費用の1/2（限度額60万円）
を補助する事業を実施している。

【空き家適正管理の周知】
・固定資産税納税通知書の封筒に、空き家の
適正管理について記載し、呼びかけを行っ
ている。

【生活環境課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性

（不良住宅空家除却費補助事業の概要）

内 容

対象住宅 市内の空家で不良住宅と判定されたもの。
※住宅地区改良法に基づき判定された不良住宅

対象者 所有者又は相続人や財産管理人
市税に未納がない者

対象工事 市内の業者による除去工事
他の補助金等の交付を受けていないこと

補助金額 補助対象経費の1/2以内の額
限度額60万円
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◆生活環境 ②耕作放棄地の増加

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

・農業従事者の高
齢化に伴い、耕
作放棄地が増加
している。農地
管理において対
応が必要である。

・耕作していない
農地に固定資産
税を支払うのは、
負担に感じる。

・耕作条件が良
い農地につい
ては、農地利
用集積や農地
中間管理機構
を活用し、大
型の農業機械
を所有する農
家に貸し付け
が行われてい
る。

・貸付対象とならず
に管理がされない農
地が減少する対策を
講じてほしい。

・耕作放棄地におけ
る固定資産税の減免
など、特例があるな
らば適用してほしい。

・やむを得ず耕作が
放棄され、個人での
管理が困難な農地を
市に寄附することは
できないか。

・貸付対象とならずに管理がされない農地を
解消させることは難しいが、農業委員・農
地利用最適化推進委員との協力のもと、減
少させる方策を探る。

・固定資産税については、土地の利用状況に
応じて地目を決定し、税額の計算を行う。
耕作放棄地の場合は、原則として、税額は
耕作している農地と同じ水準であるが、駐
車場の敷地などに転用した場合、税額は上
昇する。
なお、農地中間管理機構に農地を貸した場
合は、３年間又は５年間、税額が半額にな
る特例がある。

・土地の寄附については公共目的がある場合
のみ受け付けが可能。

【農業委員会、税務課、財産管理課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性



◆生活環境 ③七半沢、長磯浜地域の防潮堤付近の街灯整備

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

現在、七半沢、
長磯浜地域の防潮
堤が、夕方の散歩
コースに利用され
ているが、高齢者
が多い。夜は真っ
暗で危険。

・街灯整備

・反射テープの整備

・市道港岩井崎線への防犯灯設置については、
同様の要望が市内各地域からいただいている
ことから、現地の状況を確認し、市の財政状
況を踏まえ進める。

・反射テープの整備については、波路上漁港森
地区から長磯浜船揚場の間の防潮堤は、宮城
県の管理施設であり、県から防潮堤天端の転
落防止柵へ反射テープ等の設置を検討してい
ると伺っている。
なお、防潮堤天端は管理用通路となっている
ことから、十分注意してご利用いただきたい。

【土木課、水産課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性 17
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◆コミュニティ ④担い手不足等による自治会行事の停滞

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

新型コロナ感染症

拡大により地区行事
ができない状態にあ
ることに加え、担い
手不足により自治会
行事が停滞し、地域
コミュニティが疲弊
している。

コロナ禍でもで

きる企画をしてい
きたい。

他地域の自治会活動の

取り組み事例を紹介して
いただきたい。また、以
前回答があった課題解決
に向けた支援の内容につ
いて確認したい。

・自治会活動を実施する場合には、効果的な換気・マ
スクの着用・手洗い及び３密を避けるなど、基本的
な感染対策を徹底し、事業規模（参加者数や会場の
大きさ）、事業内容（飲食や接触度合い）などに応
じて判断。
一部下記事例を紹介。

・以前回答した自治会役員等の負担軽減解決の一助と
して、各課において自治会（会長）に対し説明を要
する案件等については、年度当初に情報を共有し、
内容を取りまとめたうえで、自治会主催の総会や定
例会等の機会に説明会を実施。今後も更なる負担軽
減が図れるよう努める。

【地域づくり推進課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性

≪事例として≫
・カラオケ

マスク着用を徹底し、少人数で曲毎にマイクを消毒しています。また、こまめに換気を実施しています。
・お茶会や交流サロン

密にならないよう実施されています。飲み物は個々の水筒やペットボトルで対応しているほか、お菓子は個々に配布する
など大皿での料理や漬物は出していません。必要に応じてお弁当とするなどマスク会食を心がけているようです。なお、
会食、食事の際は、「うつさない」・「うつらない」行動を徹底！
（※長時間での開催・大声を避ける、会話の際のマスク着用を徹底!）

・マルシェやフリーマーケット
屋外を基本としつつ、屋内（会館）で実施する場合などは、入場制限をして密にならないように実施しています。



◆教育 ⑤学校運営協議会（コミュニティスクール）の設置

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

・階上公民館にお
けるプラット
フォーム事業と
して、協力人材
の確保と活動内
容の調整が必要

・令和５年度に階上
小・階上中学校学
校運営協議会を設
置し、地域関係機
関と成果や課題を
共有しながら充実
した教育活動を展
開していきたい。

※令和４年度:
階上中はコミュニ
ティスクールを設
置済

※令和５年度:
小中合同でコミュ
ニティスクールを
設置

・階上小・階上中
学校運営協議会
（コミュニティス
クール）設置に向
け、支援いただい
ている。

・令和５年４月の小・中合同による学校運営
協議会の設置に向け、現在市教委としても
準備を進めている。

・階上公民館や階上地区の関係団体との情報
交換を行いながら、階上地区における協力
者の確保、協力団体等の調整についても推
進していきたい。

・学校運営協議会と一体的に推進する地域学
校協働活動の内容については、義務教育９
年間のつながりを考えた教育課程の見直
し・再検討が必要であると考えている。

・令和４年８月に、教育委員会職員が階上小、
階上中に訪問し、学校運営協議会の活動状
況や令和５年度以降の設置に向けた意向に
ついてのヒアリングを実施した。

・令和４年８月に、階上中学校第１回学校運
営協議会に階上小学校校長が参加し、運営
協議会委員との顔合わせと次年度の小・中
合同による学校運営協議会の設置の意向に
ついて説明した。

【生涯学習課、学校教育課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性 19



◆インフラ ⑥三陸道岩井崎ＩＣのフルインター化

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

岩井崎や伝承館
を訪れる観光客に
加え、パークゴル
フ場への三陸道利
用客が増加してい
るが、岩井崎イン
ターで降りること
ができず不便を感
じている。
さらに、予想さ

れている大震災が
発生すると大谷イ
ンターなど海岸に
近いところは使用
不能となるため災
害対応が困難にな
る。

三陸道開通前
にフルインター
化の声を上げて
いた地区民も諦
めムードになっ
ていた状況だが、
東日本大震災を
超える災害が予
想されてからは、
再びフルイン
ター化を求める
声が高まりつつ
あることから、
さらにフルイン
ター化への声を
みんなで高めて
いきたい。

県や国に岩井崎イン
ターのフルインター化へ
の要望を強めて欲しい。

・三陸道のフルインター化など追加整備す
る場合、国において整備の必要性につ
いての状況把握とともに、費用に見合
う効果が得られるかの検証が行われる。
併せて、これまでの復興事業とは異な
り、県費などの負担を伴うことが想定
され、県においても他の事業との優先
順位の検討が必要となる。

・岩井崎インターについては、本市が社会
資本整備総合交付金（復興枠）を活用し、
国とともに整備した経緯を踏まえると、
フルインター化には、市の負担を伴う可
能性がある。

・市としては、市内のハーフインターチェ
ンジを全てフルインター化されることが
望ましいと考えているものの、市内全域
の利用状況などの分析や利用者の意見、
更には地形による実現可能性などを整理
した上で、市としての方向性を決定して
いく。

【土木課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性 20



◆インフラ ⑦中学校入口付近の交差点へのカーブミラーの設置

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

階上中学校入り
口付近のＹ字路交
差点の見通しが悪
く、直進車との事
故が懸念される。

カーブミラーの設置を
お願いしたい。

・カーブミラーは、幅員が狭く見通しの悪
いカーブや、建物等により目視確認が困
難な交差点などに、現地を確認した上で
設置している。

・今回要望のあった、市道菖蒲沢線の階上
中学校入口交差点では、国道４５号方面
から階上中学校へ右折する際に、対向車
が見えづらいとのことだが、交差点手前
から対向車線は約７０ｍ先まで見通すこ
とができることから、カーブミラー設置
の必要性は低いと考えている。

・交差点手前で十分に減速し、安全確認の
上、通行していただきたい。

【危機管理課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性

要望箇所

至
国
道
45
号

至
岩
井
崎
IC

階上中学校

21
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◆防災 ⑧防災訓練への参加促進

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

市一斉防災訓練の
参加者が、小中学生
と自治会役員、65歳
以上の高齢者で実施
されているのが実態
である。２０代～５
０代の参加者はほぼ
いない。
市内事業所を巻き

込んだ、実態に即し
たものにしたい。

自治会回覧等
で参加を促して
いるが、あまり
に少なく苦慮し
ている。

・事業所の代表者に
参加要請を促すと
ともに、市職員が
率先して参加して
ほしい。

・参加者には気仙沼
クルーカードへの
ポイント加点など
特典をつけてはど
うか。

・本年度の津波総合防災訓練において、南
気仙沼地区の事業所に参加をいただき、
実施することとしている。他にも事業所
の協力を得て、訓練を行っている地区も
あり、今後も各地区の事業所との連携に
取り組んでいく。 また、市広報等を通じ
て事業所や地域住民の訓練参加を呼びか
けていくとともに、市職員についても、
地域活動への積極的かつ主体的な参加を
促していく。

・「自分の命は自分で守る」のが防災の基
本であり、自分ごととして災害に関する
危険性を捉えていくことが重要である。
防災教育を通じて、PTA等の若い世代に
も防災訓練の重要性を周知するとともに、
積極的に地域の訓練に参加するよう呼び
掛けるチラシの作成支援等、自治会や自
主防災組織と連携した取り組みを行って
いく。

【危機管理課】

階上地区の課題に対する市の考え方・方向性



－階上地区市道等の災害復旧及び整備の状況－

担当部署：土木課，水産課

№
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 北最知２号線 改良・舗装 506.0 5.0 工事完了(506.0m) R1.12 R3.12

2 ② 萱原ノ沢線 改良・舗装 399.0 6.5 工事完了(399.0m) R1.8 R2.11

3 ③ 船原森２号線 改良・舗装 749.0 5.0～6.5 工事完了(749.0m) H25.10 R3.3

4 ④ 七半沢４号線 改良・舗装 78.0 5.0 工事完了(78.0m) R1.9 R3.3

5 ⑤ 船原線 改良・舗装 152.0 5.0 工事完了(152.0m) R2.9 R3.8

6 ⑥ 下原浜線 改良・舗装 724.0 5.0 工事完了 (724.0m) H30.11 R2.9

7 ⑦ 牧通２号線 改良・舗装

2,795.0 9.5～10.0 工事完了(2,795.0m)

R2.8 R3.7

8 ⑧ 牧通線 改良・舗装 R1.11 R2.8

9 ⑨ 菖蒲沢線 改良・舗装 R2.1 R3.12

10 ⑩ 岩尻縦貫線 改良・舗装 H28.10 R4.5

11 ⑪ 牧明戸線 改良・舗装 645.0 8.5 工事完了（645.0ｍ） H29.2 H30.2

◆市道の整備状況
整備路線数 17路線 L=8,725ｍ（うち完了延長 L=6,456.0ｍ）

（うち一部完了延長 L=220.0ｍ）
(うち工事予定延長 L=2,049m)
※①～⑫復興事業，⑬～⑰通常事業

◆東日本大震災により被災した市道の災害復旧
復旧路線数 45路線 L＝11,926.4m

うち完了 37路線 L＝ 9,766.4m（一部完了L＝932.6m）
工事中 8路線 L＝ 2,160.0m（今年度末完了予定）

◆漁集事業による集落道整備
整備路線数 8路線 L＝ 1,971.0m（完了)

◆道路整備計画（改良系・維持系事業）
整備路線数 5路線 L= 2,153.0m

うち改良系事業 1路線 L= 481.0m
うち維持系事業 4路線 L= 1,672.0m

◆市道の整備状況（位置図1参照）
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№
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 ⑬ 川原3号集落道 改良・舗装 492.0 5.0 工事完了 (492.0m) H30.11 R2.3

２ ⑭ 川原4号集落道 改良・舗装 160.0 5.0 工事完了(160.0m) R2.3 R3.5

3 ⑮ 川原5号集落道 改良・舗装 180.0 5.0 工事完了(180.0m) R1.6 R2.6

4 49 波路上1号集落道 改良・舗装 405.0 5.0 工事完了(405.0m) H29.3 H30.8

5 50 波路上2号集落道 新設 118.0 5.0 工事完了(118.0m) H30.5 H30.11

6 51 波路上3・4号集落道 新設 312.0 5.0 工事完了(312.0m) H28.10 H29.8

7 52 波路上5号集落道
一部改良・舗装
・一部新設

190.0 5.0 工事完了(190.0m) H28.10 H30.10

8 53 波路上6号集落道 新設 114.0 5.0 工事完了(114.0m) H29.3 H30.10

計 1,971.0

◆漁集事業における集落道整備（位置図2，3参照）

№
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)

12 ⑫ 萱原ノ沢線（長磯大窪地内） 側溝設置・舗装 128.0 4.0 工事完了（128.0m） H30.12 R1.9

13 ⑬ 鳥子沢３号線 現道内拡幅 113.0 4.0～6.0 工事完了 (113.0m) H30.12 R1.5

14 ⑭ 前林赤貝線 現道内拡幅 67.0 4.5～6.0 工事完了(67.0m） R2.1 R2.7

15 ⑮ 岩井崎２号線 改良・舗装 100.0 5.0 工事完了(100.0ｍ） H30.2 H30.10

16 ⑯ 港岩井崎線 改良・舗装 1,802.0 5.0 用地・補償 調整中

17 ⑰ 明戸瀬向線 改良・舗装 467.0 9.5
工事予定(247.0ｍ)
一部完了(220.0m)

R2.6 R5.3

計 8,725.0
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階上地区における道路整備計画工程表（改良系・維持系事業） 位置図４参照

※改良系事業は，今年度，上位5路線を着手（概略・予備設計）する。

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度以降

9位
萱原ノ沢線
（鳥子沢工区）

現道拡幅 481.0

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度以降

4位 鳥子沢9号線 舗装新設 562.0

7位 前林赤貝線 舗装新設 985.0

13位 南最知7号線 舗装新設 29.0

19位 鳥子沢2号線 舗装新設 96.0

維持系事業

順位 路線名（工区） 工種
計画延長
（ｍ）

事　業　計　画

改良系事業

事　業　計　画計画延長
（ｍ）

工種路線名（工区）順位

概略・予備設計 測量設計 用地取得・工事

詳細設計

舗装工事

舗装工事

舗装工事

舗装工事

詳細設計

詳細設計

詳細設計

事業調整
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位置図１ （階上地区における市道の整備状況）
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最 知 地 区

路線名 延長（ｍ） 状況

① 川原1号線 109.1 工事中

② 川原森合線 134.0 完了

③ 川原4号線 189.2 工事中

④ 港岩井崎線
380.0
947.0

一部完了
工事中

⑤ 後沢線 17.3 完了

⑥ 台ノ沢長平線
180.6
92.5

一部完了
工事中

⑦ 台ノ沢4号線 238.0 工事中

⑧ 星谷4号線 82.6 完了

⑨ 最知荒沢線 73.7 完了

⑩ 川原2号線 48.0 完了

⑪ 川原3号線 107.0 工事中

⑫ 南最知3号線 382.4 完了

⑬ 川原3号集落道（漁集） 492.0 完了

⑭ 川原4号集落道（漁集） 160.0 完了

⑮ 川原5号集落道（漁集） 180.0 完了

市道災害復旧路線（工事中）
市道災害復旧路線(完了)
集落道（漁集）

凡例
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波 路 上 地 区
路線名 延長(m) 状況

⑯ 後原内田1号線 54.4 完了

⑰ 原内田線 30.3 完了

⑱ 長磯浜線 253.5 完了

⑲ 長磯原内田線 144.9 完了

⑳ 長磯原後原線 69.8 完了

㉑ 原後原線 308.2 完了

㉒ 内田2号線 122.2 完了

㉓ 瀬向2号線 105.9 完了

㉔ 瀬向3号線 54.6 完了

㉕ 瀬向4号線 425.0 完了

㉖ 瀬向6号線 203.2 完了

㉗ 瀬向7号線 183.0 完了

㉘ 瀬向8号線 168.2 完了

㉙ 瀬向9号線 448.2 完了

㉚ 瀬向10号線 295.4 完了

㉛ 瀬向11号線 109.5 完了

㉜ 後原内田線 307.7 完了

路線名 延長(m) 状況

㉝ 長磯浜線
372.0
447.2

一部完了
工事中

㉞ 港岩井崎線 30.0 工事中

㉟ 岩井崎2号線 49.0 完了

㊱ 岩井崎3号線 43.4 完了

㊲ 国道岩井崎線 1,035.6 完了

㊳ 向原岩井崎線 1,323.6 完了

㊴ 杉ノ下明戸線 208.0 完了

㊵ 波路上原内田線 121.5 完了

㊶ 原野田線 293.0 完了

㊷ 野田赤貝線 231.0 完了

㊸ 原向原線 376.0 完了

路線名 延長(m) 状況

㊹ 野田線 571.0 完了

㊺ 牧1号線 96.6 完了

㊻ 牧2号線 333.7 完了

㊼ 向原線 64.4 完了

㊽ 野田向田線 65.0 完了

㊾
波路上１号集
落道(漁集)

405.0 完了

㊿
波路上2号集
落道(漁集)

118.0 完了

51
波路上3・4号
集落道(漁集)

312.0 完了

52
波路上5号集
落道(漁集)

190.0 完了

53
波路上6号集
落道(漁集)

114.0 完了

市道災害復旧路線（工事中）
市道災害復旧路線(完了)
集落道（漁集）

凡例
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改良系9位 萱原ノ沢線（鳥子沢工区）

維持系7位 前林赤貝線

維持系4位 鳥子沢9号線

維持系19位 鳥子沢2号線

維持系13位 南最知7号線

位置図４ 階上地区における道路整備計画（改良系・維持系事業）N

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館

階上小学校

階上中学校

菖蒲沢ため池

岩井崎Ｉ．Ｃ

凡例

改良系事業

維持系事業
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