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人口減少・少子高齢化の進行

人 口 2012(H24)年 69,347人→ 2021(R3)年 60,333人→ 2022(R4)年 59,141人 各年10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 31.2% → 2021(R3)年 39.2% → 2022(R4)年 39.8% 各年10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 企業誘致、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

学校・中学校・高等学校における職場体験、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
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2012

平成24年

10月末
（A）

2021

令和3年

10月末
（B）

2022

令和4年

10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） 69,347 60,333 59,141 ▲10,206 ▲ 1,192

【増減率】 【▲14.7%】 【▲2.0%】

〔高齢化率〕 〔31.2%〕 〔39.2%〕 〔39.8%〕

男（人） 33,509 29,233 28,550 ▲ 4,959 ▲ 683

女（人） 35,838 31,100 30,591 ▲ 5,247 ▲ 509

世帯数 25,648 26,257 26,254 606 ▲ 3

気
仙
沼
地
区

人口（人） 17,891 14,366 13,958 ▲ 3,933 ▲ 408

【増減率】 【▲22.0%】 【▲2.8%】

〔高齢化率〕 〔33.3%〕 〔40.0%〕 〔40.6%〕

世帯数 7,551 7,158 7,068 ▲ 483 ▲ 90

【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 313
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気仙沼市
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【参考資料】年齢３区分人口及び高齢化率の変化

資料：住民基本台帳 各年12月末現在
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気仙沼（条南）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）旧市立病院解体の課題と新庁舎周辺
の交通 P9

2）条南中学校の統合計画 P13
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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。

◆保健福祉

①民生委員・児童委員の協力員制度 P15

◆生活環境

②本郷古町線の防犯灯整備 P16

◆コミュニティ

③市パークゴルフ場の使用料減免 P17
④インターネットによる情報提供と行政手続 P18
⑤コロナ禍における自治会行事 P19
⑥住民台帳の提供と閲覧手続きの改善 P20

◆防災

⑦大川の治水対策について P21

〇気仙沼地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P22
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9

懇談テーマ １ 旧市立病院解体の課題と新庁舎周辺の交通

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

・旧市立病院解体
工事に伴うアス
ベスト飛散防止
と周辺住民との
トラブルや交通
渋滞・災害・事
故のない工事の
安全施工及び緊
急時の避難路の
新設について

・地域住民と課題
を共有するため
に勉強会を実施
した。

・工事に伴う避難
路の新設を住民
説明会で、市と
施工業者に提案
した。（資料は
送付済）

・工事説明会時に
周辺の現地確認
を行い、工事現
場と周辺等の現
況を共有した。

・大型車両による瓦礫や土砂運搬が本格
化した場合に交通渋滞が発生するおそ
れがあるので、施工業者は迅速に対応
し、住民要望や問題解消に努めていた
だきたい。

・周辺住民と新庁舎からの高台避難を考
慮した避難路を設置していただきたい。

・先の新聞報道による復興市民広場整備
事業のサッカー・ラグビー場新設工事
のように、無駄な時間と経費をかけな
いよう、安全第一で節減効果のある現
場に密着した施工管理に努めていただ
きたい。

・無事故・無災害の安全第一に、周辺住
民や交通渋滞等のトラブル防止に留意
し、無事故・無災害での早期完成を目
標に工事を実施していただきたい。

・現場工事管理者は、施工業者と連絡を
密にし、現場点検に努め、安全第一に
工期短縮や節減効果のある施工管理を
お願いしたい。

・問題が発生した場合には、周辺住民と
情報を共有し、迅速に課題解決のため
対応をお願いする。

・大型車両による瓦礫や土砂運搬
については、朝夕の混雑時を避
けるとともに、渋滞が発生しな
い運搬計画（最大30台／日、１
時間あたり５台程度）としてい
るが、問題等が発生した場合に
は施工業者と協力し、解決に向
け迅速に対応する。

・敷地西側の通路を避難路として
利用することを想定しており、
有事の際には利用可能となるよ
う整備する。 (別紙資料1)

・工事にあたっては、無事故・無
災害での工事完了となるよう施
工業者と連携を密にし、また周
辺地区の方々とも情報共有を図
りながら、安全第一に市建築技
術職による工事監理を徹底する。

・工事にあたり、お気付きの点等
があれば、財産管理課まで連絡
いただきたい。

（次頁に続く）

気仙沼（条南）地区「地区の課題」



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

・旧市立病院跡地に、新庁舎がで
きてからどのように交通に変化
があるか、バス停なども含め周
囲の交通道路事情を説明してほ
しい。

・新庁舎へのアクセスルートは、６
方面からを想定している。
(別紙資料2)

・令和３年２月に実施した交通量調
査において、新庁舎完成後の周辺
道路の交通量は、現在より２割程
度の増加に留まると想定しており、
周辺道路の交通に支障は生じない
と考えている。

・新庁舎周辺の公共交通について、
現段階で路線バスの新庁舎への乗
入れは想定せず、最寄りのバス停
は既存の田谷本郷及び粋活街東口
を見込んでいる。

・本年８月に策定した第２次市総合
交通計画では、効率的な運行を図
るため、市街地部の移動を循環バ
スに集約化することとしており、
新庁舎を中心とした運行経路の拡
大も検討している。

【財産管理課、交通政策課】

10
気仙沼（条南）地区「地区の課題」



別紙資料１ 新庁舎配置計画（案） 11

敷地内通路を
避難路として利用
（幅員４ｍ程度）

至気仙沼高校



別紙資料２ 新庁舎へのアクセスルート（想定） 12

方面１

方面６
方面５

方面４

方面３

方面２

田谷本郷バス停

新庁舎出入口

新庁舎完成後の交通量は

現在の交通量の２割程度の
増加に留まると想定

粋活街東口
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懇談テーマ ２ 条南中学校の統合計画

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

・ＰＴＡや地域に
対する、丁寧な
説明が不足して
おり、現状では
合意形成が難し
い。

・これまでＰＴＡや自
治会役員、地域住民
を対象に説明会や懇
談会を開催している
が､ 生徒数の推移な
ど正確なデータに基
づいた説明が不足し
ている。また、他の
統合対象地区の進捗
状況などの説明が行
われていない。

・通学路や通学手段、
災害発生時の対応な
ど、現状が十分に把
握されておらず、納
得できる説明が行わ
れないため生徒たち
が安全・安心に通学
できるか地元では危
惧している。

・住民の意見と隔たり
があり､統合計画の見
直しが求められてい
る。

・充分に時間をかけた
保護者や地域住民へ
の丁寧な説明が必要
であり、統合計画の
見直しが必要である。

・統合を目指すのであ
れば、新しい中学校
が、将来の気仙沼市
を担う核となる人材
が育つような、新し
い教育システムを備
えた地域のモデルと
なるような計画を示
すべきで、住民の理
解が得られるよう十
分時間をかけて検討
すべきである。

・条南中学校と気仙沼中学校の統合に向けて、これまで条南
中学校区の保護者や地区役員の皆様への説明会や懇談を合
わせて１２回、気仙沼中学校区の説明会を３回実施し、児
童生徒数の推移をグラフなどで示しながら統合への理解を
得るべく進めている。

・市教委としては、現在進めている統合計画の実現に全力を
尽くし、その進捗状況を見極め、その後に新たな統合計画
を集中して検討していくことが適切であると考えている。

・条南中学校と気仙沼中学校が統合した新しい中学校は、
①「生徒自治」を発展させる学校、②ＩＣＴの活用を含め、
協働的な学びを充実する学校、③学習フィールドの広がり
による様々な体験や探究学習を通して「考える力」を育む
学校、④教員数増加を生かす、個に応じた指導が充実する
学校、⑤地域との新たなつながりをつくっていく学校を目
指し、学校統合により大きく生徒数が増えるモデル校と
して、他をリードする学校にしていきたい。

（次頁へ続く）

気仙沼（条南）地区「地区の課題」



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

・小規模校の複式学級
解消を目的とした従
来の統合の考え方に
固執し、比較的規模
の大きい中学校の統
合に対する学校運営
や教育の在り方など
の検討が行われてい
ない。また、これま
で統合を実施する中
で地域に与えた影響
など、整備計画に対
する評価・分析等を
踏まえた計画の見直
しに消極的である。

・中長期的な児童・生
徒数の推移を踏まえ
た総合的な計画の見
直しが急務であり、
中教審答申など新し
い教育システムの導
入を見据えた新たな
計画策定に早急に取
り組むべきである。

・気仙沼中学校では建設
から６０年以上が経過
した体育館や校舎が使
用されているが、建替
等の検討が十分に行わ
れていないため、統合
によって教育環境が改
善されることはなく、
安全安心な学びが保証
されるとは言いにくい。

・通学路についても、交
通量が多く、また急な
坂が多いことから冬季
を含め年間を通して危
険のない環境で通学で
きるか危惧されること
から道路改良等の対応
を行ったうえで統合を
議論すべきで、新たに
生じる通学距離、通学
時間、通学方法などの
負担を踏まえスクール
バスの運行や通学費の
助成措置等を検討し保
護者に説明していただ
きたい。

・気仙沼中学校の校舎等は、東校舎（昭和６０年建築）、
西校舎（昭和３６年建築・市特別支援教育共同実習所な
ど一部利用）、体育館（昭和３４年建築）となっている。

・体育館については、建築から６３年が経過しているが、
耐震基準を満たしており安全性は確保されている。なお、
建替え等の具体的な計画は、現在進めている統合第３段
階の見極めを急ぎ、次の新たな統合計画検討の進行に
合わせて策定したい。

・通学路については、毎年度市教委と学校、道路管理者や
警察などの関係機関と通学路の合同点検を実施し、安全
確保に努めている。

・本町橋方面から通学する児童生徒が通学路として使用し
ている市道川の上線については、維持補修により通学し
やすい環境整備に努める。気仙沼大橋方面から通学する
児童生徒が通学路として使用している市道幸町南ヶ丘線
については、歩道が整備されている。今後も生徒が安全
に通学できる環境を整備していく。

・通学方法については、徒歩・自転車通学を体力向上の面
からも推奨しているが、通学距離が伸びる生徒のため、
市内循環バスを活用する案を、条南地区懇談会等で説明
している。また、スクールバス運行については、小学校
４ｋｍ・中学校６ｋｍの基準や他校との平等性を考える
と難しいことも、併せて説明している。次回の地区懇談
会では、11月14日（月）に行った通学方法についての
PTA役員との意見交換会で出された、自転車通学の距離
要件や循環バスの乗車人数等の内容も含め、より具体的
な説明をしたい。通学費の助成措置等については、今後
の課題である。

【学校教育課、教育総務課、土木課、交通政策課】

14
気仙沼（条南）地区「地区の課題」
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◆保健福祉 ①民生委員・児童委員の協力員制度

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

・今年の１１月に
民生委員・児童
委員の任期を迎
えるが条南地区
では５名が辞任
すると聞いてい
る。自治会長が
民生委員・児童
委員の推薦を依
頼されているが、
どの自治会も人
選に苦慮し、欠
員が生じても補
充が難しい状況
にある。

・民生委員・児童
委員に関する法
律が出来た当時
と比べ、高齢者
は急増し、児童
虐待も頻発して
おり、関係機関
へ連絡するだけ
の仕事という説
明であるが、実
際に現場で当事
者と接する民生
委員・児童委員
の気苦労は計り
知れないものが
ある。

・民生委員・児童委員の負担
を軽減するため、他市では
民生児童委員の活動をボラ
ンティアでサポートする
「民生委員協力員」を置き、
地域での見守りの頻度をあ
げるとともに、後継者とな
る人材の発掘・育成につな
げている。民生委員・児童
委員に対する理解を浸透し、
引き受け手のハードルを下
げるためにも、すでに民生
委員・児童委員協力員制度
を実施している地方公共団
体を参考に、当市でも早急
に協力員制度の導入を実現
してほしい。

・本年１２月の一斉改選へ向け、委
員への負担の偏りを解消するため、
担当区域の世帯数や各地区の実情
を勘案し、民生委員児童委員協議
会及び自治会・振興会との協議を
経て、定員と担当区の見直しを
行ったところである。

・委員候補者等の選任に当たっては、
市でも自治会と一緒に働きかけや
説明等を行い、自治会の負担軽減
を図る。

・協力員制度の導入については、こ
れまで県内で導入事例はなかった
が、昨年１２月に仙台市が一部の
地域で試験的に実施しており、仙
台市や他県の事例を検証し、民生
委員児童委員協議会と協議する。

【社会福祉課】

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本郷古町線の防犯灯整備

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

・都市計画道路
「本郷・古町
線工事」が竣
工したが、事
前に要望した
新設防犯灯の
一部が着工さ
れていない。

・また、既設の
防犯灯４基に
ついても、工
事前は正常に
機能していた
ものが、工事
終了後全てが
故障している。

・市担当者と九条一区、四反田
区の自治会長の三者で工事関
連の打合せを数回実施し、地
元要望と防犯灯設置について
協議を行った。

・3月上旬に最終の現場立合い
を行い、既設防犯灯の状況を
確認するとともに、新設防犯
灯の早急着工を合意していた
が、既設防犯灯は全て故障の
状態で、新設防犯灯について
は、医師会館付近には設置さ
れたものの、他の箇所が全て
未着工になっている。

・工事着工前は、正常に機能し
ていた既設防犯灯4基が全て
故障している。

・工事着工前からの課題もあり、
地元の要望がその都度、後手
後手の反故にされており、地
域住民から公共工事や、行政
対応への信頼が低下している。

・防犯上の問題もあ
るので既存箇所の
修繕と新設箇所の
早急な整備をお願
いしたい。

・地域住民の公共工
事や、行政対応へ
の信頼回復を図る
ため迅速に対応し
ていただきたい。

・公共工事を行う際
には、地元住民と
の説明会での要望
や回答を遵守し、
現場に密着した効
果的な施工管理を
実施していただき
たい。

・市道交差部に道路照明灯を４基
新設しており、灯具が故障して
いた既設防犯灯は補修し移設済
み。

・また、11月14日に現地で両自治
会長に立ち会いをいただき、全
線開通後の現状にあわせた防犯
灯の要望箇所を再確認し、年度
内に設置する予定としている。

・説明会や打合せの際に要望が
あった照明設備について、段階
的な設置になり、ご心配をおか
けした。

【都市計画課】

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 ③市パークゴルフ場の使用料減免

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

・高齢者の福祉向
上と生涯スポー
ツの振興施策に
ついて

・市パークゴルフ
場の利用料金は、
県内のパークゴ
ルフ場と比較し
て高い。

・他の市町村では、
住民に対する料
金の減免措置が
適用されている
が、本市では、
後期高齢者や身
体障害者に対す
る補助施策の適
用がない。

・教育委員会生
涯教育課に要
望書を提出
（資料は送
付）した。

・今後、県内の
減免措置等の
状況を調査す
る。

・市内のパーク
ゴルフ愛好
者・サークル
とに協力して、
減免措置の実
現にむけて取
り組みを促進
する。

・市内の高齢者一般
会員（65歳以上）
のパークゴルフ場使
用料金を、高齢者補
助施策により、全て
500円とする。

・障害者手帳1級及び
2級を所持する一般
会員は、パークゴル
フ場の使用料金を全
て300円とする。付
き添い者1名につい
ても、減免により全
て300円とする。

・市パークゴルフ場は、会員の約８割の方が
65歳以上で、利用者の多くが高齢の方となっ
ている。

・また、市パークゴルフ場は、その運営財源の
多くを利用者のプレー料金で賄う利用料金制
の施設である。

・指定管理者においても、集客のための大会開
催や経費節減など健全経営のため努力してい
るが、まだ開業から２年で経営が安定してい
ないことから、当面は利用料金は現行のまま
とする。

・ただし、障害をお持ちの方の減免については、
市総合体育館において、障害をお持ちの方と
一定程度の障害をお持ちの方の介護者につい
て使用料を半額減免しており、市パークゴル
フ場においても同様の措置を検討する。

【生涯学習課】

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 ④インターネットによる情報提供と行政手続

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

・市はDX(デジタ
ルフォーメー
ション)を推進
し情報化社会に
対応した運営を
行おうとしてい
るが、一方で自
治会長には紙
ベースでの通知
等の郵送が多く、
関係団体の研修
会やイベント等
の案内を含め
ファイルに綴っ
ておくと１年で
相当の厚さにな
り処理に苦慮し
ている。

・市のホームペー
ジには様々な情
報が掲載されて
いるが、古い情
報が更新されな
いまま残ってい
るものや、必要
な情報が提供さ
れないなど住民
への情報提供が
適切に行われて
いるか疑問があ
る。

・市民に分かりや
すい丁寧な情報
発信を心がける
ととともに、各
担当者任せでな
く、庁内での情
報共有とチェッ
ク体制について
検討が必要。

・軽易なものは郵送
を避けメールマガ
ジンのようにイン
ターネットを介し
て情報提供するこ
とを検討してみて
はどうか。

・また、申請手続き
についても押印が
省略されているも
のが多くメールで
の提出が可能なも
のを整理し市民や
各自治会に周知す
ることも必要。

・自治会あての通知については、現時点において全ての自治会
がメール対応できる状況ではないため、今後、DXを進めるう
えでの検討課題としたい。

・市では現在、市民向けの情報発信ツールとして、公式LINEを
運用しており、11,000人を超える方が登録している。各種行
政情報にアクセスできるメニューのほか、イベント情報など
をプッシュ型でお知らせしている。今後も情報の充実やスマ
ホ教室での周知により、登録者の増加を図る。

・市のホームページにおいては、随時情報を更新しているほか、
定期的に全ページについて各担当課で内容の確認を行い、秘
書広報課でもその結果をチェックしているが、引き続きタイ
ムリーな情報の発信に努める。

・申請書等のメール提出は、「自署した書類の原本の提出」と
いう押印省略の主な要件を満たしていないため、現時点では
運用に至っていない。今後、マイナンバー等により電子上で
個人認証が可能となることなどを前提に、国・県の動向も確
認しながら、市民の利便性向上に寄与できるよう検討を進め
る。

・電子申請については「特に国民の利便性向上に資する手続」
とされた子育て関係・介護関係の手続を皮切りに、国の施策
として全自治体が足並みを揃えて進めていくことになってい
る。本市においても、将来的には行政手続のための市民の来
庁を不要とする市役所を目指しながら、デジタル化による利
便性の向上を市民が早期に享受できるよう、積極的な施策展
開を図っていく。

【地域づくり推進課、秘書広報課、行財政改革推進室、情報政策課】

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 ⑤コロナ禍における自治会行事

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

・９月３日から新型
コロナウイルス感染
者の全数把握が見直
され、市町村ごとの
感染者発表がなくな
り、発生届が提出さ
れた新規患者数のみ
が公表されるように
なったため、当市で
の感染状況が分から
なくなってしまい、
今後の自治会の行事
を実施すべきかどう
か決めかねている。

・行事を行う際の具
体的な指標を示して
ほしい。

・現状、コロナ禍においては、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た上で開催。
また、感染拡大の折には県の発表などを尊重
し、慎重な判断が必要。判断に迷う際には、
市へ相談願いたい。他地域での取り組み状
況については、以下に一部事例を紹介。

・なお、県では、11月16日から県内の新規患
者数に加え、各保健所（支所）管内に所在す
る医療機関からの報告数値を発表している。

【地域づくり推進課、健康増進課】

気仙沼（条南）地区の課題に対する市の考え方・方向性

●お茶会や交流サロン ●カラオケ

・密にならないよう実施 ・マスク着用を徹底し、少人数で曲毎にマイクを消毒

・飲み物は個々の水筒やペットボトルで対応 ・こまめに換気を実施

・お菓子は個々に配布するなど大皿での料理や漬物は出さない

・必要に応じてお弁当とするなどマスク会食を心がける ●マルシェやフリーマーケット

・会食、食事の際は「うつさない」「うつらない」行動を徹底！ ・屋外を基本としつつ、屋内（会館）で実施する場合

※長時間での開催・大声を避ける、会話の際のマスク着用 などは、入場制限をして密にならないように実施

≪事例として≫
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◆コミュニティ ⑥住民台帳の提供と閲覧手続きの改善

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

・自治会活動で一番
大変なのは、いかに
地区のコミュニティ
をどうするかが一番
の悩みである。

・コミュニティとは
防災・高齢・コロナ
等々、問題は山積み
だが、住民台帳がな
いため、高齢者の見
守りや、地区の敬老
会、敬老記念品配布
などで困っている。

・高齢者名簿を作
成するため自治
会が閲覧申請を
行う際の市の手
続きが煩雑なう
え、閲覧で提供
される名簿に氏
名や住所地番な
どの規則性がな
いため名簿の確
認に手間がかか
り効率的でない。

・自治会として住民
台帳は是が非でも必
要なので毎年が無理
でも3年に1回位は
住民台帳を提供して
もらいたい。

・住民台帳の提供が
できないのであれば
閲覧手続きの簡略化
と閲覧名簿の改善を
してほしい。

・住民台帳については、以下の箱書きの
とおり。

【総務課、地域づくり推進課】

・自治会からの閲覧は、「敬老会事業対
象者把握のため」という使用目的に対
して、住民基本台帳法等に基づき、応
じているもの。

・閲覧手続きについては、令和3年度に
記入が容易にできるように閲覧申出書
の見直しを行い、簡略化を図っている。

・閲覧名簿については、現在の「世帯番
号順」を各自治会の要望に合わせて、
「（九条や四反田などの）字名順」
「五十音順」「生年月日順」となるよ
う改めたい。 なお、閲覧の申請方法
については、今後「自治会ガイドブッ
ク」で紹介する。

【市民課】

気仙沼（条南）地区の課題に対する市の考え方・方向性

・市個人情報保護審査会において、自治会に住民台帳の提供はでき
ないと答申されている。

・住民台帳については、自治会代表者と市担当課職員で構成する
ワーキング会議を組織し、約２年の協議検討を重ねた結果、自治
会が必要に応じて世帯名簿を作成し、市は作成に係る周知や文書
のひな形の提供、個人情報の取扱いに係る助言や情報提供などの
支援を行うことを決定。（平成29年12月）

・世帯名簿作成時の注意点などを掲載した「自治会ガイドブック」
を作成し配付。（令和元年５月）
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◆防災 ⑦大川の治水対策について

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

・今年の7月の
豪雨により、
舘山浄水場
付近の大川
で護岸が崩
壊し、近隣
世帯が避難
する事態が
発生してい
る。

・同様の事故は、
他の河川でも
起こりうるこ
とで、住民が
不安に思って
いる。

・河川等を定期的に
調査点検し、事故
につながらないよ
う対策を講じてい
ただきたい。

・本年7月の大雨により、舘山浄水場付近の大川にお
いて崩壊した護岸ブロック延長約80ｍについては、
同月末に大型土のうによる応急工事を完了してい
る。復旧工事（護岸復旧・堆積土砂撤去）につい
ては、現在発注手続きを行っており、来年1月の着
手、同年9月完了を目指していると河川管理者であ
る県から伺っている。

・護岸ブロックが崩壊した原因を県に確認したとこ
ろ、当該箇所は水の流れが強くあたるため護岸が
設置されていたものの、大雨による増水で河床の
洗堀が進み、護岸背後の土砂が吸い出されたこと
により護岸が崩壊したとのこと。

・県は大川を含め市内16河川について、月2回の定
期パトロールを実施し、堤防の堤体や護岸等の点
検を行っており、引き続き維持管理に努めるとの
こと。また河川内の堆積土砂撤去や支障木伐採等
を行い、治水安全度の確保に努めるとのこと。

・本市としては、大川を含め本市の主要河川である
県管理河川について、堆積土砂撤去等の実施によ
り治水安全度の確保が図られるよう、引き続き県
に働きかけていく。

【土木課】

気仙沼（条南）地区の課題に対する市の考え方・方向性



－気仙沼地区市道等の災害復旧及び整備の状況（その1）－

◆市道の整備状況
整備路線数 8路線(10箇所) L=  1,931.5m(うち完了 5路線 L= 1,424.5m，工事予定 3路線 L= 507.0m）

◆都市計画道路の整備状況
整備路線数 13路線 L=10,281.0m(うち完了12路線 L=10,001.0m，工事中 1路線 L= 280.0m）

◆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災害復旧
復旧路線数 53路線 L=  9,476.6m(うち完了50路線 L=9,172.6m，工事中 3路線 L=304.0m(今年度完了))

◆道路整備計画（改良系・維持系事業）
整備路線数 3路線 L=1,473.0m

うち改良系事業 1路線 L= 136.0m
うち維持系事業 2路線 L=1,337.0m 

担当課：土木課，都市計画課，水産課，産業戦略課

◆市道の整備状況【位置図1参照】
№ 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)

１ 56 幸町南が丘線 改良・舗装 282.0 9.50 工事完了（282.0m） H30.9 R3.3

２ 57 神山川歩道橋 歩道橋新設
渡河部 61.6
階段部 67.2 3.0 工事完了（128.8m） R2.2 R4.2

３ 58 -1 九条本線 改良・舗装 600.0 9.25 工事完了（600.0m） 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 工事完了（207.0m） H31.2 R3.10

6 60 八日町河原田線外1路線 改良・舗装 330.0 5.0
設計中（155.0m）
工事予定（175.0m）

R4.12 R7.3

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

8 81 八日町河原田線 側溝修繕 300.0 -
工事完了（159.0m）
設計中（141.0m）

R2.6 R5.3

9 82 赤坂歩道橋 橋梁補修 36.0 2.4 発注手続中（36.0m） R4.12 R6.3

計 1,931.5
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－気仙沼地区市道等の災害復旧及び整備の状況（その2）－
◆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1参照】

№ 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)

1 61 魚市場朝日町線 改良・舗装 746.0 16.0 工事完了(746.0m) 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 工事完了（1,106.0ｍ） H25.3 R4.1

3 63 本町宮口下線 改良・舗装 1,919.0 15.0～18.0 工事完了（1,919.0ｍ） H25.3 R4.4

4 64 潮見町赤岩五駄鱈線 改良・舗装(橋梁含む) 1,570.0 20.0 工事完了（1,570.0ｍ） H27.7 R4.6

5 65 朝日町赤岩港線 改良・舗装(橋梁含む) 1,180.0 10.5～16.0 工事完了（1,180.0ｍ） H27.12 R4.3

6 66 南町魚市場線 改良・舗装 1,289.0 16.0
工事完了（1,009.0ｍ）
工事中（280.0ｍ）

H26.10 R4.12

7 67 河原田線 改良・舗装 60.0 15.0 工事完了（60.0m） R1.12 R4.3

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

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

10 70 魚町港町線 改良・舗装 334.0 15.0～16.0 工事完了（334.0m） 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（364.0m） H25.9 R4.6

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

13 73 本郷古町線 改良・舗装 725.0 16.0 工事完了（725.0ｍ） H28.12 R4.6

計 10,281
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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 74 臨港道路(魚市場) 改良・舗装 279.0 16.0 工事完了（279.0m） H26.10 H31.3

計 279.0

◆臨港道路の整備状況【位置図1参照】
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気仙沼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３参照

※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

6位 田中百目木線
現道拡幅・
側溝整備

136.0

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

5位 田谷上田中線 水路の蓋掛け 704.0

12位 本町舘山２号線 側溝の改修 633.0

改良系事業

順位 路線名（工区） 工種
計画延長
（ｍ）

事　業　計　画

維持系事業

順位 路線名（工区） 工種
計画延長
（ｍ）

事　業　計　画

水路蓋掛け詳細設計

側溝工事詳細設計

概略・予備設計 測量設計 用地取得・工事事業調整
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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 工事完了

63 本町宮口下線 1,919.0 工事完了

64 潮見町赤岩五駄鱈線 1,570.0 工事完了

65 朝日町赤岩港線 1,180.0 工事完了

66 南町魚市場線 1,289.0
工事完了(1,009.0m)
工事中(280.0m)

67 河原田線 60.0 工事完了

68 弁天町魚市場線 330.0 工事完了

69 南町線 76.0 工事完了

70 魚町港町線 334.0 工事完了

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 工事完了

◆臨港道路

74 臨港道路(魚市場) 279.0 工事完了

気仙沼地区 位置図 1 市道等の整備状況

◆市道整備路線
番号 路線名 延長(m) 状況
56 幸町南が丘線 282.0 工事完了

57 神山川歩道橋 128.8 工事完了

58 -1 九条本線 600.0 工事完了

58 -2 九条本線(交差点部) - 工事完了

59 常楽10号線 207.0 工事完了

60
八日町河原田線
外1路線

330.0
設計中(155.0m)

工事予定(175.0m）

80 本郷16号線 47.7 工事完了

81 八日町河原田線 300.0
工事完了(159.0m）
設計中(141.0m）

82 赤坂歩道橋 36.0 発注手続中(36.0m)

60
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気仙沼地区

◆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 工事完了
② 港町3号線 15.6 工事完了

③ 港町4号線 56.4 工事完了

④ 港町5号線 61.3 工事完了
⑤ 港町6号線 59.8 工事完了
⑥ 港町7号線 57.4 工事完了

⑦ 港町8号線 12.0 工事完了

⑧ 港町9号線 87.2 工事完了
⑨ 魚市場前５号線 91.4 工事完了
⑩ 弁天町線 189.0 工事完了

⑪ 魚市場前弁天町線 453.9 工事完了

⑫ 幸町弁天町２号線 349.6 工事完了

⑬ 弁天町１号線 251.4 工事完了
⑭ 弁天町２号線 74.7 工事完了
⑮ 弁天町３号線 130.8 工事完了

⑯ 弁天町４号線 96.6 工事完了
⑰ 弁天町７号線 189.6 工事完了

⑱ 弁天町８号線 52.2 工事完了
⑲ 潮見町内の脇線 49.6 工事完了
⑳ 魚市場田中前線 315.9 工事完了

㉑ 川口町五駄鱈線 130.0 工事中（130.0m）

㉒ 本町川口町線 558.1
工事完了(458.1m）
工事中（100.0m）

㉓ 南町港町線 480.1 工事完了
㉔ 弁天町川口町線 439.9 工事完了
㉕ 潮見町朝日町線 370.3 工事完了

㉖ 潮見町６号線 44.1 工事完了
㉗ 幸町仲町1号線 54.1 工事完了

㉘ 幸町弁天町1号線 273.9 工事完了
㉙ 仲町弁天町線 272.0 工事完了
㉚ 川口町潮見町線 98.8 工事完了
㉛ 川口町１号線 87.0 工事完了

㉜ 川口町２号線 92.5 工事完了

㉝ 川口町4号線 491.6 工事完了

㉞ 川口町５号線 128.3 工事完了

㉟ 川口町６号線 95.3 工事完了

㊱ 川口町７号線 320.5 工事完了
㊲ 川口町８号線 68.9 工事完了

㊳ 川口町９号線 46.6 工事完了

㊴ 川口町１１号線 326.0 工事完了

㊵ 川口町１３号線 380.3 工事完了

位置図 2 市道の災害復旧状況

市道災害復旧路線(工事中)
市道災害復旧路線(完了)

凡例

番号 路線名 延長(m) 状況

㊶ 川口町１４号線 661.6 
工事完了(587.6m）
工事中(74.0m）

㊷ 魚市場前１号線 57.7 工事完了

㊸ 魚市場前２号線 64.2 工事完了

㊹ 魚市場前３号線 15.6 工事完了

㊺ 南ケ丘笹が陣線 35.4 工事完了

㊻ 本郷南郷２号線 119.3 工事完了

㊼ 南郷４号線 51.7 工事完了

㊽ 南郷５号線 77.9 工事完了

㊾ 南郷１０号線 261.3 工事完了

㊿ 南郷１１号線 169.6 工事完了

51 南郷１３号線 131.8 工事完了

52 南郷１４号線 176.5 工事完了

53 南郷１５号線 69.4 工事完了

気仙沼終末処理場
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N 位置図３ 気仙沼地区における道路整備計画（改良系・維持系事業）

維持系１2位 本町舘山２号線

改良系6位 田中百目木線

維持系5位 田谷上田中線

凡例

維持系事業

改良系事業

気仙沼高等学校

条南中学校

気仙沼市立病院

九条小学校

新城小学校

気仙沼市役所

気仙沼保健所
気仙沼
中央交番
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