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人口減少・少子高齢化の進行

人 口 2012(H24)年 69,405人→ 2021(R3)年 60,401人→ 2022(R4)年 59,239人 各年9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 31.1% → 2021(R3)年 39.1% → 2022(R4)年 39.8% 各年9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

9月末
（A）

2021

令和3年

9月末
（B）

2022

令和4年

9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） 69,405 60,401 59,239 ▲10,166 ▲ 1,162

【増減率】 【▲14.6%】 【▲1.9%】

〔高齢化率〕 〔31.1%〕 〔39.1%〕 〔39.8%〕

男（人） 33,525 29,272 28,605 ▲ 4,920 ▲ 667

女（人） 35,880 31,129 30,634 ▲ 5,246 ▲ 495

世帯数 25,624 26,274 26,269 645 ▲ 5

松
岩
地
区

人口（人） 8,451 8,250 8,079 ▲ 372 ▲ 171

【増減率】 【▲4.4%】 【▲2.1%】

〔高齢化率〕 〔29.3%〕 〔37.6%〕 〔38.3%〕

世帯数 3,142 3,624 3,610 468 ▲ 14

【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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松岩地区の課題
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）行政事務に関する市から自治会への業務委託

の検証と今後の対応 P8
2）道路の法面管理 P10

3）金取行政区４世帯への早期上水道整備 P12

7

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。

◆コミュニティ
補助金拡充による自治会支出の軽減 P13

〇松岩地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P14
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懇談テーマ １ 行政事務に関する市から自治会への業務委託の検証と今後の対応

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

・行政事務に関する市から
自治会への業務委託につ
いては事業開始から２年
余（令和２年４月～）が
経過したが当地区におい
ては未だに業務を受託し
ている自治会と受託しな
い自治会が存在する状況
が続いている。

・改めて、松岩地区におい
て自治会毎に業務を受託
するしないの対応の違い
が存在する現状への市と
しての認識を深め、業務
委託実施後の経過・課題
について検証し、今後の
対応についての考え方を
示してほしい。

・今後懸念されるとし
た課題

①受託後の会計決算に
係る事務処理と税務
関係対応への不安

②ボランティア主体の
自治会活動への「委
託料」としての作業
手当の内容と金額の
妥当性・他への影響

③担当者不足、今後の
人材確保・育成の難
しさ

・業務委託実施後の経
過・課題について検
証し、今後の対応に
ついての考え方を示
してほしい。

※制度見直しの経過と行政事務に関する業務委託
契約の概要についてP9を参照。

・契約更新のタイミングで市から全自治会に対し
業務委託への協力依頼と意向確認をするととも
に、未契約の自治会に対し「業務を受託するの
に懸念している課題」の聞き取り調査を実施し
ている。

・市は懸念している課題に対し丁寧に説明を行い
受託しやすくなるよう努めている。

【課題への対応】

①業務完了後に各自治会から収支報告を提出して
もらい、委託料を非課税とする手続きを行って
いる。

②各委員に支払う手当の配分は自治会で決定でき
ること、業務委託管理費（P9,2,(2),⑤参照）
は自治会の事務費及び会議費等に充当可能であ
ること等、委託費の使途の柔軟性についても説
明を行っている。

③まちづくり人材育成事業としてアクティブコ
ミュニティ塾などを開催しており、まちづくり
への参加意識の醸成のため参加を促している。

・以上の内容を丁寧に説明し、意向確認書等をと
りまとめ、残された課題については自治会長連
絡協議会と相談する等、引き続きその解決に努
める。

【総務課、生活環境課、健康増進課】

松岩地区「地区の課題」



（２）業務委託料算出根拠（年額）

①広報配布統括員業務 基本分 56,200円 世帯加算分 250円×世帯数
※

②広報配布員業務 500円×世帯数
※

③衛生組合長業務 基本分 21,780円 世帯加算分 20円×世帯数
※

④保健推進員業務 基本分 19,240円 世帯加算分 20円×世帯数
※

⑤業務委託管理費 （①+②）×1/10

※12月1日号広報の実配布部数を世帯数に換算する。

（１）業務内容

①広報配布業務 ◎市が発行する広報等の配布に関すること（月１回）

②衛生組合長業務 ◎環境衛生行政の推進に関すること

・全市一斉清掃への協力 ・地域の環境美化活動の推進 ・ごみ出しルールの徹底

・地域のごみ集積所の管理 ・地域のごみの散乱防止 ・不法投棄の防止

・資源回収等リサイクルの推進 ・情報提供依頼等への協力 ・環境衛生意識の向上及び
推進

③保健推進員業務 ◎住民の健康づくりに必要な活動の推進に関すること

・市が行う各種検診及び健康教育、健康相談に対する協力

・食生活改善の推進に対する協力

※委託契約に至らない場合は広報配布業務は郵送による配布、衛生組合長業務は自治会長への相談及び直営による対応処理、
保健推進員業務は郵送による検診表等配布を行っている。

２ 行政事務に関する業務委託契約の概要

１ 制度見直しの経過
令和2年4月1日に施行された地方公務員法の改正に伴い、特別職非常勤職員（行政委員・衛生組合長・保健推進員）の任用

が厳格化され行政委員・衛生組合長・保健推進員を特別職非常勤職員として委嘱することが不可となったため、各地区の自治
会長及び行政委員等の関係者を対象に説明会を開催し、概ね理解を得たうえで、令和2年度から自治会への業務委託（参照：
２行政事務に関する業務委託の概要）を実施している。
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懇談テーマ ２ 道路の法面管理

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

・国道45号の「花のみ
ち45」は、市や自治
会で草刈りや植栽を
行っているが、道路
法面は草刈りがされ
ておらず、草が繁茂
している。

・「花のみち45」の
植栽など、花壇の管
理を各自治会で行っ
ている。

・法面下の市道に隣接
する箇所の草刈りを
行っている。

・花のみち45を含め、道路
の法面管理の所在を明ら
かにしていただき、法面
除草への対応を協議いた
だきたい。

・地域と協働で歩道等の草
刈りや清掃を行う仕組み
はないか。

・国道45号は、花のみち45を含む両側の道路法
面下までが国の所有管理地となっている。
【次頁 図1参照】

・国道45号の草刈りは、国が委託により年１回
歩道や路肩及び、道路法面を路肩から約２ｍ
の範囲で行っており、道路パトロール等によ
り通行に著しく支障があると判断された場合
には、その都度対応していると伺っている。
【次頁 図1参照】

・花のみち45は、市が緑地の管理を国から受託
しており、花壇は、国とボランティア・サ
ポート・プログラム(次頁 図2参照)「気仙沼
バイパス花のみち45」の協定を結び、各地区
の自治会に管理いただいている。
【次頁 図1参照】

・国道45号は本市の幹線道路であり、また三陸
道の開通により、気仙沼中央インターへのア
クセス道路となっており、道路環境の美化が
今後さらに必要と考えていることから、法面
及び歩道については回数を含めて草刈りの強
化を国に働きかけていく。

・地域で美化清掃活動等を計画する場合には、
現在締結している本プログラムにおける対象
区域の拡大等について、自治会等地元の皆様
と一緒に国と相談していきたい。

【土木課、都市計画課】

10
松岩地区「地区の課題」

位置図



【ボランティア・サポート・プログラム】
地域や企業のみなさんに道路の美化清掃などに参加して

いただき、みなさんと共に快適な道づくりを進める制度

【図2】

【図1】国道45号横断図 11
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懇談テーマ３ 金取行政区４世帯への早期上水道整備

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

・金取自治会、松岩地
区自治会長連絡協議
会として、平成30年
にも要望書を提出し
ている「金取行政区
４世帯への上水道整
備」について、様々
な課題を克服し、一
日も早く住民が健康
で文化的な生活がで
きるよう、また、市
民として等しく上水
道の恩恵が享受でき
るよう早期の整備を
お願いする。

・早期の上水道整備 ・令和３年度末における給水区域内の

配水管未整備による未給水地区は、

金取地区を含め５地区２７戸ある。

・未給水地区は、既存水道施設から離

れていることに加え、標高も高く住

居が点在しており、それぞれに配管

するためには多額の費用が必要であ

る。

・本管から個人宅迄の配管費用につい

ては、個人負担が発生する。

・今後、未給水世帯の意見を確認しな

がら、未給水地区解消に向け検討を

進めるが、上水道の整備だけでなく、

簡易浄水器等の設置補助についても

併せて検討していく。

【工務課、管理課】

松岩地区「地区の課題」
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◆コミュニティ 補助金拡充による自治会支出の軽減

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

・自治会関係機関・
組織（防犯協会・
衛生組合・消防後
援会など）に対す
る市からの補助金
等を増額し、自治
会（住民）からの
会費・協力金等の
拠出金減額策を検
討いただきたい。

・各種団体への負担金
が多く、自治会の財
政を圧迫している。
市から各種団体への
補助金を増額し、自
治会の負担を減らし
てほしい。

・左記の各種団体は、それぞれの分野において重要な役
割・目的をもって設立され、各自治会が構成団体の一つ
として加わり、役員としての参画や負担金の支出等を
伴って、運営されている団体である。

・市の調査において、自治会が役員としての参画や負担金
支出を行っている団体は、単位防犯協会など概ね８団体
あるが、自治会がそれらの団体に関わり、目的を果たす
ことは住民自治の観点から重要であると考える。このこ
とから、市は今後も各種団体の自主的・自立的な運営を
尊重したうえで、自治会と共に団体への支援や連携を継
続する。

・各種団体への負担金により会計が圧迫されているとの声
が自治会側にあることについては、受納している団体側
に市からも伝えるが、自治会自身が各種団体の構成員で
ある点を踏まえ、会員の立場から総会などの場において、
負担の軽減も含めた持続可能な会の在り方について御議
論いただきたい。

・なお、自治会の負担分を市が上乗せ補助することについ
ては、財政的に困難であるので御理解願いたい。

【地域づくり推進課、危機管理課、生活環境課】

松岩地区の課題に対する市の考え方・方向性



◆市道の整備状況
整備路線数 16路線 L=12,020.8m(うち完了延長 L=10,835.8ｍ）

(うち工事中延長 L=    553.0ｍ）
（うち工事予定延長 L=    632.0m)
※①～⑨復興事業，⑩～⑯通常事業

◆漁集事業による集落道整備
整備路線数 1路線 L=161.0m (完了)

◆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 16路線 L=5,886.0m

うち 完了 13路線 L=5,113.0m(一部完了L=2,450.0m)
うち工事中 1 3路線 L= 773.0m(今年度完了予定）

◆道路整備計画（改良系・維持系事業）
整備路線数 5路線 L=3,192.0m

うち改良系事業 2路線 L=1,955.0m
うち維持系事業 3路線 L=1,237.0m

－松岩地区市道等の災害復旧及び整備の状況－ 14

◆市道の整備状況(位置図１，２，３参照)

◆漁集事業による集落道整備

担当部署：土木課，都市計画課，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 朝日町赤岩港線 改良・舗装 1,180.0 10.5～16.0 工事完了(1,180.0m) H27.12 R4.3

２ ② 潮見町赤岩五駄鱈線 改良・舗装 1,570.0 20.0 工事完了(1,570.0m) H27.7 R4.6

３ ③ 五駄鱈北沢線 改良・舗装 851.0 5.6～7.5 工事完了(851.0m） H30.1 R3.12

４ ④
松崎前浜地区
防集道路

改良・舗装
①173.4

②400.0

①6.0

②6.5～8.0
工事完了(①173.4m)

(②400.0m)

①H25.9

②H25.9

①H29.3

②H29.3

５ ⑤
面瀬川線
（県道～防集団地）

改良・舗装 1,370.0 9.5 工事完了(1,370.0m) H30.9 R4.3

６ ⑥
面瀬川線
（県道交差点改良）

交差点改良 320.0 11.5 工事完了(320.0m) R1.12 R3.9



№
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)

７ ⑦ 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 R3.12

8 ⑧ 田中赤貝線 現道内拡幅 1,290.0 7.0～9.0 工事完了(1,290.0m) H28.8 H29.9

9 ⑨ 五駄鱈北沢線 改良・舗装 112.0 5.6 工事完了(112.0m) R3.11 R4.9

10 ⑩ 石甲１・２号線 現道内拡幅 166.2 4.0～5.3 工事完了(166.2m) H29.11 H29.12

11 ⑪ 瘻槻４号線 改良・舗装 188.0 5.0 工事中(188.0m） R2.7 R4.12

12 ⑫ 瘻槻５号線 改良・舗装 260.0 9.5 用地・補償 調整中

13 ⑬ 長柴高前田線 改良・舗装 405.0 9.5
用地・補償

工事中(182.1m)
R4.1 R6.3

14 ⑭ 大滝長柴線 改良・舗装 305.0 7.0
用地・補償

工事中(182.9m)
R4.２ R6.3

15 ⑮ 羽田川上線 改良・舗装 3,274.4 6.5 工事完了(3,274.4m) H30.3 R4.5

16 ⑯ 松岩歩道橋 橋梁修繕 27.0 2.4 測量設計中 調整中

計 12,020.8

－松岩地区市道等の災害復旧及び整備の状況－ 15

◆漁集事業による集落道整備(位置図４参照)

№
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 ⑰ 前浜集落道 新設 161.0 4.0 工事完了( 161.0m) H29.4 R3.3

計 161.0



松岩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５参照

※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

2位
片浜石甲線
ほか2路線

現道拡幅，
歩道整備

1,480.0

18位 柳沢牧沢線 現道拡幅 475.0

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

11位
牧沢２号線
ほか１路線

舗装新設 841.0

15位 中瀬松崎五駄鱈線
舗装新設・
側溝入替

126.0

18位
石兜2号線
ほか１路線

舗装新設 270.0

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

詳細設計

舗装工事

舗装工事

側溝工事

舗装工事

詳細設計

詳細設計

概略・

予備設計
測量設計 用地取得・工事事業調整

概略・予備設計
事業調整・測量設計

・用地取得・工事

16



路線名 延長（ｍ）

① 朝日町赤岩港線 1,180.0

② 潮見町赤岩五駄鱈線 1,570.0

③ 五駄鱈北沢線 851.0

④ 松崎前浜地区防集道路
①173.4

②400.0

⑤
面瀬川線

（県道～防集団地）
1,370.0

⑥
面瀬川線

（県道交差点改良）
320.0

⑦ 神山川歩道橋 128.8

⑧ 田中赤貝線 1,290.0

⑨ 五駄鱈北沢線 112.0

⑩ 石甲１・２号線 166.2

⑯ 松岩歩道橋 27.0

凡　　例

　　　　　道路整備完了箇所

　　　　　道路整備予定箇所

凡　　例

条南中学校

位置図１ 松岩地区における市道の整備状況
17



18

　　　　　道路整備予定箇所

　　　　　道路整備工事中箇所

凡　　例

路線名 延長（ｍ）

⑪ 瘻槻４号線 188.0

⑫ 瘻槻５号線 260.0

⑬ 長柴高前田線 405.0

⑭ 大滝長柴線 305.0

凡　　例

位置図２ 松岩地区における市道の整備状況
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19

路線名 延長（ｍ）

⑮ 羽田川上線 3,274.4

凡　　例

　　　　　道路整備完了箇所

凡　　例

位置図３ 松岩地区における市道の整備状況
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20

松 岩 地 区

◆市道災害復旧路線

路線名 延長(m) 状況

① 港岩井崎線 2,810.0 一部完了(2,346.0m)
工事中(464.0m)

② 港1号線 219.0
一部完了(104.0m)
工事中(115.0m）

③ 港2号線 105.0 完了

④ 港4号線 182.0 完了

⑤ 前浜7号線 79.1 完了

⑥ 片浜浦田2号線 113.1 完了

⑦ 片浜3号線 86.9 完了

⑧ 片浜4号線 51.3 完了

⑨ 片浜5号線 465.2 完了

⑩ 片浜6号線 119.1 完了

⑪ 片浜7号線 142.4 完了

⑫ 片浜9号線 55.2 完了

⑬ 片浜12号線 280.0 完了

⑭ 片浜13号線 523.7 完了

⑮ 中瀬高谷線 194.0 工事中

⑯ 中瀬4号線 460.0 完了

◆漁集事業による集落道整備

No. 路線名 延長(m) 状況

⑰ 前浜集落道 161.0 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

位置図4 松岩地区における市道災害復旧路線
及び集落道

No.
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位置図５ 松岩地区における道路整備計画（改良系・維持系事業）N

凡例

改良系事業

維持系事業

松岩中学校

松岩小学校

面瀬中学校

面瀬小学校

条南中学校

気仙沼市立病院

気仙沼中央I.C

気仙沼港I.C

維持系11位 牧沢2号線ほか１路線

改良系2位 片浜石甲線ほか2路線

改良系18位 柳沢牧沢線

維持系15位

中瀬松崎五駄鱈線

維持系18位 石兜2号線ほか1路線

市営牧沢住宅

松崎尾崎防災公園
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