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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

新
月
地
区

人口（人） 5,504 5,563 5,500 ▲ 4 ▲ 63

【増減率】 【▲0.1%】 【▲1.1%】

〔高齢化率〕 〔29.1%〕 〔36.2%〕 〔36.8%〕

世帯数 2,008 2,439 2,467 459 28

【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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新月地区の課題
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）森林管理について P9

2）道路の除草作業と支障木の処理 P11

3）少子高齢化とコロナ禍における地域
活動と集落体制づくり P12
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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空き家の実態共有と管理の周知 P16
②川の汚染について P17

◆コミュニティ

③自治会館の補修改装 P18

◆教育

④学力向上と学校統合の将来展望 P19

◆インフラ

⑤市営野球場の標識板設置 Ｐ21

◆産業

⑥休耕廃農地の集約整備と計画 P22

◆防災

⑦旧落合小学校への防災設備 P25

〇新月地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P26

8



9

懇談テーマ １ 森林管理について

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

・新月地区は震災、
津波対応も重要
だが、異常気象
による豪雨災害
が心配される。

・今日の災害は、
山崩れによる木
材の流失による
ものが多く見受
けられる。新月
地域の各流域は
心配ないのか。

・山林の手入れ状況や、
手入れされていない
放置林の実態などを
点検し、災害に備え
る必要があるのでは
ないか。

・新月地区でもこのよ
うな状況にあること
の認識が大事ではな
いか。

・国や県、市等が所有する森林については、間伐等による森
林整備を行っている。

・私有林については、所有者が管理することが原則であるが、
経営管理されず放置されている森林が多いことを踏まえ、
森林経営管理制度（次頁を参照）を活用し、手入れの行き
届いていない森林を、所有者に代わり市が整備を進めるた
め調査を実施している。

・今年度は、月立北部地区（細尾地区）9.56haにおいて、
所有者に代わり森林整備に係る計画を策定、順次作業道の
整備や間伐等を実施。今後、他地区においても同様に森林
整備を進めていく。

・山林を含めた災害への備えについては、近年増加する土砂
災害（がけ崩れ・土石流・地滑り）から生命を守るため、
県は土砂災害の恐れのある区域について、土砂災害警戒区
域等の指定を行い、危険の周知・警戒避難体制の整備・住
宅等の新規立地の抑制などのソフト対策を推進している。

・市内には、急傾斜地によるがけ崩れ・谷地形による土石流
の恐れがある土砂災害危険箇所等が492箇所あり、そのう
ち現在437箇所が土砂災害警戒区域等に指定されており、
今年度内にすべての指定を目指していると県から伺ってい
る。

・本市では、危険箇所の周知や避難体制の確保を図るため、
指定済みの土砂災害警戒区域等を含めた洪水・土砂災害ハ
ザードマップを新たに作成しており、早期に全世帯に配布
することとしている。

【農林課、危機管理課、土木課】

新月地区「地区の課題」



森林経営管理制度について 10

担当課 農林課 連絡先 ５４４

森林は所有者の財産であるだ
けでなく、様々な働きを通じて
地域の暮らしを支える公共財で
す。適切な経営や管理を行うこ
とで、地域の期待にも応えられ
る健全で豊かな森林をつくるこ
とが求められます。
このため、この制度では、森

林所有者は森林の適切な経営や
管理を行いこととしています。
森林の適切な経営や管理とは、

森林の状態に応じて「植える」
「育てる」「伐る」といった作
業を適切に行うことです。

市は、地区ごとの森林所有者
に所有する森林を、今後どのよ
うに経営や管理をしてきたいか、
意向調査を行います。
所有者が自ら経営や管理を行

う場合は引き続き、国の支援制
度などにより支援を行います。
森林の経営や管理が難しい場

合であって、市が必要かつ適正
と認める場合は、市が森林所有
者とともに経営や管理の計画を
定め、計画を実施するため必要
な権利をお預かりします。
（委託していただきます。）

林業に適した森林は市から林
業経営者に経営を委託します。
森林を預かる（再委託を受け
る）林業経営者は、森林組合や
素材生産業者、自伐林家などの
林業業者です。「植える→育て
る→伐って使う→植える」と
いった循環的な林業を行える、
そして、高い生産者と収益性を
実現できる方を県が広く募集し
て、一定の基準を満たす方を公
表し、市がその中から選定しま
す。

自然条件が悪く林業に適切さ
ない森林は、市自らが適切な間
伐や作業道整備などの森林の手
入れを進め、自然に近い森林に
誘導します。
また、市が預かって林業経営

者に管理を委託するまでの間の
森林も同様に、市が管理して、
手入れを行います。
なお、共有林で共有者の一部

がわからない場合などについて
も市にご相談ください。

市町村が経営や管理の計画を定めた場合
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懇談テーマ ２ 道路の除草作業と支障木の処理

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

・高齢化が進み、
市道、県道共
有地等の周辺
の除草作業、
支障木の処理
が困難な状況
にある。

・行政から支援を得
ながら環境整備を
進めているところ
であるが、住民と
行政の間で支援の
あり方について、
認識の違いがある
ように感じる。

・行政で出来る除草
の範囲（道路法面
等）、期間、回数
など基本的考え方。

・樹木の伐採の考え
方。

・道路法面等を地域
でシルバー人材セ
ンター等に委託す
る場合の補助金等
予算化について検
討をお願いしたい。

・市道の草刈りについては、直営や業務委託に
より、主に幹線道路や通学路の歩道や路肩及
び、法面は通行車両や歩行者の支障となる範
囲を、年1回6月から8月に行っている。
また、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。

・道路脇の支障木については、市道敷内は市に
おいて枝払いや枯れ木の伐採等を行っており、
規模の大きい場合は、別途伐採業務を発注し
対応している。また、個人所有地から張り出
た樹木の枝等については、その都度、所有者
と相談しながら対応している。

・各地域での草刈り作業については、高齢化等
により同様の課題を抱えており、現在、交通
量の多い道路の路肩、法尻への防草シート設
置についての検討を行っている。また、草刈
り作業における他市の取り組み事例や国・県
が進める道路ボランティア制度等について研
究し、今後ご提案いただいた内容を含め検討
を進めていく。

【土木課】

新月地区「地区の課題」
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懇談テーマ ３ 少子高齢化とコロナ禍における地域活動と集落
体制づくり

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

・少子高齢化とコロナ禍により
地域内の活動が停滞している。

・高齢者、壮年層、青年層、
PTA等の交流が難しい地域が
多くなっていると思う。

・コロナ禍を見越した行
動を行うための準備を
していきたいと思う。

・他地域での取り組み状
況

・市職員の地域活動への
参加の呼びかけの必要
性などについて情報が
ほしい。

（１）他地域での活動状況や市職員の地域活動参加

・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。なお、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。

・新月地区においては、上記対策等を講じ、新月公民
館まつりが3年ぶりに開催されたことから、今後の
活動の参考になるものと思われる。なお、他地域
での取り組み状況については、左に一部事例を紹
介。

・市民との協働によるまちづくりを推進するうえで、
自治会やPTA活動等の地域活動は、その根底を支
える重要な活動であることから、率先して地元の
行事等に積極的に、主体的に参加するよう、全職
員に対し定期的に通知している。

・また、地域における活動のうち、防災に関する会
議等でワークショップの進行役や、まとめ役等ス
タッフとして参加する場合には、公務扱いとする
ことを認めるなど、積極的な参加を促している。

【地域づくり推進課、健康増進課、人事課】

（次頁へ続く）

新月地区「地区の課題」

≪事例として≫
〇お茶会や交流サロン
・密にならないよう実施
・飲み物は個々の水筒やペットボトルで対応
・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
・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

〇カラオケ
・マスク着用を徹底し、少人数で曲毎にマイクを消毒
・こまめに換気を実施

〇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



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

・落合地区では、宮城県
農山漁村なりわい課、
市農林課の主体で交流
する場を設けようと
「落合かわらばん」の
作成に取り組むことに
なっている。

・本事業は令和４年度
で終了予定と聞いて
いるが、令和５年度
以降についても予算
確保、事務局業務、
人的支援をいただき
たい。

（２）集落体制づくりに対する支援について

・宮城県農山漁村なりわい課（以下「県担当」）は、生産
活動の継続や伝統文化の継承、集落行事の開催などが困
難な地域において、地域住民が話し合いを通じて主体的
に地域活動ができる体制を支援することで、農山漁村地
域の持続可能な地域づくりを目的とした「農山漁村集落
体制づくり支援業務」を実施してきたが、この事業主体
は地域であり、市は活動開始当初の各自治会との調整や
会議の会場確保等を担っている。

・落合地区においては、令和元年度の打合せを経て、令和
２年度には地区内の全住民を対象とした懇談会を開催し、
他地域の取り組み事例を共有したものの、令和３年度は
コロナ禍によりほとんど活動できず、事業最終年である
令和４年度に本格的に活動を再開した。

・県担当からは、令和４年度末までの期間で、主体的な地
域活動を行っていくための方向性を決定する必要がある
と聞いている。予算確保、事務局業務、人的支援につい
ては、市としても県担当に対し要請していく。

・今後についても市は「酒米サポーターズクラブ」の事務
局としての立場で落合地区の地域活動に関わっていきた
い。

【農林課】

13
新月地区「地区の課題」



集落体制づくり支援 14

担当課：農林課 連絡先：内線541



集落体制づくり支援 15

担当課：農林課 連絡先：内線541
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◆生活環境 ①空き家の実態共有と管理の周知

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

・空き家が増加し
ている。周辺の
環境整備につい
て努力している
が困難である。

・地域住民と空家の
実態を共有するべき
ではないか。

・未相続が多いと認
識しているが市では
納税義務者と常に連
絡し、環境整備の啓
蒙をしてほしい。

・空き家の所有者や納税義務者等の管理者に
関する情報は、個人情報保護条例により提
供できないが、今後空き家の現状について
の再調査も必要なことから地域と実態の共
有を図りながら把握に努めたい。

・管理不全な空き家については、市が所有者
や納税義務者等を調査のうえ、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。

・納税義務者への周知は、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。

【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（R4限度額60万円）を補助す
る事業を実施している。

【生活環境課】

新月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川の汚染について

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

・茗荷沢川が時々、
泡や白く濁って
流れている時が
ある。

・震災後上流に水
産加工場が出来
て以来起きてい
る現象（今年２
月に調査）。

・以来、川には
生物がいなく
なった。

・このまま泡、白濁
状況であっても安全
か。

・加工会社の見解、
市当局の見解を伺い
たい。

・本年１月に地域の方から相談があり、気仙
沼保健所及び市が加工業者、排水設備業者
の立ち合いの下、現地確認・調査を実施。

・気仙沼保健所及び市から加工業者に対して
側溝及び河川の適正な管理について文書で
通知・指導した。

・指導を受け、加工業者が側溝の清掃と排水
処理施設の改善を実施した結果、水質検査
結果に異常は見られなかった。

・加工業者からは、「地域の方々と良好な関
係を持ちたいので、定期的に排水状況の確
認と側溝等の清掃を実施する」との説明を
受けている。

・今後も随時、現地を確認し、必要に応じて
加工業者に対し指導等を行う。

・なお、10月13日、10月17日に現地確認した
際は、泡や水の白濁は見られなかった。

・また、事業場付近の側溝及び側溝と茗荷沢川
の合流地点での水質検査結果では、排水基
準を満たしている（左表のとおり）。

【生活環境課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性

採水場所

項目

事業場
付近側溝

側溝と
茗荷沢川
合流地点

水質汚濁防止法による
排水基準（許容限度）

アンモニア
性窒素

0.5mg/l 0.2mg/l
100mg/l

（アンモニア性窒素，亜硝酸性
窒素及び硝酸性窒素の合計量）硝酸性窒素 1.15mg/l 0.23mg/l

【水質検査結果】
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◆コミュニティ ③自治会館の補修改装

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

・上廿一自治会館
は、築数十年経
過している。快
適に利用できる
ように整備を進
めたい。

・トイレ衛生面
から浄化槽に
したい。空調
も整備したい。

・トイレの浄化槽設置、
改装に対する補助を希
望する。

・自治会館の建て替えを
市が関与しているとの
情報も聞いている。

・トイレの浄化槽設置、改装など自治会館
等を修繕する場合、事業費10万円以上を
対象に300万円を限度として事業費の3分
の１以内を補助しているので、相談願いた
い。

・自治会館の建て替えについては、建築工
事費のほか建築設計費等に、補助対象経費
の10分の８以内を補助する制度として、
平成27年度に改正。自治会等の大幅な負
担の軽減措置を実施している。なお、自治
会館等の整備に係る補助については、左の
とおり。

参考：建築事業費 ３千万円で建築した
場合の各負担額

◇市補助金額 2千4百万円

◇自治会負担 6百万円

【地域づくり推進課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性

地域集会施設等整備事業
補助金の交付対象団体（以下を満たす地域住民組織）
①自主防災組織を結成していること（新築に限る）
②認可地縁団体であること（新築に限る）
③地域住民組織の機能の充実を図る事業活動等を実施すること

補助金の補助対象
①用地造成（集会施設を新築する場合）
②集会施設 ③付帯施設（倉庫など）④コミュニティ広場
⑤備品（集会施設を有していない組織が集会施設を新築する場合）
⑥集会施設借上



19

◆教育 ④学力向上と学校統合の将来展望

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

・学力向上のた
め、１クラス
３０人以下の
学級編成と、
きめ細かな指
導をお願いし
たい。

・未来を担う子供
たちのことを考
え行ってほしい。

（1）学力向上について

・全国学力・学習状況調査の結果は、宮城県が全国
を下回っており、本市は宮城県とほぼ同等。現状
を重く受け止め、教員の指導力向上を図っていく
とともに、１人１台配布しているタブレットを効
果的に活用していく。

・同時に行った学習習慣や生活に関する調査からは、
人の役に立ちたい、地域や社会をよくしたいとい
う思いや意欲を持っている児童生徒が多いことが
分かった。これまで市が力を入れてきた探究的な
学習の成果であり、今後も推進していきたい。

・一方で、家庭学習の仕方や⾧時間のゲーム利用が
課題であり、家庭と連携しながら改善に努めたい。

・１クラスを30名以下にして、きめ細やかな指導を
行うことは学力向上の有効な手立ての一つであり、
教科によってクラスを分割して授業を行う等の工
夫をしている。本市では少子化により１クラス平
均24.6人となっている。今後も、多様な意見に触
れ、コミュニケーションをとりながら学び合って
いくことが重要と考える。

（次頁へ続く）

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性



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

・学校統合の将来
展望がない。こ
のままでは、次
世代は大都市に
居住地を変更す
るのを避けられ
ない。気仙沼市
の衰退につなが
る。

・将来展望を明らか
にしてほしい。

（2）学校統合について

・主体的、対話的で深い学びによる教育への転
換を進めている。個の考えを多くの仲間と学
び合い、教え合うことを通して、新しい考え
が生まれていく経験を、子どもたちに多く積
ませたい。そのために、ある程度の集団で学
び合える環境が必要であることから、早期の
の学校統合が必要だと考えている。

・本市における児童・生徒数の推移見通しから、
今後は、市全体に目を向けた新たな学校統合
の方針が必要だと考えている。

・教育委員会としては、今学校に通っている子
どもたちの学習環境を整えることが大切であ
ると考えており、新計画へ移行する時期は定
めていない。できる限り学校統合を進め、状
況を見極めながら進めたい。

【学校教育課】

20新月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 ⑤市営野球場の標識板設置

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

・市営野球場への
標識板が無い。

・市営野球場の
場所がわかり
づらく、他県
ナンバーのド
ライバーから
場所を尋ねら
れることがあ
る。

・一関市から東進す
る場合と気仙沼市街
地から西進する場合
の両方に案内看板を
設置してほしい。

・市営野球場は、大会等でも利用もいただいて
おり、市外・県外からも多くの方が利用され
ていることから、案内表示は必要と考える。

・案内表示は、国道２８４号沿いの上り・下り
両方で確認できる位置が望ましく、利用者が
見やすい位置について、道路管理者である宮
城県と協議しながら、まず簡易的な看板の設
置を進める。

【生涯学習課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆産業 ⑥休耕廃農地の集約整備と計画

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

・農業者の高齢化、
後継者不足で農
地の休耕廃地が
急速に広がって
きている。

・農地の集約整備
が進んでいない
ため、耕作の担
い手が受けにく
い状況である。

・休耕廃農地の
集約整備を進
めたい。

・集約整備≒圃場整備
の制度、仕組みを説
明して欲しい。

・新月地区における
農業の将来の展望、
計画のようなものは
あるのか。ないのな
ら作って欲しい。

・圃場整備事業（主な要件：受益面積10ha以上、
担い手への集積率50%以上など）により、農
地の区画を整理し、ほ場の大区画化や汎用化が
図られ、農道や用排水路を整備することが可能
となる。

・実施には、担い手への農地集積・集約化が見込
まれることや、受益面積等の要件があり、換地
による清算金や事業により農家の負担金が発生
する。

・また、将来にわたり営農や農地・農業施設の維
持管理を地元で行うため、地元での地域構想や
合意形成（基本的に100％同意）が必要となる。

・本年５月に改正された｢農業経営基盤強化促進
法｣により令和５～６年度のスケジュールで｢地
域農業の将来の在り方｣と｢農地ごとに将来の受
け手をイメージ化した目標地図｣を合わせた｢地
域計画｣を地区毎に策定し、令和７年３月に公
表する予定としている。

・来年度に地域農業の将来のあり方を検討する話
し合いの場を設ける予定であり、地区代表者等
の関係者の皆様に協力をお願いしたい。

【農林課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性



ほ場整備事業 23

担当課：農林課 連絡先：内線329

あなたの集落で、困っていることはありませんか？

～皆さんで、考えてみましょう！～

問題を解決する方法は・・・？

～将来ビジョンを考えましょう～

問題を解決の一手法として・・・

～ほ場整備事業の導入～

ほ場整備事業を導入するには・・・

「合意形成」と「営農計画の策定」が必要です



地域計画の策定

高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地の拡大が懸念される中、農用地の効率的かつ総合的な利
用を図るため、市は、地域における農業の将来の在り方等について協議の場を設け、協議の結果を踏まえ、令和７
年３月末までに目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を策定します。

令和７年４月～

協議の場の設置・協議
（地域での話し合い）

協
議
の
場
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
・公
表

協議の場の結果を踏まえ、
目標地図を含む地域計画の
案を作成

地
域
計
画
の
案
の
説
明
会
の
実
施
・

関
係
者
へ
の
意
見
聴
取

地
域
計
画
の
案
の
公
告
（縦
覧
）

地
域
計
画
の
策
定
・公
表

地
域
計
画
の
実
現
す
る
た
め
実
行
・

随
時
更
新
（年
一
回
以
上
進
捗
管
理
）

目標地図は、農業委員会が素案を

作成し、農業を担う者ごとに利用す

る農用地等を定めて地図に表示し

たものです

※目標地図のイメージ

【現状】 【目標地図】

農業者・農業委員・JA等の関係

者による協議の場を設置し、下

記について話し合います

①農業の将来の在り方

②農業上の利用が行われる農

用地の区域

③その他農用地の効率的かつ

総合的な利用を図るために

必要な事項

令和５年４月～令和７年３月

地域計画の策定 24
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◆防災 ⑦旧落合小学校への防災設備

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

・旧落合小学校は
災害時の一時避
難場所となって
いるが、緊急時
に使える通信設
備と電源確保の
手段が無い

・防災設備が整
備されれば、
地区内で防災
拠点として定
期的な訓練実
施の場として
活用したい

・防災設備の整備を
お願いしたい

・旧落合小学校体育館には無線設備（防災行政
無線移動系）を設置しており、市危機管理課
のほか同無線を設置している公共施設間等で
の通信が可能である。

・電源については災害用防災倉庫にソーラー蓄
電設備を設置しているほか、校舎内に発電機
2台（ガソリン・ガス）を災害対策用として
配備している。

・訓練等の実施を検討する場合は危機管理課に
連絡いただきたい。

・なお、大規模災害等により旧落合小学校を避
難所として開設する場合は、配置した市職員
が市災害対策本部との情報共有を行い、地域
と連携して対応する。

【危機管理課】

新月地区の課題に対する市の考え方・方向性

無線設備（防災行政無線移動系） 災害用防災倉庫

無線設備（防災行政無線移動系）の設置状況
市全体 117か所
うち新月地区 8か所
月立保育所、新月保育所、新城小、月立小、
旧落合小、新月中、新月公民館、すこやか



◆市道の整備状況
整備路線数 12路線 L=2,828.4ｍ(うち完了延⾧ L=1,625.4ｍ）

(13箇所) (うち工事中延⾧ L=   370.1ｍ）
(うち工事予定延⾧ L=   832.9m)
※①復興事業，②～⑬通常事業

◆道路整備計画（改良系・維持系事業）
整備路線数 6路線 L=3,071.0m

うち改良系事業 3路線 L=1,136.0m
うち維持系事業 3路線 L=1,935.0m

－新月地区における市道の整備状況－ 26

◆市道の整備状況（位置図１・２参照）

担当部署：土木課

№ 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 ⾧根線・所沢１号線 改良・舗装 562.0 5.0 工事完了(562.0m) H30.1 R1.9

② 八瀬川線(切通地区) 改良・舗装 100.0 7.0 工事完了(100.0m) H29.12 R2.3

③ 大川橋（表新城線） 橋梁補修 45.4 6.0 工事完了(45.4m） R3.7 R4.3

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

⑤ 瘻槻５号線 改良・舗装 260.0 9.5 用地・補償 調整中

⑥ 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

⑦ 新城大橋(田谷古町線） 橋梁補修 63.0 12.0
歩道補修(工事発注準備中)
橋梁補修(測量設計中)

R5.1
R5.6

R5.3
R5.12

⑧ 百目木和野線 舗装 297.0 3.0~3.5 工事完了(297.0m) H31.3 R2.7

⑨ 磯沢線 舗装 363.0 2.2~3.8 工事完了(363.0m) R2.8 R4.5

⑩ 松川１号線 舗装 202.0 5.0~7.0 工事完了(202.0m) R2.11 R3.3

⑪ 八瀬川線（塚沢地区） 落石防止 56.0 ― 工事完了(56.0m) R2.7 R3.3

⑫ 松川中線 交差点改良 267.0 6.0～6.5 測量設計中 調整中

⑬ 立沢橋 橋梁架替 20.0 R5測量設計予定 調整中

計 2,828.4



新月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

10位
八瀬川線
（芳ノ口工区）

改築
(水路整備，道
路の嵩上げ)

417.0

13位 川原崎線 現道拡幅 502.0

19位 茗荷沢１号線 現道拡幅 217.0

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

2位
日向２号線
ほか１路線

舗装新設・
側溝整備 1,765.0

10位 所沢茗荷沢線 舗装新設 93.0

16位 日向1号線 舗装新設 77.0

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

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・

側溝整備工事

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

概略・予備設計
事業調整・測量設計

・用地取得・工事

測量設計・

用地取得・工事
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位置図１ 新月地区における市道の整備状況

番号 路線名 延⾧（ｍ）

① ⾧根線・所沢1号線 562.0

② 八瀬川線(切通地区） 100.0

③ 大川橋（表新城線） 45.4

④ 瘻槻4号線 188.0

⑤ 瘻槻5号線 260.0

⑥ ⾧柴高前田線 405.0

⑦ 新城大橋(田谷古町線) 63.0

⑧ 百目木和野線 297.0

⑨ 磯沢線 363.0

⑩ 松川１号線 202.0

⑫ 松川中線 267.0

⑬ 立沢橋 20.0

凡　　例
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位置図２ 新月地区における市道の整備状況

番号 路線名 延⾧（ｍ）

⑪ 八瀬川線(塚沢地区） 56.0

凡　　例
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位置図３ 新月地区における道路整備計画（改良系・維持系事業）

維持系16位 日向１号線

維持系2位 日向２号線ほか１路線

維持系10位 所沢茗荷沢線

改良系13位 川原崎線

改良系19位 茗荷沢１号線

凡例

改良系事業

維持系事業

新月中学校

新城小学校

気仙沼市営
野球場

二級河川大川

改良系10位 八瀬川線

月立小学校

(芳ノ口工区)
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