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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

面
瀬
地
区

人口（人） 6,240 6,032 5,967 ▲ 273 ▲ 65

【増減率】 【▲4.4%】 【▲1.1%】

〔高齢化率〕 〔24.4%〕 〔34.0%〕 〔34.6%〕

世帯数 2,179 2,466 2,497 318 31

【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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面瀬地区の課題
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）交通弱者等の買物・通院 P9

2) コロナ禍での地域活動 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「ひだまりの丘」土手の草刈り P16

◆コミュニティ

②自治会館へのネット環境整備 P17

◆防災

③福祉避難所について P18
④一時避難所の定義と食糧備蓄 P19
⑤防災行政無線の難聴対策 P20

〇面瀬地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P22
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懇談テーマ １ 「交通弱者等の買物・通院」

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

・交通弱者等
（高齢者及び
免許返納者）
の買い物・通
院

・デマンド交通
等の早期実現

・タクシー券等
の発行

・面瀬地区へのデマンド交通導入については、民間企業を主体
とした実証運行に向け関係団体等と調整を図ったが、企業側
が目指す期限までに調整がつかず実施に至らなかった。

・本年８月に策定した第２次市総合交通計画では、人口減少や
高齢化社会にも対応した持続可能な公共交通の構築に向け、
路線バス方式に拘らない新たな交通形態として、予約制乗合
タクシー(デマンド交通)の導入等を進めることとしている。

・面瀬地区では、現在、市が委託する路線バス（松岩線・三陸
線）を運行しているが、恒常的な赤字路線となっており、経
費削減を図りつつ、交通弱者の移動手段と利便を確保できる
よう、日中の時間帯の予約制乗合タクシー化等を交通事業者
と検討している。

・まずは、導入効果などを検証するための実証運行に向け、地
域の皆様のご意見も伺いながら取組を推進したい。

・タクシー券の発行については、地域の移動手段の確保が予約
制乗合タクシーを導入するより安価にできる場合などに効果
的と考える。交通計画を実行に移す中で地域の実情も踏まえ
て検討する。

【交通政策課】

面瀬地区「地区の課題」

【面瀬地区で運行している路線バス】

・松岩線（南気仙沼駅～面瀬～金取）

1日４往復(土日祝2.5往復)

・三陸線（河原田～友愛団地入口～津谷営業所）

３.５往復(土日祝運休)



＜路線別利用状況（年度比較）＞

10公共交通(路線バス等)の状況（第2次市総合交通計画より）

（１）路線バスの利用状況

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

令和３年度

令和元年度

平成29年度

路線バス(自主) 路線バス(委託) 乗合タクシー

187,526

243,285

282,334

＜路線バス利用者の推移・市全体＞

市内路線バスは、市街地部から各方面に放射状
に運行しており、ワゴン車で運行する乗合タクシー

を含め15路線29系統運行している。

㈱ミヤコーバスが自主運行している 御崎線及び

大沢線以外の13路線24系統は、市が交通事業者

に運行を委託しており、運行経費は全て市の負担と

なっている。また、その他のバス会社自主運行路線

についても市が補助を行っている。

令和３年度のバス利用者数は約18万8千人で、平

成29年度の約28万2千人の66.4％と大きく減少して

いる。要因は、少子化による児童・生徒数の減少、

自家用車の普及、教育施設・公共施設等の移転・

統廃合などが考えられる。

各路線の利用状況は、右表のとおり。

平成29年11月に運行を開始した市内中央循環線

及び平成31年４月に市中心部まで路線を延伸した

大島線を除き、平成29年度と比較して全ての路線

で３割以上の減少となっている。

面瀬地区を通る松岩線と三陸線は、平成29年度

と比較すると4割以上減少している状況にある。

種類 No. 路線名 平成29年度 令和元年度 令和３年度

御崎線 62,357 44,591 33,794
(平成29年度比) - 71.5% 54.2%
大沢線 21,230 11,199 5,269
(平成29年度比) - 52.8% 24.8%
市内中央循環線 13,719 36,914 24,281
(令和元年度比) - - 65.8%
鹿折金山線 40,308 27,351 23,518
(平成29年度比) - 67.9% 58.3%
新月線 11,661 7,608 6,319
(平成29年度比) - 65.2% 54.2%
松岩線 52,575 33,753 29,073
(平成29年度比) - 64.2% 55.3%
九条線 7,842 2,591 2,741
(平成29年度比) - 33.0% 35.0%
三陸線 14,512 9,957 8,679
(平成29年度比) - 68.6% 59.8%
大島線 25,625 49,021 39,028
(令和元年度比) - - 79.6%
本吉内陸線 8,398 5,437 5,108
(平成29年度比) - 64.7% 60.8%
本吉川内線 4,431 2,548 1,743
(平成29年度比) - 57.5% 39.3%
上廿一線 5,263 2,794 1,936
(平成29年度比) - 53.1% 36.8%
金成沢線 2,467 1,695 1,057
(平成29年度比) - 68.7% 42.8%
羽田線 7,431 3,154 2,383
(平成29年度比) - 42.4% 32.1%
本吉三陸線 4,515 4,672 2,597
(平成29年度比) - 103.5% 57.5%

路線バス
（自主）

路線バス
（委託）

乗合
タクシー

1
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（単位：人）



11公共交通(路線バス等)の状況（第2次市総合交通計画より）

（２）路線バス運行経費の状況

路線バスの利用者数減少に伴い、収支
も悪化しており，令和２年度の市負担額
は約１億7600万円で、平成21年度の約
6100万円と比較し、2.8倍となっている。
路線バスの運行経費は、令和２年度が
２億800万円で、平成21年度の１億4300万
円の1.4倍となっている。これは循環バス
の運行開始や大島線の市街地部への路
線延長などが要因と考えられる。
一方で運賃収入は令和２年度が28,190
千円で平成21年度の65,157千円と比較し
約4割まで減少している。

■バス運行経費の内訳（事業年度における平成 21年度、平成 27年度と令和２年度の比較） 

 
※事業年度： 10月から翌年９月までのことをいう。（バスの運行委託に係る契約の期間に合わせている。） 

市補助金 13,099 千円 9.5％ 

委託料(市負担分) 

26,942 千円 

19.5％ 

委託料(県補助) 3,575 千円 2.6％ 

市補助金 7,800 千円 3.7％ 

委託料(市負担分) 

167,881 千円 

80.7％ 

委託料(国補助) 

60,000 千円 

43.4％ 

委託料(県補助) 4,138 千円 

2.0％ 

総額 208,009千円 

うち市負担 

175,681千円 84.5％ 

市負担額 

委託料(市負担分) 

58,947 千円 

29.2％ 

総額 138,372千円 

うち市負担 

40,041千円 28.9％ 

運賃収入 

28,190 千円 

13.6％ 

運賃収入 

34,756 千円 

25.1％ 

運賃収入 

65,157 千円 

45.7％ 

委託料(県補助) 8,800 千円 6.2％ 

委託料(国補助) 8,000 千円 5.6％ 
市補助金 1,691 千円 1.2％ 

総額 142,595千円 

うち市負担 

60,639千円 42.5％ 

（千円） 

＜公共交通の課題と今後の方向性＞

・路線バスの収支状況は，人口減少や自家用車の利用拡大によるバス利用減少に伴い、年々厳しさ
を増しており、交通事業者と行政の努力だけではその維持・継続が困難な状況になりつつある。
・このような現状から、人口減少や少子高齢化など、変化するまちの姿に対応した「持続可能な交通
体系」の構築が求められており、この実現には地元企業等を含めた市民の積極的な参加が必要に
なっている。
・地域交通の果たす役割と直面する現状を市全体で共有しながら、地域交通は移動不便者だけでな
く地域全体の課題であるとの認識のもと、既設路線の利便性向上や、これまでの定時定路線にこだ
わらない、地域の実情に合った交通体系の導入に向けた取り組みを推進する必要がある。
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懇談テーマ ２ 「コロナ禍での地域活動」

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

・コロナにより地域活
動を実施しにくい状
況である。

・高齢者・一人暮
らしの方々の交
流活動の実施判
断が難しい状況
にある。

・市からガイドラ
インを示してほ
しい。他の活動
についても同様
である。

・主に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、規模（参加者数や会場の大き
さ）、内容（飲食や接触度合い）などに
応じて判断。
左に一部事例を紹介。

・判断に際しては、「ＢＡ.５対策強化宣
言」の終了に伴い宮城県より公表された、
「10月１日以降の対策等について」の
「県民への要請内容【県内全域】」を参
考にしていただきたい。

・また、地域づくり推進課で作成、配布し
ている「自治会ガイドブック」に、コロ
ナ禍での自治会活動について紹介してお
り、参考にしていただきたい。

【地域づくり推進課】

面瀬地区「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



10月1日以降の対策等について 13

出典：宮城県



県民への要請内容【県内全域】 14

出典：宮城県



気仙沼市 自治会ガイドブック（抜粋） 15
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◆生活環境 ①「ひだまりの丘」の土手の草刈り

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

・「ひだまりの丘」
の土手の土止め用
アングルが土の流
失でむき出し状況
になっている。
自治会による草刈
りでも危険である。

・草刈り時に支
障のあるアン
グルは撤去し、
注意しながら
作業している。

・早急に確認し対
応してほしい。

・土止め用アングルについては、撤去して差
し支えない状況であったため、すべて撤去
している。
今後とも、草刈りの際には、気を付けて作
業願いたい。

【高齢介護課】

面瀬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 ②自治会館へのネット環境整備

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

・自治会館にネッ
ト環境を整備し
教育と迅速な情
報収集を可能に
してほしい。

・補助金の新設をし
てほしい。

・自治会のコミュニティ活動を支援するため、
生活環境整備補助金を設けているが、本案件
についても適用対象となり得るので、活用を
検討していただきたい。

（１住民組織あたり64,000円と世帯数に300
円を乗じた額）

【地域づくり推進課】

面瀬地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆防災 ③福祉避難所について

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

・寝たきりや精神
障害者の方々の
避難先を明確に
してほしい。

・とりあえず、
一時避難所
（自治会館）
へ避難するが、
その後の施設
を指定してほ
しい。

・明確に指定してほ
しい。

・寝たきりや精神障害等の要配慮者については、
現状では、まずは学校や公民館等の指定避難所
に避難し、その避難所で過ごすことが困難な場
合、福祉避難所を開設し、家族等と一緒に移動
することとしている。

・本市では、すこやか、やすらぎ、燦さん館、い
こいの４か所を福祉避難所として指定しており、
必要に応じ開設する。

・その他に、民間の介護施設など28施設と災害
時における福祉避難所の設置・運営に関する協
定を締結しており、状況に応じて、市から各施
設へ可能な範囲での対応を要請することとなる。

・令和３年５月の災害対策基本法等の改正により、
福祉避難所への直接避難ができるとされたが、
受入対象の特定や受入施設の選定、受入体制の
確保が課題となっており、当面、これまでの方
法で開設することとしている。

・福祉避難所の見直しでは、体制の整備と併せ、
対象者の基準を定め、避難先の特定に取り組ん
でいく。

【高齢介護課、社会福祉課、危機管理課】

面瀬地区の課題に対する市の考え方・方向性



19

◆防災 ④一時避難所の定義と食糧備蓄

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

・自治会館が一次避難所と
なっているが、指定避難
所移動までの間、食糧等
の備蓄を検討してほしい。

・一次避難所の定義を明確
にしてほしい。災害発生
時の避難先は一時避難所
なのか、指定避難所なの
か。

・一晩程度の備蓄の
目安がほしい。

・防災訓練時と有事
の場合の明確な定
義が無いと混乱す
る。

・避難所については公共施設等を「指定避難所」とし
ているが、自主防災組織等が地域の助け合いにより、
自治会館等を「一時避難所」として設定している地
域もある。

・避難時の飲料水やビスケットなどの非常食、持病の
薬等は、避難する方がご自身の分を持って避難する
のが自助の基本的な考え方である。自治会で設定し
ている一時避難所の備蓄については、共助として自
主防災組織等においてお願いしたい。

・備蓄の目安については、災害の種別や規模、浸水区
域等の災害リスクがある世帯数等により、一律に示
すことができないことから、個別にご相談いただき
たい。なお、市の自主防災組織活動助成制度を活用
し、避難所運営に必要な備蓄が可能である。

・避難先については、訓練時と災害発生時が同一場所
であることが望ましいことから、地震・津波・大雨
等の想定される災害の種別など実情に応じたルール
作りを面瀬地区と相談してまいりたい。

【危機管理課】

面瀬地区の課題に対する市の考え方・方向性

＜令和４年度自主防災組織活動助成制度の概要＞
・対象団体

自主防災組織又はその組織を結成予定の団体
・補助対象経費

①防災用資機材整備助成金 (限度額１０万円)
②組織運営等助成金 (限度額３万円)

※①については令和２年度～３年度に助成を受け
た団体は利用できません。
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◆防災 ⑤防災行政無線の難聴対策

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

・防災無線が聞こ
えづらい

・放送方法の工夫

・発信機を増設する

・防災行政無線を放送する際、話す速さや放送
文を簡潔にするなど、より聞き取りやすくな
るよう工夫しながら、的確な情報伝達を図っ
ていく。

・市では防災情報の提供を様々な手法で行って
おり、多くの市民に取り入れてもらえるよう
周知に努める。
（次頁参照）

・災害情報等を住民等に確実に伝達できるよう、
現在、スマートフォン等で防災行政無線を聞
くことができるアプリ導入の検討を進めてい
ることから、屋外拡声子局の増設は考えてい
ない。

【危機管理課】

面瀬地区の課題に対する市の考え方・方向性



気仙沼市公式 LINE

気仙沼市危機管理課 ツイッター

気仙沼市危機管理課 フェイスブック

その他にも 「Yahoo！防災速報」「JC-Smart」などのアプリがあります。

防災対策について －備えて安心防災情報の取得方法－

担当課 危機管理課 連絡先 ２２－３４０２

防災行政無線 テレフォンサービス ０１２０－２６９－１１９

防災行政無線で放送された内容を聞くことができます。

※IP電話等をご利用の方は0226-28-9119

被災者支援メール（携帯電話・スマートフォン）
携帯電話・スマホに、市が発信する防災情報が「電子メール」で届きます。
【登録方法】ご自身の携帯電話から次の手順で登録を。

①05999@nopamail.jpに空メール（本文不要）を送信
②返信メールから登録ページにアクセスし規約を確認のうえ「同意」

K-NET（ケーブルテレビ）
テレビで防災行政無線放送を聞くことができます。

ラヂオ気仙沼（FM 77.5メガヘルツ）
防災行政無線放送で、緊急性の高い情報は割り込み放送が入ります。

気仙沼市防災ポータルサイト

インターネット（パソコン・スマートフォン）でアクセスでき、

以下の項目等を確認できます。
・気象情報（警報、注意報ほか）・避難所の開設状況
・災害ハザード（津波、洪水、土砂災害等）
＜自宅や職場の安全点検、危険箇所確認にご活用下さい。＞

(ＬＩＮＥ用) (ツイッター用)（ＦＢ用）
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市では「災害情報」「避難情報」などを多様な手段で提供しています。インターネットやスマート
フォンを利用することで気象情報や河川・土砂災害情報など、更に詳しい情報を入手できます。

防災ポータル
サイト用

※地図に重ねて表示、印刷もできます。



－面瀬地区市道等の災害復旧及び整備の状況－

◆漁集事業による集落道整備

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 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

2 ② 田中赤貝線 改良・舗装 760.0 9.75 用地・補償 調整中

3 ③ 面瀬川線（面瀬橋下流） 改良・舗装 158.0 9.25 用地・補償 調整中

4 ④ 萱原ノ沢線 改良・舗装 700.0 9.5 一部工事完了（280.0m） R1.7 R6.3

5 ⑤ 港岩井崎線 改良・舗装 660.0 5.0 用地・補償 調整中

6 ⑥ 千岩田９号線 舗装 207.0
2.7～

3.4
工事完了（207.0m） R2.8 R3.3

計 3,855.0

◆市道の整備状況
整備路線数 ６路線 L=3,855.0m(うち完了延⾧ L=1,577.0ｍ）

(うち一部完了延⾧L= 280.0ｍ）
(うち工事予定延⾧L=1,998.0ｍ）

※①復興事業，②～⑥通常事業
◆漁集事業による集落道整備

整備路線数 3路線 L=1,262.0m(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 11路線 L=3,759.5m
うち 完了 7路線 L=2,365.0m(一部完了L=180.6m)
うち工事中 4路線 L=1,394.5m(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 7路線 L=3,158.0m

うち改良系事業 3路線 L=1,874.0m
うち維持系事業 4路線 L=1,284.0m

◆市道の整備状況（位置図1,2参照）
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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 ⑦ 川原1号集落道 改良・舗装 339.0 5.0 工事完了（339.0m） H29.7 R2.12

２ ⑧ 川原2号集落道 改良・舗装 431.0 5.0 工事完了（431.0m） H29.12 R2.1

3 ⑨ 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

計 1,262.0

◆漁集事業における集落道整備（位置図2参照）
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面瀬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

5位 宝ヶ沢寺沢線 現道拡幅 862.0

16位 宝ヶ沢１号線 現道拡幅 610.0

20位 宝ヶ沢4号線 現道拡幅 402.0

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

1位 面瀬川線
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
設置

424.0

3位 宝ヶ沢７号線 舗装新設 204.0

6位 千岩田12号線 舗装新設 304.0

20位 外ヶ沢立石線 舗装新設 352.0

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

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

設置工事

舗装工事

舗装工事

詳細設計

詳細設計

詳細設計 舗装工事

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

概略・予備設計
事業調整・測量設計

・用地取得・工事
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路線名 延⾧(m)

①
面瀬川線

（県道～防集団地）
1,370.0

② 田中赤貝線 760.0

③
面瀬川線

（面瀬橋下流）
158.0

④ 萱原ノ沢線 700.0

⑥ 千岩田９号線 207.0
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路線名 延⾧(m)

⑤ 港岩井崎線 660.0

⑦ 川原1号集落道（漁集） 339.0

⑧ 川原2号集落道（漁集） 431.0

⑨ 川原3号集落道（漁集） 492.0

面瀬小学校

国
道
４
５
号

岩月駅
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面 瀬 地 区
位置図3(面瀬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）
市道災害復旧路線(完了)

凡例

◆市道災害復旧路線

路線名 延長(m) 状況

① 尾崎1号線 404.0 完了

② 尾崎2号線 124.0 完了

③ 尾崎6号線 114.0 完了

④ 尾崎8号線 120.0 完了

⑤ 中瀬高谷線 175.0 工事中

⑥ 中瀬高谷2号線 180.0 工事中

⑦-1 港岩井崎線 683.0 完了

⑦-2 港岩井崎線 947.0 工事中

⑧ 千岩田1号線 196.8 完了

⑨ 台ノ沢長平線
180.6 一部完了

92.5 工事中

⑩ 星谷4号線 82.6 完了

⑪ 中瀬4号線 460.0 完了

岩月駅

気仙沼中央I.C

松崎尾崎防災公園
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N 位置図４ 面瀬地区における道路整備計画（改良系・維持系事業）

維持系20位 外ヶ沢立石線

維持系１位 面瀬川線

維持系3位 宝ヶ沢7号線

維持系6位 千岩田12号線

改良系16位 宝ヶ沢1号線

改良系5位 宝ヶ沢寺沢線

改良系20位 宝ヶ沢4号線
面瀬小学校

面 瀬
中学校

気仙沼中央Ⅰ.Ｃ

松岩中学校

松岩小学校

凡例

改良系事業

維持系事業

松崎尾崎防災公園

市営牧沢住宅

面瀬地区
防災集団移転団地

市営岩月住宅
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