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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

大
島
地
区

人口（人） 3,003 2,300 2,264 ▲ 739 ▲ 36
【増減率】 【▲24.6%】 【▲1.6%】

〔高齢化率〕 〔39.0%〕 〔52.6%〕 〔53.6%〕

世帯数 1,094 1,021 1,026 ▲ 68 5

【参考資料】人口及び世帯数の変化 5

担当課 震災復興・企画課 連絡先 313

5



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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大島地区の課題
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）市道の草刈りについて P9

2）大島公民館について P10

3）希望が持てる大島の未来について P11
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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。

◆産業
①遊歩道の整備 P12
②コンビニエンスストア等の誘致 P13

◆防災
③防災行政無線の放送 P14

〇大島地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P15
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9

懇談テーマ １ 市道の草刈りについて
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

・行政区毎に除草作業を
実施しているが、高齢
化が進み、一人の負担
が増えた。

・市の委託業者の作業が、
除草作業後に行うこと
が多い。

・道路（歩道）から1ｍ
しか作業しないので、
法面の草が伸び放題で
ある。

・道路に覆いかぶさった
枝や倒れそうな道路脇
の古木が危険。

・6月、8月の年2回、
行政区毎に除草作
業を実施している。

・市の委託業者によ
る草刈りを、地域
が行う前に行って
もらいたい（地域
の負担が減る）。

・道路法面全体の草
刈りを行ってもら
いたい。

・道路脇の倒れそう
な木を事前に伐採
できないか。

・市道の草刈りについては、主に観光地周辺
や主要道路を年1回、6月から8月に行って
いるが、実施時期については、草の繁茂状
況を見ながら地元の皆様と調整していく。

・法面の草刈りは、通行車両や歩行者の支障
となる範囲を行っているが、草の繁茂状況
や周辺への影響を確認しながら判断してい
く。特に大きな支障となっている場所につ
いては、ご連絡いただきたい。

・道路脇の支障木については、市道敷内は道
路維持管理業者が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。

・山林などの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。

・今後も道路パトロール等による支障木等危
険箇所の早期確認や伐採等を行い、市道の
安全確保に努める。

【土木課】

大島地区「地区の課題」
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懇談テーマ ２ 大島公民館について
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

・公民館の移設について、
大島地区の９団体が、
中学校跡地に「新設」
として要望している。
現在まで、数回説明会
を開催しているが、校
舎の再利用だけで、新
設の提案がまだない。

・今後どのような話
し合いが持たれる
計画なのか、決定
までの方向性を示
して欲しい。

・本年２月７日に大島地区振興協議会ほか９団体から「大島
公民館の新築に関する要望書」が提出された際に、公民館
の新築には財源の確保が課題だが、現在、地域人口に見合
う公民館のない面瀬地区の整備に取りかかる予定である。
大島公民館については、新築する場合は相当の時間を要す
ることから、旧大島中学校の利活用も含め、地元と協議し、
その方向性を早期に出したい旨をお伝えしたところである。

・このことを踏まえ、旧大島中学校校舎の１階を公民館とし、
２階、３階について地元での活用や企業誘致なども視野に
入れ、本年７月１９日、９月２１日に、大島地区振興協議
会等の皆様と、利活用に係る意見交換を行ったところであ
る。

・旧大島中学校を利活用した場合、現大島公民館に比べ、十
分な駐車場スペースを確保でき、体育館や多機能に活用可
能な空間を確保できるなど、公民館機能の拡充を図ること
ができると考える。旧小原木中学校を活用した小原木公民
館が、その例である。

・旧大島中学校校舎の利活用であれば、即改修工事に着工で
きるが、公民館の新築の場合は、建設時期は未定であり、
地域人口に合わせた施設規模などの検討が必要となる。

【生涯学習課】

大島地区「地区の課題」
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懇談テーマ ３ 希望が持てる大島の未来について
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

・人口減少（少子高齢化）
や空き家対策等、暗い話
題が多い中、平成７年度
には大島小学校の在校児
童が、小学校前の歩道の
タイルに大島の未来図を
描いている。

・地域住民にとって、明日
への活力となり、希望の
持てる夢の話が聞きたい。

・市全体に少子高齢化が
進んでいるが、特に大
島はその流れが顕著で
ある。若い人たちに
とって住みやすい環境
づくりが大切だと思う。

・市の取組について伺い
たい。

・今年度、小田の浜海水浴場の利用者数が、市内他３
海水浴場をはるかにしのぐ２万人を超えるなど、大
島大橋・気仙沼湾横断橋によるアクセスの向上やお
かえりモネ効果により、大島は市内屈指の誘客力を
有している。

・また、７月の市民説明会でお示しした亀山山頂アク
セス・園地整備事業により、観光地としての魅力を
一層高め、更なる賑わいの創出と交流人口の拡大を
図っているところである。

・一方、本市の人口動態や国勢調査のデータなどから、
人口減少の要因として、若い世代、特に女性の市外
流出やＵターン者の減少が大きく影響している。

・このことから、今後立ち上げる「（仮称）人口減少
対策市民会議」では、市民・地域・事業者・行政な
どの参画を得ながら、人口減少に係る現状や課題を
共有し、目指すビジョンである「若い世代が暮らし
やすく、子育てと仕事の両立できる環境」等につい
て、それぞれが担うべき解決策を考え、実行性のあ
る取組へと展開させていきたい。

・その際、大島においては移住・定住もさることなが
ら、上記の交流人口拡大のポテンシャルを大いに活
用してまいりたい。

【震災復興・企画課、観光課】

大島地区「地区の課題」

＜平成7年度６年２組＞
未来の亀山

令和４年市内海水浴場利用者数

＜開設期間＞ 7／16 ～ 8／21
※カッコ内の数字は開設日数

小田の浜海水浴場 22,467人（37日）
小泉海水浴場 2,422人（33日）
大谷海水浴場 8,168人（33日）
お伊勢浜海水浴場 3,447人（31日）
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◆産業 ①遊歩道の整備
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

・遊歩道の整備 ・大島の地域資源は、
『観光』であると
考える。亀山のモ
ノレール計画によ
る再開発だけでな
く、遊歩道の整備
についても、積極
的に取り組んでほ
しい。

・遊歩道の管理主体は次のとおり
①市所管・・・・・・・・亀山山頂、十八鳴浜
②県所管・・・・・・・・龍舞崎小田の浜遊歩道
③国（環境省）所管・・・休暇村周辺

・上記①は、亀山山頂の展望台からテラスにかけて路面
のウッドチップ舗装を令和５年度末までに行う予定で
あり、今年度に一部着手する。十八鳴浜までの遊歩道
については、引き続き適正な維持管理に努める。

・上記②は、路面や手摺り等の劣化が目立ってきており
管理者である県に対応を要請中。

・上記③は、環境省が休暇村と連携し、適正な利用のた
めの維持管理に努めている。

・なお、遊歩道内で倒木が発生した際には、基本的には
遊歩道管理者が処理を行う。ただし、民有地からの倒
木であれば、原則として土地所有者が対処することに
なるが、遊歩道利用者の安全確保など緊急を要する場
合には市としても臨機応変に対応していく。

【観光課】

大島地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆産業 ②コンビニエンスストア等の誘致

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

・大島には震災以
降、夜も営業し
ているコンビニ
がない。

・市の力添えで誘致
できないものか？

・コンビニエンスストア等の誘致については、
地域の実情を踏まえたうえで、機会を捉えて
事業者側へ情報提供していきたい。

・また、既存の店舗に対しても、営業時間の延
長等について相談したい。

【産業戦略課】

大島地区の課題に対する市の考え方・方向性
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◆防災 ③防災行政無線の放送

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

・防災無線の放送を、
最小限にしてほしい。
特に、夜9時の「夜9
時は、消防の時間で
す」は、本当に必要
なのか？観光客が、
びっくりしていた事
例もある。

・防災行政無線の放送では、災害情報や避難情報など
を市民等に、確実に情報伝達できるよう、設備点検
を兼ねた試験放送として、午前６時・正午・午後６
時・午後９時に定時放送（※1）を行っている。

・午後９時の放送は、気仙沼・本吉地域広域行政事務
組合消防本部による就寝時の効果的な火災予防広報
を行っているものであり、ご理解いただきたい。

・なお、防災行政無線の音量に関する要望がある場合
は、危機管理課まで連絡いただきたい。

（※1）
本吉地域のみ午後３時にも放送している。

【危機管理課】

大島地区の課題に対する市の考え方・方向性



◆市道の舗装整備状況
整備路線数 4路線 L=1,316.4ｍ（うち完了延長 L=1,166.4ｍ）

（うち工事予定延長L= 150.0ｍ）
◆防集道路の整備状況

整備路線数 2路線 L=   408.0m（完了）
◆漁集事業による集落道整備

整備路線数 2路線 L= 451.0m（完了）
◆県道整備

整備路線数 1路線(2箇所) L=1,820.0m（うち完了延長 L=1,061.2m)
（うち工事予定延長L= 758.8ｍ）

◆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 33路線(37箇所) L=3,914.1m（完了）

◆道路整備計画（改良系事業）
整備路線数 1路線 L= 171.0m

－大島地区市道等の災害復旧及び整備の状況－ 15

◆市道の舗装整備状況(位置図１参照)

担当部署：土木課,住宅課, 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 ㊳ 大向1号線 舗装 417.0 2.5～3.0 工事完了(417.0m) H30.1 R1.7

２ ㊴ 大向17号線 舗装 577.0 2.5～3.0 工事完了(577.0m) H29.2 R4.5

3 ㊵ 高井大向1号線 舗装 172.4 2.5～3.0 工事完了(172.4m) R2.3 R2.8

4 ㊶ 大向15号線 舗装 150.0 2.5～3.0 測量設計中 R5.1 R5.3

計 1,316.4



－大島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(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 ㊹ 長崎地区集落道 新設 324.0 4.0 工事完了(324.0m) H29.10 R1.5

2 ㊺ 駒形地区集落道 拡幅・改良 127.0 6.0 工事完了(127.0m) R1.5 R2.3

計 451.0

№ 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 ㊷ 田尻線(防集道路) 改良・舗装 242.0 5.0 工事完了(242.0m) H30.8 H31.3

2 ㊸ 田尻浦の浜線(防集道路) 改良・舗装 166.0 4.0 工事完了(166.0m) H29.1 H30.7

計 408.0

◆防集道路の整備状況(位置図１参照)

◆県道整備(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 ㊻ 大島浪板線
(大初平地内） 改良・舗装 1,508.0 5.5

工事完了(961.2m)
R4年度以降発注予定

(546.8m)
H30.11 R5年度以降

2 ㊼ 大島浪板線
(三作浜地内) 改良・舗装 312.0 4.0～5.5 工事完了(100.0m)

調整中(212.0m) R3.1 R5年度以降

計 1,820.0
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大島地区における道路整備計画工程表（改良系事業） 位置図２参照

※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

８位
駒形８号線
　ほか１路線

現道拡幅 171.0

改良系事業

順位 路線名（工区） 工種
計画延長
（ｍ）

事　業　計　画

概略・予備設計 測量設計 用地取得・工事事業調整
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大 島 地 区
位置図１ 大島地区市道等の災害復旧及び整備の状況

市道災害復旧路線

市道舗装整備路線
防集整備路線
集落道整備路線
県道整備路線

凡例

大島小学校

路線名 延長（ｍ） 状況
① 磯草線 73.0 完了
② 磯草4号線 42.0 完了
③ 浦の浜本線 315.6 完了
④ 浦の浜12号線 119.6 完了
⑤ 浦の浜3号線 60.3 完了
⑥ 浦の浜10号線 12.0 完了
⑦ 田尻浦の浜線 25.3 完了
⑧ 廻館外畑線 73.3 完了
⑨ 廻館田中浜線 63.0 完了
⑩ 竹ノ下線(1) 28.5 完了
⑪ 長崎7号線 25.0 完了
⑫ 長崎6号線 64.0 完了
⑬ 中山線 101.7 完了
⑭ 小田ノ浜要害線(1) 174.3 完了
⑮ 浅根三作浜線 41.0 完了
⑯ 駒形8号線 41.6 完了
⑰ 田尻駒形線(1) 36.0 完了
⑱ 長崎本線 32.0 完了
⑲ 浅根長崎線(1) 101.5 完了
⑳ 浅根長崎線(2) 230.0 完了
㉑ 中山9号線 90.0 完了
㉒ 竹の下線(2) 20.0 完了
㉓ 横沼16号線 21.0 完了
㉔ 亀山登山線 355.0 完了
㉕ 磯草11号線 30.0 完了
㉖ 磯草法定外道路 30.0 完了
㉗ 磯草13号線 24.0 完了
㉘ 田尻駒形線(2) 322.6 完了
㉙ 高井長崎線 125.0 完了
㉚ 田尻１号線 382.0 完了
㉛ 磯草18号線 251.0 完了
㉜ 磯草17号線 40.0 完了
㉝ 田尻2号線 64.1 完了
㉞ 田尻4号線 30.0 完了
㉟ 小田ノ浜要害線(2) 88.7 完了
㊱ 要害2号線 88.0 完了
㊲ 外畑6号線 293.0 完了

◆市道災害復旧路線

路線名 延長（ｍ） 状況
㊳ 大向1号線 417.0 完了
㊴ 大向17号線 577.0 完了
㊵ 高井大向1号線 172.4 完了
㊶ 大向15号線 150.0 測量設計中

路線名 延長（ｍ） 状況
㊷ 田尻線(防集道路) 242.0 完了

㊸
田尻浦の浜線(防集道

路)
166.0 完了

路線名 延長（ｍ） 状況
㊹ 長崎地区 324.0 完了
㊺ 駒形地区 127.0 完了

路線名 延長（ｍ） 状況

㊻
大島浪板線
(大初平地内)

1,508.0
工事完了961.2m

R4年度以降発注予定
546.8m

㊼
大島浪板線
(三作浜地内)

312.0
工事完了100.0m
調整中212.0m

◆市道舗装整備

◆防集道路整備

◆集落道整備

◆県道整備
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位置図２ 大島地区における道路整備計画（改良系事業）
N

改良系8位 駒形8号線ほか１路線

崎浜保育所

大島小学校

凡例

改良系事業
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