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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

鹿
折
地
区

人口（人） 6,149 4,949 4,900 ▲ 1,249 ▲ 49

【増減率】 【▲20.3%】 【▲1.0%】

〔高齢化率〕 〔31.8%〕 〔37.8%〕 〔38.2%〕

世帯数 2,283 2,144 2,178 ▲ 105 34

【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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鹿折地区の課題
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）ＪＲ大船渡線線路跡地の環境整備と
有効活用 P9

2）管理不全な私有地への対策 P12

3）区画整理事業の空き地対策と人口増加
対策 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。

◆生活環境
①空地の雑草の草刈り P16
②水産加工場の異臭対策 P17

◆コミュニティ

③公会堂の新設 P18

◆教育

④スクールバスの乗降場所の設定 P19

◆インフラ

⑤県道大島浪板線への信号機設置 Ｐ20
⑥市内循環バスの利便性と利用度の向上 P21
⑦梶ヶ浦防集団地の県道大島浪板線について P22

〇鹿折地区市道等の災害復旧及び整備の状況 P23

8



9

懇談テーマ １ ＪＲ大船渡線線路跡地の環境整備と有効活用

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

(1)ＪＲ大船渡線線路跡地
の環境整備と治水対策
（鹿折地区内ＪＲ大船渡
線廃線の影響による窪地
のダム化解消・土砂災害
危険区域等の安全確保）

・線路敷土手の草刈り
を住民有志で一部
行ってきたが高齢化
等で行えなくなって
きている。

・線路敷地土手の排水
管に詰まった流木を
取り除いた。

・線路敷の排水管の排
水先市有地に土側溝
を作った。

・ＪＲ盛岡支社、気仙
沼市、地域自治会と
協議を進めながら課
題の解決に向け取り
組んでいて、今後と
も緊密な連携ととも
にＪＲ盛岡支社への
働きかけを強力に進
めていただきたい。

・計画的に治水対策を
進めていただきたい。

(1)ＪＲ大船渡線跡地の環境整備と治水対策

・草刈りについて、ＪＲでは「廃線箇所全ての
除草は難しく優先順位をつけて対応したい。
生活に支障がある箇所についてはお知らせ願
いたい」としている。

・鹿折地区内のJR大船渡線を横断している市管
理河川は16河川で、このうち、田畑川(表1-
①・図1-①)は令和2年3月に改修工事を完了
しており、行司沢川(表1-②・図1-②)及び関
口沢川(表1-③-1・図1-③-1)は、改修に向け
現在JRとの協議を含め測量設計を行っている。

・また、治水対策として、昨年度から国の重要
政策である国土強靭化関連予算を活用した
「緊急浚渫推進事業」により、堆積土砂撤去
及び支障木伐採工事を行っており、鹿折地区
では来年度から7河川を予定している。
【表１③-2～⑨・次頁図1③-2～⑨参照】

・その他の河川については、パトロールを実施
し、堆積土砂撤去等の河川維持管理に努める。

・JR大船渡線内の水路を含め周辺の環境整備に
ついて、草刈りや清掃、堆積土砂撤去等の維
持管理の徹底が図られるようJRに働きかけて
いく。

（次頁に続く）

鹿折地区「地区の課題」

表1 河川の整備状況



図1 河川の整備状況(S=FREE)

上東側～東中才地区

(主)気仙沼陸前高田線

一本杉バス停留所

両沢バス停留所

小々尻橋

⑧鳥沢川

⑦白山入沢川

⑥興福寺沢川

⑤横沢口川

上東側根地区

白山コミュニティー
センター

鹿折金山資料館

⑨市野沢川

①田畑川

②行司沢川

③-2関口沢川

JR大船渡線(休止中)

鹿折小学校

鹿折中学校

西八幡前～栄町地区

気仙沼鹿折IC

③-1関口沢川

④万行沢川

10



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

（２）線路跡地の有効活用 ・線路跡地を災害発生
時の避難路として使
用することを案とし
て出した。

・線路跡地の活用方法
について、市及びＪ
Ｒがどのように考え
ているかを教えてほ
しい。

（２）線路跡地の有効活用

・線路跡地の整備について、地域要望を踏まえＪ
Ｒ等に働きかけを行っており、昨年から今年に
かけては、上鹿折駅跡地の整備やＪＲが所有す
る法面の樹木伐採、側溝土砂撤去などを実施し
てきた。

・避難路としての活用については、ＪＲに現地調
査を依頼したが、コロナ禍の影響もあり、現在
の経営状況では対応が難しい旨の回答があった。

・このような状況から、避難路化については大き
な進捗はないが、本市としても跡地がこのまま
荒地化することは好ましくなく、部分的な整備
も含め、地域の皆様と意見交換を行いながら、
引き続きＪＲに働きかけていきたい。

【交通政策課、土木課】

11
鹿折地区「地区の課題」
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懇談テーマ ２ 管理不全な私有地への対策

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

・鹿折地区の市街地に
雑草が生い茂り、結
果として樹木化と害
虫及び害獣の被害が
予想され、また市街
地の景観の悪化を招
いている。

・鹿折市街地は本
地域の中心的エ
リアで公共的な
空間と認識して
おり、雑草やご
みのない美しい
景観の街にした
い。

・昨年は、私有地で放
置されているところ
があるので、所有者
に連絡するか対処し
てほしいと求めたが、
現状は一部しか草刈
されていない。

・今後はさらに強く草
刈及び管理するよう
に所有者に促してほ
しい。それでもでき
ないときは別な方策
を考えていただきた
い。

・管理不全な私有地については、土地
の所有者を法務局の登記情報などか
ら調査し、適切な管理をお願いして
きた。

・地域の景観悪化を招いている私有地
で対応が困難な場合には、市生活環
境課に相談いただきたい。

・今後も所有者に対し、継続して適切
な管理を呼び掛けていくとともに、
他の自治体での対応事例など、有効
な方策について検討していく。

【生活環境課】

鹿折地区「地区の課題」
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懇談テーマ 3 区画整理事業の空き地対策と人口増加対策

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

⑴区画整理事業の
空き地対策

・2019年9月に土地区
画整理事業が竣工して
から3年ほど経過して
いるが空き地が多い。
空き地は住宅再建が見
込まれているのか。

・再建予定がない、また
は再建できない空き地
は今後どのように解消
を図っていくのか教え
ていただきたい。

・今後、区画整理事業に
住宅等が再建されれば
雑草の問題は自ずと解
決されると思われる。

・私有地の土地利用は、土地所有者の目的
や意向によるものであるが、震災から
11年が経過し、被災者以外の方が土地
を購入し、住宅などを建設する例が見受
けられるようになった。

・この動きを後押しするため、鹿折地区及
び南気仙沼地区の土地区画整理事業実施
区域内を対象に、平成26年度から実施
している「土地活用エントリー制度」の
制度改善を今年度中に実施する。

・改善後の土地活用エントリー制度では、
土地を売りたい（貸したい）人と土地を
買いたい（借りたい）人のマッチングに
宅建業者を介在させる。

・これにより、専門的なアドバイスや交渉
の仲立ち、ホームページなどによるＰＲ
増加により土地利用促進を図る。

【都市計画課】

（次頁へ続く）

鹿折地区「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

(2)市の人口増加
対策

・市では人口増加対策と
して「結婚・子育て・
教育」等の目標を計画
しているが、市民と共
有されていないので明
確なビジョンを市民に
示して共有してほしい。

・また、人口増を達成し
た先進事例（明石市）
を気仙沼市も導入して
はいかがか。

・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。

・子育て支援については、これまでの施策
に加え、子ども医療費助成の拡大や学校
給食費の一部支援などの経済的支援の充
実にも取り組んでいる。（次頁参照）

・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。

・明石市は、神戸市のベットタウンとして、
近隣各市との競争の中で、子育て層への
支援施策を充実させ人口増となったもの。
本市と背景は違うが参考としていきたい。

【震災復興・企画課】

14
鹿折地区「地区の課題」

【参考】
明石市の子育て応援にかかる取組例

・０歳児のおむつ補助
（月３千円分×10回）

・親の収入に関係なく、高校３年生まで
医療費が無料

・子ども２人目からの保育料無料
・中学校の給食費が無料



本市の子育て支援の取組 －妊娠期～出産～子育て－
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担当課 震災復興・企画課 連絡先 22-3408

子育て期（子育て支援）

○けせんぬま子育てタウンミーティング

○子育て相談（オンラインでも対応可）

○子育て支援センター・児童館

○一時預かり事業

○ファミリー・サポート・センター

○１ｓｔ（ファースト）バースデイプレゼント事業

○子育て支援セミナー

○父親の育児参加促進事業

○子育てほっとサロン

○総合健診・乳・子宮がん検診時託児サービス

○病児保育事業（体調不良児対応型）

○保育士等確保対策事業

○保育士等奨学金返済支援補助金

子育て期（経済的支援）

○誕生祝金支給事業（３万円分の気仙沼商品券贈呈）

○子ども医療費助成（18歳に達した最初の３月まで・

保護者の所得制限なし）

○ファミサポ利用料助成（出産後１年までの会員の

利用料全額助成 ※月額上限２万円まで）

○小学校入学祝金事業（第３子の入学準備に３万円支給）

○学校給食費等支援事業（コロナ禍における家計支援

小・中とも給食費を一律５千円減免 等）

○児童手当

○児童扶養手当

○就学援助

妊娠・出産

○特定不妊治療費助成事業 ○ファミリー・サポート・センター産後ママ応援事業

○子育て世代包括支援センター運営事業 ○産後サポート事業（産婦健康診査料・１カ月児健診料助成

（母子健康手帳の交付・各種相談対応） 新生児聴覚検査料助成・産後ケア事業）

○妊婦健康診査・歯科健康診査助成 ○産後ママのリフレッシュ教室

○妊産婦のお口の健康教室 ○産後ママ交流会

○新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問 ○パパママCooking教室

○子育て情報アプリ「ぽけっと」配信

「子育てタウンミーティング」
子育て世代との意見交換の場

子育て情報サイト
「ぽけっと」
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◆生活環境 ①空地の雑草の草刈り

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

・東みなと町、中
みなと町１区、
錦町には空地が
多いが、その土
地の雑草に困っ
ている。

・空地の雑草の
草刈りを近所
の人が行って
いる。

・市所有の土地は、
草刈りに来るが夏
場に１回くらい。
草刈りの回数を増
やせないか。

・無理なら本格的に
草刈りをするまで
自治会に委託して
はいかがか。

・被災宅地の買取りなどにより、市の管理地の
面積が増大し、草刈りについては、市街地周
辺や地域から依頼があった土地を年１回程度
実施している状況。今後も草刈りの依頼が増
加するものと見込まれ、回数を増やすことは
難しい。

・草刈作業の自治会等への委託についても検討
する。

【財産管理課】

鹿折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水産加工場の異臭対策

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

・鹿折南住宅住民や、
新浜町、栄町の住民
から「窓を開けられ
ない」「洗濯物にに
おいが付く」等の話
が出ている。
サイクリングロード
が整備された一方で
外部からの観光客に
対し良い印象を与え
られない。

・市に現状を確認し
ていただき、然るべ
き指導により改善を
していただきたい。

・異臭等の苦情に対しては、連絡がある都
度、現地にて異臭の発生状況や原因を調
査している。

・発生源と思われるものが判明した場合は、
気仙沼保健所や市下水道課と対応や改善
方法を検討のうえ、立入調査を実施し状
況確認・聞取りをし、改善に向け指導し
ている（左表）。

・改善指導後，随時，生活環境課と下水道
課が状況調査を実施している。

・本年1月に気仙沼保健所と共催で排水処
理施設の適正な維持管理・異臭発生防止
に向けた「事業場排水処理に関する講習
会」を事業者向けに開催した。今後も継
続して開催する。

・異臭等を感じた場合は、市生活環境課に連
絡いただきたい。

【生活環境課、下水道課】

鹿折地区の課題に対する市の考え方・方向性

【鹿折地区における立入調査・指導状況】 R3～現在

年月 起因 調査内容 対象 対 応 その後の状況

R3.6
住民
苦情

異臭確認
立入調査

2事業者
汚泥処理施設から異臭
漏れ防止及び排水処理
状態の改善指導

排水処理槽の被覆，排
水施設の生物処理改善
より異臭解消

R4.7
住民
苦情

異臭確認
立入調査

2事業者
適正な維持管理の継続
と排水処理状態の改善
指導

改善されたが，若干の
汚泥臭を確認。調査継
続

R4.9
住民
苦情

状況確認 2事業者
敷地境界線の臭気確認，
脱水機の清掃指導

一定の改善により異臭
解消
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◆コミュニティ ③公会堂の新設

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

・震災の津波で公
会堂の痛みが激
しい。

・床修理、公会堂
のカーテン新替
と床立上りの壁
修理予定

・公会堂の新設
（西みなと町自治会）

・市補助金で自治会館を建設する場合、補
助対象経費の10分の８以内を補助してい
るので、相談願いたい。
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

・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。なお、修繕
の補助を受けた場合は、３年間経過しな
ければ次の補助を受けることはできない。

【地域づくり推進課】

鹿折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

補助実績 新築 修繕

令和２年度 0 7

令和３年度 2 2
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◆教育 ④スクールバスの乗降場所の設定

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

・年度ごとの児童数
により、スクール
バスの乗降場所の
変更をお願いする
が、決定するまで
の時間がかかり過
ぎているように見
受けられる。

・新学期が始まる前
に家庭から希望を
確認し、新学期
早々の対応をお願
いしたい。

・例年、新入学児童生徒に対して２月上旬に学
校が開催する入学説明会の際に走行ルートや
乗降場所等を説明し、利用する乗降場所の確
認を学校を通じて行ったうえで、３月中旬に
決定しているが、新学期のスタート前に余裕
を持って各家庭にお知らせする。

・年度途中に乗降場所の新設要望があった場合
は、学校と教育委員会で現地を確認し、バス
運行事業者にも意見を聞きながら、児童生徒
が安全に乗降できる場所であるかを判断した
うえで設定しているが、昨年度、白山地区で
乗降場所の新設要望があった際、決定が遅く
なりお詫び申し上げる。

・今後も児童生徒の安全な通学を第一としなが
らも、早めの対応を心掛ける。

【教育総務課】

鹿折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県道大島浪板線への信号機設置

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

・県道大島浪板線の交差
点にそれぞれ信号機の
設置をお願いしたい。

①国道45号との交差点
②万行沢橋交差点
（鹿折中学校入口）
③気仙沼鹿折ＩＣ交差点
④浦島大島ＩＣ交差点

・国道45号線の
横断歩道は児
童生徒の安全
確保の誘導を
している。

・宮城県及び宮城県警
に市から信号設置の
要望をしてほしい。
進捗があればその説
明を聞きたい。

・令和４年２月に、市長が直接、宮
城県警察本部交通部長に対し、現地
の状況と必要性を訴えながら、①～
④を含む要望書を提出した。

・気仙沼鹿折ＩＣ交差点③は、気仙
沼警察署より、年内に完成予定との
説明を受けている。

・①②④について、令和４年10月に
気仙沼警察署から、隣接信号機から
の距離が短いことや、交通量が少な
いことなどから、いずれも信号機の
設置は難しいとの回答があった。

・要望箇所は、小学校・中学校・高
校が近く、通学する児童生徒の安全
確保を図る必要があること、コロナ
ウイルス感染症に伴う行動制限等の
緩和により、交通量の増加が見込ま
れることから、今後も継続して信号
機設置を要望していく。

【危機管理課】

鹿折地区の課題に対する市の考え方・方向性

① ②
③

④
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◆インフラ ⑥市内循環バスの利便性と利用度の向上

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

・循環バスは安価
で利用しやすい反
面、鹿折中心部を
通らず、利用する
ために他の公共交
通機関を併用しな
ければならない。

・循環バスの鹿折地区
への延伸や、ＪＲと
ミヤコーバスに市で
両者にスムーズな接
続になるよう働きか
けてほしい。

〇循環バスの鹿折地区延伸について

・路線バス運行に係る本市負担は、令和２年度が
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。

・本年８月に策定した第２次市総合交通計画では、
赤字が増加している路線バスの効率的な運行を
図るため、市街地部の移動を循環バスに集約化
することを目指しており、交通事業者と共に今
年度中にその素案を作成し、次年度以降、地域
の皆様との意見交換を予定している。鹿折地区
への路線延長については、この路線再編に合わ
せて検討していく。

〇スムーズな接続について

・各交通間の接続の改善は、大きな課題のひとつ
としてとらえている。

・接続しようとする路線の捉え方が事業者によっ
て異なるケースもあり、調整が難しい面もある
が、利用者の意向を踏まえＪＲ及びミヤコーバ
スと協議していきたい。まずは、市交通政策課
に個別のご意見をいただきたい。

・個別の案件については、ダイヤ改正等の機会を
捉えながら対応し、全体的な接続の見直しは上
記の路線再編に合わせて取り組んでいく。

【交通政策課】

鹿折地区の課題に対する市の考え方・方向性

・鹿折地区におけるＢＲＴ駅（３駅）

鹿折唐桑駅、八幡大橋（東陵高校）駅、上鹿折駅

・ミヤコーバスの路線（４路線）

御崎線、大沢線、鹿折金山線、大島線
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◆インフラ ⑦梶ヶ浦防集団地の県道大島浪板線について

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

・梶ヶ浦防集団地から
県道大島浪板線へ進入
する際、見通しが悪く
大島側からの車が見づ
らい状況にある。

・信号機（点滅）や回
転灯等を設置し県道通
行車両への注意喚起を
お願いしたい。

・また、本県道から団
地へ進入する際も、団
地側の幅員が狭く、車
両すれ違いに注意を要
する。隅切りなど出入
口部分の拡幅をお願い
する。

・「自治会だより」
等で、細心の注意
を払って進入（県
道へ）するよう働
きかけている。

・県に働きかけて
ほしい。

・令和４年２月に、市長が直接、宮城県
警察本部交通部長に対し、信号機設置
の要望書を提出しており、本年10月に
気仙沼警察署より、市道から県道への
交通量が少ないため、信号機の設置は
難しいと回答があった。

・引き続き道路管理者（県、市）と交通
管理者（警察）により、交差点部の交
通安全対策を協議する。

・現状、市道の道路標識が車道敷に設置
されており、まずは標識の移設による
道路幅員の確保や注意喚起看板の設置
などを検討したい。

【危機管理課、土木課】

鹿折地区の課題に対する市の考え方・方向性

梶ケ浦防集団地

位置図



◆市道の整備状況
整備路線数 2路線 L=1,295.0ｍ（完了）

◆都市計画道路の整備状況
整備路線数 3路線 L=2,891.0ｍ（完了）

◆漁集事業による集落道整備
整備路線数 1路線 Ｌ=  285.0m（完了)

♦海岸保全施設整備事業
整備路線数 1路線 Ⅼ=   398.5m（完了）

◆県橋梁整備(浪板橋)
整備路線数 1路線 Ｌ=    64.3m（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 135路線 L=4,459.4m（完了)

◆道路整備計画（改良系・維持系事業）
整備路線数 2路線 L=    142.0m

うち改良系事業 1路線 L=   53.0m
うち維持系事業 1路線 L=      89.0m

－鹿折地区市道等の災害復旧及び整備の状況－ 23

◆市道の整備状況(位置図１参照)

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 ㊵ 東八幡前14号線【万行沢橋】
橋梁新設

改良
65.0

90.0
10.0

工事完了(65.0m)
工事完了(90.0m)

H26.10

R2.1

H30.3

R2.6

2 ㊶ 東中才線 改良・待避所整備 1,140.0 4.5～11.0 工事完了(1,140.0m) H29.1 H30.12

計 1,295.0



－鹿折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 ㊴ 梶ケ浦地区集落道 新設 285.0 4.0 工事完了(285.0m) H30.10 R2.9

計 285.0

№
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 ㊱ 鹿折駅浜線 橋梁・改良 713.0 18.0 工事完了(713.0m) H25.7 R1.7

2 ㊲ 浜港線 改良 1,150.0 18.0 工事完了(1,150.0m) H25.7 R1.7

3 ㊳ 片浜鹿折線 改良 1,028.0 16.0 工事完了(1,028.0m) H25.7 H30.7

計 2,891.0

◆都市計画道路の整備状況(位置図１参照)

◆県橋梁整備(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 ㊸ 浪板橋 橋梁 64.3 10.5 工事完了(64.3m) H27.2 H30.12

計 64.3

◆海岸保全施設整備事業(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 ㊷ 三ノ浜線 改良 398.5 4.0 工事完了(398.5m) H30.10 R4.3

計 398.5
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鹿折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

7位
法定外水路整備
（蔵底地内）

側溝整備 53.0

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

8位 東中才線 舗装新設 89.0

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

舗装工事詳細設計

測量設計 工事事業調整
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鹿 折 地 区

◆市道整備路線
№ 路線名 延長（ｍ） 状況

㊵
東八幡前14号線【橋梁】
東八幡前14号線【改良】

65.0
90.0

完了
完了

㊶ 東中才線 1,140.0 完了
◆都市計画道路
№ 路線名 延長（ｍ） 状況
㊱ 鹿折駅浜線 713.0 完了
㊲ 浜港線 1,150.0 完了
㊳ 片浜鹿折線 1,028.0 完了
◆集落道整備
№ 路線名 延長（ｍ） 状況
㊴ 梶ケ浦地区集落道 285.0 完了
◆海岸保全施設整備事業
№ 路線名 延長（ｍ） 状況
㊷ 三ノ浜線 398.5 完了
◆県橋梁整備
№ 路線名 延長（ｍ） 状況
㊸ 浪板橋 64.3 完了

No. 路線名 延長（m） 状況

① 東中才東八幡前線 1,297.9 完了

② 東八幡前15号線 87.4 完了

③ 東八幡前みなと町線 83.1 完了

④ 浪板2号線 29.0 完了

⑤ 浪板25号線 35.9 完了

⑥ 魚町両沢線 325.6 完了

⑦ 西八幡町3号線 54.0 完了

⑧ 西八幡町10号線 12.5 完了

⑨ 西八幡町11号線 32.5 完了

⑩ 西八幡町12号線 85.0 完了

⑪ 西みなと町中みなと町1号線 18.7 完了

⑫ 浜町錦町線 111.9 完了

⑬ 本浜町錦町線 112.1 完了

⑭ 浜町栄町線 38.4 完了

⑮ 新浜町中みなと町線 116.5 完了

⑯ 西みなと町西八幡町線 40.1 完了

⑰ 新浜町栄町2号線 50.4 完了

⑱ 栄町新浜町2号線 27.3 完了

⑲ 東中才35号線 23.0 完了

⑳ 東八幡前東中才線 8.0 完了

㉑ 東中才36号線 106.4 完了

㉒ 三ノ浜線 177.7 完了

㉓ 三ノ浜1号線 98.0 完了

㉔ 三ノ浜2号線 22.0 完了

㉕ 二ノ浜4号線 224.0 完了

㉖ 二ノ浜5号線 71.0 完了

㉗ 二ノ浜6号線 168.4 完了

㉘ 二ノ浜小々汐線 31.0 完了

㉙ 小々汐1号線 146.0 完了

㉚ 小々汐2号線 364.6 完了

㉛ 大浦4号線 101.0 完了

㉜ 大浦6号線 97.0 完了

㉝ 大浦7号線 194.0 完了

㉞ 大浦8号線 56.0 完了

㉟ 浪板20号線 13.0 完了

市道整備路線

市道災害復旧路線

都市計画道路

漁集事業整備路線

海岸保全施設整備事業

県橋梁整備

凡例
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位置図２ 鹿折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

鹿折小学校

気仙沼市役所

鹿折中学校

唐
桑
半
島
Ｉ
．
Ｃ

気仙沼鹿折Ｉ.Ｃ

維持系8位 東中才線

改良系7位 法定外水路整備（蔵底地内）

気仙沼駅

鹿折大橋

鹿折唐桑駅
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