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第１編 序章 総合計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨 

本市が誕生してから約 12 年，また，東日本大震災から約７年が経過し，この間，震災前からの

課題であった人口減少や少子高齢化が一層進行するとともに，主要産業である水産業においては，

全国的な漁獲量の低迷等により厳しい経営環境下に置かれるなど，本市を取り巻く社会経済情勢は

著しく変化しています。 

こうした変化に加え，多様化・複雑化する住民ニーズに迅速かつ的確に対応するためには，これ

までの行政が主体となった市民参加のまちづくりとともに，地域や産業界が主体となった行政参加

のまちづくりも必要となっています。 

震災後，市内の各地域では，住民が自主的に自分たちの住む地域の将来や課題解決に向けた「ま

ちづくり計画」を策定し，その計画に基づく各種活動が行われています。 

また，本市では，経済団体や大学等の協力の下，産業人材やまちづくり人材の発掘・育成を目的

とする各種研修事業に取り組んでいますが，受講者は自らの事業に活かすとともに，震災からの復

興や地方創生に関わるプロジェクトに積極的に参画し，中心的な役割を担っています。  

このような住民主体の活動を展開し，市民が主役のまちづくりを推進するとともに，市の最上位

計画として各種施策を総合的かつ計画的に実行するため，第２次気仙沼市総合計画は，各地域の「ま

ちづくり計画」と将来ビジョンを共有する「地域社会全体の計画（公共計画）」とし，市民や地域，

事業者，行政が同じベクトルで行動していくための指針として策定するものです。 

 

２ 計画の構成と期間 

本計画は，目標年度を 2026（平成 38）年度とし，基本構想及び基本計画で構成します。 

 

(1) 基本構想 

  本市が目指すまちの将来像を示し，それを実現するためのまちづくりの基本目標を定めるもの

です。 

  基本構想の計画期間は，2017（平成 29）年度から 2026（平成 38）年度までの 10年間とします。 

 

(2) 基本計画 

  基本構想に掲げたまちの将来像を実現するための施策体系や施策の方向性，主な取組などを定

めるものです。 

  基本計画の計画期間は，震災復興計画の期間と合わせ，2017（平成 29）年度から 2020（平成

32）年度までの４年間を前期とし，2021（平成 33）年度から 2026（平成 38）年度までの６年間

を後期とします。 

なお，本計画では，前期基本計画を定めます。 
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＜構成図＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜計画期間のイメージ＞ 

年 度 
2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(H31) 

2020 

(H32) 

2021 

(H33) 

2022 

(H34) 

2023 

(H35) 

2024 

(H36) 

2025 

(H37) 

2026 

(H38) 

第２次 

総合計画 

基本構想 10年間 

前期基本計画４年間 後期基本計画６年間 

復興計画 震災復興計画 10年間（H23～32）  

総合戦略 総合戦略５年間(H27～31) ※人口ビジョンの対象期間は 2040（H52）年まで 

※気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略は，現行計画の期間のみ記載 

 

３ 計画策定の経緯 

本計画は，公共計画としての位置づけのもと，総合計画審議会をはじめ，「これからの気仙沼を

描く市民ワークショップ」等における意見や提言等を踏まえながら，以下のとおり計画策定を進め

てきました。 

 

(1) 総合計画審議会 

  期 間 2016（平成 28）年 12 月（諮問）～2018（平成 30）年１月（答申） 

  対 象 委員（市内団体の代表者）29名，アドバイザー（市外有識者）３名 

  内 容 第２次総合計画について，市長からの諮問を受け，策定方針や計画案を審議し，答申

を行った。 

・全体会 ３回開催（2016/12/4，2017/10/5，2018/1/31） 

・生活基盤部会，健康・福祉部会，産業部会，教育部会 各２回開催（2017/12/12，

2017/12/27） 

      ・総務部会 １回開催（2017/12/27） 

 

(2) キックオフイベント「これからの気仙沼を考える市民フォーラム」 

  期 間 2017（平成 29）年３月 21 日 

  対 象 市民等約 100名 

〇基本構想：将来像，将来フレーム（人口・土地利用），

基本目標 

 

〇基本計画：基本目標を施策ごとに細分化し，それぞれ

「現状・課題」，「施策の方向性」，「主な指

標」，「主な取組」を記載 

「市が分野ごとにつくる個別計画」や「地域がつくるま

ちづくり計画」は，総合計画と整合性を図っていきます。  
市の各種 

個別計画 

地域の 

まちづくり

計画 
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テーマ 市民が主役のまちづくり

講 師 studio－L代表，東北芸術工科大学教授 山崎 亮 氏 

内 容 基調講演のほか，講師と市長との対談，参加者との意見交換を実施 

(2) これからの気仙沼を描く市民ワークショップ

 期 間 2017（平成 29）年４月から９月まで 

 対 象 市民等 114 名 

・内訳 団体推薦 40名，公募 52名，市職員 22名

 男性 79名，女性 35名 

 平均年齢 43.6歳（最年少 16 歳 最年長 88歳） 

内 容 ワークショップ形式により，市の将来像や大切にしたいことを意見交換したうえで，

参加者自らが話し合いたいテーマを設定。そのテーマごとに現状，将来像，目標，取

組などについて話し合い，その結果を発表。 

・第１回ワークショップ（大切な想いを意見交換，2017/4/27）

・第２回ワークショップ（現状と課題の共有，話し合うテーマの設定，2017/5/21）

・第３回ワークショップ（テーマごとの将来像・目標，2017/6/18）

・第４回ワークショップ（テーマごとの取組，2017/7/23）

・第５回ワークショップ（発表に向けた整理，2017/8/20）

・第６回ワークショップ（発表会，2017/9/10）

テーマ 「暮らし」，「地域・コミュニティ」，「つながり」，「防災」，「自然」，「食」，「支え合い」，

「子育て ※」，「産業 ※」，「観光」，「教育」の 11テーマ 
※「子育て」，「産業」は同一テーマで２チーム

(3) 総合計画審議会部会勉強会

 期 間 2017（平成 29）年 11 月から 12月まで 

 対 象 総合計画審議会委員及び市民ワークショップ参加者等 

 内 容 ①産業部会勉強会（2017/11/4） 

テーマ 気仙沼における産業振興について

  講 師 明星大学経済学部教授・一橋大学名誉教授 関 満博 氏 

②健康・福祉部会勉強会（2017/11/19）

テーマ これからの地域支え合いについて～新たな仕組みに求められる発想の

転換～ 

講 師 仙台白百合女子大学人間学部准教授 志水 田鶴子 氏 

③産業部会勉強会（2017/12/5）

テーマ 気仙沼における産業振興について～人材育成道場「経営未来塾」や気仙

沼経営人材育成塾を通して感じたこと～ 

講 師 有限責任監査法人トーマツ監査事業本部執行役 谷藤 雅俊 氏 

同パートナー 森川 祐亨 氏 

④教育部会勉強会（2017/12/9）

テーマ 認定こども園について

内 容 鹿折こども園・現地視察 
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⑤生活基盤・産業部会・教育部会勉強会（2017/12/12） 

テーマ 気仙沼の産業やまちづくりにおける新たな官民連携の仕組みについて 

講 師 東北大学大学院経済学研究科教授 大滝 精一 氏 

 

(4) 市政懇談会 

  期 間 2017（平成 29）年 10 月から 12月まで 

  対 象 各地区自治会会員及び市民等 

  内 容 市内９地区で開催される市政懇談会において，第２次総合計画体系図（平成 29年 10

月５日時点案）により説明 

 

(5) パブリックコメント 

  期 間 2017（平成 29）年 12 月 27日から 2018（平成 30）年１月 15 日までの 20 日間 

  対 象 市民等 

  内 容 第２次総合計画（平成 29年 12月 27 日時点案）について，広く意見を募集 
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第２編 基本構想（2017（平成 29）年度～2026（平成 38）年度） 



 
 

 

  



 
 

第２編 基本構想 

 

１ 将来像 

 本市の将来像は，「これからの気仙沼を描く市民ワークショップ」から提案のあった，「市民が住

み続けたいまち」，「都会に出た若者が帰りたいまち」，「全国・全世界の方々が行ってみたい・住ん

でみたいと思えるまち」として必要だと思うまちの要素「挑戦」，「笑顔」，「安心」，「つながり」を

基に，多くの市民がイメージできる，あるべきまちの姿として次のとおり定めます。 

 

＜仮設定＞ 

若者が挑戦できるまち または 誰もが挑戦できるまち 

子どもの笑顔を育めるまち 

健康で心豊かに安らげるまち 

人と人とがつながるまち 

※現在（2017/12/27），検討中のため，今後変更となる可能性があります。 

 

２ 将来フレーム 

(1) 将来人口 

平成 28年度に策定した気仙沼市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンでは，平成 37 年の設定

人口を 61,191 人，平成 42 年の設定人口を 58,286 人としています。このことを踏まえ，本計画

の目標年度である 2026（平成 38）年の将来人口は 60,600 人とします。 

 

      資料：平成 27年以前 各年国勢調査（合併前は市町合算値） 

平成 32年以降 気仙沼市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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78,011 人 

64,988 人 

26.9% 

59.7% 

13.4% 

35.2% 

39.0% 

9.6% 

61,191 人 

将来人口 60,600 人 

39.1% 

9.8% 

人 

58,286 人 

39.4% 

10.4% 

54.6% 
51.1% 

51.4% 

50.2% 

10.2% 

73,489 人 

64,339 人 

30.8% 

57.3% 

11.9% 

52.4% 

38.0% 

9.6% 
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＜参考：国勢調査ピラミッド（平成 22 年・27 年）の比較＞ 

 

平成 22年国勢調査      （単位：人）  平成 27年国勢調査      （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不詳（139 人）を除く。          ※不詳（436人）を除く。 

 

 

 

 

 

 

  

7
26

164
580

1,374
2,142

2,558
2,667
3,281

2,893
2,503
2,325

2,225
2,129

1,752
1,352

937
1,608

1,905
1,501

1,156

21 
159 

583 
1,405 

2,212 
2,793 
2,931 
2,978 
3,285 
2,899 

2,575 
2,348 

2,162 
2,028 

1,772 
1,373 

1,014 
1,543 
1,670 

1,420 
1,094 

100歳以上

95～99
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14

5～ 9
0～ 4歳

男 女

6
40

239
738

1,479
2,025

2,244
2,996

2,674
2,353
2,244
2,153

2,122
1,725

1,365
1,131

955
1,557
1,424

1,057
928

28 
216 

757 
1,540 

2,201 
2,505 
2,687 
3,008 

2,655 
2,363 

2,170 
1,991 
1,891 

1,610 
1,262 

958 
840 

1,245 
1,303 

1,013 
854 

100歳以上

95～99
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14

5～ 9
0～ 4歳

男 女
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(2) 土地利用の方向性 

土地利用の方向性については，市内の各拠点を結ぶ都市軸及び生活軸の２つのネットワークを

強化するとともに，市域を市街地，環境共生及び自然環境保全の３つのゾーンに分け，さらに沿

岸環境軸の視点を追加し，それぞれの地域特性を活かした土地利用を図ることにより，市域全体

の一体的な発展を目指します。 

 

 ①都市軸 

三陸沿岸道路や国道 45 号，国道 284 号などの広域的な都市間を結ぶ幹線道路や鉄道・BRT

を都市軸として位置付け，広域的な連携の強化を図ります。 

 

 ②生活軸 

市内の各拠点を結ぶ地域の幹線道路を生活軸として位置付け，市民生活の利便性向上や地域

間の連携の強化を図るとともに，県道大島浪板線（大島架橋）や主要地方道気仙沼唐桑線等の

整備により，拠点間のネットワークを強化するとともに，公共交通による生活利便性の向上を

図ります。 

 

 ③沿岸環境軸 

国立公園区域及び市街地の海岸部を沿岸環境軸として位置付け，防災との共存・調和を図り

ながら，自然環境・自然生態系の保全に努めます。 

 

 ④市街地ゾーン 

市街地（用途地域内）においては，復興事業の早期実現を図るとともに，地域の需要にあっ

た産業・商業機能の集積と再生を図ります。市街地形成にあたっては，土地区画整理事業や水

産加工団地の整備など各事業の調整を図りつつ，計画的に事業を推進します。 

市街地周辺の住宅地については，道路の整備や生活排水処理の推進により，安全で快適な住

環境の維持・向上を図ります。 

なお，復興事業においては，コンパクトシティ化を進める状況下にありませんでしたが，今

後については，市民福祉の継続性を鑑み，一定の居住地域のコンパクト化を進めます。 

  

 ⑤環境共生ゾーン 

市街地周辺の都市計画区域内を環境共生ゾーンとして位置付け，良好な住環境整備と，農業

環境や自然環境と共生した生活を実現します。農業環境の維持，自然環境の保全に向け，適正

な土地利用規制・誘導により，無秩序な宅地化を抑制します。 

 

 ⑥自然環境保全ゾーン 

県立自然公園区域とその周辺の農地・山林等を自然環境保全ゾーンとして位置付け，本市の

貴重な自然環境を保全し，大切な財産として次世代に継承します。山林や緑地が持つ多様な機

能の保護・保全を推進するため，市街化の抑制，自然環境・景観の保全を図ります。 
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土地利用の方向性 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

気仙沼市都市計画マスタープラン（平成 26 年 3 月）引用 
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３ 基本目標 

 将来像を実現するため，８つの分野に分けた「まちづくり」の目標とともに，その推進方策とし

て，２つの「まちづくりの仕組みづくり」の目標を掲げ，各施策を体系的かつ効果的に展開します。  

 

Ⅰ 将来像を実現するための『まちづくり』の目標 

 

１ 産業 地域の魅力を磨き，全国・全世界とつながり，挑戦し続ける産業のまち 

(1) 地場産業や地元企業の競争力を強化し，市場を海外にも求め，持続可能な地域経済を構築し

ます。 

(2) 市内外の力を結集し，新たな産業と挑戦する人材を創出します。 

(3) 世界に開かれた観光・交流都市を実現します。 

２ 結婚・子育て 結婚・出産・子育ての希望を叶えるまち 

(1) たくさんの笑顔に包まれる，幸せあふれるまちにします。 

(2) 働きながら子育てができ，子どもの健やかな成長を地域みんなで支えるまちにします。 

３ 教育 人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち 

(1) 教育環境を整え，子どもの生きる力を育みます。 

(2) 人生 100 年時代を見据え，生涯学ぶことができ，スポーツ・文化活動に親しめるまちにしま

す。 

４ 自然・環境・食 豊かな自然や食文化を大切にし，誇りに思い，語ることができるまち 

(1) 自然を「知り」，「残し」，「活かす」社会をつくります。 

(2) スローシティ・スローフードを推進し，豊かな食材をさらに活かすとともに，食文化を次世

代に継承します。 

５ 保健・医療 一人一人が生きがいを持ち，健康で暮らせるまち 

(1) 心身ともに健康で，いつまでも自分らしく生活できるまちにします。 

(2) いつでも安心して医療が受けられるまちにします。 

６ 福祉・地域コミュニティ 自分らしさを生かしながら，思いやり，支え合えるまち 

(1) 誰もが自分らしく暮らせる福祉のまちにします。 

(2) コミュニティ活動を活発にし，地域，ＮＰＯ，行政等とのパートナーシップの下，地域課題

を解決します。 

７ 防災 高い防災力を維持する災害に強いまち 

(1) 自助・共助・公助による災害死ゼロを目指します。 

８ 暮らし 安全で安心できる住み続けたいまち 

(1) 安全で安心して生活できるまちにします。 

(2) 快適で暮らしやすいまちにします。 
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Ⅱ 将来像を実現するための『まちづくりの仕組みづくり』の目標 

 

１ 対話・共創・協働 市民が主役のまちづくりを推進します。 

(1) 地域リーダー育成を基礎とし，住民と行政，営利（産業）と非営利が世代や立場を超え，対

話を通じ進むべきベクトルを合わせながら，共創，協働を行う住民参加によるまちづくりをま

ちまるごと大学「まち大学構想」として展開します。 

２ 地域経営 地域の資産・資源を活かした持続可能なまちづくりを推進します。 

(1) 健全で効率的かつ効果的な行財政運営を行います。 

(2) 地域の資産・資源を有効活用し，賑わいと産業を創出することにより，外貨を獲得するとと

もに，経済の地域内循環を活発にします。 
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第３編 前期基本計画（2017（平成 29）年度～2020（平成 32）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

第３編 前期基本計画 

 

１ 横断的に取り組む重点施策 

 これまで本市では，「震災からの復興」を最優先に掲げ，住宅の再建と産業の再生を中心に復興

事業を推進してきました。一方，残された復興事業はボリューム，質ともに難しいものばかりであ

り，2020（平成 32）年度末までの復興期間内に仕上げるためには，あらゆる力を結集することが必

要です。 

また，人口減少が続く本市においては，復興の先を見据えた「地方創生」に今まで以上に取り組

まなければなりません。地方にありながら全国に，そして世界に開かれた産業の創出，加えて，Ｕ

ターンはもとより，都会の人々が移住したくなるような，気仙沼ならではの豊かさや暮らしやすさ

の追求に市全体で邁進する必要があります。 

さらに，本市では，復興事業や地方創生事業と同時に人材育成にも取り組んでおり，経営未来塾

に代表される産業人材の育成，ぬま塾，ぬま大学などに代表されるまちづくり人材の育成などを通

して，市の将来に希望を持ち，仲間と一緒になって，道を切り開く有為な人材が大勢育ちつつあり

ます。 

塾生等は，本計画の策定や，まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定でも，多くの市民と一緒に

参加し，自分ゴトとして活発な議論を展開しており，「震災からの復興」や「地方創生」をはじめ，

本計画に掲げる施策を推進する主役として期待されています。このように市民が集い，学び，話し

合い，まちの将来に向けて同じ方向性を持って，行政も一緒になり，ともに行動する「市民が主役

のまちづくり」を目指していきます。 

これらのことから，2020（平成 32）年度を終期とする前期基本計画において，横断的に取り組む

重点施策を次のとおり定めます。 

 

「東日本大震災からの復興」 

「地方創生」 

「市民が主役のまちづくり」 
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２　体系図

基本構想　10年間（2017～2026） 前期基本計画　４年間（2017～2020）

前期基本計画　４年間（H29～H32）

前期基本計画において横断的に取り組む重点施策

「東日本大震災からの復興」
　

「地方創生」
　

「市民が主役のまちづくり」

Ⅰ 将来像を実現するための「まちづくり」の目標
施策の柱

(1) 地場産業や地元企業の競争力を強化し，市場を海外に
も求め，持続可能な地域経済を構築します。

(2) 市内外の力を結集し，新たな産業と挑戦する人材を創
出します。

(3) 世界に開かれた観光・交流都市を実現します。

(1) たくさんの笑顔に包まれる，幸せあふれるまちにしま
す。

(2) 働きながら子育てができ，子どもの健やかな成長を地
域みんなで支えるまちにします。

(1) 教育環境を整え，子どもの生きる力を育みます。

(2) 人生100年時代を見据え，生涯学ぶことができ，ス
ポーツ・文化活動に親しめるまちにします。

(1) 自然を「知り」，「残し」，「活かす」社会をつくり
ます。

(2) スローシティ・スローフードを推進し，豊かな食材を
さらに活かすとともに，食文化を次世代に継承します。

(1) 心身ともに健康で，いつまでも自分らしく生活できる
まちにします。

(2) いつでも安心して医療が受けられるまちにします。

(1) 誰もが自分らしく暮らせる福祉のまちにします。

(2) コミュニティ活動を活発にし，地域，ＮＰＯ，行政等
とのパートナーシップの下，地域課題を解決します。

7 防災 高い防災力を維持する災害に強いまち (1) 自助・共助・公助による災害死ゼロを目指します。

(1) 安全で安心して生活できるまちにします。

(2) 快適で暮らしやすいまちにします。

Ⅱ 将来像を実現するための「まちづくりの仕組みづくり」の目標
施策の柱

1 対話・
　共創・
　協働

市民が主役のまちづくりを推進します。

(1) 地域リーダー育成を基礎とし，住民と行政，営利（産
業）と非営利が世代や立場を超え，対話を通じ進むべき
ベクトルを合わせながら，共創，協働を行う住民参加に
よるまちづくりをまちまるごと大学「まち大学構想」と
して展開します。

(1) 健全で効率的かつ効果的な行財政運営を行います。

(2) 地域の資産・資源を有効活用し，賑わいと産業を創出
することにより，外貨を獲得するとともに，経済の地域
内循環を活発にします。

※１
市立病院を含む。　

※２
治水・河川環境・海岸保全・高潮・急傾斜地対策，震災伝承等を含む。

2 地域経
　営

地域の資産・資源を活かした持続可能な
まちづくりを推進します。

基本目標Ⅱ

5 保健・
　医療

一人一人が生きがいを持ち，健康で暮ら
せるまち

6 福祉・
　地域コ
　ミュニ
　ティ

自分らしさを生かしながら，思いやり，
支え合えるまち

8 暮らし 安全で安心できる住み続けたいまち

基本構想　10年間（H29～H38）

4 自然・
　環境・
　食

豊かな自然や食文化を大切にし，誇りに
思い，語ることができるまち

3 教育

若者が挑戦できるまち または
誰もが挑戦できるまち

子どもの笑顔を育めるまち
健康で心豊かに安らげるまち

　人と人とがつながるまち　※調整中

将来像（仮） 本市が目指すまちの姿

2 結婚・
　子育て

結婚・出産・子育ての希望を叶えるまち

地域の魅力を磨き，全国・全世界とつな
がり，挑戦し続ける産業のまち

人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち

基本目標Ⅰ

1 産業
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①スローシティ・スローフードの推進　②食育・地産地消の推進

①健康づくりの推進

①医療の充実※１

基本施策

①産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用　②住民自治と協働の推進
③公民館の多機能化・市民化の検討　④地域コミュニティの多機能化の推進
⑤コミュニティビジネス，ソーシャルビジネスの促進　⑥男女共同参画，女性活躍の推進

①効率的な行政運営と人材育成　②財政運営の健全化　③地方公営企業の経営健全化
④市政の「見える化」の推進　⑤大学連携の推進　⑥広域連携の推進

①市有財産の適正管理と有効活用　②シェアリングエコノミーの推進

①地域包括ケアシステムの推進　②高齢者福祉の充実　③障害者福祉の充実　④低所得者の自立支援

①地域コミュニティ活動の推進　②市民活動の推進　③移住・定住の促進

①防災対策の充実
※２

　②消防体制の充実

①平和行政の推進　②国民保護の推進　③交通安全対策と防犯対策の充実　④市民相談体制の充実
⑤消費者の安全・安心の確保

①道路網の整備　②市街地の整備　③公園整備と緑化推進　④住環境の充実　⑤上水道の整備
⑥生活排水処理の推進と下水道の整備　⑦墓地・斎場の整備　⑧公共交通網の整備　⑨地域情報化の推進

①妊娠・出産・子育て支援の充実（プロジェクト1.90の推進）　②児童福祉の充実

①教育環境の充実　②義務教育環境整備計画の推進　③ＥＳＤの推進　④英語教育の推進

①生涯学習の推進　②スポーツの振興　③文化芸術の振興と地域文化の継承

①自然環境・生活環境の保全　②低炭素社会の創造と再生可能エネルギーの利用　③循環型社会を目指す廃棄物処理

①結婚活動への支援（プロジェクト1.90の推進）

基本施策

①基幹産業として水産業の振興　②農業の振興　③林業の振興　④商工業・サービス業の振興
⑤地域経済循環の強化（ローカルファースト）

①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進　②雇用の安定と労働環境の充実
③国際リニアコライダー等を契機とした産業振興

①観光振興に向けたＤＭＯの推進　②地域間交流・国際交流の推進
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３ 基本施策 

Ⅰ 将来像を実現するための「まちづくり」の目標 

１ 【産業】地域の魅力を磨き，つなげ，挑戦し続ける産業があるまち 

 

(1) 地場産業や地元企業の競争力を強化し，市場を海外にも求め，持続可能な地域経済を 

構築します 

①基幹産業として水産業の振興 担当課：水産課，水産基盤整備課 

【現状・課題】 

・本市は，遠洋・沖合漁業の根拠地として全国屈指の水揚高を誇るとともに，沿岸域では養殖漁業

や定置網漁業，小型漁船漁業が営まれており，水産業を基幹産業として発展してきました。 

・気仙沼市魚市場の水揚げ量は，昭和 53 年の 15 万９千トン，水揚げ金額は昭和 57 年の 369 億円

をピークに相次ぐ減船や国際規制の強化，資源の減少，魚離れなどにより，平成 28 年には７万

５千トン，199億円といずれもピーク時の約半分となっています。 

・漁船漁業の現場では，気仙沼港を基地とする遠洋・沖合漁船数が魚市場の水揚げ以上に減少して

います。加えて，漁船の高船齢化，就業者の減少と高齢化が進行しており，代船の建造や新たな

就業者の確保が課題となっています。 

・水産加工品生産高においても，平成５年の 679 億円をピークに減少し，平成 28 年には 369 億円

とピーク時の約半分となっており，未だ震災前の水準まで回復していません。 

・沿岸漁業では，漁業従事者の高齢化が進行しており，適正な漁場管理などに繋げるためにも後継

者の確保が課題となっており，内水面漁業では，放流種苗の小型化や種苗生産のための採卵数に

年による変動が見られ，種苗の安定生産及び放流について注視する必要があります。 

・水産加工業では，震災で失った販路の回復と従業員の確保が課題となっているほか，国民の食の

安全・安心への要求が高まっており，水産物の品質・衛生管理の高度化の確保に向けた流通・加

工体制の整備が求められています。 

魚市場水揚げの推移（昭和 51 年～平成 28年） 
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水産加工品生産額の推移（平成３年～平成 28 年） 

 
資料：気仙沼の水産 ※H22は震災による未調査のため不明 

 

【施策の方向性】 

全国的に水産業が衰退する中で，特徴である日本一の水産クラスターを進化させ，全国の漁業者，

消費者から信頼され，地域経済を支える産業としての復活を目指します。 
 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標 目標設定の考え方 

水産加工品生産額 

（資料：気仙沼の水産） 
369 億円（H28）  500 億円(H32) 

水産加工施設の本格稼働，

高付加価値商品の開発や

販路拡大を推進し，東日本

大震災前 10 年間平均の

10％増を目指す 

HACCP※１認定・認証

施設数 
4 施設（H28）  44 施設(H32) 

HACCP 導入に取組む事業

者を支援し，年間 10 施設の

認定・認証取得を目指す 

地理的表示保護制度

※２登録商品 
0 商品（H28） 2 商品(H32) 

全国シェアの高い水産物の

ブランド化を推進し，２年間

で１商品の登録を目指す 

 

カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状 目標 目標設定の考え方 

気仙沼市魚市場取扱

数量 

（資料：気仙沼の水産） 

75,666 トン（H28） 95,000 トン(H32) 

新魚市場や水産加工施設，

冷凍・冷蔵施設をはじめとす

る漁港機能の強化により，

現状の 25％増を目指す 
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気仙沼市魚市場取扱

金額 

（資料：気仙沼の水産） 

199 億円（H28） 230 億円(H32) 

水産物の高品質化やブラン

ド化を推進し，現状の 15％

増を目指す 

水産物・水産加工品

輸出量 

（資料：気仙沼の水産） 

8,552 トン(H28) 12,300 トン（H32） 

海外輸出に取組む団体を支

援 し ， 東 日 本 大 震 災 前

（H21）の水準の倍増を目指

す 

沿岸漁業生産数量 

（資料：気仙沼の水産） 
9,346 トン（H28） 12,000 トン(H32) 

適正な漁場の利用により，

東日本大震災前（H22）の水

準(11,906 トン)を目指す 

沿岸漁業生産金額 

（資料：気仙沼の水産） 
31 億円（H28） 35 億円(H32) 

漁場環境を守り，品質の高

い養殖水産物を生産し，現

状の 10％増を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・市民は，地元の水産業，豊かな水産物の魅力の理解に努め，市内外の人に伝えます。 

・市民は，地元水産物・水産加工品の消費に努めます。 

・市民は，消費した水産物が，安全・安心な水産物であることを認識し，市内外の人

に伝えます。 

地域・ 

事業者 

・事業者は，漁業活動の継続のため資源管理を遵守し，水産物の安定供給に努めます。 

・事業者は，消費者が求める安全・安心かつ新鮮で良質な水産物及び魅力ある水産加

工品の安定的な供給に努めます。 

・事業者は，労働環境の充実を図り，雇用促進に努めます。 

・事業者は，地元の水産業，豊かな水産物と水産加工品の魅力を磨き上げ，気仙沼ブ

ランドとして全国に発信します。 

行 政 

＜水産業の総合的推進＞  

・資源問題や漁船誘致活動，魚市場の高度衛生化に積極的に取組み，魚市場水揚の北

日本最高位を目指します。 

・人材の確保・育成を図るため，平成 31年度内の供用開始を目指す水産振興センター

や水産研修センターの整備と併せ，自動車メーカーの協力を得て実施する生産性向

上改善支援事業による省力化の推進等により，就労環境の改善に努めます。 

・地域資源を活かした新産業の創出と併せ，水産と観光の融合を推進します。 

・若手経営者の育成，産業や教育の活性化のため，東京海洋大学との連携事業を進め

ます。 

・地域水産業の実情を的確に反映させた課題の解決を図るため，国立研究開発法人水

産研究・教育機構との共同研究に取組みます。 

・魚食健康都市宣言，「気仙沼スローフード」都市宣言に基づく，食を中心とした産業

の振興に努めます。 

・長期にわたる魚離れをくい止め，観光とも連携し魚食普及を推進するため，魚市場

に設置される「（仮称）クッキングスタジオ」を活用します。 
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＜遠洋・沖合漁業の振興＞  

・漁業者等が行う収益性の改善・回復を目指した取組に対し支援を行います。 

・新規就業者確保や船舶職員養成に係る取組に支援を行います。 

・地域拠点を活かし漁船漁業の経営安定のため，国立研究開発法人水産研究・教育機

構との共同研究に取組みます。 

＜沿岸・内水面漁業の強化＞  

・資源減少により海洋漁業の不安定性が増す中，増養殖漁業を一層推進します。 

・地先海域での育成に適したワカメやホタテ等の種苗の安定的な確保のための生産技

術の習得を支援し，技術普及ができる人材の育成を促進します。 

・宮城県，宮城県漁業協同組合等と連携し，漁業後継者の確保対策に取組みます。 

・漁業者等が行う６次産業化に関する取組に対して支援を行います。 

・漁業者等の協力を得ながら養殖漁場や漁業施設利用上の支障となる漂着物等の撤去

に取組みます。 

・河川の資源特性を考慮した計画的なさけ増殖事業の推進を図るとともに，遊魚対象

魚種の放流事業を支援し，魚族資源の保護に努めます。 

＜水産加工業の振興と地域ブランドの確立＞ 

・加工原料の安定確保のため，水揚げ主要魚種の漁船誘致に努めるとともに，前浜物

や未利用資源の活用促進を支援します。 

・食品の安全・安心を確保するため，HACCP 方式 ※1やトレーサビリティー※３を導入す

る事業者への支援と放射性物質検査を継続実施します。 

・水産資源を多角的に利用し，付加価値の高い商品を作り出す試みを支援します。 

・販路の回復・拡大を図るため，水産物の需要が拡大している海外市場への輸出を促

進します。 

・地元で生産された安全・安心で高品質な加工品のブランド化の取組を支援します。 

・従業員を確保するため，事業者の宿舎整備に対する支援と併せ，外国人材のさらな

る受入れ拡大について，引き続き国に働きかけます。 

＜魚市場の水揚量の確保と流通整備＞ 

・新魚市場〔（仮称）気仙沼市魚市場ＣＤ棟・Ｅ棟〕の整備をはじめとする受入態勢の

強化と併せ，積極的な漁船誘致活動により，幅広い漁業種の水揚げを促進し，水揚

量の確保に努めます。 

・新魚市場を起点とした品質・衛生管理の推進やトラックターミナルの整備による流

通体制の迅速化・効率化により，安全・安心で高鮮度な魚の全国への供給体制を強

化します。 

・高度衛生管理の推進により経費が増加する産地市場の健全経営を図るため，卸売業

者等への支援制度の創設について，引き続き国に働きかけます。 

＜漁港施設等の整備＞  

・漁港施設等の整備により，漁業就労環境，生産性及び安全性の向上を図ります。 

・漁船の大型化に対応するため，魚市場南端から商港北端を結ぶ岸壁を水深 7.5ｍ以深

としての整備を目指します。 

・漁港施設の長寿命化及び対策コストの縮減・平準化のための機能保全計画 ※4を平成

32年度までに策定し，対策工事を実施します。 
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・現在，整備中の新魚市場〔（仮称）気仙沼市魚市場ＣＤ棟・Ｅ棟）〕建設工事につい

ては，平成 30年度の竣工に向け進めます。 

・魚市場の既存施設については，ハード部分での衛生管理レベルを底上げするため，

新施設完成後，必要な部分を改修します。 

・気仙沼漁港における岸壁利用者の利便性と観光客等の誘導のため，観光資源ともな

る岸壁のナンバリング表示を県とともに平成 33年度までに整備します。 

※１HACCP（Hazard Analysis and CriticalControl Points：危害分析重要管理点） 食品の製造ま

たは加工に当たり，特に重点的に管理する必要のある箇所を常時集中的に管理し，工程全般を通

じて製品の安全確保を図る方法 
※２地理的表示保護制度 地域で長年培われた特別な生産方法で高い品質と評価を獲得した農林水

産物・食品の名称（地理的表示）を知的財産として保護する制度 
※３トレーサビリティー 食品の生産・流通などの情報について，消費者がいつでも入手できる仕組

み 
※４機能保全計画 長期に渡り漁港施設の機能を保全するための維持管理計画 
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②農業の振興 担当課：農林課 

【現状・課題】 

・本市の農業は，気候や地理的特性により県内陸部に比べて不利な生産条件であり，近年では，担

い手の減少・高齢化が進んでいることや，平成 30 年度から水稲の生産調整制度の廃止に伴い，

国から支給されていた「米の直接支払交付金」が廃止されるなど，その環境は一層厳しい状況と

なっています。 

・東日本大震災の被災を契機に，東日本大震災農業生産対策交付金事業，被災地域農業復興総合支

援事業及び園芸特産重点強化整備事業による補助金を活用した施設整備を進めていますが，栽培

管理技術の向上や施設整備，販路確保が課題となっています。 

・ニホンジカやハクビシンなどの野生鳥獣による農作物被害は深刻な状況にあります。本市におけ

る被害額は約 1,464 万円（平成 28年度）となっており，そのうちニホンジカによる被害は約３

割を占めています。 

 

農家数及び経営耕地面積の推移        経営耕地面積の推移（内訳）                

 
資料：農林水産省統計部「農業センサス」，宮城県震災復興・企画部統計課「農業基本調査」【５年毎の調査】 

 

【施策の方向性】 

専業農家はもちろんのこと，本市農家の９割を占める兼業農家について，農業を事業として継

続・発展できる環境づくりを目指し，地元農畜産物の消費拡大を図ります。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H27） 目標（H32） 目標設定の考え方 

経営耕地面積 837ha 1,086ha 

現状の面積（837ha）に，今後災害復旧事業

等で整備される面積（249ha）を足した面積と

し，現状面積の維持を目標とする 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・地元農業（農畜産物）の魅力を理解し,市内外の多くの人に伝えます。 

・地元農畜産物の消費に努めます。 

地域・ 

事業者 

・自己所有農地の積極的な耕作や，耕作が出来ない農地は農地中間管理機構等を通して地

域の担い手へ貸し付けることにより，耕作放棄地の解消に努めます。 

・消費者が求める安全安心かつ新鮮で良質な農産物の安定的な提供に努めます。 

・減農薬栽培など,環境負荷の低減に努めます。 

・野生鳥獣被害の効果的な防除対策等を学び，被害軽減に取り組みます。 

行 政 

＜地域農業の振興と担い手対策の推進＞ 

・本市の実情に即した農業構造の確立に向け，地形や気候などの地域の特性を生かし，イ

チゴ・トマト・ねぎなどの産地化を図るとともに，水稲・園芸・畜産を基幹とした経営

を促進します。 

・認定農業者等への農地集積を進め，作付の集団化や農業機械の共同利用等による集落営

農を推進します。 

・地域の特性を生かした特産作物の生産の推進により，遊休農地の有効活用を図ります。 

・集落営農の推進や農地の貸借，農作業の受委託による農地流動化を推進し，優良農地の

活用と保全に努めます。 

・低農薬・無農薬や有機農法による良質で安全な農産物の栽培を推進します。 

・農業関係機関・団体と連携し，これからの担い手として期待でき，最新技術・情報化に

対応できる新規就農者の育成に努めます。 

・自主的研究組織の育成と活動の充実を図るとともに，高度な技術と優れた経営能力を持

つ農業後継者の育成に努めます。 

・後継者が安心して就農できるよう，融資制度や青年就農給付金事業の周知･活用など，

関係機関と連携して就農を支援します。 

・学校農園の活動を支援し，児童・生徒の農業体験活動を推進します。 

・市民農園を開設し，市民の健康増進を図るとともに，市民の農業への理解を推進します。 

＜農畜産物の生産振興と販路拡大＞ 

・農業者の進める「６次産業化」を，６次産業化ネットワーク活動交付金等の補助金など

を活用し支援します。 

・消費者ニーズに応える良質な南三陸米の安定生産と販路拡大に努めるとともに，飼料用

米等新規需要米の生産拡大を図ります。 

・振興作物や施設園芸を推進し，市場性の高い特産作物の生産拡大と周年栽培により，安

定的な良質野菜生産による所得向上と経営の安定を図ります。 

・転作田や草地を利用した飼料作物を導入し，飼料作物の自給率向上を推進します。 

・家畜導入資金の貸付や，家畜導入経費の補助により，計画的に優良繁殖牛を確保し，安

定的な市場への供給を図ります。 

・モ～ランド・本吉を拠点にして牛乳・乳製品の宣伝と消費拡大を推進します。 

＜農業生産基盤整備の推進＞ 

・市土地改良事業補助などの助成施策を継続し，用水路改良及び小規模な耕地区画整理等

による農業生産基盤の整備を推進します。 
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・農地中間管理機構が借り入れている農地について，農業者からの申請によらず，都道府

県が，農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業を実施できる制度を推進しま

す。 

＜鳥獣被害対策＞ 

・野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため，気仙沼市鳥獣被害対策実施隊や宮城県猟

友会気仙沼支部への委託，侵入防止柵設置費助成，電気柵無償貸与等により，ニホン

ジカやハクビシンの捕獲等を強化します。 
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③林業の振興 担当課：農林課 

【現状・課題】 

・本市の森林面積は 23,870haで，所有形態別では国有林 4,259ha，民有林 19,611ha（うち市直営

林 4,301 ha）です。民有林の人工林率は 64％ですが，標準伐期齢 35年生以上の森林がその 88％

を占めています。 

・森林資源が成熟し利用可能な段階に入っていますが，森林経営の魅力低下等により，伐採後の再

造林や間伐等の森林整備は低迷しています。 

・森林資源の循環活用を促し，木材の生産だけでなく，地球温暖化防止機能など森林の持つ多面的

な機能の発揮するため，伐採後の再造林・間伐等の適切な森林施業を行うことが必要です。 

・市内民間事業者により，間伐材などを活用した木質バイオマス発電プラントが 2016年３月から

本格稼働しており，安定的な原料供給が必要です。 

・防風や潮害防止，景観維持等の役割を担う松林において，松くい虫被害が拡大しています。 

 

【施策の方向性】 

森林資源の循環活用による，持続可能な林業生産活動を目指します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

民有林間伐施業面積 199ha 210ha  おおむね 5％増を目指す 

民有林造林面積 23ha 25ha  おおむね 5％増を目指す 

※宮城県森林整備事業実績面積 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・地元木材や林産物の消費に努めます。 

・地元木材や林産物の魅力を広くＰＲします。 

地域・ 

事業者 

・森林所有者は，間伐等森林施業の集約的・一体的な実施に努めます。 

・事業者は，地元木材の安定的な提供に努めます。 

・事業者は，生産活動に利用する林道や作業道の維持・保全に努めます。 

行 政 

＜森林整備の推進と森林資源の保全＞ 

・全国森林計画および宮城北部地域森林計画との整合性を保ちながら，気仙沼市森林

整備計画に基づき，適切な森林整備の推進に努めます。 

・伐採跡地を更新する際は，適地適木に配慮しつつ，針葉樹林や広葉樹林などの多様

な森林の整備に努めます。 

・森林整備事業の補助制度を活用し，団地化の促進など生産性の高い計画的・効率的

な森林施業を推進するとともに，松くい虫による被害の防除等により森林資源の保

全に努めます。 

＜地元木材の需要拡大と森林資源の活用＞ 

・林業関係団体等と連携し，地元木材の需要拡大を推進します。 
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・地域おこし協力隊を活用し，木質バイオマス発電事業における間伐材の利用促進や

自伐林業家からの相談対応等を行います。 

＜林業生産基盤整備の推進＞ 

・間伐等の森林施業を集約的に実施するため，既設林道の改良及び施業対象地と既設

林道を連絡する作業道の整備を促進します。 

・森林施業の効率化による生産性の向上を図るため，機械化を促進します。 

＜松くい虫被害対策＞ 

・被害状況調査を継続的に行い，保全すべき松林においては，国や県，地元関係者と

連携し，薬剤による「予防対策」や被害木の伐倒くん蒸の「駆除対策」等を実施す

るとともに，周辺松林では樹種転換を推進します。 
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④商工業・サービス業の振興 担当課：商工課ほか産業部各課 

【現状・課題】 

＜製造業＞ 

・本市は，水産業が基幹産業であり，製造業に占める食料品製造業の割合が高く，また食料品製造

業に占める水産加工業の割合も高い特徴がありますが，震災前と比べ，事業所数・従業者数・製

造品出荷額のいずれも回復傾向にはあるものの，未だ震災前の水準には及んでいない状況にあり

ます。 
・被災事業者の中には，早期に再建を果たし，展示商談会や物産展等への参加による販路回復・拡

大や新分野への展開及び新商品開発等に積極的に取り組む事業者がいる一方で，まだ本格再建に

至らず，震災により失われた販路・売上の確保が課題となっている事業者もいることから，各事

業者の状況やニーズに対応した支援を継続していく必要があります。 
・本地域の水産物，農産物，加工品等は，他地域に劣らない特色を持つ産品が数多く存在すること

から，商品力を一層強化し，地域ブランド化による認知度向上を図るとともに，魚食健康都市や

スローフード宣言都市としての食育推進や「食」のまちのイメージを浸透させ，市内外の消費者

に支持される地場産品の提供に努めていく必要があります。 
・造船関連産業においては，震災により施設設備に被害を受けた造船業者が，造船業の高度・集約

化を図り，漁船建造に限らない幅広い事業展開を目標に，関連産業とともに水産クラスターとし

ての進化を目指しています。 

＜商業・サービス業＞ 

・本市の商業・サービス業については，被災地区における土地の嵩上げ等の基盤整備の進捗により，

商店街を再生するなど事業者の自助努力が続いていますが，震災により変化した商圏や消費者ニ

ーズの変化に対応した新しい商店街の形成や被災商業施設の再建が求められています。 
・人口の減少や少子高齢化の進行，消費者ニーズやライフスタイルの多様化などの環境の変化によ

り，各地域に形成された既存の商店街や地域に密着して立地する中小の商店を取り巻く環境は厳

しい状況にあります。 
＜中小企業・小規模事業者＞ 

・中小企業・小規模事業者は，人口減少に伴う需要の減退や消費・流通構造の変化による競争の激

化，人手不足や後継者不足などの課題に直面しており，さらなる生産性の向上が求められていま

す。 
・市内事業者は，震災以降，事業所被災・顧客減少等の状況下において，販路の回復・拡大を進め

ていることから，経営改善や経営基盤の強化が求められています。 
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【施策の方向性】 

・水産物，農産物，加工品等における気仙沼ブランドや高付加価値化を推進し，地域資源を生かし

た食品関連産業の振興を図ります。 
・住民の生活や暮らしを支える地域商業の活性化や賑わいの再生に取り組みます。 
・中小企業・小規模事業者の生産性の向上や事業活動の継続・成長を推進します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

求評見本市バイヤー数 280 社 500 人（H28） 320 社 540 人 震災前の水準を目指す 

 

カテゴリーＢ … 様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

製造品出荷額等 763 億円（H27） 1,000 億円 
事業所の復旧が見込まれること

から，震災前の水準を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・地場産品等について理解を深め，地元商店等での消費に努めます。 

・地元商店街のイベント等への参加を通して，地域の魅力に触れながら，賑わいをつ

くり出します。 

地域・ 

事業者 

・消費者から支持される商品の開発と販売促進に努めます。 

・各事業所における生産性の向上を推進します。 

・地場産品等のブランド化を進め，市内外の消費者へその素晴らしさを伝えます。 

・市内外で開催する展示商談会や物産展等へ積極的に参加し，地場産品の販路回復・

拡大を図ります。 

・本市が水産物，農産物，加工品等を中心としたスローフードの「食」のまちである

ことを市内外に広くＰＲします。 

・店舗販売，通信販売等により，地場産品等を消費者に直接届ける体制を整え，消費

者の求める買い物環境の整備に努めます。 

・商店街としての結束力を高めながら，集客につながる活動を通して，商店街の賑わ

いの創出に努めます。 

行 政 

＜気仙沼ブランドの推進，販路拡大＞ 

・気仙沼の物産品販路拡大等事業や地場産業再生支援事業等を通して，地場産品等の

プロモーションを図りながら，気仙沼発の地場産品のブランド化を目指します。 

・市内外で開催する展示商談会や物産展等へ数多く参加するとともに，気仙沼市アピ

ールショップ「気仙沼ＰＯＲＴ」（横浜市中区）等を通じた地場産品等やサービスの

発掘・発信並びに販路拡大を図ります。 

・求評見本市等の商談会を通して，地場産品を国内外のバイヤーとマッチングする機

会を創出し，販路の回復・拡大を図ります。 
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・本市で開催される産業まつり，お菓子フェアなど市内外で開催するイベントや物産

展等への積極的な参加を促します。 

・本市がスローシティの認定を受け，水産物，農産物を中心としたスローフードの「食」

のまちであることを市内外に広く浸透させます。 

＜商業施設等の再建と商業環境の整備＞ 

・地域商業施設等復旧整備事業等を通して，被災商業者の再建を支援します。 

・大島浦の浜地区に，地場産品物販施設，観光案内所及び駐車場等の機能を備えた「（仮

称）大島ウェルカム・ターミナル」を整備し，市民や観光客の利便性の向上を図り

ます。  

・内湾地区の賑わいの再生・創出に向けて，まちづくり会社や民間が行う商業施設の

整備や，朝市，マルシェ等の取り組みを支援します。  

・市内唯一の道の駅であり，フルインターチェンジに隣接する被災した道の駅「大谷

海岸」を本設復旧し，観光情報の発信と併せて，市内の水産物，農産物，加工品等

の販売体制を強化し，地域の玄関口としての機能充実を図ります。 

＜商店街に対する支援＞ 

・地域商業等計画策定事業等を通して，商店街活性化に向けた計画の策定を支援する

とともに，商店街再生加速化支援事業等を通して，商店街の先進的な取り組みに対

する施設整備等への支援を実施します。 

・集客や賑わい創出につながる魅力ある店舗の存続や出店を支援しながら，商店街の

活性化を目指します。 

＜中小企業，小規模事業者の支援＞ 

・地域経済の牽引役である中小企業，小規模事業者の振興に関する条例の制定に向け

た取り組みを推進します。 

・商工会議所や本吉唐桑商工会，国，県等の関係機関との連携を図り，経営診断や指

導の充実を図ります。 

・経営体質の強化に資する制度融資の継続と，国，県等の各種融資制度の情報提供を

行います。 

・提携金融機関への預託により，円滑な資金融資を促進します。 
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⑤地域経済循環の強化（ローカルファースト） 担当課：商工課ほか産業部各課 

【現状・課題】 

・人口減少が進む地方や地域では，「人口減少が地域経済の縮小を呼び，地域経済の縮小が人口減

少を加速させる」という負のスパイラルに陥ることが懸念されています。 
・地域経済の縮小に歯止めをかけるためには，域外への資金流出を防ぎ，域内経済の資金循環を好

循環させる仕組みづくりが求められています。 
・本市においては，東日本大震災の復興事業により，一時的に公共事業などが本市経済を支えてい

ますが，長期にわたる遠洋漁業の衰退，水産物を中心とした食料品製造業出荷額の減少により，

外貨を含め域外から資金を稼ぐ力が急速に衰えているうえ，復興事業の進展に伴う公共事業の減

少により，これまでの構造を前提とした経済循環システムでは，地域経済が一層縮小していくこ

とになります。 
・地域経済の活性化や雇用の創出を図るためには，海外への輸出や国内他地域への移出により，域

外から資金を稼ぐ産業の再構築と企業誘致を促進し，得た資金を域内で多く消費することを繰り

返すことで域内需要を拡大する必要があります。 
・労働力不足に伴う生産能力の縮小は，域内の生産を下げることから，新卒者をはじめとする若者

やＵＩＪターンが呼び込める魅力ある雇用の場を提供する産業を構築していく必要があります。 
・地域の外貨獲得を再構築し，域内経済を好循環させるためには，商工会議所，商工会及び金融機

関との連携により，競争力強化や域内調達の拡大に向けた産業分析を行うとともに，企業誘致や

地域資源の活用等の戦略的な取組が求められています。 
・平成 29年４月から，気仙沼版ＤＭＯの中心的な役割を担う気仙沼観光推進機構により「気仙沼

クルーカード」が運営されており，地域全体で稼ぐ仕組みづくりや，カード利用者の顧客データ

ベースの構築とマーケティングなどが行われています。 

 

【施策の方向性】 

外貨の獲得とともに，域内調達・消費を増やし，域内の資金循環を拡大させ，地域経済の活性化

を目指します。 
 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（2013（Ｈ25）） 目標（2020（H32）） 目標設定の考え方 

地域経済循環率 33.7% 80％ 震災前と同水準を目指す 

 
【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・市内での購入に努めます（ローカルファースト）。 

・気仙沼クルーカードの目的や役割を理解し，その取得や利用に努めます。 

地域・ 

事業者 

・地元で生産された物や地元企業が販売する物の調達量を増やします。（ローカルファ

ースト） 

・商品力や生産性の向上を図るとともに，国内他地域への販売や海外への輸出による

事業展開を目指します。 
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・気仙沼クルーカードの目的や役割を理解し，加盟店として活用します。 

行 政 

＜地域経済循環の分析と強化＞ 

・地域経済循環の循環構造（ヒト，モノ，カネ）の流れを客観的に捉えるため，国，

県等の関係機関と連携して分析を進めます。 

・資金を獲得するため，事業者が行う国内他地域への販売や海外への輸出の取組を支

援するとともに，企業誘致を積極的に進めます。 

・市が発注する公共工事や物品調達などについては，引き続き地元事業者への発注に

努めます。 

＜気仙沼クルーカードの活用促進＞ 

・会員と加盟店の新規獲得に向けた取組を支援します。 

・カードの利用を通して，会員の顧客データベースの構築とマーケティングを行い，

地元商品の購入促進に関する仕組みづくりを支援します。 

・気仙沼関連のイベント情報や加盟店の情報をメールマガジン等を通して発信し，会

員のカード利用の取組を支援します。 

 

 
  

※地域経済循環 

・地域経済政策の最終的な成果は，地域住民の方々の所得額であり，この所得額を向上させる

経済構造が地域経済循環構造です。 

・地域経済循環の好循環構造とは，地域において「生産（売上）→分配（所得）→支出（消費）」

の３面で所得が循環しており，地域外への所得の流出を防ぐとともに，地域外からの所得の

流入を増加させることです。 

 

 

 

地域経済循環のイメージ

域外
①域外か
らの売上

主に域外
を市場と
する産業

②所得 域内住民 ③消費

④所得

主に域内

を市場と
する産業

【例 】
①製造業の事業所が域外に製品を販売して売上を得る。
②事業所が従業員に給料を支払う。
③域内住民が域内の商店で買い物をする。
④商店が従業員に給料を支払う。

↓
③と④繰り返しで域内需要が拡大

■主に域内を市場とする産業
＜域内を主たる販売市場とした産業＞

・小売業・金融保険業・不動産業
・公共サービス …

■主に域外を市場とする産業
＜域外を主たる販売市場とした産業＞

・農林漁業・製造業・宿泊業
・運輸業…

・

資金の流れ

出典：経済産業省（一部加筆）

モノ・サービス
の域内調達

域外からモノ・サービスの域内流通
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出典：RESAS（地域経済分析システム）より 
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(2) 市内外の力を結集し，新たな産業と挑戦する人材を創出します。 

①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進 担当課：産業再生戦略課ほか産業部各課 

【現状・課題】 

・本市は水産業に関係する事業者が多く，漁業に対する依存度が極めて高い産業構造となっているため，

国際的な漁業規制や資源管理の困難さ，中長期の海洋環境の変化などによる資源の減少，年による海

況の変化などによる水揚の変動，また消費者の魚食離れ，水産加工の労働力不足等による生産力の低

下など，水産業を取り巻く環境の変化に大きな影響を受けることが課題となっています。 

・市内の事業者に対し行った「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関するアンケートによる

と回答した企業 647 社のうち，「人口減の克服，活力ある社会実現のため，重要な施策は何か」の問

いに対し，「水産業だけに頼らない産業構造の構築」が 344 社で 53.2％と最も多く，次いで「企業誘

致や起業支援による新たな雇用の創出」が 212社で 32.8％となっており，水産業以外の新産業創出が

求められています。 

・地方創生“高校生アンケート”によると気仙沼市への帰郷・定住を考えている生徒が、「帰郷したい」

が「したくない」を上回っている一方で，帰郷し定住するために必要な環境として，多くの生徒が「安

定した収入」，「職種の幅を増やす」等と回答しており，若者が活躍できる多様な業種を創出し，本市

への帰郷・定住を促進する取り組みが望まれています。 

・気仙沼市の将来に向けて基幹産業である水産業を強みとしながら，水産業から食品産業への領域の拡

大や他分野での産業振興，新産業誘致，起業支援など幅広い産業創出への施策が必要です。 

・国の認定を受けた創業支援計画に基づき，商工会議所，商工会，金融機関と連携し，創業セミナーや

創業スクールの開催など，創業・起業者に支援するとともに，平成 24 年度，平成 27 年度，平成 29

年度に創造的産業復興支援事業を実施し，19事業者の新規創業等を支援してきましたが，各事業者は，

概ね順調に事業を継続しているものの，人材確保や育成，販路の確保・拡大に課題を抱えています。 

・国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致実現を図り，本市に新たな地平を開く新産業の創出が望まれ

ています。 

・企業誘致については，地域未来投資促進法（旧企業立地促進法）及び企業立地奨励制度の優遇措置を

活用し企業の誘致に努めてきましたが，立地の前提となる工業団地用の平地は狭隘な地形であること

などから整備が容易でない状況にあります。 

・ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したテレワークオフィスなど新しい働き方を創出し，ＩＣＴ関連産業

のサテライトオフィス誘致や起業・創業者の事業拠点整備を小原木公民館（旧小原木中学校）の空室

を利用する取り組みを進めており，平成 29年度においては３事業者の進出が予定されています。 

・大規模な企業（工場等）などの誘致活動（ホームラン）は継続しつつ，地場産業の進化や転換への支

援を積極的に行うとともに，ＩＣＴ企業やベンチャー企業等の誘致，創業・起業者支援（ヒット・バ

ント）を重ねながら就労の場を確保していく必要があります。 

・2015 年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）※１は，日本も含め，世界

各国において，企業がビジネスとして，どのように目標達成に取り組んでいくか関心が高まっていま

す。 
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資料：地方創生－高校生アンケート－ 

資料：「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関するアンケート(企業・事業者)【クロス集計・分析版】 

53.2%(344)
32.8%(212)

17.5%(113)

17.2%(111)

17.6%(114)

13.6%(88)

5.9%(38)その他

観光・交流の促進

移住・定住の促進

医療・福祉サービスの充実

非婚化・晩婚化対策

企業誘致や起業支援による新たな雇用の創出

水産業だけに頼らない産業構造の構築

n=647(3つまで選択可)

【平成27年10月調査】 【対象：気仙沼商工会議所・本吉唐桑商工会会員企業

対象人数：1,695事業者 回答：647事業者：38.2％）】

Ｑ：人口減の克服、活力ある社会実現のため、重要な施策

地方創生 －企業・事業者アンケート－
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【施策の方向性】 

起業・創業を支援するとともに，企業誘致により新たな産業を創出します。 
 

【主な指標】 

(Ａカテゴリー) 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

市の創業支援件数 14 件（H24～H28） 5 事業者／年 H24～H28 の実績を継続 

市の誘致による企業

立地件数 
6 件（H23～H28） 1 事業者／年 H23～H28 の実績を継続 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・地域の産業をよく知り，就労・応援します。 
・新たな産業創出に挑戦する若者を応援します。 

地域・ 

事業者 

・地元の高校生や大学生，社会人など，積極的にインターンを受け入れます。 

・異業種間・産学官連携強化に努めます。 

・地元産業の技術をさらに発展させ，新分野での活用に努めます。 

・消費者ニーズの把握など，マーケティングを行い新商品の開発，販路拡大に努めます。 

・ＳＤＧｓを国際社会や人々に課せられた使命として捉え，企業活動に活かします。 

行 政 

＜起業・創業への支援＞ 

・起業・創業者や新規事業を展開する事業者，地域課題の解決に取り組む事業者等に対し

て支援し，市民が活躍できる新たな産業と雇用を創出します。 
・異業種や大企業との連携，小規模事業者の協業化等を推進し，地元企業の経営基盤強化

や新たな産業の創出と職種構成の多様化を図ります。 

＜企業誘致の推進＞ 

・積極的にトップセールスを行うとともに，ゴーヘイ気仙沼の開催や企業立地セミナー，

宮城県東京事務所との連携を通じて，気仙沼市の情報を発信し，本市に関心を持つ企業

を掘り起し積極的に企業訪問を行い立地に繋げるなど，幅広い分野の企業誘致を展開し

ます。 

・気仙沼の魅力を伝える動画を活用したシティプロモーションを広く内外に展開し，起業・

創業や企業誘致，移住・定住の推進を図ります。 

・若者が集まり地域の活性化や賑わいの創出，本市の情報発信効果，地元での就職・起業

による移住定住促進など様々な効果が期待できる専門学校などの教育機関の誘致を進め

新たな産業の創出・人材育成を図ります。 

・三陸道路の開通など新たな交通体系により，流通の利便性，通勤できる地域の拡大によ

る雇用確保など，本地域のおける優位性を強くアピールし戦略的な企業誘致を進め，Ｕ

ＩＪターンを促進します。 

・本市に事業所を新設又は増設する企業に対し国の民間投資促進特区制度や県の奨励制度，

市の企業立地奨励制度など企業向け優遇制度の活用を推進し，建設用地の斡旋など事業

者に寄り添いながら企業立地の促進を図ります。 
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・国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致実現を図り，ＩＬＣ建設に関連する施設や企業，

研究・実用に関係する企業誘致を進め，研究者等そこに携わる人々の居住や交流の拡大

を図ります。 
＜産業用地等の整備＞ 

・企業誘致等を推進するため，防集元地，漁業集落背後地等の活用を進めるとともに，工

業団地等の整備を検討します。 

・学校等跡施設や空き家，空き店舗を積極的に利活用し，製造業などの既存事業はもとよ

りテレワークやソーシャルビジネスに対応したオフィス拠点など施設の有効利用を図り

ます。 

＜ＩＣＴ関連産業の推進＞ 

・都市部から地方への人や仕事の流れを創出，時間や場所を有効的にできる柔軟な働き方

の実現，地元企業や地域課題の解決を推進するため，ＩＣＴ関連産業の起業・創業の促

進や企業誘致を図ります。 
・ＩＣＴ関連産業が地域に根ざすための人材育成を図ります。 
＜ＳＤＧｓの取組＞ 

・関係機関・団体等と連携し，ＳＤＧｓの普及・啓発や 2016 年 12 月に政府が示した持続

可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針に沿った取組を展開します。 
※１ＳＤＧｓ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals） 社会・経済・環境面におけ

る「持続可能な開発」を目指す，先進国も途上国も含めた国際社会共通の目標。 

 資料：2016年 12月発表資料（首相官邸ホームページより） 
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②雇用の安定と労働環境の充実 担当課：商工課 

【現状・課題】 

・東日本大震災後の平成 24 年９月以降，復興事業の影響や，生産年齢人口の減少・流出などから，

求人数が求職者数を上回り，各事業所においては，労働力の確保が困難な状況が続いています。

また，職種による求人・求職のミスマッチも顕著な状況となっています。 
・求人内容は，正規雇用よりも非正規雇用が多い状況にあり，安定的な雇用を確保するためには，

正規雇用者の拡大に向けた取り組みが必要となっています。 
・新規高卒就職希望者は，近年ほぼ 100％の就職率となっていますが，地元就職率（ハローワーク

気仙沼管内）は 50％前後で推移しており，新卒者をはじめとする若者の地元就職と就業定着が求

められています。 
・人口減少による地域の産業力，経済力の低下が懸念される中，中小企業・小規模事業者が人材を

確保するためには，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）のとれた職場環境を整備し，

雇用の質の向上を図ることが不可欠です。 

・本市においては，中小企業・小規模事業者の占める割合が高いこと，平均賃金が低いこと及び復

興途上であることなどを背景に，給与面や処遇面で都市部との格差があり，労働者の確保のため

には，企業はもとより国・県の関係機関や団体と連携した労働環境の充実が求められています。 
・個人がそれぞれの事情やライフスタイルに合わせて，時間や場所にとらわれず柔軟に働くことが

できるよう，これまでの雇用形態にとらわれない新しい働き方への環境整備が必要となっていま

す。 
・団塊世代の退職，第一次産業の担い手不足から，技術者，後継者不足が深刻化しています。 
・職業教育に関する高等教育機関は，気仙沼市立病院附属看護専門校，医師会付属看護学校及び宮

城県気仙沼高等技術専門校のほか，実業高等学校として宮城県気仙沼向洋高等学校の４校があり，

それぞれ入学者の確保とともに，地元雇用へつなげる取り組みが必要となっています。 
 

有効求人倍率・有効求人数・有効求職者数の推移（ハローワーク気仙沼管内，常用分） 

 
資料：宮城労働局 

 

【施策の方向性】 

安心して働くことのできる雇用環境の整備を促進し，地域産業を支える人材の育成・確保を図り

ます。 
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【主な指標】 

カテゴリーＢ … 様々な要因があり，取組だけでは改善できない目標数値 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

高校新卒就職者のハロー

ワーク気仙沼管内就職率 
55％ 60％ ５％の増を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・地元で働くことに誇りを持ち，若者，新卒者の地元就職，就業定着を応援します。 

・自らの技術・技能で地域の産業振興に努めます。 

・自らの技術・技能の伝承と人材育成に努めます。 

地域・ 

事業者 

・労働関係法令を正しく理解し，高い意識を持って遵守します。 

・優れた技術・技能の伝承と発展，人材育成に努めます。 

・積極的にインターンなどを受け入れ，自分の企業を知ってもらうよう努めます。 

・労働環境や福利厚生の充実により，労働者が意欲的に働くことができる職場づくり

に努めます。 

・女性，高齢者，障害者等が働きやすい職場づくりに努めます。 

行 政 

＜雇用の創出＞ 

・住みよさ創造機構や民間の人材紹介会社等と連携するなど，新卒者をはじめとする

若者やＵＩＪターン者の地元就職と人材の育成を支援します。 

・宮城労働局やハローワークなど関係機関と連携し，離職者はもとより，女性や障害

者，生活困窮者等の就労機会の拡大を図ります。 
・シルバー人材センターの運営支援などにより，高齢者の就業機会の拡大を図ります。 
＜労働環境の充実＞ 

・事業者をはじめ，ハローワークや宮城労働基準協会など，国・県の関係機関や団体

と連携して，新卒者を含む労働者の地元定着や労働環境の改善を促進します。 
・勤労青少年ホームの再建や運営を通して，勤労青少年の福祉の増進を図るための事

業を実施します。 

・勤労者の生活安定を図るため，勤労者生活安定資金融資制度を継続します。 

＜職業能力の開発＞ 

・各種技能講習に係る情報発信や離職者の資格取得にかかる支援を行い，再就職機会

の拡大を図ります。 

・商工業の発展に寄与した技能者の功労を讃え顕彰し，技能者の社会的地位の向上と

技能者が育つ環境の醸成を図ります。 

・ＷＥＢ系在宅ワーク支援事業などを通して，時間と場所にとらわれない新しい働き

方への環境を整備します。 

・宮城県気仙沼高等技術専門校と連携し，同校の職業訓練等に関する情報発信に努め，

産業界のニーズに適応した人材の育成を促進します。 
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③国際リニアコライダー等を契機とした産業振興 担当課：ＩＬＣ推進室 

【現状・課題】 

・国際リニアコライダー(ＩＬＣ)プロジェクトは，本市を含む東北全体での新しい産業の創出や技術革 

新，次世代を担う人材育成のほか，科学技術分野における教育水準の向上が期待されます。 

・市民や地域の一層の機運醸成のため，市国際リニアコライダー推進協議会や教育現場などの協力を得 

ながら，講演会の開催やパンフレットの配布などの啓発事業を行っています。 

・ＩＬＣの誘致実現に向けては，東北ＩＬＣ推進協議会を中心として県や関係機関・団体と連携を図り

ながら，国へ積極的な働きかけを行っています。 

・本市においては，ＩＬＣ整備に係る主要機材の搬入・保管・検査・輸送拠点や外国人研究者等の居住 

区設定など生活環境の整備に対する役割，地元企業の関連産業への参入などが期待されています。 

・本市において，ＩＬＣの果実を本格的に得るためには，関連技術を活用する産業の誘致と地元企業の

新分野への進出が必要です。 

・加速器関連プロジェクトの一つとして東北大青葉山キャンパスに建設される東北放射光施設は，物質 

の成分や構造を詳細に分析・解析できる研究施設であり，学術利用だけでなく産業にも幅広く活用す 

ることができ，新製品や新技術の創出に大きく寄与することが期待されます。 

        
【施策の方向性】 

・ＩＬＣを契機として，関連産業の創出や次世代を担う人材の育成，国際化の推進など，新たな産業や 
まちづくり分野への展開を図ります。  

・東北放射光施設の利活用による新商品や新技術の開発を促進し，地場産業の高度化とグローバル化 
を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   資料：東北ＩＬＣ準備室 
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 【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・ＩＬＣ講演会やサイエンスカフェへの参加などを通して，ＩＬＣへの理解を深めま

す。 
地域・ 

事業者 

・事業者は，ＩＬＣ誘致により派生する関連産業の創出や技術革新に努めます。 

・事業者は，東北放射光施設を利活用し，新製品の開発や技術革新に努めます。 

行 政 

・ＩＬＣの誘致活動を積極的に行います。 
・ＩＬＣに関するイベント等の開催や啓発活動に取り組むとともに，中学生の最先端

科学体験研修など学びの機会を提供します。 
・ＩＬＣ整備に係る主要機材の受入態勢の整備に向けた準備を進めます。 
・外国人研究者とその家族等の生活環境整備の検討や観光面の受入れに向けた準備を

進めます。 
・ＩＬＣに関する派生技術開発や東北放射光施設の利活用を行う企業を誘致し，また，

市内事業者の新規分野への参入を誘導します。 
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(3) 世界に開かれた観光・交流都市を実現します。 

①観光振興に向けたＤＭＯの推進 担当課：観光課 

【現状・課題】 

・本市は，三陸復興国立公園・海域公園 ※１や県立自然公園，日本ジオパーク，みちのく潮風トレ

イル，宮城オルレなどの指定を受けるリアス海岸の魅力ある景勝地に加え，日本有数の水産都市

として新鮮な魚介類を中心とした「食」を重要な観光資源と位置づけるとともに，自然や産業を

活かした体験学習等の誘客に取り組んできました。 

・東日本大震災で自然景観や観光施設，観光事業者の多くが被災し，観光産業は危機的状況に陥り

ました。また，水産業を中心とした地場産業も甚大な被害に見舞われ，人口減少と地域経済の低

迷にいっそう拍車が掛かる事態となりました。 

・本市最大のイベントである「気仙沼みなとまつり」についても，会場を分散し海上行事を縮小し

て開催しています。 

・平成 24 年３月に「観光戦略会議」を設置し，平成 24年 12 月に｢観光に関する戦略的方策バージ

ョン１｣，平成 25 年３月に｢同バージョン２｣として取りまとめ，以下７つの戦略を掲げました。 

 

 

 

・平成 25年６月に上記｢観光に関する戦略的方策｣を推進する組織として，民間を主体とし市も参 

画する形で｢一般社団法人リアス観光創造プラットフォーム｣が設立され，主に観光における企画 

部門を担いコンテンツ開発や市民意識醸成等の戦略的活動の実践を開始しました。 

・平成 27年４月のニュージーランド視察（クイーンズタウン他）では，「アクティビティ」の開発 

と運営体制の構築が重要であること，すなわち天候に応じたを豊富なプログラム，ニーズに合わ 

せた柔軟なコーディネート，高い安全性の確保，担い手育成が必要であることなどを学びました。 

・一方で，観光に携わる各種団体相互の連携・調整が必ずしも十分に図られないまま各々が事業を 

計画し展開していたことで，事業の重複やマーケティング（顧客ニーズ調査）に基づく誘客戦略

の設計が欠落していることなどの課題が浮き彫りになってきました。 

・また，復興に伴い観光客入込数は回復傾向にあるものの，平成 28年数値においても対平成 22年

比で 53％程度の水準に止まり，宿泊者数についてもいわゆる復興特需が終わりを迎えています。 

  

戦略１ 気仙沼ならではのオンリーワンコンテンツを活用した誘客戦略

戦略２ 水産業と観光産業の連携・融合による新たな付加価値創造戦略

戦略３ 観光まちづくりに向けた基盤強化戦略（ハード・ソフト両面）

戦略４ 観光資源の磨き上げによる観光魅力創造戦略
戦略５ 観光市場（マーケット）とのコミュニケーション戦略

戦略６ 「観光地・気仙沼」を目指した観光客受け入れ体制の強化戦略
戦略７ 広域観光プログラム開発及びインバウンド対策の強化戦略

■気仙沼市の観光に関する戦略的方策バージョン２　　（平成25年3月策定）

〈観光再生による「魅力的なまちづくり」に向けた中核的２大戦略〉

〈２大戦略を下支えする「基盤整備」〉

〈２大戦略を補強し発展させる「個別戦略」〉
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・平成 27 年度に，国の地方創生において「ＤＭＯ※２」の考え方が提起され，同年 12 月より本市も

検討を開始し，平成 28年３月にスイス・ツェルマットを視察のうえ情報の一元管理とマーケテ

ィングの徹底，これに基づく顧客の囲い込み，関係者が一堂に会しての観光戦略の意思決定の仕

組み等を学び，この重要性を深く認識したことで，平成 28年度においても引き続き「気仙沼版

ＤＭＯ構想」について関係団体と協議を重ね，平成 29年４月に「気仙沼観光推進機構」を設立

するに至りました。 

・同時に，「気仙沼観光推進機構」の事務局を担うとともに，マーケティングや観光コンテンツ開

発等を進めるための実働部隊として「一般社団法人気仙沼地域戦略」を設立しています。   

・「気仙沼観光推進機構」は，市，観光コンベンション協会，気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工会，

一般社団法人気仙沼地域戦略の各代表者で構成する幹事会を主体とし，農協，漁協等の関係団体

も参画する団体です。この枠組みのもと，各関係団体の役割分担を明確にしたうえで重要テーマ

部会と主管団体を定め，市民，関係事業者，各種団体等の多様な参画のもと各テーマについて検

討し実行していきます。進捗・成果の報告は定期的に開催する幹事会に集約し，これに基づき的

確な経営判断と意思決定を行いながら，市全体の観光予算の戦略的張り付けも協議しています。 

平成 22年～平成 28年までの観光客入込数推移 

平成 22年～平成 28年までの観光客宿泊者数推移 

203,287

39,895

93,499

151,045 145,030
159,162

210,532

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

(人）

資料：気仙沼市観光客入込数調査※３（観光客宿泊者数については復興関連及び二次避難者数を除く） 
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気仙沼観光推進機構 (H29.4.24設立） ※気仙沼版DMO構想の中核組織

観光で稼げる地域経営・地域経済の循環拡大 を実現するための総合的な観光施策の意思決定 を行う

【体制図】

　

　

気仙沼市
気仙沼商工会議所・

本吉唐桑商工会
気仙沼観光コンベンション協会

・誘客営業

・受入案内 など

商・観・農・水・工等

の各種事業者
ＮＰＯ・

市民活動団体
市民

ＪＡ，ＪＦ等関係団体

気仙沼観光推進機構

幹 事 会

【例】重要テーマ

・市民意識醸成

・ガイド育成

・コンテンツ開発

・インバウンド

・地区戦略

・ハード戦略

・マーケティング

・人材育成

・食の開発 など

・地区戦略

・ハード戦略 など

（一例） ・地域ブランディング など

●代表者 ●代表者
●代表者

●代表者

テーマ テーマ テーマ

（一社）気仙沼地域戦略

●代表者

事務局に指名

●主管団体 ●主管団体 ●主管団体

・DB構築・分析・管理

・マーケティング

・プロモーション など
【部会等】

一般社団法人
気仙沼地域戦略

気仙沼観光推進機構の
実働部隊として設立

・各種調査の実施
・顧客データベース構築
・マーケティング
・プロモーション
・観光コンテンツ開発
・クルーカード事務局

など

 

・誘客戦略の土台となるマーケティングについては，一般社団法人気仙沼地域戦略が担当し，観光 

客アンケートや宿泊動向，物販施設利用者数等の各種統計調査と気仙沼クルーカード導入実証実験を 
組み合わせたデータの収集・分析・編集を行い，これに基づき気仙沼観光推進機構としての「観光施 
策の意思決定」につなげて行きます。またマーケティングレポートとして各事業者に提供しています。 

観光客の行動・消費の把握とデータ化

【ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞに基づく戦略策定と推進のｲﾒｰｼﾞ】

マーケティング

改善・新規メニュー開発

観
光
推
進
機
構

・(

一
社)

気
仙
沼
地
域
戦
略

観光客の満足度ＵＰ

事業者の収益力ＵＰ

事業者再投資

新
規
・
リ
ピ
ー
ト

観
光
各
の
増
加

市

観コン協会

商工会議所

本唐商工会

その他構成団体

※気仙沼クルーカードや各種アンケート調査・統計調査から

事務局
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・100円で1ポイントが貯まり、1ポイント1円で利用できる地域のポイントカード
・市民が積極的に市内のお店を利用することで、地域内でお金を回し市外に
流さない
・ポイントの有効期限は、最長2年間（翌年12月31日まで）
・公的施設での利用も検討中

気仙沼クルーカード

 

【施策の方向性】  

・｢交流人口｣の拡大による人口減少の補完及び外貨獲得に貢献する観光産業を，水産と並ぶ基幹産

業として強化・発展させていきます｡ 

・「気仙沼観光推進機構」を司令塔に「気仙沼版ＤＭＯ」を推進することとし，具体的には市全体

を一つの会社と見立て，マーケティングに基づく戦略策定と付加価値の高い観光商品の開発・提

供等による「観光で稼げる地域経営」，「地域経済の循環拡大」及びこれらの「持続的展開」の具

現化に取り組みます。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

観光宿泊者数 21 万人    
左記４指標は観光庁への DMO 法人登録に際し，参
考指標として掲げられているものであるが，旅行消
費額の測定手法及び各項目の KPI の設定について
は気仙沼観光推進機構で検討し定める予定 

)旅行消費額 未測定 

来訪者満足度 2.5％ 

リピーター率 78.1％ 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・当地を訪れた観光客が気持ち良く過ごし，良い思い出が残るよう地域の環境美化に

努めるとともに，おもてなしの心を持って来訪者に接し親切な観光案内に努めます。 

・世代や職種を越え，幅広く相互に交流することなどを通じて，地域の良さの再発見

に努めます。 

・普段よりＳＮＳ等を活用して，気仙沼の良さを積極的に情報発信します。 

・友人知人を市内に呼ぶなど市民一人ひとりが観光ＰＲに取り組みます。 

・宿泊形態の多様化に伴う民泊ニーズに対応するための空き家（空き部屋）を活用し

た民泊を検討します。 

地域・ 

事業者 

・魅力ある観光商品の開発と競争力のあるサービスを提供します。 

・気仙沼ならではの地域資源を柔軟な発想で利活用することで，観光客が繰り返し来

訪したくなる「イベント」をつくっていきます。 

・地域資源の商品化と観光客への提供を進めます。 

・ＳＮＳ等を活用して，地域の良さを積極的に情報発信します。 

・マーケティングレポートなどを活用し，観光客のニーズに応じたサービス・商品を

開発・提供します。 

・訪日外国人旅行者の誘客を図るため，店内の多言語表示や英語での接客対応など，

受入環境整備に取り組みます。 

行 政 

＜基本方針＞   

・気仙沼版ＤＭＯの司令塔である気仙沼観光推進機構の幹事会を構成する立場で，地

域経営の視点に立った観光振興施策を立案し，ＫＰＩの達成に向けた事業展開を進

めるとともに，ＰＤＣＡサイクルによる事業の見直しを行いながら，より良い観光

施策を実施します。 

※気仙沼観光推進機構において，一般社団法人気仙沼地域戦略が担当する「マーケ

ティング」に加え，次の５部会を中心に検討を進めます。 

①「地区戦略」部会：市内各地区の強みを活かした地区毎の戦略立案，観光施設の

適正配置，二次交通のあり方等 

②「観光意識醸成」部会：地域資源の発掘・再発見，市民意識醸成，ガイド育成等 

③「商品開発」部会：アクティビティ開発やおみやげ開発等 

④「インバウンド」部会：訪日外国人誘客に向けた旅行エージェントへの売り込み，

受入環境整備等 

⑤「稼げる食」部会：食の商品開発，飲食店ガイドブックの作成，スローシティな

らではの取組等 

 

＜基盤整備・誘客施策＞ 

・魚市場を核としたスローフードの理念を学ぶ教育旅行を誘致します。 

・震災遺構等（気仙沼向洋高校旧校舎等）を防災・減災教育の拠点として位置づけ，

教育・視察・研修旅行を誘致します。 

・内湾エリアにおいて公共・公益施設や浮見堂の再建整備を実施するとともに，岸壁

にナンバリング表示を施すことで，市外からの入港船や観光客の利便性向上を図り

あわせて粋な港町のイメージづくりに役立てます。 
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・（仮称）大島ウェルカムターミナルの整備や亀山の眺望を生かした観光客の誘致を図

ります。 

・観光拠点施設として道の駅「新・大谷海岸」の整備を進めます。 

・環境省快水浴場百選に認定されていた小田の浜，御伊勢浜，大谷海岸，小泉海岸の

４つの海水浴場を再整備し，かつての賑いを取り戻します。 

・みちのく潮風トレイルや宮城（唐桑）オルレ等のトレッキングコースを活用した誘

客促進を図ります。 

・徳仙丈山をより多くの観光客が来訪し経済効果を生み出すことができる観光地にし

ます。 

・国内外の富裕層をターゲットとしたクルーズ船の誘致に取り組むとともに，ヨット

やプレジャーボートの積極的な受入れを図るなど，海洋観光の充実に努めます。 

・インバウンド推進のため，Ｗｉ‐Ｆｉの設置，案内看板や公共サイン等の整備，旅

行エージェントへの売り込み，外国人旅行サイトへの投稿，外国人向けの商品開発，

受入態勢整備等を推進します。 

＜事業者支援＞  

・クルーカードや観光客アンケート等を活用したマーケティングデータの収集と分

析・編集を行い，マーケティングレポートとして事業者に提供します。 

・事業者や市民団体等が主催する本市ならではの地域資源を活用した誘客イベントが

次々と生まれることを喚起するため，補助金等で支援します。 

＜受入案内＞ 

・観光情報を発信し，案内や問い合わせに対応するワンストップ窓口を構築します。 

・観光ガイドの育成・事業化により，観光客の満足度向上に努めます。 

＜広域連携＞  

・宮城県及び県内 14 市 20 町１村等で構成する仙台・宮城観光キャンペーン推進協議

会とともに，県内統一の観光宣伝活動を官民一体で実施します。 

・宮城・岩手の三陸沿岸８市６町３村等で構成する「三陸復興国立公園協会」や，仙

台藩ゆかりの宮城，岩手，山形３県の６市４町等で構成する「伊達な広域観光推進

協議会」の枠組みの中で，本市と各地域の魅力を組み合わせ，県境を越えた広域周

遊ルートの検討や教育旅行の誘致に取り組みます。 

・南三陸町，平泉町，一関市，陸前高田市等，近隣自治体と勉強会を随時開催し，ド

ライブマップの作成等，それぞれの観光資源やイベントに関する情報共有を図りな

がら，圏域として有効な誘客手段を検討します。 

・涌谷町、平泉町、陸前高田市と連携し黄金文化に関する日本遺産の認定を目指すと

ともに国内外よりの誘客に活用します。 

・環境省が青森から福島までの区間を徒歩による旅のコースとして設定する「みちの

く潮風トレイル」や，地球の歴史を学べるエリアとして，八戸市から本市までの区

間が「三陸ジオパーク」として認定されていること等も活用します。 

・サイクルイベントのツール・ド・東北の開催エリアである３市２町と連携し，国内

外よりライダーを受け入れ，大会開催を通じ震災の教訓と復興への歩みについて情

報を発信するとともに，通年型のライダーの受入体制，環境整備，サイクルコース

の選定等を検討します。 
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※１三陸復興国立公園・海域公園 昭和 30（1955）年に陸中海岸国立公園という名称で環境省が指

定したもので，本市は昭和 39（1964）年に唐桑半島，大島及び岩井崎周辺が編入指定を受け，昭

和 46（1971）年に唐桑半島と大島の沿岸海域の一部が海中公園に指定された。海中公園は平成

22（2010）年に海域公園に名称変更された。平成 25（2013）年に青森県の種差海岸階上岳県立公

園及び八戸市鮫町を編入のうえ「三陸復興国立公園」に名称変更された。続いて平成 27（2015）

年に南三陸金華山国定公園が編入されている。 
※２ＤＭＯ 「Ｄestination：デスティネーション(目的地)／Ｍarketing・Ｍanagement：マーケテ

ィング(顧客ニーズ調査)・マネジメント(経営・管理)／Ｏrganization：オーガナイゼーション(組

織)｣の略で，顧客目線と経営的視点から「観光で稼げる地域経営」を行う仕組み・組織のこと。 
※３気仙沼市観光客入込数調査 平成 28 年の観光客入込数は 135 万人であり，平成 22 年比で 53％

程度の水準に止まる。宿泊者数は平成 28 年で 44 万人（観光客 21 万＋復興関連 23 万）となり，

このうち観光客については震災前と同水準となったものの，復興関連については大規模な工事の

完了が進んできたことで平成 29年以降，大きく減少し始めている。 
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②地域間交流・国際交流の推進 担当課：地域づくり推進課 

【現状・課題】 

・人口減少が続く中，地域の活力を維持していくためには，交流人口の増大を図ることが必要です。 

・岩手県一関市，東京都目黒区とは友好都市のほか災害時相互援助協定を締結しており，隣接して 

いる一関市とは観光や産業などの幅広い分野で連携した事業を展開しています。 

・大分県臼杵市とは災害時相互援助協定を締結しており，目黒さんま祭において交流を行っていま 

す。 

・中国浙江省舟山市とは友好都市を，コスタリカ共和国プンタレナス市とは姉妹都市を締結してお

り，加えて，米国シアトル港湾局とは友好港の提携を行っています。また，震災時には舟山市を

はじめ，米国やインドネシア，台湾などから多くの支援をいただいています。 

・震災後，市外の自治体や大学，企業，ＮＰＯ，ボランティア団体など多くの方々が訪れ，様々な

支援をいただいています。これらの方々との結びつきを大切にするため「気仙沼ファンクラブ」

を創設し，市内店舗における各種サービスや気仙沼の旬な情報等を会員に提供しています。 

・本市に居住する外国人は，震災により一旦は減少したものの，復旧，復興事業の進捗に伴い年々

増加しており，特にインドネシア人が増加しています。 
・多くのインドネシア人が水産加工業や建設業において技能実習生として就労しているほか，遠洋

近海マグロ船等の漁船員として本市の経済活動に大きく貢献しています。 
・在住外国人は，外国の風習や文化に触れる身近な存在であり貴重な人材です。在住外国人の生活

上の不便や不安の解消には，相談窓口や地域との交流が必要です。 
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【施策の方向性】 

 交流人口の増大により賑わいのある「世界の港町」を目指します。 
 
  

資料：気仙沼市 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29.3.31） 目標（H32） 目標設定の考え方 

気仙沼ファンクラブの会員

数 
8,226 人 13,000 人 

直近３か年平均増加数の２割

増を目安としたもの 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・本市の魅力をＳＮＳなどを通じて広く発信することに努めます。 

・友人，知人に気仙沼ファンクラブ会員への勧誘に努めます。 

・在住外国人の母国の風習や文化などの理解に努めます。 

・在住外国人との交流会に参加します。 

・在住外国人を市民として，仲間として接します。 

・全国，海外から訪れた方々をおもてなしの心を持って迎えます。 

地域・ 

事業者 

・震災からの復旧，復興への支援を契機とした全国の大学，企業，団体等との繋がり

を大切にし，交流に努めます。 
・飲食店や小売店等の業者は，気仙沼ファンクラブ会員が再訪されるよう，料金割引

などの会員限定サービスの提供に協力します。 
・在住外国人との交流会などを開催し，地域内での交流に努めます。 

・事業者は，外国人従業員と共に従業員の母国との交流に努めます。 

・事業者は，外国人従業員に対して宗教や風習等を尊重した職場環境の整備に努めま

す。 

・事業者は，店舗内の情報を英語，中国語，インドネシア語などで表示するなど外国

人顧客への対応向上に努めます。 

行 政 

＜地域間交流＞ 

・宿泊施設等へのポスター掲示や市内外でのイベントにおけるチラシの配布，会員特

典の提供などにより，気仙沼ファンクラブ会員の増加に努めます。 
・気仙沼ファンクラブ会員には，「ファンクラブ通信」を通して，観光や物産，イベン

トに関する情報を発信し，気仙沼との繋がりの維持・拡大に努めます。 
・一関市や目黒区，臼杵市との交流を深め，イベント時において本市の魅力を発信し

ます。 
・震災からの復旧，復興への支援を契機とした全国の自治体，大学，企業，団体等と

の繋がりを大切にし交流に努め，大学や企業等が持つ能力やノウハウなどを活かし

た取組を行います。 
＜国際交流＞ 

・在住外国人の母国の風習や文化などを紹介した情報紙を発行します。 

・公共施設の施設案内を英語，中国語，インドネシア語などの表示に取り組みます。 

・在住外国人を対象に気仙沼市小さな国際大使館による日本語教室の開催や相談業務

を行うとともに，気仙沼市国際交流協会と連携して交流会の開催などを行います。 
・人材登録制度を設け，多くの在住外国人が地域や学校などで活躍できるよう支援し

ます。 
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・友好都市の舟山市をはじめ，米国やインドネシア，台湾等とのつながりを大事にし，

市民と一体となった交流に努めます。 
＜その他＞ 

・立命館ＡＰＵ大学との連携協定を活用し，広く東南アジアなどとの交流の可能性を

広げます。 
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２ 【結婚・子育て】結婚・出産・子育ての希望を叶えるまち 

 

(1) たくさんの笑顔に包まれる，幸せあふれるまちにします。 

①結婚活動への支援（プロジェクト 1.90 の推進） 担当課：けせんぬま創生戦略室 

【現状・課題】 

・本市の未婚率の推移は，20歳から 39 歳までを５歳階級別でみると，国平均や県平均と同様に，

男性も女性も各年代で上昇傾向にあります。 

・男性の未婚率は，20歳～24歳では，国平均や県平均を下回っていますが，30歳～34歳，35歳～

39歳では，国平均や県平均を上回っています。 

・女性の未婚率は，20歳～24歳，25歳～30歳では，国平均や県平均を下回っていますが，30 歳～

34歳，35歳～39 歳では，国平均や県平均とほぼ同水準となっています。 

 
 資料：気仙沼市 
 
【施策の方向性】 

 若い世代が結婚に希望を持てる環境づくりと婚活支援を行います。 
 
【主な指標】  

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H27） 目標（H32） 目標設定の考え方 

35 歳～39 歳の未婚

率（男性） 
41.3％ 35.0％ 

H27 年の国平均，県平均と

同水準を目指す 
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資料：各年国勢調査
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35 歳～39 歳の未婚

率（女性） 
24.4％ 24.0％ H27 年の水準を維持する 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・交流の場に積極的に参加し，出会いを大切にします。 

・結婚・子育て経験者は，未婚者や結婚・子育て初心者へのアドバイス等を行います。 

地域・ 

事業者 

・地域は，新婚夫婦が，地域コミュニティに早く溶け込めるような雰囲気づくりに努

めます。 

・事業者は，雇用条件の改善や労働環境の向上などにより，夫婦が共に働き続けられ

る環境の充実を図ります。 

行 政 

・就業支援や創業支援，新しい働き方の導入によって，多種多様な雇用機会の創出と

市民所得の向上を目指し，結婚生活に対する経済的不安の軽減を図ります。  

・結婚新生活における経済的不安を低減するため，新婚世帯に対して，住宅取得費用

や家賃，引越費用などを補助する「結婚新生活支援補助金」を交付します。 

・結婚セミナーや婚活イベントを開催し，または，民間が行う同様の事業を支援し，

結婚を希望する方に対する啓発と出会いの場の創出を行います。 

・公的な結婚相談機関と連携し，結婚を希望する方やその家族を対象とした「結婚相

談会」を開催し，結婚に対する不安の解消に努めます。 

・企業や団体，市役所など，職場間のネットワーク化による未婚対策にも取り組みま

す。 

・詳細なデータ分析を試み，より的確な対策に取り組みます。 
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(2) 働きながら子育てができ，子どもの健やかな成長を地域みんなで支えるまちにします。 

①妊娠・出産・子育て支援の充実（プロジェクト 1.90 の推進） 

 担当課：子ども家庭課，健康増進課，保険課 

【現状・課題】 

・出生数は減少傾向にあり，平成 24年以降は 400人を下回り推移しています。平成 29年は 312人

（平成 29年 12月 25日現在）となっています。 

・本市の「合計特殊出生率 ※１」は，国や県と比較し，振れ幅が大きい傾向にありますが，これは

統計的に算出の基礎となる出生数等の対象数が少ないため，年変動が大きくなっているものです。

複数年を通した傾向は，県平均を若干上回り，国平均に近い数字となっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：気仙沼市 
 
・若い世代の結婚，子育ての希望をかなえることを目指し，まち・ひと・しごと創生「人口ビジョ

ン」「総合戦略」に基づく総合的な子育て支援施策を「プロジェクト 1.90※２」と称し，平成 29

年度から本格的に各種施策に取り組んでいます。 

・地域とのつながりの希薄化や核家族化等により，育児不安や育児負担が増し，子育て世代の孤立

が懸念されるなど，子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中，家族が安心

して子育てできるよう，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の充実が求められて

います。 

・安心して妊娠期を過ごし，出産を迎えられるよう，定期的に妊婦健康診査を受けることが重要で

す。一方，その費用が高額であることから，経済的な負担の軽減を図る必要があります。 

・特定不妊治療 ※３は，医療保険適用外で高額な治療費がかかり，また，特定不妊治療の指定医療

機関は，仙台市周辺にあることから，当地域から治療のための通院には経済的な負担が大きい状

況にあります。 
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・子どもの発育発達の偏りや親子を取り巻く環境要因等により，親が育てにくさを感じることがあ

ります。育てにくさを感じながらの子育ては，心身ともに疲労度が強く，育児負担感が大きくな

り，ひいては虐待につながる要因ともなります。親子に寄り添い，関係機関と連携した継続的な

支援が求められています。 

・親世代の食生活習慣が子どもに与える影響は大きく，子どもの頃からの栄養バランスや生活リズ

ムの乱れにより，肥満や虫歯等の問題がみられます。乳幼児期から基本的な生活習慣を確立し，

健やかな成長を促す必要があります。 

・女性の社会進出とともに，就労と育児の両立には家事・育児の分担が必要です。男性の家事や育

児時間と第 2 子以降の出生率には大きな相関関係が認められ，男性の意識改革と男女を問わず子

育て世代を支える就労環境の充実や支援の仕組づくりが必要とされています。 

・平成 26 年度に，子育て支援の一層の充実を図るため「気仙沼市児童福祉施設等再編整備計画」

を策定するとともに，子ども・子育て支援法に基づく「気仙沼市子ども・子育て支援事業計画」

を策定し，児童福祉施設の再編整備や多様な子育て支援を総合的・計画的に推進してきました。 

・ここ数年，子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しており，低年齢児保育や長時間保育等のニ

ーズの増加に伴い，待機児童が生じている一方，小規模保育所では入所児童の減少により集団保

育が困難になっていることから，「児童福祉施設等再編整備計画」の早急な見直しと推進が必要

となっています。 

・一方で，これまで保育や幼児教育に民間施設が果たしてきた役割は非常に大きく，市は民間事業

者が担うことが困難な保育ニーズや地域を補完するなど，市と民間施設との役割分担を整理する

必要があります。 

・核家族化の進行や共働き家庭の増加に伴い，放課後に児童が安心して過ごせる学童保育へのニー

ズは高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  資料：気仙沼市 
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資料：気仙沼市 

 

【施策の方向性】 

やさしさと安心に満ちた暮らしを実現し，若い世代の結婚，子育ての希望がかなえられるまちを

目指します。 
 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

４か月児・１歳６か月児・

３歳児健診において，こ

の地域で今後も子育て

をしたいと思う割合 ※４ 

    92.3％（H28） 95％ 
健やか親子２１（第２次）※５に

おける評価指標の目標値 

３歳児健診において子

育てを楽しいと感じる母

親の割合 ※６ 

89.6％（H28） 増加 
子育てを楽しいと感じる母親

の割合の増加を目指す 

３歳児健診において虫

歯のない子どもの割合 
75.1％（H28） 80％（H35) 

第３期けせんぬま健康プラン

21 の目標値 

保育サービスに満足し

ている割合 
60.9％（H25） 80.0％ 

満足している割合 80％以上を

目指す（「気仙沼市子ども・子

育て支援事業計画」策定に係

るニーズ調査より） 

  

3,492 
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2,969 
2,861 

2,717 

2,470 2,398 2,330 2,313 
2,208 2,183 

535 534 486 538 521 
384 455 456 476 508 553 571 
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その他の施設

在宅

就学前児童数の推移と児童福祉施設等の利用状況 (人) 
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子育てに関する相談・

支援窓口に満足してい

る割合 

56.2％（H25） 80.0％ 同上 

子育てに関する情報提

供に満足している割合 
44.5％（H25） 80.％ 同上 

保育所の待機児童数 39 人（Ｈ29.10.1） 0 人 待機児童をゼロとする 

カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状（Ｈ28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

合計特殊出生率 1.50 1.60 
平成 42 年までに合計特殊出

生率 1.90 を達成する。 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・妊娠期から自分のこころと身体の健康について考え，積極的に知識を得て，安心し

て妊娠期を過ごし，出産を迎えられるよう努めます。 

・子どもが健やかに育つよう，夫婦や家族で協力し合い，親も一緒に成長しながら子

育てします。 

・子育てなどで悩んだ時は，抱え込まず子育て世代包括支援センターや児童館等，身

近な相談窓口へ相談します。 

・子育ての仲間をつくり，お互いに情報交換します。 

・家族みんなで地域の行事に参加し，地域の人と交流します。 

・子どもが適切な生活習慣を身につけられるよう，家族みんなで「早寝早起き朝ごは

ん」や食後の歯みがきなどに取り組みます。 

・保護者は休日などに，子どもと一緒に遊んだり，様々な体験をする機会を多く作る

など，子どもと過ごす時間を大切にします。 

・保護者は，子育てについての学びの機会に積極的に参加し，子どもと向き合い，子

どもと自身の心身の安定が保てる家庭づくりに努めます。 

地域・ 

事業者 

・地域の中で子どもが健やかに成長できるよう見守りや声がけを行い，子育てに優し

いコミュニティの醸成に努めます。 

・地域や事業者，民間の子育て支援団体等は，連携して子どもの多様な居場所づくり

をします。 

・地域では，子育て中の親子などが参加できる行事の開催や，気軽に話ができる場づ

くりをします。 

・保育施設等の子育て支援関連施設では，延長保育や一時預かり，子育て相談など多

様な保育サービス等の提供に努めます。 

・事業所においては，ワーク・ライフ・バランス ※７に配慮し，就業規則を変更するな

ど，職場の意識や風土の改革と合わせ，働き方の改革に努めます。 

・国が目標としている男性の育児休業取得率 13％の実現に向け，男性従業員が育児休

業を取得できる体制づくりに努めます。 

・子育て世代が安心して就労できるよう，企業主導型保育事業等の事業所内保育の実

施を積極的に検討します。 
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行 政 

＜妊娠・出産・子育て支援＞ 

・若者の出産・結婚・子育ての希望をかなえ，人口減少の流れを変えるため，プロジ

ェクト 1.90 を積極的に推進します。 

・プロジェクト 1.90 の実効性を確保するため，より効果的な取組みの創出・見直しを

継続的に行います。 

・プロジェクト 1.90 の市民交流ワーキングなどを通して，子育て世代や民間の子育て

支援団体等と意見交換や情報共有を図り，連携して子育て支援を行います。 

・子育て世代包括支援センターを拠点として，妊娠・出産や子育てに関する情報提供

や相談など，個別ニーズに合わせた子育て支援を行います。 

・乳幼児健診や離乳食教室，子育て支援事業等を通して，乳幼児期からの基本的な生

活習慣の大切さを普及啓発します。 

・気仙沼児童センターや児童館では，子どもに多様な遊びの経験や学習の機会を提供

するとともに，地域や子育て支援団体等と連携して，すべての子どもが健やかに育

つ環境づくりに努めます。 

・また，図書館との事業連携により，子どもの育つ力・学ぶ力を育む事業に取り組み

ます。 

・気仙沼児童センターに併設する子育て支援センターでは，乳幼児親子の交流の場を

提供するとともに，子育ての不安や悩みを相談できる機能を充実させ，安心して子

育てできる環境の醸成に努めます。 

・子育ての相互援助活動である，ファミリー・サポート・センター事業の充実を図り，

地域における子育て支援体制を強化します。 

・保育人材確保のため一般求人に加え，宮城県保育士人材バンクの利活用を推進する

ともに，子育て支援員研修の実施などにより，潜在保育士の掘り起しと地域の子育

て支援に関わる人材の養成に努めます。 

＜保育施設等の整備＞ 

・多様化している保育ニーズに的確に対応し，待機児童を解消するため，児童福祉施

設等再編整備計画を見直します。 

・再編整備の見直しに当たっては，民間事業者の意向を尊重し参入を促進します。 

・学童保育施設は，適正な維持管理を図るとともに，未設置地区については，ニーズ

を踏まえて整備を行います。 

＜妊婦健康診査及び特定不妊治療費の助成＞ 

・妊婦健康診査費用の公費負担を継続します。 

・特定不妊治療を受けている夫婦に治療費の一部を助成します。 

＜子ども医療費の助成＞ 

・出生から 15歳に達する年度の末日までの期間，通院分と入院分の一部負担金を助成

し，子育てに伴う家庭の経済的負担の軽減を図ります。 

・子ども医療費の負担軽減は，国が保障する最低限の生活水準（＝ナショナルミニマ

ム）として国の責任と負担において措置を講じるべきであり，全国一律の制度構築

を引き続き国に要望します。 
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※１合計特殊出生率 １人の女性が一生の間に生む平均子ども数で，15～49歳の女性の年齢別出生

率を合計したもの 
※２プロジェクト 1.90 若い世代の結婚・子育ての希望が実現した場合，出生率は 1.80程度の水準

まで向上することが見込まれ，この希望が実現した場合の出生率は国民希望出生率と呼ばれてい

ます。 

国や宮城県は平成 42年（2030年）までに合計特殊出生率を国民希望出生率 1.80まで高めるこ

とを目標に掲げ，総合的な子育て支援策を実施しています。 

本市の合計特殊出生率は，宮城県の平均をおおむね 0.1～0.2上回って推移していることや，

平成 27年９月に実施した「結婚・出産・子育てに関する意識調査」から算出した市民希望出生

率が 1.85であったことを踏まえ，気仙沼市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」

において，平成 42 年（2030 年）の合計特殊出生率の目標を 1.90 と定め，「プロジェクト 1.90」

と称し，総合的な子育て支援施策に取り組んでいます。 
※３特定不妊治療 体外受精又は顕微授精による不妊治療のこと。医療保険が適用されません。 
※４この地域で今後も子育てをしたいと思う割合 国の計画である健やか親子２１（第２次）における

評価指標の項目のひとつで，国では平成 26年度ベースライン調査では 91.1％，最終年度（平成

36年度）の目標を 95％としている。 
※５健やか親子２１（第２次） 母子の健康水準を向上させるための様々な取組みをみんなで推進す

る国民運動計画で，健やか親子２１（第 2次）は平成 27年度から平成 36年度の第 2 次計画で「す

べての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指す。 
※６３歳児健診を受けた保護者のうち，問診票の設問「お母さんは子育てをしていて楽しいですか」 

で，「はい」と答えた保護者の割合 
※７ワーク・ライフ・バランス 「仕事と生活の調和」の意味で，働きながら私生活も充実させられ

るように職場や社会環境を整えること  
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②児童福祉の充実 担当課：子ども家庭課 

【現状・課題】 

・少子化に加え，ライフスタイルの変化や核家族化の進行や共働き世帯の増加など，児童を取り巻

く環境は大きく変化し，家庭や地域における子育て機能が低下するとともに，子育てに対する負

担や不安，孤立感が増しています。 
・児童虐待の深刻化やいじめ問題など，様々な課題が顕在化しており，子どもや親に対する切れ目

のない支援が求められています。 
・育児と就労を両立できるように，保育所における延長保育，一時預かり保育や病児保育 ※１等き

め細やかな保育サービスが求められています。 
・ひとり親家庭では，経済面や精神面などにおいて不安定な状況に置かれていることが多く，生活

の安定と自立の促進に向けた幅広い支援体制の整備が求められています。 
・家庭児童相談 ※２では，児童虐待や家庭内での様々な問題の相談が寄せられ，その内容は深刻化，

複雑化しています。より専門的な相談対応が求められるとともに，各種機関のきめ細やかな対応

と連携が必要になっています。 
・障害等のハンディを抱えた子どもやその家族が，安心して暮らせるように，支援体制の整備とと

もに，地域コミュニティの中の理解や相互支援ができる機運の醸成が必要です。 

 

【施策の方向性】 

子どもが伸び伸びと育つ環境を地域みんなで支えるまちづくりを目指します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H25） 目標（H32） 目標設定の考え方 

子育てに関する相談・

支援窓口に満足して

いる割合 

56.2％ 80.0％ 
満足している割合 80％以上

を目指す 

ひとり親家庭への支

援に満足している割

合 

45.0％ 80.0％ 同上 

障害がある子どもの

支援に満足している

割合 

49.8％ 80.0％ 同上 

※「気仙沼市子ども・子育て支援事業計画」策定に係るニーズ調査による数値 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・子どもに関する様々な問題（障害・いじめ・不登校等）についての学びの機会に積

極的に参加し，子どもの個性と向き合い，子どもの主体的な育ち ※３を支える家庭環

境づくりに努めます。 

地域・ 

事業者 

・地域においては，様々な機関や団体と連携し，学習や交流を通じて，障害や引きこ

もりなどの課題を抱えた子どもたちへの理解を深めます。 

・地域では，子どもたちの見守りや子育ての支え合いの環境整備に努めます。 
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・配偶者やパートナー等からのドメスティックバイオレンス（ＤＶ）などの様々な悩

みは，一人で抱え込まず身近な相談窓口へ相談できるよう，みんなで意識の醸成に

努めます。 

行 政 

・子育て世代包括支援センターを拠点として，子育て支援センター等が連携し，妊娠・

出産，子育てに関する情報提供や相談を行います。 

・震災等の様々な環境の変化による影響に配慮し，子どもと家庭に寄り添い，孤立し

ない子育てや，子どもの主体的な育ちを支援していきます。 

・障害のある子どもの保育の充実や病児保育の実施に向けて，医療機関や児童発達支援事

業所等との連携・協力を進め，保育施設等の改修と必要な人材確保を図ります。  
・家庭で一時的に養育が困難となった場合の預かり保育や子育て短期支援事業の充実を図

り，安心して子育てできる体制の整備に努めます。 
・ひとり親家庭が安心して相談できる窓口として，家庭児童相談をはじめとする様々

な相談窓口の周知と充実に努めます。 

・ひとり親家庭の自立を支援するための母子家庭等自立支援給付金事業 ※４や，各種扶

助制度等の情報提供の充実と制度運用を図ります。 

・児童虐待及び配偶者等からの暴力被害防止連絡協議会 ※５の機能を充実し，児童虐待

の防止と早期発見に努めるとともに，関係機関との連携を深め，相談・支援体制の

強化を図ります。 

・「子どもの権利条約 ※６」に関するセミナーや勉強会を開催し，子どもに関する様々

な問題（障害・いじめ・不登校等）について「子ども視点」の支援のあり方を共有

するとともに，子どもの主体的な育ちを支える環境の醸成に努めます。 

※１病児保育 病気やけがなどで集団生活が適当でない児童を対象として，病院や保育所等に併設さ

れた専用スペース等において看護師等が一時的に保育等を行うこと。 
※２家庭児童相談 児童虐待の増加や育児不安等の家庭における様々な相談を受け付け，必要な支援

や関係機関につなぐことにより，課題の解決に寄与するもの。児童福祉法の規定により市町村に

相談窓口が設置されている。 
※３子どもの主体的な育ち 遊びや学びから，子ども自身が自らの力で心身ともに成長すること。 
※４母子家庭等自立支援給付金事業 ひとり親家庭の経済的な自立のための就労支援として，就業教

育訓練の受講や看護師等の資格取得の際の就学中の生活の負担軽減のための給付金事業 
※５児童虐待及び配偶者等からの暴力被害防止連絡協議会 児童福祉法の規定により，市町村が設置

する要保護児童地域対策協議会と併せ，ＤＶ被害者への支援について，本市において関係機関の

情報交換と支援の協議を行う機関 
※６子どもの権利条約 世界の多くの児童が飢え，貧困等に置かれている状況に鑑み，世界的な観点

から児童の人権の尊重，保護の促進を目指すため 1989年に国連総会で採択された。日本でも 1994

年に批准している。 
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３ 【教育】人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち 

 

(1) 教育環境を整え，子どもの生きる力を育みます。 

① 教育環境の充実 担当課：教育総務課，学校教育課，生涯学習課 

【現状・課題】 

・東日本大震災の影響は大きく，現在も子どもたちの生活や学習環境には様々な障害や制約が残っ

ており，子どもたちの豊かな学びと育ちを支えるためには，より良い教育環境を整えていく必要

があります。 

・全国学力学習状況調査の本市結果を見ると，子どもたちの基本的な生活習慣は良好な状況が続い

ていますが，震災後，日常的に運動する機会が減り，テレビ視聴やスマートフォン，ゲーム機等

の利用時間が増加するなど，健康や体力・運動能力の向上を考えた生活習慣の見直しが必要です。 

・学習面においては，国語，算数･数学の平均正答率で震災後，一部に低下が見られましたが，平

成 29 年度の結果では，家庭学習の時間が増加し，平均正答率が向上傾向にあります。中学校の

数学については，一層の改善が必要です。 

・学力向上を図るために，生活習慣や学習環境を整え，子どもたちの学習意欲や自己有用感を高め

ていくことが求められます。その上で，主体的な学びを促すための指導法の工夫改善を積み重ね，

それらを徹底・継続していくことが必要です。 

・震災復興を通して，人の役に立とうとする使命感を持った子どもが多く，いじめや暴力などの問

題行動が少ない環境を保っていますが，不登校の児童生徒は増加傾向にあり，心のケアや個に応

じた指導体制を今後さらに手厚くしていく必要があります。 

・変化の激しい時代を切り拓き，震災復興を果たしていくためには人材育成が欠かせません。学ぶ

土台としての幼児教育を重視し，幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校の連携をさらに進める

など，市全体で子どもの発達と学びの連続性を踏まえた質の高い教育を進める必要があります。 

・学校施設・設備の一部については，老朽化が進んでいることから改修等の整備が必要です。また，

学校におけるインターネットの通信環境やＩＣＴ※１活用機器の整備促進が課題となっています。 
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【施策の方向性】 

 子どもたちの学びと育ちをより良いものにするために，子どもの発達と学びの連続性を踏まえた

教育環境を整え，家庭・地域との協働による学習習慣，生活習慣の形成に努めます。 
 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（Ｈ29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

全国学力学習状況調

査の平均正答率 

（全国比） 

小学校：国語，算数 

中学校：国語，数学 

※知識に関するＡ問題 

※活用に関するＢ問題 

小学校 6 年生 

国語Ａ 100 

国語Ｂ 103  

算数Ａ  99 

算数Ｂ  98 

中学校 3 年生 

国語Ａ  98 

国語Ｂ 100 

数学Ａ  94 

数学Ｂ  94 

小学校 6 年生 

国語Ａ 105 

国語Ｂ 105  

算数Ａ 105 

算数Ｂ 105 

中学校 3 年生 

国語Ａ 105 

国語Ｂ 105 

数学Ａ 105 

数学Ｂ 105 

全国平均正答率を 100 と

みたときの割合で比較し

て，すべての項目で 100

を上回る。 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・保護者は，子どもたちのよりよい育ちと学びに向けて，家庭学習の定着を促すほか，

ゲーム機・スマートフォン等の適切な使用や健康の維持・増進について助言し，生

活習慣の改善に努めます。 
・学校以外での子どもたちの多様な学び方に対応できる受け皿をつくっていきます。 
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地域・ 

事業者 

・日頃の声がけやあいさつなどを通じ，子どもたちを見守り，人や自然とのかかわり

を大切にする地域コミュニティの醸成に努めます。 
・ふるさと気仙沼への誇りと広い視野を持った人材育成に向け，地元の豊かな自然や

産業，伝統文化等を活用して学校が実施する地域学習を積極的に支援します。 

行 政 

＜学ぶ力と自立する力の育成＞ 

・学力先進地の取組に学び，子どもたちの学ぶ力を高めます。 

・主体的な学習を支える「聴く力」などの望ましい学習習慣や学習態度の形成に努め，

基礎的，基本的な学習内容の定着を図ります。 

・子どもたちが自ら進んで学習し，仲間と深く考えながら課題を解決する力を養える

よう，体験的な学習や問題解決的な場面を用意し，自分の考えや意見を発表し，意

見交流のできる授業を推進します。 

・学習状況改善事業の指定校研究を支援し，指導法の工夫改善のほか，子どもたちの

生活習慣や学習習慣の改善に関する研究成果を，市内小中学校で共有します。 

・特別支援教育支援員を活用して児童生徒個々のニーズに応じたきめ細やかな学習支

援を行うとともに，特別支援学校との連携を密にして丁寧な就学相談を行います。 

・グローバル化やＩＣＴの進展など，時代の要請に応えた教育活動を充実させるとと

もに，交流体験や市民活動への参加等を通して社会の担い手として資質能力を高め

ます。 

＜豊かな心の育成＞ 

・震災の影響が依然として残っていることから，不安や悩み，心身の不調を抱える子

どもたちのケアを重視するともに，懇談を重ね保護者の不安軽減に努めます。 

・多様な立場，職業の方々に学んだり，交流したりすることを通して，人々の思いや

願い，生き様などを知る機会を大切にします。 

・県の「志教育支援事業」などを活用し，夢や希望，高い志を持った子どもたちを育

むとともに，平成 30年度スタートとなる教科道徳の時間の指導の充実を図ります。 

・音楽祭，図工美術作品展，書きぞめ展等を開催することにより，個々の表現力を磨

くほか，子ども芸術劇場等を通して，豊かな感性と情操を養います。 

＜健やかな体の育成＞ 

・運動不足や睡眠不足などの生活習慣の改善を図り，肥満傾向やむし歯罹患率などの

減少に努めるとともに，検診結果に基づいた早期治療を勧めます。 

・校庭や公園を含めた戸外での運動遊びを奨励するなど，子どもたちの体力・運動能

力向上に向け，スポーツや運動遊びの習慣化を図ります。 

・2020 年東京オリンピックの開催等を契機に，子どもたちの運動意欲の向上と運動機

会の拡大を図るとともに，より高いレベルを目指す児童生徒の育成に努めます。 

＜いじめ・不登校・問題行動への取組の充実＞ 

・いじめの未然防止の基本は，子どもたち一人一人が安心して生活を送ることができ

るようにすることであり，相手を共感的に理解しようとする態度や互いの人格を尊

重しようとする態度を養います。 

・ねたみや嫉妬など，いじめにつながりやすい感情を減らすために，すべての子ども

たちが「認められている」「満たされている」という思いをもてるよう，教職員のみ

ならず，家庭，地域の協力の下で工夫して指導していきます。 
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・各学校で策定している「学校いじめ防止基本方針」に基づき，定期的なアンケート

調査やチェックシートの活用により，問題行動の早期発見・早期対応に努めます。 

・いじめ問題対策連絡協議会を定期的に開催し，学校・教育委員会・ＰＴＡ・児童相

談所・青少年育成関係機関等が連携しながら情報の共有と相談体制の充実に努め，

組織的に対応します。 

・震災後の心のケアを充実させるために平成 28年５月に開設した「気仙沼子どもの心

のケアハウス」の活動を充実させ，スクールソーシャルワーカー※２による各学校の

不登校対応への支援，学習サポーターによる学習サポートをさらに進めるとともに，

適応指導教室「けやき教室」との連携によるサポートを行います。 

・ＳＮＳ※３を利用したいじめや悪質サイト等への接続による危険回避のため，情報モ

ラル研修を参観日等に開催するなど，親子による研修の機会を設けます。 

＜幼児教育の充実と学びの連続性＞ 

・平成 28 年度より文部科学省から３か年の指定を受けた「幼児教育推進体制構築事業」

によって，市内の幼児教育施設（幼稚園・保育所・こども園）の相互理解と指導者

の資質向上を図り，市全体の幼児教育の充実を進めていきます。 

・市教育研究員制度での幼児教育の研究や，宮城教育大学やお茶の水女子大学との連

携協定による教員研修を通して，学ぶ土台としての幼児教育の重要性を広く共有し，

幼保小連携による学びの連続性や円滑な接続を進めます。 

・幼稚園や保育所から高校までの成長や学びの連続性を重視し，相互連携による子ど

もたちの交流活動を促進します。 

＜学校教育施設の整備＞ 

・「義務教育環境整備計画」との整合性を保ちながら，老朽化した学校施設を整備し，

子どもたちの学校生活における安全性と利便性を確保します。 

・教員のＩＣＴを活用した指導力の向上とともに，教科指導におけるＩＣＴの活用を

推進するため電子黒板やタブレット等の導入を進めます。 
※１ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略で，「情報通信技術」と訳され，

IT(Information Technology)とほぼ同義の意味を持ちますが，コンピューター関連の技術を IT，

コンピューター技術の活用に着目する場合を ICTと区別して用いる場合もあります。 
※２スクールソーシャルワーカー 社会福祉に関する専門的知識を有する者で，学校における不登校

や問題行動の背景にある家庭の要因などの分析，改善に向け，家庭や関係機関をつないで支援に

当たる専門職です。教職員やスクールカウンセラーと連携して活動します。School social worker

を略してＳＳＷと表記することもあります。 
※３ＳＮＳ Social Networking Serviceの略で，友人・知人間のコミュニケーションを円滑にした

り，趣味や嗜好，居住地域，出身校といった共通点や繋がりを通じて，新たな人間関係を構築す

る場を提供する会員制のオンラインサービスで，Web サイトや専用のスマートフォンアプリなど

で閲覧・利用することができます。 
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②義務教育環境整備計画の推進 担当課：学校教育課，教育総務課 

【現状・課題】 

・昭和 50 年以降における本市の児童・生徒数の推移を見ると，小学校は昭和 54 年度の 9,445 人，

中学校は昭和 57 年度の 4,815 人をピークに減少が続いています。 

・平成 29 年５月１日現在の本市の児童・生徒数は，小学校は 2,582 人，中学校は 1,616 人となっ

ており，市が人口減少対策を講じたとしても，長期にわたり児童・生徒の増加は見込めない状況

にあります。 

・小中学校とも著しい児童・生徒数の減少にあり，学校の小規模化が進み，学力の維持向上や社会

性の育成，学校の活力等が課題となっています。 

・これら将来的な児童・生徒数の減少をにらみ，平成 25 年６月に義務教育環境整備計画を策定し

ました。 

・計画では，策定から 10 年間の学校規模・配置の適正化に向け，第一段階では小規模化に伴う課

題を緊急に解決する，第二段階で複式学級の解消と規模の小さい中学校の課題解決，第三段階で

学校規模・配置の適正化を一層進めることとしています。 

・平成 28 年５月には，今後の児童数の推移，震災後のコミュニティーの変化，復興の状況などを

踏まえ，計画の見直しを行いましたが，計画策定から３年間で大きな変化はありませんでした。 

 

 

  
 
【施策の方向性】 

子どもが集団の中で豊かな社会性と協調性を育み，多様な考えに触れながら主体的・協働的・探

究的に学び合うことができる適正な学校規模を目指します。 
 
 

 

2,582 
2,499 2,429 2,363 2,317 2,248 2,196 

1,616 
1,478 1,405 1,338 1,328 1,282 1,244 

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

児童生徒数の推移予想 (平成29年5月1日現在の住民登録による）

小学校

中学校
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H33） 目標設定の考え方 

小学校数 16 校 10 校 
義務教育環境整備計画によ

る 

中学校数 11 校 ８校 
義務教育環境整備計画によ

る 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・市民は，学校の統合に関わらず，子どもたちを広く育み見守ります。 

地域・ 

事業者 

・学校統合後において，各々の旧学区はもとより，新しい学区全体で子どもたちを育

み見守ります。 

行 政 

・地域懇談会を通じ，地域の理解を深めます。 

・地域懇談会の様子は「学校統合だより」として，学区内全世帯に配布するなど情報

提供に努めます。 

・全保護者を対象とした説明会を開催し，多くのご意見を伺いながら，保護者の不安

解消に努めます。 

・既に統合した学校の保護者による，今後の統合予定校保護者への体験談披露などの

機会を設け，改善すべき点は改善し，保護者の統合への理解を深めます。 

・中学校運動部の連合チームなど，児童・生徒による交流を拡大し，協働や連携の気

運醸成に努めます。 
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③地域の特色を生かしたＥＳＤの推進 担当課：学校教育課 

【現状・課題】 

・現在，地球温暖化などの気候変動を始め，環境問題，貧困，人権など，地球規模の深刻な問題が

起きており，私たちの生活もその影響を受けています。人間を含めた地球上の生物が，遠い未来

までその営みを続けていくことができる「持続可能な社会」への転換が求められています。 

・ＥＳＤ※１（持続可能な開発のための教育）は，持続可能性に関わる課題を身近な地域や暮らしの

中に見いだし，自分事としてとらえ，解決につながる新たな価値観や行動を生み出していこうと

する教育活動で，持続可能な社会づくりの担い手を育む教育のあり方です。 

・本市は，平成 17年に国連からＥＳＤを推進する重要な地域拠点 ※２として指定を受けるなど，Ｅ

ＳＤを積極的に推進し，国内外にその実践を発信しています。平成 29年現在，全ての市立小･中

学校と，２市立幼稚園，２市内公立高等学校が，ユネスコスクールに加盟して実践しています。 

・このようなＥＳＤの理念の下，各学校や地域の特色を生かした指導計画を作成し，環境教育や食

育，海洋教育，減災・防災教育，伝統文化などの学習内容を設定して実践していますが，東日本

大震災により，活動を支える人々や地域，フィールドそのものが失われたところもあります。 

・震災の影響は，甚大かつ長期に渡るものであることから，地域の特色や実情に合わせて，各学校

のカリキュラムや連携の在り方について見直しを進めていく必要があります。 

・平成 27 年に国連が提唱し推進しているＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ：持続可能な開発のた

めの目標）※３は，世界規模で急速に浸透しています。産業やまちづくりなど教育分野以外の取組

との連携をさらに進め，このような動きと連動する必要があります。 

・教育活動全体で，ＳＤＧｓの考え方や社会での取組に学ぶ機会を用意するとともに，各学校で行

われているＥＳＤの取組を積極的に発信し，社会参画や市民の理解につなげていく必要がありま

す。 

 

 
 

【施策の方向性】 

子どもたちが，積極的に地域に学び，その良さを見い出し，持続可能な社会の担い手として必要

な力を身に付けていくことを目指します。 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

難しいことでも失敗を恐れず

挑戦すると答える児童生徒

の割合（％） 

小学校 6 年生  77.4 

中学校 3 年生  72.1 

小学校 6 年生 85.0 

中学校 3 年生 85.0 

全国学力学習状況調査の

結果から，5 年後（H34）に

100％を目指す。 

地域や社会をよくするため

に何をなすべきか考えると

答える児童生徒の割合（％） 

小学校 6 年生  41.1 

中学校 3 年生  45.2 

小学校 6 年生 75.0 

中学校 3 年生 75.0 

全国学力学習状況調査の

結果から，5 年後（H34）に

100％を目指す。 

自分にはよいところがあると

答える児童生徒の割合（％） 

小学校 6 年生  76.3 

中学校 3 年生  67.8 

小学校 6 年生 85.0 

中学校 3 年生 85.0 

全国学力学習状況調査の

結果から，5 年後（H34）に

100％を目指す。 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・環境に配慮した暮らしや環境の良さを生かした生活を追求し，持続可能なまちづく

りに努めます。 

・保護者は，ＥＳＤの理念の下で各学校が実践している教育活動を理解し，協力や参

画に努めます。 

地域・ 

事業者 

・地域や事業所，子育て支援関連団体は，ＥＳＤ教育の推進に協力します。 

・事業所は，持続可能な社会への貢献ができるよう，業務の見直しやＣＳＲ（社会貢

献，企業が市民として果たすべき責任）を進めます。 

行 政 

＜ＥＳＤの推進＞ 

・ＥＳＤの理念を教育の基盤として位置づけ，推進します。 

・市内すべての小中学校と２つの幼稚園，２つの公立高校が加盟しているユネスコス

クールの実践を更に見直し，持続可能で発展的な学びの場，交流の場を推進します。 

・地域にある研究機関や団体，公民館や美術館，図書館等の社会教育施設等との連携

をさらに進め，地域に根差した広がりのある学習をつくっていきます。 

・小･中学校や幼稚園での実践について，教員の研究発表や子どもたち自身の実践発表

によって国内外に広く紹介するとともに，視察の受け入れや研究者の交流に対して

も積極的に対応していきます。 

＜ＥＳＤ推進体制の充実＞ 

・ＥＳＤ推進の鍵を握るマルチステークホルダーである大学等の研究機関や地域の関

係機関・団体とのつながりを深めます。 

・市内の幼稚園や保育所等をはじめ，市民の方々にも会議に参加していただき，気仙

沼ＥＳＤの輪を広げていきます。 

・気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ推進委員会等の支援組織・団体とともに進めていきます。 

・「持続可能」という視点をもって，環境，産業，歴史・文化等，関係する部署，機関・

団体と連携を進め，国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発のための目標）の達

成に向けた取組を市域全体に広めていきます。 
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※１ＥＳＤ Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」と訳

されています。ＥＳＤの視点に立った学習指導では「持続可能な社会づくりに関わる課題を見い

だし，それらを解決するために必要な能力や態度を身に付ける」ことを目標としています。 

国立教育政策研究所では，課題を見いだすためには意識や構えが必要とし，「課題を見いだす

ための視点」として次の 6つを提示しています。 

１ 多様性 ２ 相互性 ３ 有限性 ４ 公平性 ５ 連携性 ６ 責任性 

また，ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度の例を「身に付けたい力」として

次の７つを提示しています。 

１ 批判的に考える力 ２ 未来像を予測して計画を立てる力 ３ 多面的，総合的に考える力

４ コミュニケーションを行う力 ５ 他者と協力する態度 ６ つながりを尊重する態度  

７ 進んで参加する態度 
※２持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点（Regional Centre of Expertise on Education 

for Sustainable Development: ＲＣＥ） 地方や地域のコミュニティで ＥＳＤ を広めるため

の，既存の公的，非公的教育機関のネットワーク。気仙沼市を含む仙台広域圏ＲＣＥは，１大学

３地域（仙台市，大崎市，気仙沼市）の連合です。 
※３ＳＤＧｓ Sustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」と訳されています。

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載

された 2016年から 2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・

169のターゲットから構成され，地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）こ

とを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル（普

遍的）なものであり，日本としても積極的に取り組んでいます。 
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④英語教育の推進 担当課：学校教育課 

【現状・課題】 

・学習指導要領の改訂により，平成 32 年度から小学校高学年の外国語活動が中学年に移行し，高

学年では教科としての英語がスタートします。平成 30～31年度は移行期として，高学年英語が

50時間，中学年外国語活動が 15時間設定され，指導の在り方について研究実践を行います。 

・中学校英語においても，英語力の向上が求められ，小・中・高の指導の連続性や積み上げが期待

されています。 

・本市では，主力産業である漁業を中心に諸外国との関わりがあり，市内在住の外国人も少なくあ

りませんが，一般市民が英語を必要としたり，触れたりする機会は多くありません。 

・経済のグローバル化や，東日本大震災で失った販路を海外に見いだす動きが本市経済界にわき起

こっていること，さらには東京オリンピック，国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致を契機に

海外からの観光客（インバウンド）や居住者の増加が予想され，国際語としての英語習得が課題

となっています。 

 

 

出典：文部科学省 「小学校の新学習指導要領に対応した新教材説明会」資料から 平成 29年 9月 

 

【施策の方向性】 

・子どもたちが，英語や海外の人々に親しみ，英語力を高めることのできる環境を整え，積極的に

英語を活用し，立場や文化の異なる人々と協働する力を育てます。 
・英語力を高めることを通して，経済のグローバル化や国際理解，多文化理解につながる地域人材

を育成します。 
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【主な指標】 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

外国へ留学したり，国

際的な仕事に就いたり

してみたいと答える児

童生徒の割合 

小学校 6 年生 27.0 

中学校 3 年生 27.1 

小学校 6 年生 60.0 

中学校 3 年生 60.0 

全国学力学習状況調査の

結果から，5 年後（H34）に

80％を超えることを目指

す。 

友達の前で自信をもっ

て自分の考えを発表す

ることができると答える

児童生徒の割合 

小学校 6 年生 48.7 

中学校 3 年生 47.9 

小学校 6 年生 60.0 

中学校 3 年生 60.0 

全国学力学習状況調査の

結果から，5 年後（H34）に

80％を超えることを目指

す。 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・国内外からの移住者を含めた多様な人々との交流を積極的に行い，国際理解や相互

理解に基づいた厚みのある文化の醸成に努めます。 

地域・ 

事業者 

・子どもたちの興味・関心を高めるために，他国の文化や習慣等に触れる機会を設け

ます。 

・事業所は，経営者と従業員の英語力向上をサポートします。 

行 政 

＜小さな国際大使館の充実＞ 

・市内在住外国人や来訪者のためのサポートをさらに充実させさせるとともに，学校

や一般市民との接点となる国際交流の機会提供に努めます。 

＜ＡＬＴ（英語指導助手）の充実＞ 

・ＡＬＴを活用し，市内小学校の児童がより英語を身近に感じ，英語の学習や外国語

活動に積極的に取り組むことができるようにします。 

・教職員の英語指導力向上のための研修会のほか，社会人向けの研修会等ビジネス英

語の研修講師にＡＬＴを派遣し，英語を学ぶ機会の提供を促進します。 

＜児童生徒の英語力向上＞ 

・児童生徒向けの英語学習会や国際交流会を行い，英語に親しむ機会を増やします。 

・子どもたちの海外研修の機会を設けます。 

＜英語教育の研究推進＞ 

・平成 30 ～31 年度の移行期間中の先行実施の進め方，平成 32年度以降の本格実施に

向けた指導方法や指導教材の活用について研究し，市内の学校に成果を普及します。 

・小学校英語の指導にかかる研修会の充実を図ります。 

・高等学校と連携した，中学校における英語力の向上のための方策を検討します。 

・学校外の英語に親しむ環境づくりについて，多方面の関係者との連携の下で協議し，

具体的な仕組みづくりを検討します。 

＜英語教育コーディネーターの配置＞ 

・ＡＬＴの学校での効果的な配置や運用についての企画・調整を担当するとともに，

ＡＬＴを活用した社会人や企業向けの研修会をコーディネートします。 
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(2) 人生 100 年時代を見据え，生涯学ぶことができ，スポーツ・文化活動に親しめるまち

にします。 

①生涯学習の推進 担当課：生涯学習課 

【現状・課題】 

・少子高齢化，核家族化等により住民同士の連帯感や地域活動への参加意識が希薄になり，家庭や

地域の教育力の低下が指摘され，サークル活動の減少や各種社会教育事業に参加する人の高齢化

が進んでいます。 
・社会構造やライフスタイルの変化に伴い，学習ニーズが多様化しています。 
・公民館における各種講座や研修等の社会教育事業への参加者は，平成 24 年度からほぼ横ばいで

推移しています。 
・公民館は，地域住民の学習拠点施設であると同時に，まちづくりの活動拠点としての機能を求め

られていますが，一部施設の老朽化が課題となっています。 
・気仙沼図書館が復旧し，以前の 1.5倍の床面積と児童館の併設により，多様なサービスの提供が可能

となりました。中央館の復旧により，市内図書館の連携と，地区によるサービス格差の解消を行うな

ど，より一層市民へのサービス向上に向けた取り組みが必要となっています。 

  

 
※公民館における講座，学級，研修会などに参加した市民の述べ人数 
※平成 21 年度以前は合併前の市町の合算値 
 
【施策の方向性】 

人生 100 年時代を見据え，いつでも，どこでも，誰でも自由に学び，学んだ成果を活かすことが

できる「生涯学習社会」の実現を目指します。 

 

22,178人

16,789人
19,421人

25,558人

38,835人

9,106人

27,089人26,615人27,268人
24,743人

26,290人

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

40,000人

45,000人

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

公民館における社会教育事業に参加した市民

資料：気仙沼市教育委員会 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

公民館における社会

教育事業に参加した

市民 

26,290 人 35,000 人 

人口減少や施設の復旧見

通しを勘案し，震災前の９割

程度を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・積極的に学びの場に参加します。 

・学校以外の学びの場に，子どもを積極的に参加させます。 

地域・ 

事業者 

・地域・事業者は，生涯学習の取組に協力します。 

・事業者は，従業員の生涯学習機会の確保に協力します。 

・地域・事業者は一体となって「気仙沼の宝」である子どもたちの成長を支えるため，

協働による教育活動に参画します。 

・地域・事業者は相互に連携し，子どもの成長を社会全体で支えていく仕組みづくり

を進めます。 

行 政 

＜生涯学習の体制整備と充実＞ 

・人生 100 年時代を見据え，生涯にわたって学ぶ機会が提供されるよう，市民意向調

査を反映した生涯学習推進計画を策定し，生涯学習の体制整備と充実を図ります。 

＜公民館運営の充実と活動の推進＞ 

・地域課題及び地域住民や各種団体の多様化する学習ニーズを把握しつつ，社会教育，

家庭教育，その他様々な場や機会における学習の充実・環境整備に取り組むととも

に，独立による公民館運営の充実と活動の推進に努めます。 

・地域住民の学習及び活動の拠点として，地域のニーズに合った機能に機動的に対応

できるよう，公民館の多機能化・市民化を地域とともに検討するとともに，指定管

理の導入を推進します。 

・公民館等の社会教育施設や地域の社会教育資源等を活用し，家庭・地域・学校・行

政が協働して子どもを育てる学びの場づくりを推進することにより，地域全体で子

どもを育てる意識の定着を図ります。 

・災害復旧を行う鹿折公民館は平成 30 年９月までに，また，気仙沼中央公民館はプロ

ポーザル方式により設計者を選定し，地域の方々と共に具体的な設計を進めながら，

平成 32 年度内にそれぞれ供用開始ができるよう整備を進めます。 

・築 50 年以上が経過している新月公民館については，平成 32 年度内の供用開始を目

指し，平成 30 年度から地域の方々と意見交換を行いながら移転新築事業に着手しま

す。他の公民館の老朽対策については，新月公民館の完成以降，順次進めていきま

す。 

＜図書館運営の充実と利用の拡大＞ 

・「人と本と，未来へ世界へ」つながる新しい時代の図書館を目指し，生涯学習社会に

おける中心的な役割を果たすため，あらゆる世代の誰もが利用しやすく，市民の自

発的な学習を支援する開かれた図書館づくりに努めます。 
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・自主的な読書活動や情報提供を推進するとともに，新たな市民ニーズの掘り起しを

図るため，関係機関と連携し，図書資料の充実やＰＲに努めます。 

・地域やスポンサー企業等との連携や，複合施設の特性を活かした多様な企画の展開

を行い，新たな図書館利用者層の拡大に努めます。 

＜青少年教育の充実＞ 

・ジュニアリーダーの育成・活動支援に努め，地域活動への参加意識を高めます。 
・ジュニアリーダーの活動を広く周知し，ジュニアリーダーに対する理解度・認知度

を高め，更なる活動機会の創出と，登録者の増加を図ります。 
・地域に賦存する海の資源や山の資源，農業資源などと，歴史・文化・人材を活用し，

市民活動団体等との協働による，青少年の体験活動や交流事業を進めるとともに，

子どもたちの地域活動参加の機会づくりに努めます。 
＜家庭教育への支援＞ 

・地域や学校，福祉機関等をはじめとする豊かなつながりの中で家庭教育が行われる

よう，「子育てほっとサロン」や「子育て講座」など親子の育ちを応援する仕組みを

充実するとともに，市民活動団体や子育てグループとの協働による家庭教育を支援

します。 
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②スポーツの振興 担当課：生涯学習課 

【現状・課題】 

・地域住民が主体となる総合型地域スポーツクラブが一部の地域で創設され，活動が活発化してい

ますが，地域スポーツを育てる体制づくりと支援が求められています。 

・体育協会加盟団体をはじめ，スポーツ少年団等により，少年期から競技スポーツの指導・育成が

行われるとともに，各種スポーツ教室や競技大会等が年間を通して開催されていますが，一層の 

普及・振興のため，指導者の育成とスポーツ団体への支援や連携が必要となっています。 

・市内の屋外施設はｍ仮設住宅用地となるなど，震災の影響によりほとんど使用できなくなり，既

存施設の早期復旧や老朽箇所の改善などが急務となっています。 

・市内の屋内施設は，震災後，復旧工事を行った気仙沼市総合体育館のほか，本吉総合体育館，唐

桑体育館や，学校施設（学校跡施設も含む）の利活用も行われていますが，施設の計画的な維持・

修繕が必要となっています。 

・専用設備がない競技種目関係者から，専用施設の整備が求められています。 

・平成 29 年度のインターハイ，フェンシング競技開催により，市全体でさらなる選手育成の機運

が高まっています。 

 
【施策の方向性】 

市民一人一人が様々な形でスポーツ活動を楽しみ，健康で明るく活力に満ちた生活を送る「市

民総スポーツ社会」の実現を目指します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

気仙沼市スポーツ施設の

利用件数 
2，952 件 4,500 件 

人口減少や施設の復旧見通し

を勘案し，震災前の９割程度を

目指す 

（屋外2,222件）
（屋外2,202件）

（屋外237件）

（屋外319件） （屋外464件）

（屋外561件）
（屋外420件）

（屋外421件）

（屋内2,385件）
（屋内2,800件）

（屋内1,023件）

（屋内2,195件）（屋内2,163件）
（屋内2,675件）

（屋内2,950件）

（屋内2,531件）

計4,607件
計5,002件

計1,260件

計2,514件 計2,627件

計3,236件 計3,370件

計2,952件

0 件

1,000 件

2,000 件

3,000 件

4,000 件

5,000 件

6,000 件

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

気仙沼市スポーツ施設の利用件数

運動広場等 市営野球場
市営テニスコート 気仙沼市総合体育館
本吉総合体育館 唐桑体育館

資料：気仙沼市教育委員会 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・市民一人ひとりが生涯を通じ，スポーツに親しみます。 

・市民は，日常的に運動やスポーツを行い，健康づくりに努めます。 

地域・ 

事業者 

・地域は，スポーツ大会や運動会などを開催し，スポーツを通じて交流を図り，地域

コミュニティの活性化に努めます。 

・地域は，総合型スポーツクラブや学校施設開放事業の活用により，地域住民のスポ

ーツやレクリエーション活動の推進に努めます。 

・事業者は，職場での軽運動やスポーツ活動の機会を創出し，働く世代の健康づくり

を推進します。 

行 政 

＜生涯スポーツ環境の整備＞ 

・市民ニーズを反映したスポーツ推進計画を策定し，生涯スポーツ環境の整備を推進

します。 

・スポーツ活動のコーディネーターとして，スポーツ推進委員の活用と資質の向上の

ための研修を実施します。 

＜スポーツの日常化と自主活動の奨励＞ 

・スポーツ教室やスポーツイベント等の開催を推進し，スポーツの楽しさを伝える機

会の提供に努めます。 

・総合型地域スポーツクラブとの連携や学校施設開放事業の推進により，市民のスポ

ーツ活動の日常化を図ります。 

・障害者スポーツへの理解や関心を深めるため，「観る」，「聞く」，「支える」など様々

な形で関わることができるよう，スポーツ教室やスポーツイベント等の開催を推進

します。 

・地域やＮＰＯ団体等とより緊密に連携し，子供たちが「スポーツ」の概念にとらわ

れず，遊びの中で体を動かすことが日常化するよう活動を推進します。 

＜スポーツ団体の育成と連携＞ 

・スポーツ少年団の活動支援によりスポーツの基礎をしっかり固め，高校・大学で活

躍できる選手の育成基盤の整備を図ります。 

・スポーツ指導者の養成・資質向上を図るため，スポーツ団体と連携し，講習会等を

行います。 

・スポーツ顕彰を実施し，優秀な成績を収めた選手や団体に対し表彰を行うことによ

り，競技スポーツの普及・振興に努めます。 

・大会開催実績のあるフェンシング，空手道，卓球，剣道，柔道などを中心にスポー

ツ団体等と連携し，県大会・全国大会等の誘致に努め，競技スポーツの普及・振興

とともに，交流人口の拡大・地域の活性化を図ります。 

・フェンシング競技については，本市の実績と特色あるスポーツとして，競技団体な

どと連携し，専用の練習場の整備や指導者の確保，スポーツ少年団の拡大を支援し

ます。 

＜社会体育施設の効果的な活用と整備・充実＞ 

・気仙沼市運動施設の在り方検討委員会からの提言書を踏まえ，本市のスポーツ施設

ニーズに適切に対応します。 
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・震災の影響により使用できなくなった屋外運動施設の早期復旧と，需要の高い競技

施設の整備を図ります。 

・財政状況や人口推移を考慮し，学校施設も含めた既存施設の運用と計画的な整備・

改修に努めます。 

・施設整備に当たっては，市民や関係団体と意見交換を行い，利用者ニーズに対応し

た機能を持つ施設とし，市民や関係団体による自主的，主体的な運営を目指します。 
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③文化芸術の振興と地域文化の継承 担当課：生涯学習課 

【現状・課題】 

・気仙沼には，豊かな自然と長い歴史の中で育まれた海と山の独特な文化があります。有形・無形

の貴重な文化遺産がたくさん点在し，人々によって守り伝えられてきましたが，時代の変化とと

もに，維持・継承が困難になっているものがあり，その保全と公開活用が必要となっています。 

・少子高齢化などの進展により，民俗芸能の後継者養成や会員の確保が難しくなっており，時代の

流れに対応した持続的な伝承活動のあり方が求められています。 

・復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査により，貴重な出土品の発見や成果があり，その保存管理

や公開活用が必要となっています。 

・東日本大震災の影響により，国指定天然記念物「十八鳴浜及び九九鳴き浜」の地形環境の変化が

進行しており，その保全策や効果的な清掃作業の改善が求められています。 

・市民の文化芸術の創造や鑑賞の場として，市民会館やはまなすホールなど様々な施設が利用され

ていますが，施設の老朽化とともにデジタル化に対応した音響照明設備の更新など，時代に対応

した環境整備が必要となっています。 

・市民会館やはまなすホールの利用者数（文化芸術事業としての利用）は，震災後，支援イベント

等により３万人を超えたものの，人口減少や駐車場の確保の問題等により，平成 28 年度は２万

４千人を割っています。 

・文化協会はじめサークルや個人で，美術，音楽，舞踊，演劇，文芸，写真，生活文化など多様な

文化芸術活動を行っています。また，優れた文化芸術に触れる機会の充実や，市民団体の企画運

営によるコンサートや展覧会などさまざまなイベントが行われるなど，市民の文化芸術に対する

関心や期待が高まっており，市民の多様なニーズに合った文化芸術の振興のあり方が求められて

います。                                  

 

 
※市民会館及びはまなすホールの合算値 
 

33,448人 33,710人 34,193人

7,075人

30,650人 30,864人
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資料：気仙沼市教育委員会 
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【施策の方向性】 

郷土の文化遺産を保護・継承するとともに，市民の文化芸術活動を推進し，文化の香り高いま

ちを目指します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

市民会館等で文化芸

術事業に参加した市

民の人数 

23,952 人 31,000 人 

人口減少や周辺施設（駐車

場等）の復旧見通しを勘案

し，震災前の９割程度を目

指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・身近にある貴重な文化遺産を知り，その価値を再認識し，次世代に守り受け継ぐよ

う努めます。 

・自主的にさまざまな文化芸術を鑑賞し,文化芸術活動の担い手として参加・創造し，

継承することに努めます。 

地域・ 

事業者 

・文化遺産を保護・継承するとともに，魅力ある観光資源として活用し，まちづくり

や地域活性化に役立てます。 

・民俗芸能の後継者育成や会員確保に努めるとともに，積極的に発表や情報発信を行

います。 

・市民が親しめる文化芸術イベントの企画運営や，アートによるまちづくりなど，地

域の文化力の向上に努めます。 

行 政 

＜文化財の保存・活用の推進＞ 

・文化遺産を次世代に確実に継承するため，適切な保護・整備を行うとともに，観光

コンテンツとして，地域の魅力アップに資するための公開やイベントの開催など，

多様な事業を展開し，その情報発信に取り組みます。 

・廃校施設の利活用などを視野に保存展示施設の整備や，大学や博物館，リアス・ア

ーク美術館等と連携し，貴重な資料の情報共有を図り，学習や展示公開の機会を提

供します。 

・広く市民や観光客が気仙沼の歴史文化を知るため，けせんぬま学講座の開催や文化

財ボランティアガイドの育成など，学ぶ機会や情報発信の充実を図ります。 

・国指定天然記念物「十八鳴浜及び九九鳴き浜」の保全を図るため，専門家等と連携

し，その保全や活用策を検討するとともに，ＥＳＤの観点から鳴砂や化石を活用し

たジオ環境の学習機会の提供や情報発信に取り組みます。 

＜文化芸術活動の促進＞ 

・子ども芸術劇場や音楽コンサート，美術や写真などアート作品の鑑賞やワークショ

ップなど，市民のニーズに合った優れた文化芸術に親しむ機会の拡充を図り，その

情報発信に取り組みます。 
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・市民や観光客も学び親しむことができるよう，歴史的な建物や空き店舗などを活用

し，アート作品の展示や創作の場にするなど，アートによるまちづくりを市民とと

もに推進します。 

・市民や文化芸術団体による自主的，主体的な運営や活動を促進し，創造性ある市民

の文化力 ※１の向上に努めます。 

＜文化施設の効果的な運営＞ 

・文化芸術活動の拠点となる市民会館や，はまなすホールの施設設備については，計

画的な整備充実に努め，市民が利用しやすいよう施設運営の効果的な改善に取り組

みます。 

・市民と協働により企画運営する市民会館文化振興事業，はまなすホールの自主事業

の充実を図り，子どもから大人まで各世代が文化芸術に親しめる機会の提供に努め

ます。 

・今後計画的に進める文化施設や公民館等の整備に当たっては，先進事例を調査研究

するとともに，文化芸術活動を行っている団体等に計画段階から参画いただき，そ

れぞれの部門における必要機能やトレンドを可能な限り盛り込むよう努めます。 

※１文化力 文化の持つ，人々に元気を与え地域社会を活性化させて，魅力ある社会づくりを推進す

る力 
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４ 【自然・環境・食】豊かな自然や食文化を大切にし，誇りに思い，語る

ことができるまち 
 

(1) 自然を「知り」，「残し」，「活かす」社会をつくります。 

①自然環境・生活環境の保全 担当課：環境課 

【現状・課題】 

・平成 28年度に策定した気仙沼市環境基本計画（計画期間：平成 29～38 年度）に基づき，自然や

生物環境の保全などに取り組んでいます。 

・東日本大震災により大きな被害を受けた森林や農地，海岸線，漁場，公園など多くの自然環境を

必要な開発や防災と共存・調和させながら再生し，次世代に引き継ぐ必要があります。 

・事業所は，騒音や水質汚濁，悪臭などを発生しないよう，周辺環境への十分な配慮と防止対策が

求められています。 

・住み良い環境づくりに向け，自主清掃活動の普及や不法投棄防止対策など，継続した取組みが必

要となっています。 

・空家等実態調査（平成 27 年度）の結果，1,051件の空家が判明しており，敷地内の雑草繁茂など

管理不適切な空家への対策が必要です。 

・犬や猫などによる騒音や悪臭・糞尿の不始末などの課題には，飼い主のモラルの向上や地域ぐる

みの取組が必要です。 

 

【施策の方向性】 

市民，地域，事業者，行政がともに環境に配慮し，快適に安心して暮らせるまちを目指します。 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

気仙沼市環境美化市

民総ぐるみ運動「全市

一斉清掃」参加者 

9,368 人 11,000 人 世帯から 1 名以上の参加 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・節水などによる生活雑排水の排出抑制，自宅周辺の緑化や草刈りなど，住み良い生

活環境の保全に努めます。 

・全市一斉清掃や自治会や振興会・市衛生組合連合会が行う清掃活動に参加するなど，

地域の環境美化に努めます。 

・身近な自然に目を向け，花のみちの植栽や安波山の植樹，徳仙丈山の刈払いなどの

緑化活動や自然環境の保全活動に積極的に参加します。 

地域・ 

事業者 

・地域や学校における自主的な環境保全活動等を実施します。 

・自治会等は，積極的に環境美化・環境衛生の向上に取り組みます。 

・各種団体共催による環境イベントを開催し，環境意識の醸成に努めます。 

・排水処理施設などを適正に整備・管理し，悪臭・騒音・振動の防止に努めます。 

行 政 

＜環境保全＞ 

・森林・農地・沿岸域を保全し，生物の生息環境の保護・保全に努めます。 

・西舞根川災害復旧事業などの復旧・復興事業に当たっては，自然環境や生物の生息

環境に配慮した工法等による環境への負荷低減を図ります。 

・スローシティやＥＳＤ，ＳＤＧｓの理念の下，地域や学校，各種団体と連携し，体

験型の環境教育活動を行うなど，環境教育の機会の充実を図ります。 

・浄化槽の整備等を促進し，排水による河川や海域の水質汚濁防止を図ります。 

・事業所等に対する公害防止対策の指導・啓発を図ります。 

・放射線量等の推移を継続して調査し，安全・安心を確保します。 

・花のみちの植栽や安波山の植樹など，協働による環境保全活動を推進します。 

＜環境美化の推進＞ 

・毎年６月に市民総ぐるみによる全市一斉清掃を行い，環境衛生に対する市民意識の

高揚を図ります。 

・自治会等による自主的な清掃活動等を支援します。 

・被災宅地をはじめとする市有地について，周辺環境に応じた草刈りなど，適切な管

理を行い環境美化に努めます。 

・不法投棄防止のため，関係機関・団体等と連携を図り，パトロールを実施するなど，

監視体制の強化に努めます。 

・空家等対策計画を策定し，空家等の適正管理や増加の抑制に取り組みます。 

・犬や猫の飼育方法などに関する情報提供，啓発用チラシの配布，看板の作成を通し

て，飼い主のモラルの向上に努めます。 

・野良猫への餌やりの防止など，地域ぐるみで行う取組を支援します。 
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②低炭素社会の創造と再生可能エネルギーの利用 担当課：環境課 

【現状・課題】 

・温室効果ガスの排出削減に向けては，各家庭や事業所，学校，公共施設等において，省エネルギ

ー化や再生可能エネルギーの導入等が進められています。 

・震災後は，避難所となる公民館や集会施設，学校等 53 施設に太陽光発電設備や蓄電池を設置し

ています。 

・被災者の住宅再建時に，低炭素社会対応型浄化槽 ※1や太陽光発電設備の設置を支援し，温室効果

ガスの排出削減を図っています。 

・民間事業者による太陽光・風力・木質バイオマスなどの再生可能エネルギーによる発電事業を促

進しています。 

・地域における再生可能エネルギーの利用推進のため，エネルギー需要量の調査や地産地消型事業

の可能性等について調査・検討が必要です。 

 

【施策の方向性】 

省エネや再生可能エネルギーを活用し，安全で環境負荷の少ない低炭素社会の創造を目指します。 

 
【主な指標】  

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

省エネ法対象市公共

施設エネルギー使用

量（原油換算） 

8,577ｋL 8,234ｋL 年１％削減 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・ＬＥＤ照明など省エネ効率の高い商品への切り替えに努めます。 

・ガスや灯油の使用量削減に努めます。 

・太陽光発電設備など再生可能エネルギーの導入に努めます。 

地域・ 

事業者 

・省エネ効率が高いエアコンや照明器具の導入に努めます。 

・採光や断熱・通気性などに配慮した工場・事務所等の整備に努めます。 

・太陽光発電やバイオマスなどの再生可能エネルギー設備の導入に努めます。 

行 政 

・市が率先して環境負荷を低減するため，市の地球温暖化防止に向けた率先行動計画

に基づき，エネルギー使用量の削減や庁用車のエコカー導入等に引き続き取り組み

ます。 

・公共施設への省エネルギー機器や再生可能エネルギー設備の計画的な導入を図りま

す。 

・省エネルギー機器や再生可能エネルギー導入に対する支援策を検討します。 

・市民等への温室効果ガス排出削減についての普及啓発を図ります。 

・市域のエネルギー需要量の調査や地産地消型事業の可能性を検討します。 

※1低炭素社会対応型浄化槽 従来型の浄化槽ブロアーより消費電力が少なく，温室効果ガス排出削

減に貢献する省エネルギー型の浄化槽 

2017-12-27

81



 

③循環型社会を目指す廃棄物処理 担当課：廃棄物対策課 

【現状・課題】 

＜ごみ処理＞ 

・平成 27 年度に策定した気仙沼市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）（計画期間：平成

27～36年度）に基づき，ごみの減量化，資源化を図りながら，適切なごみ処理を進めています。 

・気仙沼市環境基本計画で定めた，市民・事業者の環境負荷低減のための行動指針により，ごみ減

量やリサイクル等の啓発を行っています。 

・本市で発生したごみは，クリーン・ヒル・センターで可燃ごみは焼却処分，不燃ごみ・粗大ごみ

は選別破砕処理しています。また，市が収集した資源ごみは，民間資源取引業者に引き渡し，資

源化しています。 

・市内 1,273 箇所の集積所には，分別ルールを守らず集積所に出されるごみが後を絶ちません。 

ごみの減量化・資源化を図り，余分な経費と人手をかけずに効率的にごみ処理を進めるうえで，

ルールの徹底が必要です。 

・ごみ処理基本計画の１人１日当たりのごみ排出量，資源化率 ※1，最終処分率 ※2の目標値の達成に

向けて，市民一人ひとりや事業者がごみの減量化・資源化に取り組む必要があります。 

・ごみ焼却場や粗大ごみ処理場，最終処分場の長寿命化には，焼却量や埋立処分量を減らし，施設

への負荷軽減を図る必要があり，ごみの減量化・資源化が欠かせません。 
・焼却処分等は，地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出に繋がることから，排出抑制の上から

も，ごみの減量化・資源化が必要です。 

＜し尿処理＞ 

・気仙沼市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画）に基づき，適切な生活排水処理を進

めています。 

・気仙沼市環境基本計画で定めた市民・事業者の環境負荷低減のための行動指針に基づき，節水や

排出抑制の啓発を行っています。 

・処理の過程で発生する脱水汚泥は，下水道汚泥と合わせて汚泥炭化施設において炭化処理し，土

壌改良材として再利用されています。 

 

 ※最終処分量：焼却灰，破砕不燃物等  資源化量：古紙類やビン・缶等の資源化物（民間処理を除く） 

 中間処理量：焼却処理による減量分  棒グラフ上段の数値は総排出量 

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
最終処分量 4,155 4,033 3,923 4,849 3,819 3,154 2,872 3,241 3,229
資源化量 2,750 3,070 2,913 2,825 2,571 2,785 2,749 2,578 2,626
中間処理量 19,106 18,959 18,443 20,051 17,948 18,419 18,855 18,399 18,202
1人1日あたり 941 953 944 1,088 970 982 997 998 1,006

941 953 944 

1,088 

970 982 997 998 1,006 
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ごみの総排出量と1人1日当たりの排出量 最終処分量 資源化量
中間処理量 1人1日あたり

ｇ
t

26,011 26,062 25,279
27,725

24,338 24,358 24,476 24,218 24,057

目標値＝1人1日当たり900g
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資料：気仙沼市 

 

【施策の方向性】 

ごみの減量化・分別・資源化の徹底を図り，持続可能な循環型の地域社会を創ります。 

 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

ごみ総排出量 24,057t  19,220t 
一般廃棄物処理基本計画の

目標値 

１日１人当たりのごみ排出量 1,006g  900ｇ 同上 

資源化率 10.9％ 15％ 同上 

最終処分率 13.4％ 12％ 同上 

資源化物リサイクル奨励金申請団体数 36 団体 50 団体 現状から増加 

生ごみ処理機等購入補助申請件数 13 件 30 件 同上 

施設見学への参加者数 400 人 500 人 同上 

出前講座への参加者数 83 人 500 人 同上 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・使い捨て商品は買わないなど，詰め替え可能な商品の購入に努めます。（Reduce リデ

ュース＝排出抑制） 

・修理をしたり，物を譲り合うなど，使えるものは繰り返し使います。（Reuse リユー

ス＝再使用） 

・ごみを出すときは，資源になるものをきちんと分別します。（Recycle リサイクル＝

再利用） 

・食品ロスの軽減に向けて，食材は，買い過ぎず，使い切ります。 

・買い物にはマイバックを持参し，過剰包装は抑制します。 

・エコマークやグリーンマーク等の環境ラベルの付いた製品の購入（グリーン購入）

に努めます。 

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
資源化率 10.6 11.8 11.5 10.2 10.6 11.4 11.2 10.6 10.9
最終処分率 16.0 15.5 15.5 17.7 15.7 12.9 11.7 13.4 13.4

10.6
11.8 11.5

10.2 10.6 11.4 11.2 10.6 10.9

16.0 15.5 15.5

17.7

15.7

12.9
11.7

13.4 13.4

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

資源化率と最終処分率 資源化率 最終処分率

％

目標値＝資源化率15％

目標値＝最終処分率12％
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地域・ 

事業者 

・事業者は，事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底し，適正に処分します。 

・ごみを多量に排出する事業者は，ごみ減量化計画書を自主的に作成し，減量化に取

り組みます。併せて，分別ルールを徹底し，資源ごみの回収に努めます。 

・自治会等を中心に，資源ごみの回収に取り組みます。 

・買物袋の削減に向け，マイバッグ持参運動に協力します。包装は簡易包装を薦めま

す。 

・食品ロスの軽減に向けて，30・10 運動を進めます。 

・事業者は，エコマーク，グリーンマーク等の環境ラベルの付いた製品の購入や販売

に努めます。 

行 政 

＜ごみの減量化・資源化対策＞ 

・分別ルールの徹底を進めます。 

・使用済小型家電のボックス回収や粗大ごみの日曜日受入に取り組みます。 

・商工会議所等と連携し，30・10 運動を推進するなど，食品ロスの軽減に取り組みま

す。 

・マイバッグ持参を奨励するとともに，簡易包装の周知を図ります。 

・エコマークやグリーンマーク等の環境ラベルの付いた製品の購入を呼びかけます。 

・事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別徹底を推進します。 

・ごみを多量に排出する事業者のごみ減量化計画書の作成を支援します。 

・ごみの分別・資源化に向けて，プラスチック製容器包装（廃プラ）の収集・資源化

を検討します。 

＜ごみ収集＞ 

・土地区画整理地内等のごみ集積所の設置等に係る支援を検討します。 

＜環境教育・普及啓発活動＞ 

・学校や自治会等を対象に，出前講座やごみ処理施設の見学会などを実施します。 

＜ごみ処理施設の整備＞ 

・ごみ処理施設の延命化を図るため，精密機能検査 ※3や補修・整備を計画的に実施し

ます。 

・新一般廃棄物最終処分場は，環境に配慮した施設として整備します。 

＜し尿処理施設の運営＞ 

・環境面に配慮した衛生的な「し尿処理施設」により，効率的な処理を行います。 

※1資源化率 古紙類やビン，缶，ペットボトルなど資源化した量をごみの総排出量で除した数値 
※2最終処分率 焼却灰や破砕不燃物等の埋立量をごみの総排出量で除した数値 
※3精密機能検査 廃棄物処理施設の機能を保全するため，定期的に行う検査 
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(2) スローシティ・スローフードを推進し，豊かな食材と食文化を次世代に継承します。 

①スローシティ・スローフードの推進 担当課：震災復興・企画課 

【現状・課題】 

・平成 15年に，国内初となる「気仙沼スローフード」都市宣言を行っています。 

・スローフード運動は，伝統的な食材や料理，質の良い食品，その素材を提供する生産者を守ると

ともに，子供たちを含め，消費者に味の教育を進める運動のことです。 

・子どもたちに料理を通して地域の食材の素晴らしさを学んでもらう「プチシェフコンテスト」を

平成 14年から開催し，本市におけるスローフード運動の代表的な取組となっています。 

・一方で，「スローフード」の認知度は，減少傾向にあります。 

・平成 25年には，国内初となる「スローシティ（チッタ・スロー）」の認証を受けています。 

・スローシティ運動は，地域の生活習慣，環境を見直し，生活の質を向上させるまちづくりの取組

のことで，スローシティ国際連盟には世界 30か国 236 都市（平成 29年 11 月現在） が加盟して

います。 

・平成 23 年に策定した気仙沼市震災復興計画では，スローシティの概念である「自然に対する畏

怖，畏敬の念～自然と調和する都市構造と市民生活」を基本理念に，また，「持続発展可能な産

業の再構築」や「スローでスマートなまちとくらし」を目標に掲げています。 

・平成 27 年に策定した「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では，スローシティの概念

が継承され，「自然と共生した生活」，「都会の真似はしない」，「産業は国際的に」を基礎的視点

としています。 

  第 14 回プチシェフコンテスト（H29） 

 
【施策の方向性】 

 スローシティ認証された我がまちの生活スタイル，自然に囲まれた中での悠久のリズムを誇りに

思い，地域固有かつ多様な食文化と，それを育む人や自然，歴史，文化等を大切にし，次世代に継

承します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H27） 目標（H32） 目標設定の考え方 

国産や地元産の食材

を意識して購入する

割合 

79.4％ 83％以上 
第３次気仙沼市食育推進計

画の目標値 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・スローフードやローカルファースト（地元第一主義）を念頭に置き，野菜，海産物，

日本酒等の地場産物や，地場産物を提供する飲食店，販売店の利用に努めます。 

・地域や公民館等が開催する料理教室に参加し，魚食をはじめ，地場産物や伝統料理

の調理方法を学ぶとともに，食を通じた交流を行います。 

・プチシェフコンテストなどの料理コンテストに積極的に参加します。 

・豊かな食材を育む自然を守ります。 

・四季を通じて豊かな自然や旬の食材に恵まれ，ゆったりと過ごせる気仙沼の暮らし

の価値を再認識します。 

・気仙沼の暮らしのベースとなっている自然や伝統，文化を次世代に伝承します。 

・スローシティやスローフードについて理解し，多くの人に伝えます。 

地域・ 

事業者 

・地域固有の風土を活かした都市づくりや特産物の生産・販売，来訪者への伝統食の

提供・おもてなしに努めます。 

・公民館や魚市場に新たに整備されるクッキングスタジオ等を活用し，魚食や地域食

材，伝統料理，健康料理の普及に努めます。 

・親子料理教室やプチシェフコンテストの開催に努めます。 

・スローシティやスローフードについて理解し，市内外への普及・啓発に努めます。 

・市内外の消費者が期待する「気仙沼産」のブランドイメージ（鮮度や味など）を追

及し，消費者満足度の高い食材等の提供に努めます。 

行 政 

・市の各種計画は，市の基本的理念に沿うスローシティ，ローカルファーストの考え

方を尊重し，市民の参加のもと策定します。 

・スローシティの認証基準（環境，インフラ整備，都市づくり，地場産物，おもてな

しの心，コミュニティの取組，高い市民意識など）に基づき，総合的な施策を推進

します。 

・豊かな心の醸成や魚食・地場産物の普及，世代間の交流・食文化の継承等を目的と

した料理教室や料理コンテストを開催し，食を通じた地域活性化を図ります。 

・国内外の都市と連携し，スローシティや 

スローフードの普及・啓発に努めます。 

・シンボルマークを活用するなどし，国 

 内初のスローシティ国際連盟加盟都市 

 として，本市の魅力を積極的にＰＲしま 

す。 

                                   

 

 

スローシティのシンボルマーク 
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②食育・地産地消の推進 担当課：健康増進課，農林課，水産課，学校教育課 

【現状・課題】 

＜食育の推進＞ 

・平成 27年度に策定した「第３次気仙沼市食育推進計画」（計画期間：平成 28年度～32年度）に

より，食育 ※１の推進に取り組んでいます。 

・平成 28 年の健康についてのアンケートによると，「３食とも主食，主菜，副菜のそろった食事を

している」と回答した人は 53.3％と約半数でした。20～30 歳代ではバランスのとれた食事をし

ている人は，約３割で，若い年代で食事バランスが崩れている傾向が見られます。 

・平成 28 年の健康についてのアンケートによると野菜を３食とも食べている人は，26.7％で４人

に１人となっており，野菜摂取割合は低い状況です。 

・小・中学校においては，全国と比較して，朝食欠食割合が高くなっています。朝食欠食の理由と

しては，「食欲がない」「時間がない」が多くあげられています。平成 28年度「食育白書 ※2」に

よると，毎日朝食を食べる子どもほど，学力調査の平均正答率が高い傾向にあります。 

・平成 27年度に実施した食育アンケートでは，小中学校の保護者が週 3回以上魚を食べる割合は，

41.9％でした。平成 22 年度は 49.9％ですので，家庭においては，魚を食べる回数が少なくなっ

ており，魚離れが進行しています。魚を食べない理由としては「同居家族や自分が好まないから」

「高額だから」が多くあげられています。 

・食物アレルギーをもつ子どもが増えており，アレルギーに関する正しい知識の普及が必要なこと

から，定期的に研修会を開催しています。また，給食会議においてアレルギーをもつ子どもの対

応や事例検討を行い事故防止に努めています。 

・東日本大震災以降，学校給食調理場や認可保育所では，給食の放射能検査を実施しており，その

検査結果は，給食だよりや市のホームページにより公表しています。 

＜地産地消の推進＞ 

・食の安全・安心に対する関心の高まりから，生産者の顔が見える地場産物に対する需要が増え，

農産物直売所等での販売が行われています。 
・学校給食において，地場産物を活用した献立を提供することに努めています。 

・生産者の減少や高齢化の進行等により，生産量は減少傾向にあるとともに，季節による品揃えの

面での課題があります。 

 
 
※県内産の野菜（いも類含む），豆類，果物・きのこ類の総野菜等が対象となります。なお， 
水産物は対象となっていません。 
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学校給食で使用した県内産野菜等の利用品目の割合
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市

資料：県地場産物活用状況等調査 
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【施策の方向性】 

・食に関する知識と食を選択する力を身につけることにより，心身の健康を増進する健全な食生活

の実践を目指します。 

・地域の豊かな食材や食文化を大切にし，地産地消を推進します。 

【主な指標】   

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

朝食を欠食する中学生

の割合 

中学校２年生 4.4％

（H27） 
2％以下 

第３次気仙沼市食育推進計画の目

標値 

３食とも主食・主菜・副

菜のそろった食事を食

べている割合 

53.3％（H28） 70％（Ｈ35） 
第３期けせんぬま健康プラン 21 の目

標値 

週３回以上魚を食べる

割合 
41.9％（H27） 60％以上 

第３次気仙沼市食育推進計画の目

標値 

学校給食で使用した野

菜（いも類含む），豆類，

果物・きのこ類の総野

菜等品目数のうち県内

産野菜等品目数の利用

割合 

24.5％（H28） 28％以上 同上 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・地場産物への理解と愛着を深め，積極的に利用します（ローカルファースト）。 

・「早寝早起き朝ごはん ※3」を実践し，朝食を欠かさず食べます。 

・野菜は，１日 350gを目標に，毎食食べます。 

・地元産の食材を積極的に利用します。 

・魚に親しみを持てるよう食べやすく料理を工夫し，魚に関する知識を次世代に伝えま 

 す。 

・家庭料理や郷土料理を次世代に伝える等，子どもが豊かな食文化に触れる機会を作り

ます。 

地域・ 

事業者 

・地元食材の普及や調理技術の習得，世代間の交流，食文化の伝承等を図るため，家庭

や学校，行政などと連携し，料理教室や体験活動などを実施します。 

・調理が困難な世帯に対して，食材や食事の宅配サービスを実施し，食事のバランスの

偏りを防ぎます。 

・生産者は，消費者が求める安全・安心かつ新鮮で良質な農水産物の安定的な提供に努

めます。 

・事業者は，地場産物の製造・加工・販売に努めます。 

・南三陸米ひとめぼれや春告げやさい，気仙沼いちご，気仙沼茶豆，かつお，メカジキ，

牡蠣など，地場産物を積極的にＰＲし，さらなる消費拡大を図ります。 
・流通に乗らない未利用や規格外の地魚，野菜などの有効活用を図ります。 

・飲食店や小売店などで，食材の産地表示などの情報提供を行います。 
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行 政 

＜食育の推進＞ 

・「早寝早起き朝ごはん」を推進し，朝食を欠かさず食べること，野菜は１日 350gを目

標に毎食食べることが実践できるよう，広報や保育所・学校の給食だより等を活用し，

伝えます。また，小・中学校において栄養教諭・学校栄養職員が授業・講話をするな

ど，親も子も学べる機会を作ります。 

・乳幼児健康診査や子育て支援事業において，乳幼児期からのむし歯予防や，主食・主

菜・副菜 ※4のそろったバランスのよい食事が，今後の心や身体の発育・発達に大きく

影響することを親へ伝えていきます。 

・親子料理教室，農林漁業体験など，食に関する様々な学習機会を提供します。 

・学校給食において，主菜の３割に魚を取り入れ，魚を通じた食育の推進に努めます。 

・魚を食生活に取り入れることの重要性について，ホームページや広報に掲載します。 

・魚を使った料理の作り方を紹介する「気仙沼のおさかなクッキング」を配布し，魚食

の普及に努めます。 

・魚市場内に設置される「（仮称）クッキングスタジオ」を活用し，本市に水揚げされ

る水産物や沿岸で生産される魚介類を使用した料理教室等の開催を通して地元食材

に対する理解を深めます。 
・食物アレルギーに関して正しく理解してもらうため，研修会を開催するとともに，給

食会議での情報共有により事故防止に努めます。 
・食育を推進するリーダー（食生活改善推進員）の研修会を開催し，育成に努めます。 

・食育を推進するリーダー（食生活改善推進員）と連携し，地域や学校での食育を推進

するための講座を開催します。 

＜地産地消の推進＞ 

・生産体験や直売所，学校給食などを通して，生産者と消費者を結びつける機会を増や

し，地産地消を推進します。 

・直売所の魅力を高め，設置場所の特性と顧客層に対応した運営を６次産業化に係る補

助金や事務的支援を織り交ぜ支援します。 

・道の駅「大谷海岸」内に産直施設を整備し，鮮度の高い地場産物の消費拡大を図りま

す。 

・市内全域を対象とした農作物共進会を開催し，地元農作物の生産技術，生産意欲の向

上と地元農作物のＰＲを推進します。 

※１食育 様々な経験を通じて，「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身につ

け，健全な食生活を実践できる力を育むこと 
※2食育白書 食育基本法に基づき，食育の推進に関して講じた施策について毎年国会に報告を行う

もの 
※3早寝早起き朝ごはん 文部科学省が，子どもの基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上を目指

し推進している国民運動 
※4主食・主菜・副菜 主食とは，ご飯，めんなどの穀物を主な材料とした料理。炭水化物を多く含

み，エネルギー源となる。主菜とは，魚，肉，たまご，大豆を主な材料にした料理。たんぱく質

や脂質を多く含む。副菜とは，野菜，海藻などを主な材料とした料理。ビタミン・ミネラル・食

物繊維などを多く含む。 
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５ 【保健・医療】一人一人が生きがいを持ち，健康で暮らせるまち 

 

(1) 心身ともに健康で，いつまでも自分らしく生活できるまちにします。 

①健康づくりの推進 担当課：健康増進課，高齢介護課 

【現状・課題】 

・「第３期けせんぬま健康プラン 21」（計画期間平成 29年度～平成 35年度）により，総合的な健康

づくりの推進に取り組んでいます。 

・「第２期気仙沼市国民健康保険特定健康診査等実施計画」（計画期間平成 25年度～平成 29年度），

「気仙沼市国民健康保険保健事業計画（データヘルス計画）」（計画期間平成 28年度～平成 29年

度）により，生活習慣病の発症予防と重症化予防を重点に，国民健康保険の被保険者の保健事業

を展開しています。なお，本計画については，計画に掲げた目的・目標の達成状況を評価し，課

題の解決に向けて次期計画を策定しています。 

・本市の平成 27 年の死因別死亡割合の１位は「がん（悪性新生物）」，２位は「心疾患」，３位は「脳

血管疾患」となっており，全体の約６割を生活習慣病 ※１が占めています。 

・心疾患，脳血管疾患については，生活習慣の改善や適切な医療により予防できる可能性の高い疾

患です。自分の健康に関心を持ち偏った食事や運動不足，喫煙，過度のストレス，過度の飲酒な

どを改善し自分に合った健康的な生活習慣を実践する必要があります。 

・がん検診の受診率は目標値を下回っています。がんを早期に発見し，早期に治療するためには，

がん検診と精密検査の受診が大切です。 

・生活習慣病の発症予防を目的とした，国民健康保険の特定健康診査の受診率については，目標値

を下回っています。特に 40 歳～50 歳代となる年齢層の受診率が低い状況です。 

・健(検)診 ※２未受診者に対し，健(検)診受診の必要性に関する啓発や受診しやすい体制づくりが

必要です。 

・本市の健康寿命 ※３は男性が 78.40 歳 ※４，女性が 83.82 歳 ※５で，男性，女性どちらも県と比べ

て短い状況にあります。 

・健康寿命の延伸のためには，生活習慣病の発症予防と，介護予防の取組の充実が求められていま

す。 

・震災後の生活環境の変化に伴うストレスによる健康状態の悪化等を防ぐため，健康管理・ストレ

ス対策が必要です。 

・本市の３歳児の１人平均むし歯数やむし歯有病者割合 ※６は，国や県と比較して高い状況にあり

ます。乳幼児期から望ましい食生活や歯磨き習慣を身につけることが必要となっています。 

・歯周病検診の受診率は目標値を下回っています。検診を受けることで治療につながり，また，年

１回の定期健診を受けるきっかけになることから，受診を促す取組が必要となっています。 

・平成 28年健康についてのアンケート結果で，定期的に運動ができない理由として「時間的に余

裕がない」「仕事で疲れている」と回答している人が多い一方で，「運動を始めたい」と答えてい

る人は 49.5%となっています。運動習慣を積極的に取り入れるための働きかけやきっかけづくり

が必要となっています。 
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【施策の方向性】 

市民一人一人が，心身ともに健康で，生きがいを持ち，いつまでも自分らしく生活できるまちづ

くりを目指します 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H35） 目標設定の考え方 

がん検診平均受診率

※７ 
27.5％ 50.0％ 

第３期けせんぬま健康プラン 21 の

目標値 

特定健康診査受診率 43.7％ 65.0％ 同上 

悩みなどを気軽に相

談できる相手がいる

人の割合 

74.4％ 80.0％ 同上 

歯周病検診受診率 9.1％ 12.0％ 同上 

 

カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状（H27） 目標（H35） 目標設定の考え方 

健康寿命 
男性 78.40 歳 

女性 83.82 歳 

男性 80.0 歳 

女性 87.0 歳 

第３期けせんぬま健康プラン 21 の

目標値 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・若い頃から自らの健康状態を適切に把握することの大切さを理解し，健(検)診を定

期的に受診するよう努めます。 

・幼児期はバランスのとれた食生活や運動習慣等の正しい生活習慣の基礎を身につけ

ます。 

・働き盛りの中年期 ※8においても，生活習慣病の発症予防，病気の早期発見，早期治

療に努めます。 

・高齢期 ※９は交流サロンなどに参加しながら，継続して仲間と運動に取り組み，老年

症候群 ※10を予防します。 

・近くへは徒歩で外出し，お店から遠いところに車を止めるなど，日常生活の中で身

体を動かす機会を増やします。 

・心の健康を保つため，心身の疲労回復に努めます。 

地域・ 

事業者 

・保健推進員が中心となり，健(検)診の受診勧奨や健康教室の開催など健康づくりに

取り組みます。 

・近所や職場の人と誘い合い，特に働き盛りの人たちへ声をかけ，積極的に健(検)診

を受けます。 

・地域や職場で声をかけあい，運動を続けるための仲間づくりをします。 

・日頃からお互いに挨拶や声をかけあいコミュニケーションを図ります。 

・お互いが心の健康状態の変化や自殺のサインに気づき，見守り相談機関へつなぐよ

う努めます。 
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・従業員の健康状態を把握し，健康づくりに向けた情報提供や指導を行います。 

・会議や集会等，人が集まる場所は禁煙にします。 

・会合などではお互い節度ある飲酒を心掛けます。 

行 政 

＜生活習慣病への対策＞ 

・生活習慣病に関する知識の普及・啓発に取り組みます。 

・地域の健康課題の分析結果を活用しながら，健康相談や介護予防講座等を開催し，

生活習慣病発症予防と介護予防の取組を地域とともに実施します。 

・健(検)診未受診者への受診勧奨による受診率向上や特定保健指導終了率向上の取組

を強化します。 

・休日や夜間の健(検)診を継続し，働いている人も健(検)診を受診しやすい環境を整

えます。 

・健(検)診受診後の未治療者や精密検査対象者等への受診勧奨を行い，疾病の重症化

予防に取り組みます。 

・市民の健（検）診受診の促進や運動を始めるキッカケづくりのひとつとして，健康

づくりポイント制度を導入し，楽しみながらできる健康づくりを応援し，いくつに

なっても，地域で自立した生活ができる人を増やします。また，貯まったポイント

を気仙沼クルーカードのポイントに変換する仕組みを作り，気仙沼クルーカードの

会員数の増加も図ります。 

＜老年症候群への対策＞ 

・老年症候群の兆候である 足腰の虚弱化や，認知機能の低下などが進行し ，生活機能

全般が衰える「フレイル ※11」の状態にならないよう，対策の一つとして，介護予防

講座等を開催します。   

＜被災者の健康＞ 

・生活環境の変化に伴う，ストレスや生活不活発病等，被災者の健康支援が重要にな

っていることから，健康状態を把握し，災害公営住宅や防災集団移転団地において，

介護予防，交流サロン等の地域活動を促し，新たな環境においても健やかな生活が

送れるよう関係機関との連携を図ります。 

＜心の健康＞ 

・自分に合ったストレス解消方法を持つことや，十分な休養の確保について正しい知

識の普及を図ります。また，心の健康に関する相談窓口の情報を提供します。 

＜歯と口腔の健康＞ 

・歯周病検診対象者への受診勧奨を行い歯周病予防に努めます。 

・歯と口腔の健康についての正しい知識の普及を図ります。 

・妊娠期から高齢期までのライフステージに合わせた口腔ケアの普及・啓発を図りま

す。 

※１生活習慣病 食生活や運動習慣，休養，喫煙及び飲酒などの生活習慣によって引き起こされる病

気の総称。生活習慣病に関連する病気として，がん，心臓病，糖尿病，高血圧，脂質異常症，肥

満症などがあげられる。 
※２健(検)診 健康であるかどうかを確かめる健康診査のことで，「検診」とは特定の病気の有無を

調べる診査をいう。 
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※３健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことをいう。宮城県

が国の「健康寿命の算定プログラム」に基づき，要介護 2 以上の認定数を除く等により毎年算定

している。 
※４78.40歳 （平成 27年宮城県健康推進課資料より 宮城県の男性 79.61歳） 

※５83.82歳 （平成 27年宮城県健康推進課資料より 宮城県の女性 84.22歳） 
※６むし歯有病者割合 むし歯がある人の割合  

気仙沼市 34.6％（平成 26年度乳児歯科健康診査結果より） 

宮城県 26.8％，国 17.6％（平成 26年度歯科健康診査結果より） 
※７がん検診平均受診率 胃がん検診，肺がん検診，大腸がん検診，乳がん検診，子宮がん検診の受

診率の平均値 
※８中年期 45歳～64歳（健康日本21厚生労働省より）  
※９高年期 65歳以上（健康日本21厚生労働省より）   

※10老年症候群 高齢者の多くにみられる，特定の疾患によらない足腰の虚弱化、認知機能の低下な

どの心身機能の低下状態 
※11フレイル 加齢とともに心身の活力（例えば，筋力や認知機能等）が低下し，要介護状態に近づ

いた状態 
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(2) いつでも安心して医療が受けられるまちにします。 

①医療の充実 担当課：健康増進課，市立病院事務部総務課，本吉病院管理課 

【現状・課題】 

・高齢化が進んでいる本市（平成 29 年３月末の高齢化率 35.8％）では，高齢者の慢性疾患や生活

習慣病等が増加するなど医療需要の増加が見込まれています。 

・市民の健康と安全な暮らしを支えるためには，市内診療体制の充実や医療従事者の人材確保と

育成が必要です。特に，市立病院においては，医師確保など地域の中核的な病院としての医療

体制の充実とともに，健全な運営と経営の安定化が求められています。  

・気仙沼地域において，回復期リハビリテーション病床の不足は長年の懸案でしたが，市立病院

において，回復期機能病床を 48床新設しました。 

・宮城県地域医療構想 ※１では，当地区（石巻・登米・気仙沼区域）の在宅医療等に係る需要につ

いて，2013 年度と比較し，2025 年度を推計すると，訪問診療（在宅患者訪問診療算定患者数）

は，20％増加が見込まれています。病気になっても介護が必要になっても住み慣れた地域で自

分らしい生活を送ることができるよう，医療や介護，保健が連携した地域包括ケアの充実が求

められています。 

・震災後に在宅診療を本格化させた市立本吉病院をはじめ，市内の病院・診療所・歯科診療所・

薬局・訪問看護ステーション等の様々な事業所が連携し，在宅医療の取組を推進することが求

められています。 

・市民が緊急時に迅速かつ適切な初期医療が受けられるよう，現在の救急医療体制を維持していく

とともに，ドクターヘリの活用等を含む医療圏を超えた急性期の連携体制が求められています。 

・市内の医療機関の状況は，東日本大震災による廃業や規模の縮小が見られ，耳鼻咽喉科等の診療

科の不足が課題となっています。 

【施策の方向性】 

市民の医療ニーズに対応し，将来にわたって安心して医療を受けることができるよう，医療を担

う人材を確保・育成し，医療機関同士の連携や医療・保健・介護・福祉等の多職種連携を進めるこ

とにより，地域医療の充実を図ります。 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

・在宅訪問診療を実施する

診療所及び病院数 

・在宅歯科診療を実施する

歯科医療機関数 

・訪問薬剤指導を実施する

調剤薬局数 

・5 か所（H29.1.1） 

 

・6 か所（H29.1.1） 

 

・17 か所（H29.1.1） 

維持・増加 
気仙沼地域で在宅医療を推

進するための指標 

（市立病院） 

リハビリテーション単位数 ※２ 

52,000 単位 

（Ｈ29 見込み） 
57,000 単位 

気仙沼市立病院新改革プラ

ンの目標値 

（市立本吉病院） 

在宅復帰率 ※３ 
85％（Ｈ28） 85％ 同上 

関係団体に確認中 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・緊急時に慌てないよう，なんでも相談できるかかりつけ医，歯科医，薬局を持ちま

す。 

・かかりつけ医等との信頼関係を保ち，指導や助言を尊重し，健康の回復や病気の治

療に臨みます。 

・自らの症状に応じて適切な医療機関を受診するよう心掛けます。 

・急な病気やけがで，すぐに救急車を呼ぶべきか，医療機関を受診すべきか，判断に

迷った時には，「おとなの救急電話相談 ※４」「小児救急電話相談 ※５」を利用し，適

切な助言を受け，行動します。 

地域・ 

事業者 

 

・医療・保健・介護・福祉等の多職種メンバーによる定期的な情報交換等を行い，連

携を推進します。 

・関係機関が連携し，在宅療養等に関する住民向けのフォーラム等を開催するととも

に，地域とのつながりを持ち，地域に出向いて疾病や健康等に関する講話等を実施

します。 

・気仙沼市医師会附属准看護学校及び高等看護学校の運営を継続し，看護師の確保・

育成を図ります。 

・休日に安心して受診できるよう休日在宅当番医 ※６，歯科休日診療当番医 ※７及び二

次救急医療体制 ※８としての病院群輪番制 ※９の実施に協力します。 

・「まちかど相談薬局」は，地域の身近な相談窓口として、「薬や健康に関する事や、

子育て・介護・在宅医療等の相談を受け，専門的アドバイスを行うとともに，必要

に応じて専門機関を紹介します。また交流サロン等の開催情報など，地域の情報を

発信します。 

・休日輪番制調剤薬局を継続します。 

 

行 政 

・気仙沼市医師会附属准看護学校及び高等看護学校の運営を支援します。 
・市立病院付属看護専門学校の運営を継続します。 
・市立病院の医師確保については，東北大学病院等関係機関に要請するとともに，市

独自の医学生奨学資金貸付制度を活用し，確保に努めます。 
・市立本吉病院においては在宅診療の推進に努めます。 
・医療と介護等の連携を一層推進し，地域包括ケアの充実を図ります。 

・在宅訪問歯科診療を推進するなど，在宅療養者口腔ケアの充実を図ります。 

・休日に安心して受診できるよう休日在宅当番医制及び歯科休日診療当番医制を継続

します。 

・二次救急医療体制として，病院群輪番制事業を継続します。 

・救急医療機関の適切な利用のため，「おとなの救急電話相談」「小児救急電話相談」 

の普及，啓発を図ります。 

・消防と医療の連携を強化し，ドクターヘリを用いた救急医療体制の充実を図ります。 

・市立病院の経営については，病床管理の適正化や医薬品・診療材料の低減化を図る

など，経営の安定・健全化に努めます。 

・市立病院に相応しい経営形態について、平成 30 年度に検討委員会を設置し，議論を

進めます。 
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※１宮城県地域医療構想 平成 26 年に成立した医療介護総合確保推進法により，県が医療計画の中

で策定するもので，平成 28年 11月策定した。2025年の医療需要を推測するとともに，将来の病

床数の必要量と居宅等における医療の必要量を推計し，示している。 
※２リハビリテーション単位数 １単位につき 20 分，患者１人につき１日６単位（別に厚生労働大

臣が定める患者ついては，１日９単位）に限り診療報酬算定 
※３在宅復帰率 自宅へ退院した患者数／（自宅からの入院数－死亡退院）  
※４おとなの救急電話相談 救急電話相談サービス（短縮ダイヤルは＃7119） 
※５小児救急電話相談 こどもの救急電話相談サービス（短縮ダイヤルは＃8000） 
※６休日在宅当番医 休日に初期症状の外来診療を行うもので，気仙沼市医師会に委託して実施して

いる。 
※７歯科休日診察当番医 休日に歯科の外来診療を行うもので，気仙沼歯科医師会に委託して実施し

ている。 
※８二次救急医療体制 救急患者（救急車等により直接受診）の初期診療と応急処置，必要に応じて

入院治療を行う医療体制。気仙沼市の二次救急医療機関は気仙沼市立病院及び猪苗代病院の 2箇

所 
※９病院群輪番制事業 地域内の病院群が，協働連帯し，輪番制方式により休日・夜間等において重

症救急患者の診療を受け入れる体制を整備する事業 
※10まちかど相談薬局 気仙沼市・南三陸町内の調剤薬局を地域の身近な相談・情報拠点として位置

づけ，平成 28 年 12 月から実施している。（平成 29 年９月現在で気仙沼市 26 か所・南三陸町 4

か所） 
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６ 【福祉・地域コミュニティ】自分らしさを生かしながら，思いやり，支

え合えるまち 

 
(1) 誰もが自分らしく暮らせる福祉のまちにします。 

①地域包括ケアシステムの推進 担当課：高齢介護課，地域包括支援センター，社会福祉課，健康

増進課 

【現状・課題】 

・少子高齢化，核家族化の進行とともに，家族のつながりや地域における人と人とのつながりが弱

まり，地域の助け合い機能が低下してきています。 

・高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ

るよう，医療，介護，予防に加え，本人の意向と生活実態に合わせて切れ目なく継続的に生活支

援サービスや住まいも提供されるネットワーク（地域包括ケアシステム）を構築していくことが

大きな課題となっています。 

・平成 26年 12 月には，保健医療福祉の関係団体，住民団体，企業などで構成する気仙沼市地域包

括ケア推進協議会 ※１を設置しています。 

・同協議会において，気仙沼・南三陸地域在宅医療福祉推進委員会 ※２による医療介護等の専門職・

行政担当者等の多職種連携や，市民フォーラムの開催，健康介護まちかど相談窓口 ※３の設置，

交流サロン ※４の推進等，各団体が連携して取り組む 69のアクションプラン（行動計画）を平成

28年 3月に取りまとめ，現在，様々な取組を進めています。 

・東日本大震災後は，災害公営住宅への入居や防災集団移転団地での生活再建などにより，地域コ

ミュニティが大きく変化するとともに，災害公営住宅では，現在，高齢者のみの世帯が約 42％，

そのうち高齢者単身世帯が約 28％となっており，社会参加や活動の機会の減少，孤立化が懸念さ

れます。 

・医療・介護・福祉等の専門職の連携が進んできていますが，さらに，地域との連携を含めた支え

合いの地域づくりを目指して，平成 29 年度から生活支援体制整備事業 ※５を推進しています。 

・今後は，「支え手」と「受け手」と別れた関係から，子ども・高齢者・障害者など全ての人々が

地域，暮らし，生きがいをともに創り，高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた

取組が必要となっています。 

・気仙沼市地域福祉計画に基づき，全ての住民が相互に協力し合い，地域で支え合い，互助でつく

る豊かな福祉社会の実現に向けた各種取組を推進しています。 

・民生委員・児童委員は「地域の見守り役・相談役」として地域福祉の要となっておりますが，充

足率が 100％になっていないことから，担い手確保に向けた取組が必要となっています。 

 

【施策の方向性】 

 地域の全ての人々が支え合いながら，一人一人が，自分らしく暮らし，活躍できるまちを目指し

ます。 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

65 歳以上で「生きが

いがある」と答えた人

の割合（介護予防・日

常生活圏域ニーズ調

査） 

60．2％ 70％ 現状から約１割増を目指す 

交流サロンの実施団

体数 
33 団体 60 団体 

高齢者人口の３％が参加す

る団体数を目指す 

小地域（地区社会福

祉協議会（16 地区））

福祉活動実施地区数 

10 地区 16 地区 
全地区での見守り体制構築

を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・元気よく笑顔で挨拶し，コミュニケーションが自然にできるようにします。 

・地域の集まりの場に参加し，自らもコミュニティの担い手として成長していきます。 

・生きがいづくりの実践や地域活動に参加します。 

地域・ 

事業者 

・気仙沼市地域包括ケア推進協議会において作成のアクションプランについて，関係

団体の更なる連携を強化し，取組を推進します。 

・「教えて！知って！応援団（講師相談・紹介リスト）」の活用などにより，各自治会

に１つ以上の，交流サロン等の身近な居場所づくりに取り組みます。 

・隣近所への気掛かりな方への声掛けや，その情報を民生委員に伝え連携を図るなど，

地域全体で見守りや孤立防止の活動を行います。 

・地域支え合い推進員 ※６と協力し，見守り・ゴミ出し等の地域ぐるみの支え合い活動

に取り組みます。 

・事業者は，サービスの質の向上に努めるとともに，地域との連携を深め，地域ぐる

みの支え合い体制を構築するに当たり，専門的な立場からその担い手となります。 

行 政 

＜子ども・高齢者・障害者等が安心して暮らせるための仕組みづくり＞ 

・保健・医療・福祉・その他高齢者や障害者等の生活を支援する関係機関・団体の連

携を推進します。 

・災害公営住宅等における高齢者等の孤立防止を図るため，民間事業者との協定やＬ

ＳＡ事業等による見守り体制の構築を推進します。 

・地域の福祉課題を把握・共有し，支え合いの地域活動をサポートする生活支援体制

整備事業を推進します。 

・高齢者に限らない，子ども・障害者・生活困窮者などを含む，本市独自の包括的な

相談支援体制の充実のため，地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

・民生委員の充足率向上に向け，自治会や地区民生委員・児童委員協議会，地区社会

福祉協議会などと連携し，担い手確保に努め，地域の見守り体制の充実を図ります。 

・子ども・高齢者・障害者等への理解を深めるため，普及啓発に努めます。 
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＜在宅医療・介護連携の強化＞ 

・在宅医療・介護連携に関する相談等の拠点となる連携支援センターを設置します。 

・医療・介護福祉等多職種の連携を更に強化し，医療・介護・福祉資源の把握，情報

連携，研修会の開催，地域住民への普及啓発等を進めます。 

＜地域福祉の推進＞ 

・地域福祉推進フォーラムや福祉教育，ボランティア体験等を開催し，市民の参加を

促し，地域共生社会の実現に向け，地域福祉への理解を深めるよう努めます。 

※１気仙沼市地域包括ケア推進協議会 市内の行政，医療機関，介護事業所，地域の高齢者等への生

活支援を展開する住民団体や関係団体，企業など 71 団体により平成 26 年 12 月に設立され，構

成団体が連携・協働しながら，切れ目のない地域ぐるみの支え合い体制を作っている。 
※２気仙沼・南三陸地域在宅医療福祉推進委員会 平成 23 年８月，医療・福祉職の連携と相互理解

を目的とし，気仙沼地区地域医療委員会の専門委員会として設置され，医療・介護・行政関係者

など多職種のメンバーによる情報交換を定期的に開催している。 
※３健康介護まちかど相談窓口 平成 28年 12月から，気仙沼薬剤師会の全加盟薬局が店頭にステッ

カーを貼り，「まちかど相談薬局」として住民に身近な健康介護に関する相談窓口を設置してい

る。 

※４交流サロン 高齢者等が継続的に身近で気軽に集まることができる地域の居場所づくりや，自主

的な介護予防活動への積極的な参加により，生きがいや活力ある生活を継続できる環境づくりを

目的とし，平成 28年度より展開している事業で，交流サロン実施団体に助成金を交付している。 

※５生活支援体制整備事業 地域支え合いの基盤づくりを行うため，市全域と地区社会福祉協議会圏

域毎に地域支え合い推進員の配置及び協議体を設置し，地域住民の日常生活を支える助け合い

（互助）活動を支援する。 

※６地域支え合い推進員 支え合い活動の発掘，新たな活動の推進・調整役となる地域のコーディネ

ーター 
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②高齢者福祉の充実 担当課：高齢介護課，地域包括支援センター 

【現状・課題】 

・本市の 65歳以上の高齢者数は平成 29 年３月末で 23,475人，高齢化率は 35.8％ですが，平成 37

年には 39.9％と約 2.5人に１人が高齢者となることが予想されます。 

・高齢化の著しい進行とともに，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の割合が増加しています。 

・高齢者数は平成 31 年をピークに減少する見込みですが，75 歳以上の後期高齢者数が増加してい

くことから，今後更に要介護認定者や認知症高齢者の増加が見込まれます。 

・認知症や介護が必要な人，日常生活上の手助けが必要な人が増加する一方，支える側の担い手不

足が課題となっています。 

・認知機能や運動機能低下などの介護予防のためには，体を動かす習慣とともに，趣味などの生き

がいを持つことや，人と人との交流など地域社会とつながることが必要となっています。 

・震災後，生活環境やコミュニティが変化しており，社会参加や活動の機会の減少が懸念されます。 

・認知症の人を含む高齢者への理解を深め，誰もが活躍し，助け合う地域づくりが必要となってい

ます。 

・高齢者の健康増進，生きがいづくり活動の場の提供，在宅介護支援，介護予防や自立した日常生

活の支援を進めるため，高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期：平成 27～29年度）

に基づき，各種施策に取り組んでいます。 

・認知症や介護が必要な人とその家族が地域で暮らすためには，早めの相談や適切な対応とともに，

介護者の精神的負担の軽減と，介護サービス基盤の整備が必要となっています。 

・認知症等により意思決定に支援が必要な状態となっても，尊厳をもって生活できるよう，虐待の

防止や成年後見制度等の周知とともに，地域の権利擁護意識の醸成が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
資料：気仙沼市 
 
【施策の方向性】 

高齢者が安心して健康で生き生きと自分らしく暮らせる地域づくりを目指します。 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29.3) 目標（H32） 目標設定の考え方 

要介護認定率 17.22％ 17.54％ 
第７期介護保険事業計画

（仮） 

介護予防サポーター登

録者数 
70 人 240 人 

サロン１団体当たり，サポー

ター４人の活動で支える 

認知症サポーター養成

講座受講者数 

7，098 人 

（人口の 10.7％） 
9，100 人 

人口の 14％受講 

（Ｈ38 目標を 20％と設定） 

交流サロンへの 65 歳以

上参加者数及び割合 

365 人 

（高齢者人口の 1.6％） 
710 人 

高齢者人口の 3％参加 

（Ｈ38 目標を 5％と設定） 

救急医療情報キット配布

数 

5，854 人 

（高齢者のみ世帯人口の

51.8％） 

7，100 人 
高齢者のみ世帯人口の

60％配布 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・週に１回以上外出し，お茶会・趣味・運動などの活動や交流をします。 

・楽しめる趣味や役割などの生きがいを持ちます。 

・日頃から声をかけ合い，相談し，助け合える近所づきあいに努めます。 

・年に１度は健康診査を受け健康管理を行い，生活習慣病の予防に努めます。 

・認知症サポーター養成講座を受講します。 

・地域に関心を持ち，行事に積極的に参加します。 

地域・ 

事業者 

・地域の多世代で，認知症や介護予防について学び交流し，互いの理解に努めます。 

・地域の中に，交流サロンなどの身近な集いの場を設置します。 

・事業者は，介護予防や地域活動のサポートに関する情報を発信します。 

・事業者と地域は連携して祭りなどの地域活動に取り組みます。 

行 政 

＜高齢者がいきいきと暮らせるための仕組みづくり＞ 

・介護予防サポーターの養成及び交流サロンの立ち上げや運営支援，趣味や生きがい

づくり等の活動の場の提供・在宅支援サービスなどの高齢者福祉施策を推進します。 

＜支え合いの地域づくりの推進＞ 

・地区社協圏域ごとに地域支え合い推進員を配置し，地区活動との連携を深め，福祉

課題の把握・共有や地域活動をサポートする生活支援体制整備事業を推進します。 

＜高齢者が安心して暮らせる施策の推進＞ 

・虐待の防止や成年後見制度利用支援 ※1等の充実とともに，権利擁護意識の普及啓発

及び意思決定支援体制づくりを推進します。  

・救急時に迅速な対応ができるよう，救急医療情報キット ※２の普及・配布を行います。 

＜高齢者の健康づくりと介護予防の推進＞ 

・老化への理解と備えを周知し，誰もが取り組みやすい介護予防活動の充実を図りま

す。 
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・地域活動と協力して，住民や民間企業による多様な生活支援サービスの充実を目指

します。 

＜認知症の人とその家族への支援＞ 

・認知症の人やその家族，地域住民が，気軽に相談できる体制づくりを進めます。 

・「認知症くらしの便利帳（認知症ケアパス）」※３の普及等，情報発信の充実を図りま

す。 

・認知症についての理解を深めるための認知症サポ―ター養成及び活動サポーター養

成と活動の機会づくりを行います。 

・認知症カフェ ※４や介護者交流会等を開催し，語り合い，地域とつながる場を作りま

す。 

・民生委員，自治会，介護事業者，医療機関，ボランティア等の関係者とのネットワ

ークを活用し，支援が必要な人の把握に努めます。 

・認知症初期集中支援事業 ※５を推進し，認知症と疑われる症状が発症したときや対応

に困ったとき，早期に集中的に訪問支援し，の医療や介護サービスの利用等，状態

に応じた適切な対応につなげます。 

＜在宅医療・介護連携の強化＞ 

・医療・介護福祉等の多職種が連携し，医療・介護・福祉資源の把握，情報連携，研

修会の開催，地域住民への普及啓発等を進めます。 

・在宅医療・介護連携に関する相談等の拠点となる連携支援センターを設置します。 

＜介護保険施策の推進＞ 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき，介護予防事業，生活支援体制整

備事業，認知症施策，地域密着型介護サービス ※６基盤の整備などを推進します。 

・気仙沼圏域介護人材確保協議会 ※７に参画するなど，国・県及び圏域の関係機関・団

体との連携を深めるとともに，介護職員初任者研修の実施や就職助成金の支給など

の介護人材確保対策を推進します。 

※１成年後見制度 認知症，知的・精神障害などにより，判断能力が不十分なために，契約等の法律

行為や意思決定が困難な者に対し，成年後見人等を選任し，法的に支援する制度 
※2救急医療情報キット 医療情報や緊急連絡先を記入したキット。救急時に迅速な対応ができるよ

う備えるため，平常時から冷蔵庫に設置するもの 
※3認知症ケアパス 認知症についての情報をはじめ，認知症の進行状況に応じて利用できる医療・

介護サービスや相談窓口をまとめた冊子 
※4認知症カフェ 認知症の人やその家族が集い，専門職や地域住民と交流する場 
※5認知症初期集中支援事業 認知症サポート医を含む３名以上の認知症専門職で構成する認知症

初期集中支援チーム（地域包括支援センターに設置）が，早期診断・対応のための検討を行い，

おおむね６か月間集中的に訪問支援等を行う事業 
※６地域密着型介護サービス 高齢者が中重度の要介護状態となっても，可能な限り住み慣れた地域

で生活ができるように地域住民に提供されるグループホーム・小規模多機能型居宅介護などのサ

ービス。原則，市町村の被保険者のみが利用可能で指定・指導監督の権限は保険者である市町村 
※７気仙沼圏域介護人材確保協議会 平成２８年１月に，気仙沼介護サービス法人連絡協議会，宮城

県気仙沼保健福祉事務所，気仙沼公共職業安定所，南三陸町，気仙沼市の５者により設置し，連

携して介護人材確保対策を推進している組織 
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③障害者福祉の充実 担当課：社会福祉課 

【現状・課題】 

・障害のある人が地域で生活するためには，地域でともに暮らす市民が，障害のある人を特別な人

として捉えるのではなく，障害に対する正しい知識と，ともに支え合う意識を持って助け合いな

がら暮らしていく，共生社会（ノーマライゼーション ※１）実現への取組が重要です。 

・障害者差別解消法 ※２，障害者虐待防止法 ※３及び成年後見制度 ※４等の権利擁護に関する法律や

制度等の周知を図る必要があります。 

・本市の障害者手帳所持者は，平成 22 年度以降 3,400 人前後で推移しています。これに対し，人

口減少や高齢化，核家族化が進んでおり，家庭での介護力が低下しています。 

・障害のある人の高齢化，重度化や「親亡き後」を見据え，住み慣れた地域で安心して暮らしてい

けるよう相談，体験の機会，緊急時の対応等の様々な支援を切れ目なく提供できる仕組を構築す

る必要があります。 

・障害のある人が自分らしく自立した生活を送るため，必要とする訓練やサービスを利用し，様々

な活動に参加できるように，サービスの充実を図る必要があります。 

・障害のある人や家族が，普段の生活で抱えている様々な悩みを相談し，悩みを抱え込まないよう

支援を行う必要があります。 

・社会参加のきっかけとなる障害者団体への入会者が少ない状況にあり，課題となっています。 

・障害のある人の就労をめぐる環境は厳しく，一般就労が難しい状況にあります。 

・障害のある人が地域で安心して自分らしく生活できるよう平成 26年度に策定した気仙沼市障害

者福祉計画を推進しています。 

 
【施策の方向性】 

障害のある人一人一人が安心して住み慣れた地域で自分らしく自立した生活を送ることができ

る地域の実現を目指します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

地域生活支援拠点等

の整備 
－ 1 か所 

相談，体験の機会，緊急時

の対応等の必要な機能を備

えた拠点又は地域の複数の

機関が分担してその機能を

担う体制の整備を目指す 

 

カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

ハローワーク気仙沼

紹介延べ一般事業所

への障害者就職者数

（気仙沼市民） 

47 人 50 人 現状から 5％増を目指す 
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障害者就業・生活支

援センター「かなえ」

利用者の一般事業所

への障害者就職者数

（気仙沼市民） 

26 人 28 人 現状から 5%増を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・障害のある人やその家族を孤立させることのないよう，障害のある人に対し無関心

にならず，正しい理解と意識を持って，誰もがつながり，支え合う地域社会の実現

に向けて，積極的に地域活動やボランティアに参加します。 

地域・ 

事業者 

・障害や障害のある人への理解を深め，働きやすい職場環境づくりや雇用の拡大に努

め，障害のある人が住みやすい地域づくりや社会づくりを目指します。 

・障害のある人や高齢者を地域ぐるみで支え合う体制の構築に努めます。 

行 政 

＜市民理解と権利擁護の推進＞ 

・広報誌等を活用し，共生社会（ノーマライゼーション）の実現に向け，障害や障害

のある人に対する市民の理解の促進を図るとともに，障害者差別解消法，障害者虐

待防止法及び成年後見制度等の権利擁護に関する制度等の周知に努めます。 

・成年後見制度の適切な利用の支援に取り組みます。 

・関係機関と連携し，障害者虐待の早期発見と防止に努めるとともに，虐待への速や

かな対応と障害のある人の保護や支援及び養護者に対する支援を行います。 

＜福祉サービスの充実等＞ 

・障害のある人が将来にわたって住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域

生活拠点等の整備を図ります。 

・障害福祉サービス ※５や障害児通所支援 ※６の量的・質的充実を促進するとともに，

障害のある人の視点に立って多様なニーズに対応した地域生活支援事業等※７を実施

します。 

＜社会参加への支援・促進＞ 

・就業意欲のある障害のある人の雇用促進に向けて関係機関と連携し，企業に対して

各種助成制度の周知や法定雇用率の遵守を呼びかけるなど，障害者雇用拡大の働き

かけと啓発活動を積極的に推進します。 

・障害があっても地域で自立した生活を送れるように，就労継続支援 ※８や就労移行支

援 ※９事業の充実を促し，利用促進を図ります。 

・障害者団体の周知と加入の促進を図り，障害のある人やその家族の交流を促進しま

す。 

※１ノーマライゼーション 障害のある人や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含する

のが通常の社会であり，そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにすると

いう考え方や方法 
※２障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律） 障害を理由とする差別

の解消の推進に関する基本的な事項や，国や地方公共団体及び民間事業者における障害を理由と

する差別を解消するための措置などについて定めた法律 
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※３障害者虐待防止法（障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律） 虐待の

禁止，予防及び早期発見等の虐待の防止に関する国等の責務，虐待を受けた障害のある人に対す

る保護及び自立の支援のための措置，養護者に対する支援等を定める法律 
※４成年後見制度 認知症高齢者，知的障害者，精神障害者など，判断能力が不十分であるために法

律行為における意思決定が不十分または困難な者について，その判断力を補い保護支援する制度 
※５障害福祉サービス 障害者総合支援法に基づくサービス，介護を行う居宅介護，生活介護や施設

入所支援等，訓練等を行う就労移行支援，就労継続支援等や共同生活援助等 
※６障害児通所支援 児童発達支援（未就学の障害のある子どもが対象，日常生活における基本的な

動作の指導，集団生活への適応訓練等を行う）及び放課後等デイサービス（学校在学中の障害の

ある子どもが対象，生活能力向上のための訓練等を行う。）等 
※７地域生活支援事業 障害者総合支援法に規定する市町村ごとに地域の実情やニーズに応じて実

施する事業（相談支援事業，意思疎通支援事業，日常生活用具給付事業，移動支援事業等） 
※８就労継続支援 働く場を提供し，知識及び能力向上のために必要な訓練を行う等の支援 
※９就労移行支援 一般就労等を希望する人に，一定の期間，生産活動やその他の活動の機会を提供

したり，知識や能力向上のために訓練を行う等の支援 
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④低所得者の自立支援 担当課：社会福祉課 

【現状・課題】 

・全国の生活保護※１受給者数は約 214万人（平成 29年３月現在）で，平成 27年３月をピークに

減少に転じています。 

・一方，全国の生活保護受給世帯数は約 164万世帯（平成 29 年３月現在）で，高齢者世帯の増加

により世帯全体は増加していますが，高齢者世帯以外の世帯は減少傾向が続いています。 

・本市における生活保護の受給世帯数・人員数は，東日本大震災に伴う義援金等の支給により一時

的な減少が見られたものの，高齢者世帯の増加，稼働年齢層である世帯中心者の失業などにより，

増加傾向にあります。 

・今後は，生活保護の相談を求める人や，受給者が安心して相談できる環境を整備するとともに，

様々な課題を抱える世帯の状況に応じたきめ細かな扶助，指導を実施するなど，適正な保護を実

施するとともに，生活保護に至る前の自立支援を強化する必要があります。 

 

・気仙沼市の生活保護受給世帯・受給者数の推移（単位：世帯・人） 資料 宮城県生活保護速報 

 
 

・気仙沼市及び宮城県全体の保護率の推移（単位：‰）       資料 宮城県生活保護速報 

 

 

【施策の方向性】 

 低所得者の生活安定を図るため，社会保障制度を活用するとともに，地域でともに考え，「我が

事」「お互い様」として支え合えるまちを目指します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

就労支援事業による

就労者数又は増収者

数 

５人 10 人 
H28 年度実績の就労・増収

者５人を倍増する 

2017-12-27

106



生活困窮者自立相談

支援新規相談件数 
130 件／年 156 件／年 

厚生労働省の設定した目標

値（人口 10 万人当たり月 20

件） 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・市民は，生活に困り，社会から孤立化傾向にある人に対し，助け合いや声がけを行

います。 

地域・ 

事業者 

・地域は，生活に困窮する人の自立に向け，「我が事」と捉え，ともに考えていく視点

を持ち，「お互いさま」と言い合える地域づくりに努めます。 

・事業者は，生活保護受給者，生活困窮者※２等の経済的自立のため，積極的な雇用に

努めます。 

・事業者は，生活保護受給者，生活困窮者等が抱える様々な課題に応じ，短時間勤務

等多様な就労形態の提供に努めます。 

・事業者は，生活保護受給者，生活困窮者等の自立に向けた就労体験の取組に協力し

ます。 

・事業者は，製造・流通工程で発生する規格外食品などを，フードバンク※３活動団体

に提供します。 

行 政 

・生活困窮者に関する情報が社会福祉事務所の窓口につながるよう，生活保護制度及

び生活困窮者自立支援制度の周知を図るとともに，低所得者の生活実態に即した相

談・支援体制の充実に努めます。 

・生活保護被保護者が，健康で文化的な生活水準を維持できるよう，その最低限度の

生活を保障するとともに，自立を助長します。 

・生活保護に至る前の自立支援の強化を図るため，生活困窮者に対し，自立相談支援

事業及び家計相談支援事業の実施，住居確保給付金の支給等を行い，生活困窮状態

からの早期自立を支援します。 

※１生活保護 利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対

して，その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより，健康で文化的な最低限度の生活を

保障するとともに，その自立を助長する制度 
※２生活困窮者 現に経済的に困窮し，最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある      

 者 
※３フードバンク 規格外であったり，包装不備などにより，品質に問題がないものの，市場流通が

困難になり，商品価値を失った食品について，企業等から提供を受け，生活困窮者を支援してい

る団体等を通じ，野外生活者，福祉施設入居者等の生活困窮者に供給する福祉的視点の取組。食

品廃棄物の発生を抑える環境的側面をも併せ持つ。現在，市内では，気仙沼市社会福祉協議会と

コープ東北 コープフードバンクとの協定，気仙沼市生活困窮者自立支援機関「ひありんく気仙

沼」とふうどばんく東北ＡＧＡＩＮ（あがいん）との協定が締結されている。 
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(2) コミュニティ活動を活発にし，地域，ＮＰＯ，行政等とのパートナーシップの下，地

域課題を解決します。 

①地域コミュニティ活動の推進 担当課：地域づくり推進課  

【現状・課題】 

・自治会，振興会の住民自治組織は，地域住民が安全・安心で快適に暮らせるよう，住民同士の親 

睦を図り自主的に地域の課題に取り組んでいます。 

・震災により被災した地域では自治会が解散，または活動を休止しているところがあり，今後，住

宅などの再建に合わせて行政区や自治会の再編が必要となっています。 
・住宅を再建した方が安全・安心で快適に暮らせるよう，再建先の住民との円滑なコミュニティの

形成が必要となっています。 
・自治会等では，会員の減少や若い世代の積極的な参加が少なく役員の高齢化が進んでいることか

ら，自治会活動への参加促進や担い手の育成が必要となっています。 
・自治会等では，活動に必要な住民世帯情報について個人情報保護により把握することが難しくな

っており，法令等との整合を図りながら把握することが課題となっています。 
・コミュニティの機能として地域の課題を解決するとともに，公共の一部を担うなどが求められて

きています。 
・自治会等が所有する集会施設は老朽化しているものが多く，また，世帯数が増加した地域では狭

隘化しているところがあります。 
・市所有の集会施設では，管理方法が市町合併時に統一されず旧市町地域で異なっており，また， 

唐桑地域では老朽化している施設が多い状況です。 
 
 
             住民自治組織（自治会等）の状況 

                             （H29.12.1現在） 

地域名 行政区数 自治会等数 
自治会等が 
ない行政区数 

気仙沼 172 ※1）153 21 

唐 桑 36 ※2） 12 0 

本 吉 38 38 0 

計 246 203 21 
     ※1)気仙沼地域には，行政区が未設定の幸町住宅自治会と鹿折南住宅自治会を含みます。 
     ※2)唐桑地域では，複数の行政区により自治会が設立されています。 
 
【施策の方向性】 

 住民自治組織による主体的なコミュニティ活動を支援し，地域住民が安全，安心で快適に暮らせ

るまち，住民自ら地域課題の解決に取組むまちを目指します。 
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状(H29) 目標（H32） 目標設定の考え方 

自治組織の組織率 88％ 100％ 
全ての地域自治組織の設立を

目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・地域コミュニティを大切にし，自治会等の設立や活動に積極的に参加します。 

地域・ 

事業者 

・震災を機に重要性が再認識された地域コミュニティの維持・形成に努めます。 

・住民が安全，安心で快適に暮らせるよう地域の点検，調査に努めます。 

・地域課題の解決に向けては，住民の意見を取りまとめ，自主的に，または行政も含

めた多様な主体との協働により取り組みます。 

・地域課題に応じ，公共の一部を担うなど多機能なコミュニティを形成し解決に取り

組みます。 

行 政 

＜住民自治組織の支援等＞ 

・防災集団移転団地や災害公営住宅の地区のコミュニティ形成のため，自治会の設立

に向けて，設立準備会の立上げなどの支援を行います。    

・自治会や社会福祉協議会，ボランティア団体等と連携して交流イベントを開催する

など，住宅再建者が地域において円滑にコミュニティの形成が図られるよう取り組

みます。 

・住民自治組織の活動やその拠点である集会施設の整備に対して補助金を交付するな

どの支援を行います。 

・自治会が住民世帯情報を把握できるよう，自治会と協議しながら方策を検討します。  

・市町合併前の地域で異なっている集会施設の管理方法について，平成 31年度からの

統一に向けて取り組みます。 

・老朽化している市コミュニティセンター等については，耐震診断の結果等を踏まえ

計画的に必要な修繕等を進めます。 

・地域の課題解決に向けて活動している事例を紹介し，地域コミュニティが多機能な

活動に向けて取り組む機運の醸成を図るとともに，セミナーの開催など必要な支援

を行います。 

＜人材育成＞ 

・住民自治組織の担い手となり地域で活躍する人材を育成する「アクティブ・コミュ

ニティ大学」を実施します。 

・若年層のまちづくり参加への関心を高め，地域を担う人材の育成する「ぬま大学」「ぬ

ま塾」「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」，並びに女性の社会参加意識を

高める「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」を継続実施します。 

・住民同士の議論を活発化させるとともに，意見を整理し，公平な議論を円滑に進め

るための調整等を担うファシリテーターの養成講座を開催します。 
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②市民活動の推進 担当課：地域づくり推進課  

【現状・課題】 

・ＮＰＯや市民団体の活動を支援するため，市民活動支援センターを設置し，相談業務や情報提供 

などを行っています。 

・震災後，市外から移住してきた若者を中心に市内の若者を巻き込んだまちづくり活動等を行うＮ

ＰＯや市民団体の活動が活発化し，市民活動支援センターへの登録も増加しています。 

・震災を機に，被災地域におけるコミュニティの形成や，地域住民等の主体的な復興まちづくりの

推進を目的とする「まちづくり協議会」が被災地域を中心に各地区に結成され，まちづくりや地

域課題の解決に向け活動しています。 

・まちづくり団体では，人材の確保や財政基盤の確立が課題となっているとともに，活動の活発化

が求められており，まちづくりに関する学習の場やまちづくりの議論を円滑に進めるための調整

等を担う人材が必要となっています。 

・気仙沼まち大学運営協議会では「気仙沼まち大学構想」の一環として，様々な人が集って対話し，

協働する空間として「□Ship」を開設しています。 

・市民活動を一層推進していくためには，市民活動支援センターと気仙沼まち大学運営協議会との

機能連携が必要です。 

 
【施策の方向性】 

 地域の課題解決や活性化に向けて主体的に取り組む市民活動団体を支援し，市民が主役のまちづ

くりを目指します。 
 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状(H29) 目標（H32） 目標設定の考え方 

ファシリテーション養成に関

する講座の受講者数 

64 人 

（12 月末時点） 
100 人 

平成 29 年度実績の５割増を目

安としたもの 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・様々な市民活動に積極的に参加し，人と人とのつながりづくりに努めます。 

・各種講座や研修に積極的に参加し，地域において主体的に活動する手法を学びます 

・自分の住んでいる地域について関心を持ち，地域の課題を「自分ゴト」として考え

て，様々な市民活動に努めます。 

地域・ 

事業者 

・気仙沼まち大学運営協議会をコーディネーターとして，市内外のまちづくり団体や

大学，行政等と連携し，地域の課題解決に向けて取り組みます。 

行 政 

＜市民活動団体の支援＞ 

・気仙沼まち大学構想を推進し，「市民が主役のまちづくり」を実践します 

・市民活動支援センターによる団体の運営に関する相談やスキルアップにつながる講

座の開催，公益財団等の助成金情報の提供などを行い，自立して活動が行えるよう

支援します。 

 

2017-12-27

110



 

・活動状況の紹介やイベント情報を掲載した「まちづくり通信」の発行や交流会を開

催し，団体間のネットワークづくりや団体の連携した事業展開を支援します。 

・復興まちづくり協議会運営費補助金の交付や地域の調査・点検を実施し課題解決の

方策を検討するために地域活性化支援員を配置するなど，まちづくり協議会の活動

の支援を行います。 

・まちづくり団体等の活動の充実のために学びの場を提供します。 

・市民活動支援センターと気仙沼まち大学運営協議会との連携を行うとともに，機能

の統合について進めていきます。 

＜人材育成＞ 

・自治組織の担い手となり地域で活躍する人材を育成する「アクティブ・コミュニテ

ィ大学」を継続実施します。 

・若年層のまちづくり参加への関心を高め，地域を担う人材を育成する「ぬま大学」「ぬ

ま塾」「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」，並びに女性の社会参加意識を

高める「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」を継続実施します。 

・まちづくりの議論を活発化させるとともに，意見を整理し，公平な議論を円滑に進 

 める調整等を担うファシリテーターの養成講座を開催します。 
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③移住・定住の促進 担当課：けせんぬま創生戦略室 

【現状・課題】 

・本市における人口の社会動態（転入数と転出数の差）は，常に転出数が転入数を上回っています。 

・近年，社会減の幅は，縮小傾向にあります。 

・平成 23 年以降の転出者の増加は，震災による市外への避難，仕事場の復旧の遅れによる市外へ

の求職などが影響したものと推察されます。 

・平成 24年以降の転入者の伸びは，震災復興に関わる従事者の転入や震災により市外へ避難した

人の帰郷，Ｕ・Ｉターン者の増加などによるものと推察されます。 

・本市から県内他自治体への転出先としては，仙台市が突出して多く，県外への転出先としては，

隣接する岩手県や東京都などの首都圏が多くなっています。 

・本市には，高等看護学校及び看護専門学校以外に大学等の高等教育機関がないことや，水産関連

に特化した産業構造，大都市・中核都市と比べて賃金水準が低いことなどにより，進学や就職に

伴う都市部へ転出が多いものと推察されます。 

・まちの活力を取り戻すためには，新たなしごとの創出・雇用の安定が不可欠と言えます。特に，

魅力ある仕事を創り出し，U ターンや移住人口を増やし定着させる取り組みが必要です。 

 

気仙沼市からの主な転出先（平成 28 年度） 資料：気仙沼市 

【県内】   【県外】  

転出先 人数  転出先 人数 

仙台市 465 人  岩手県 224 人 

登米市 60 人  東京都 157 人 

石巻市 53 人  神奈川県 72 人 

大崎市 48 人  千葉県 61 人 

名取市 30 人  国外 61 人 

南三陸町 24 人  埼玉県 54 人 
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【施策の方向性】 

 気仙沼に住み，気仙沼で働き，気仙沼らしい豊かな生活を送りたいと思える環境づくりを目指し

ます。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

移住・定住相談問合

せ件数 
66 件／年 150 件／年 

H28（開設期間６か月）の実

績を年換算し，さらに１割増

を目指す 

空き家バンク成約件

数 
2 件／年 6 件／年 

H28（開設期間６か月）の実

績を年換算し，さらに５割増

を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・都市部からの移住者を支える地域環境を整え，温かく迎えます。 

地域・ 

事業者 

・地域は，移住者が参加しやすい，コミュニティづくりに努めます。 

・事業者は，都市部で培った知識や技能が活かせる職種の導入に取組み，適正な賃金

水準の確保に努めます。 

・事業者は，雇用者に対してキャリアデザインなど将来のビジョンを示すよう努めま

す。 

・事業者は，労働基準関係の法令を遵守し，労働環境の向上に努めます。 

・事業者は，企業理念を明確にし，自社の魅力発信に努めます。 

・事業者は，高校新卒者やＵＩＪターン者の採用活動と採用された人材の研修に，積

極的に取り組みます。 

行 政 

・新たな産業の創出や水産資源等の高付加価値化，企業誘致の取組みを進め，雇用の

創出を図ります。 

・専門学校等の誘致を進め，高校新卒者等の市内での進学と若者の流入機会を創出し

ます。 

・気仙沼の魅力を伝える動画等を活用したシティプロモーションを広く内外に行い，

起業や企業誘致，移住定住の推進を図ります。 

・住まい確保の対策として，空き家バンク等を通して空き家等の有効活用を図るとと

もに，市営住宅等の戦略的な活用を検討します。 

・平成 28 年 10 月に開設した気仙沼市移住・定住支援センター「ＭＩＮＡＴＯ」を，

移住・定住に関する総合相談窓口として，多様なライフスタイルに応じた個別支援

を行います。 

・ＭＩＮＡＴＯのウェブサイトや移住フェア等のイベントを通じて，「しごと」「住ま

い」「暮らし」に関する情報を積極的に発信し，移住希望者が気仙沼の情報に触れる

機会を増やします。 

・首都圏において，気仙沼にゆかりのある方を対象に，気仙沼との関わりの深さに応

じた交流イベントを開催し，気仙沼ファン及び移住予備軍の拡大を図ります。 
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・移住者が地域の一員として溶け込めるように，地域住民との交流機会の創出に努め

ます。 
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７ 【防災】高い防災力を維持する災害に強いまち 
 

(1) 自助・共助・公助による災害死ゼロを目指します。 

①防災対策の充実 担当課：危機管理課，土木課，下水道課，水産基盤整備課，社会福祉課 

【現状・課題】 

・平成 23 年３月 11日の東日本大震災において，本市は甚大な被害を受けました。また，近年は全

国各地で，台風の大型化や局地的大雨等の影響により，大規模な土砂災害等の自然災害が発生し

ており，震災からの復興と合わせて，さらなる防災対策の推進が求められています。 

・大規模災害時には救出救護及び避難誘導等広範囲な対応が必要となり，すぐに全ての地域で行政

による対応「公助」が困難な場合があるため，住民が自らを災害から守る「自助」，地域社会が

お互いを守る「共助」が重要となります。 

・震災復興計画の目標である津波死ゼロのまちづくりを目指すため，東日本大震災により浸水被害

のあった自主防災組織未結成地区において，重点的に防災訓練や防災マップづくり等の支援を行

いながら，自主防災組織の育成・強化に努めています。 

・震災後，新たなコミュニティの結成に伴い，既存コミュニティも含めた地域の自主防災体制の構

築や，災害時の避難において，特に支援を要する避難行動要支援者等の避難支援対策の強化等を

図る必要があります。 

・震災の記憶と教訓を後世に伝える活動として，震災語り部をはじめ，地域や企業，学校における

防災教育，津波体験館，リアス・アーク美術館，シャークミュージアムによる展示のほか，震災

遺構，復興祈念公園等の整備を行っています。 

 

 
資料：気仙沼市 

 

【施策の方向性】 

・地域や事業所，行政等が連携し，自主防災組織の結成や育成・支援，避難行動要支援者の避難支

援個別計画の策定等に取り組み，地域防災力の強化を図ります。 

・防災・減災対策として，震災復興計画等に基づき，防潮堤等の海岸保全施設や河川堤防，避難路

等の復旧・復興事業を推進します。 

・海岸保全施設の復旧や復興まちづくりの整備状況を踏まえ，津波避難計画の見直しを図るととも

に，情報伝達や避難方法等，津波避難体制の強化を図ります。 
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・大雨，洪水，土砂災害等の水害対策として，冠水対策や河川堤防の整備，洪水ハザードマップの

見直しを図るとともに，土砂災害警戒区域等において，ハザードマップ作成等による警戒避難体

制の強化を図ります。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（Ｈ28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

自主防災組織の組織

率 

48.3% 

（組織数 98/自治会数 203） 
100％ 

地域の防災力を向上させるため，

自主防災組織の組織率，100％を

目指す 

防潮堤の復旧・整備  
17.4% 

（完了数 19/計画数 109） 
100％ 

津波・高潮対策を図るため，防潮

堤の復旧・整備は，復興創生期間

内の完了を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・毎月 11 日の「防災を考える日」において，家庭や学校，職場，地域で災害への備えに 

ついて話し合いや点検等を行い，防災に対する意識を高めます。 

・気象庁発表の警報・注意報等の情報収集に努め，避難する際は，行政の指示に従って

速やかに行動します。 

・防災訓練に積極的に参加します。 

・地域の一員として，自主防災組織を結成し，防災力向上の取組を進めます。 

・地域の一員として，避難の際に支援が必要な方々に対し，普段から見守り，声掛けを

行います。 

地域・ 

事業者 

・地域は，自主防災組織の結成や避難行動要支援者等の避難支援への協力を行います。 

・地域は，学校や事業所等と連携し，防災訓練の実施等に努めます。 

・事業者は，地域の防災組織に協力し，防災活動に参加するとともに，防災備蓄品の整

備や一時避難場所の提供に努めます。 

・事業者は，災害時における事業継続や早期復旧のため，事業継続計画 ※１の策定に努め

ます。 

行 政 

＜自主防災力の向上＞ 

・自主防災組織連絡協議会等と連携を図り，地域や事業所等に対し，防災研修会や総合

防災訓練等への参加を促し，自主防災組織の結成や育成・支援に関する取り組みを強

化します。 

・避難支援個別計画の策定等，避難行動要支援者等への避難支援対策を推進します。 

・学校と地域，事業所等が連携した地域防災づくりの拠点となる地区防災委員会等の組

織結成を進めるとともに，警察署や消防署等の関係機関との応援協力体制の確立に取

り組みます。 

・地域において，子どもや高齢者，障害者等，ライフステージに応じた防災講座等を開

催し，地域防災力の向上を図ります。 

・小・中学校等において，防災講座等を開催し，防災教育の推進に努めます。 

 

2017-12-27

116



 

＜防災・減災対策の充実・強化＞ 

・地域防災計画に基づき，防災体制の強化と計画の周知を図り，災害の拡大防止に努め

ます。また，国，県の地域防災計画が修正された場合は，必要に応じ，地域防災計画

の見直しを行います。 

・災害時における防災行政無線や防災ラジオ等，情報伝達体制の充実を図ります。 

・気象庁発表の警報・注意報・土砂災害警戒情報や，宮城県河川流域情報システムによ

る河川水位情報等の各種観測データを活用し，避難準備・高齢者等避難開始や避難勧

告，避難指示（緊急）等，適切な避難情報の発令に努めます。 

・指定避難所の適切な運用を図るため，復興事業により整備された施設の活用を含め，

避難対象者をカバーするエリア等に配慮した指定の見直しを行います。 

・避難所の環境整備と機能向上を図るため，資機材等の整備により，市民の安全確保に

努めます。 

・復興後のまちづくりや観光客等にも配慮した避難誘導看板等の設置を推進します。 

・災害時に備え，防災広場や学校跡地施設等，既存施設の活用も含めた防災拠点施設  

（応援部隊の集結場所，物資集積・配送拠点等）の検討を進めます。  

・国,県や関係機関，関連企業等との応援協力体制の強化に努めます。 

・業務継続計画 ※２に基づき，災害時でも一定の業務を的確に行えるよう，業務執行体制

の整備に努めます。 

・女川原子力発電所ＵＰＺ内（30㎞圏内）の石巻市と原子力災害時における住民の広域

避難に関する協定を結び，広域避難の受け入れ（旧北上町全域及び旧河北町の一部，

最大 4,410人）に協力します。なお，本市においても一部が 50㎞圏内に入ることから，

その避難体制について，国の指示に従い検討を行います。 

・震災語り部や震災遺構，復興祈念公園等を通じて，東日本大震災の教訓を後世に伝え

るための活動を推進します。 

＜地震・津波・高潮対策の推進＞ 

・津波・高潮対策を強化するため，防潮堤等の海岸保全施設整備により，浸水被害の軽

減を図ります。 

・津波避難計画に基づき，最大クラスの津波に対しても，円滑な避難が行えるよう，   

情報伝達体制や避難方法について，地域住民に周知・徹底を図ります。 

・津波防災地域づくりに関する法律に基づき，今後，県が作成する津波浸水想定区域図 

を踏まえ，津波避難計画の見直しを行います。 

＜水害対策の推進＞ 

・大雨等による冠水対策として，雨水排水施設の復旧・復興事業により，ポンプ場や   

函渠等の施設整備を平成 32 年度の完了を目途に推進します。 

・洪水等による水害を防止するため，河川堤防の整備に努めるほか，洪水ハザードマッ

プ等による周知・啓発を図り，安全の確保に努めます。 

・水防計画に基づき，防災体制の強化と計画の周知を図り，水害の拡大防止に努めます。 

 また，水防法等の改正に併せ，水防計画の見直しを行います。 

・水防法に基づき，今後，県が作成する洪水浸水想定区域図を踏まえ，洪水ハザード   

マップの見直しを行います。 
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＜土砂災害対策の推進＞ 

・土砂災害ハザードマップ等による地域住民への周知・啓発を図るとともに，県が指定

する土砂災害警戒区域等においては，地震や集中豪雨時の警戒活動を強化する等，安

全確保に努めます。 

・土砂災害防止法における県の区域指定とともに，土砂災害ハザードマップの作成等，

警戒避難体制の強化や規制の周知徹底を図り，土砂災害避難訓練等の実施に努めます。 

※１事業継続計画 事業所が，災害時において，事業の継続や早期復旧を可能とするために，平常時 

に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法等をあらかじめ定める計画のこと。 
※２業務継続計画 災害時に行政自らも被災し，人，物，情報等利用できる資源に制約がある状況下

において，優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに，業務の執行体制や

対応手順，継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画のこと。 
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②消防体制の充実 担当課：危機管理課 

【現況と課題】 

＜消防体制＞ 

・自然条件の変化に加え，人口減少・高齢社会の進展，建物の高層化など，様々な社会環境の変化

に伴う災害リスクに対応するためには，市民の防災・減災意識の向上と消防体制の充実強化が必

要です。 

＜消防団＞ 

・消防団は，地域防災体制の中核的存在として，消火活動をはじめ，避難支援や救助，警戒，防災

啓発活動，地域行事の警備等，その果たす役割は幅広く，地域に密着した活動を展開しています。 

・消防団は，全国的に，団員の高年齢化に伴い退団者が増加する一方で，若年層人口の減少などに

より，団員を確保することが困難となっており，本市においても団員の減少が懸念されています。 

・消防団活動は，頻繁に発生する災害に備え，より一層安全かつ迅速に活動する体制が必要なこと

から，団員の消防知識や専門技術の向上が求められています。 

 

 
※充足率は，消防団員定数 900 人に対する団員数              資料：気仙沼市 
 
【施策の方向性】 

・消防本部，消防署，消防団，婦人防火クラブ，自主防災組織等の関係機関が連携し，市民の防災

意識の高揚や消防体制の充実強化を図ります。 

・地域防災体制の中核的存在である消防団員の入団促進と消防団の充実強化を図ります。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

消防団員数 785 人 810 人 
消防団員定数の 90％の確

保を目指す 

 

859人(95.4%) 
852人(94.7%) 

845人(93.9%) 
833人（92.6%) 

823人（91.4%) 

807人(89.7%) 

795人(88.3%) 

785人(87.2%) 

45.4 45.7 
46.0 46.2 

46.8 
47.4 47.6 47.6 

40.0歳

45.0歳

50.0歳

55.0歳

760人

780人

800人

820人

840人

860人

880人

Ｈ22.4.1 Ｈ23.4.1 Ｈ24.4.1 Ｈ25.4.1 Ｈ26.4.1 Ｈ27.4.1 Ｈ28.4.1 Ｈ29.4.1

団員数

（充足率）

平均年齢

気仙沼市消防団員数及び消防団員平均年齢
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・日頃から防災を意識し，消火器や火災報知器など，消防設備の点検・管理を行いま

す。 

・消防救急活動に対する理解を深め，協力します。 

・防災訓練等に積極的に参加します。 

・消防団員の確保に積極的に協力します。 

地域・ 

事業者 

・日頃から防災を意識し，消火器や火災報知器など，消防設備の点検・管理を行いま

す。 

・大規模災害に備え，消火や救助，救急に必要な資機材，非常用物品等を準備し，適

切な管理を行います。 

・消防救急活動に対する理解を深め，協力します。 

・防災関係機関と連携し防災訓練等を開催し，防災意識の向上に努めます。 

・消防団活動に対する理解を深め，職場において団員が活動しやすい環境づくりに協

力します。 

行 政 

＜消防体制の充実・強化＞ 

・消火，救助，救急体制の充実強化を図るため，気仙沼・本吉地域広域行政事務組合

消防本部において，消防本部事業計画に基づき実施する施設・設備の整備,職員教育，

訓練，研修等を行います。 

・震災復興により，災害公営住宅の高層建物が整備されたことから，高層集合住宅の

住居する住民の防災対策を進めるため，住民と防災関係機関が一体となって，通報・

避難・避難誘導・梯子車による救助・消火等の防災訓練を行います。 

・市民の防火意識の高揚と防災知識の向上を図るため，消防本部，消防署，消防団，

婦人防火クラブ，少年消防クラブ，自主防災組織等と連携し，消火・避難訓練や各

種研修会等を開催します。 

・消防本部や消防署と連携を行い，婦人防火クラブ，９歳以下の児童園児で構成する

幼年消防クラブ，10歳から 15才の児童，生徒で構成する少年消防クラブの活動を積

極的に支援し，育成に努めます。 

・消火活動に必要な消防水利を確保するため，消火栓や防火水槽の適切な維持管理，

更新整備を行います。 

・市民の救命意識の高揚と救命効果の向上を図るため，消防，医療機関等と連携し応

急手当て・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等の救命講習会を行います。 

＜消防団の充実・強化＞ 

・消防団員を確保するため，市広報や多数の市民が集まるイベント等において，消防

団活動を紹介し，積極的な消防団員募集活動を行ないます。 

・消防団，地域，事業者で連携し，防災訓練等を行ない，消防団活動への理解と協力

を深め，団員が活動しやすい体制づくりに取り組みます。 

・火災の初期消火や大規模災害時の対応など限定した任務や特定の時間範囲で消防団

活動ができる「機能別消防団員制度」の導入を検討します。 

・消防技術向上と防災知識の取得ができるよう，消防技術を競う消防団操法大会や情

報伝達の定例無線訓練，消防学校等の教育訓練，講習会への派遣等を積極的に行い

ます。 
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・消防団活動を支える拠点施設である消防屯所の計画的な更新整備を行います。 

・老朽化した消防団車両や消防ポンプ等の消防資機材の適正な更新を行います。 

・消防団員の安全確保のため，消防団活動に必要な無線機，投光器等の安全装備品の

整備を進めます。 
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８ 【暮らし】安全で安心できる住み続けたいまち 
 

(1) 安全で安心して生活できるまちにします。 

①平和行政の推進 担当課：総務課 

【現状・課題】 

・非核平和都市を宣言するとともに，平和行政の推進に関する条例を制定し，過去の歴史を次代に継承

する事業を展開しています。 

・戦争体験者の高齢化などにより，身近な環境でなされるべき若い世代への平和教育の機会が失われつ

つあり，その対応が課題となっています。 

 
【施策の方向性】 

若い世代を中心に，平和の意義の普及に努め，非核平和都市宣言の精神を実現していきます。 

 

【主な指標】         

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

平和作文コンクール

応募者数 

市内中学校 11校中 10校 

396人（25％） 

市内全中学校 

700人 

市内全中学校全生徒数の

５割の応募を目指す 

 
【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・平和を祈念し，戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝えます。 

・中学生は，「平和作文コンクール」に積極的に応募します。その際，各家庭や地域は，平

和の意義などに関する生徒との対話を通して協力します。 

地域・ 

事業者 

行 政 

・小中学生が，様々な学習機会を通して，戦争の悲惨さや平和の尊さを内面から理解し考

えることのできる人間に成長するよう，引き続き平和教育を行っていきます。   

・平和の意義について，中学生が周囲から聴き，書物に当たり，自ら考え，自分なりの意

見を持つ契機となる「平和作文コンクール」を継続します。 

・全国の同世代の若者が被爆地長崎で一堂に会し，ともに平和について考え，語り合う機

会となっている「青少年ピースフォーラム」への中学生派遣を継続します。 

・「平和作文コンクール」や「青少年ピースフォーラム」の成果については，「平和学習報

告会」や市広報等を通して，広く市民に周知し，平和意識の高揚を図ります。 

・核兵器の廃絶については，原爆パネル展の開催や，原爆の日における市民への黙祷の呼

び掛けを継続し，草の根からの機運醸成に努めます。 
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②国民保護の推進 担当課：危機管理課，社会福祉課 

【現状・課題】 

・気仙沼市国民保護計画に基づき，国民の生命，財産を保護するため，国からのＪアラート（全国

瞬時警報システム）などの緊急情報を防災行政無線などにより，速やか，かつ確実に市民に伝え

ています。 
・避難の必要がある場合は，避難所への誘導など，市民や関係機関と協力し，迅速に実施できる体

制づくりを進めています。 
・課題として，武力攻撃事態等に対する市民の安全確保には，緊急情報が発せられた直後に市民が

とるべき行動の周知や県などから提供される食品，医療，収容施設等の救援に対する適切な対応

が必要であり，関係機関との一層の連携強化や救援訓練の実施などが求められています。 
 

【施策の方向性】 

・武力攻撃事態等において国から発せられる緊急情報に速やかに対応できるよう，市民がとるべき

行動の周知・徹底を図ります。 
・緊急時の避難，警戒，救援等について，国・県・地域と連携し速やかに対応できる環境を整備し

ます。 
 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・日頃から緊急情報が入るための備えを行うとともに，緊急情報が発せられた際には，

自身や家族，職場でとるべき対応を速やかに行います。 

・市や地域の避難訓練に参加します。 

地域・ 

事業者 

・地域は，自主防災組織において，緊急時への備えと対応に努めます。 

・地域は，避難行動要支援者への避難支援協力を行います。 

・事業者は，必要に応じ一時避難場所や資材等の提供を行う等，応援協力体制に努め

ます。 

行 政 

・国，県等関係機関及び地域との連携強化による安全で迅速な避難体制を確立します。 

・避難行動要支援者支援体制を自治会，民生委員など地域と連携しながら確立します。 

・避難訓練の実施や地域や学校での訓練を支援します。 

・自主防災組織活動を支援します。 

・避難所等の環境整備と機能向上を図り，市民の安全確保に努めます。 
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③交通安全対策と防犯対策の充実 担当課：危機管理課，土木課 

【現状・課題】 

＜交通安全＞ 

・本市は，交通安全都市を宣言し，警察や交通指導隊，交通安全推進協議会，交通安全協会，安全

運転管理者事業主会，安全運転管理者会，交通安全母の会等，各種交通安全団体と緊密に連携を

図り，交通安全啓発活動及び交通安全教育を推進し，市民の安全確保に努めています。 
・本市の交通事故発生状況は，事故発生件数が震災直後の増加から大幅に減少しているものの，高

齢運転者による事故の割合が高い状況にあります。また，飲酒運転根絶が求められています。 
・震災復興の各種事業に伴う交通事情の変化により，交通事故のリスクが高い状態が続いており，

更なる交通安全教育の充実や啓発活動等による意識の高揚が求められています。 
・子供や高齢者など交通弱者への安全対策のため, 交通安全施設の整備促進や道路交通の円滑化が

求められています。 
＜防犯＞ 

・本市は，「気仙沼市安全・安心まちづくり条例」に基づき，警察署や防犯関係団体等による地域

安全活動や市民の防犯意識の向上，自主防犯組織の育成に努めています。 
・新たな地域での防犯組織づくりや，震災により休止している地域への防犯支援，防犯組織の再組

織化などが求められています。 
・自らの安全は自らが守り，地域の安全は地域が守るという防犯意識のもと，互いが支え合う地域

社会の形成と，新たな地域の生活安全環境の整備が求められています。 
 

 

資料：みやぎの交通事故（宮城県警察本部） 

 

【施策の方向性】 

・交通死亡事故ゼロの継続を進め，交通事故のないまちを目指します。 

・地域社会が連携し支え合いながら犯罪が起きにくい環境づくりを目指します。 
 
  

311 290 303 288
232

304

217
154

123 115

392
364

399
373

314

439

281

203
153 143

1

2

1

3

1 2

6

5

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

事故 人身

事故 傷者

事故 死者

市内交通事故発生の推移 (死者数)(人身事故発生件数及び傷者数)

2017-12-27

124



 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

交通安全教室の実施 517 回実施（H23～H28） 360 回実施（H29～32） 
幼児、児童、高齢者教室年

90 回程度の実施を目指す 

自主防犯組織活動数 21 団体（H28） 23 団体 

東日本大震災により被災し

た地域（気仙沼内湾，本吉

小泉）の自主防犯組織活動

の再開を目指す 

 

カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

交通死亡事故ゼロの

達成 

交通事故死者数 23 名

（H19～H28） 

交通事故死者数ゼロ 交通事故死ゼロを目指す 

交通事故のないまち

の達成 

交通事故（人身）発生 

件数  1１5 件（H28） 

交通事故（人身）発生 

件数  100 件以下  

交通事故のないまちを目指

す 

 
【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

＜交通安全＞ 

・市民一人ひとりが交通ルールを遵守し，交通事故防止に努めます。 

・後部座席を含めた全ての座席のシートベルト等の正しい着用を徹底し，安全運転に

努めます。 

・子どもや高齢者，障害者等，交通弱者への理解と思いやりを持った交通安全に努め

ます。 

＜防犯＞ 

・地域の安全は地域が守るという防犯意識の高揚を図り，互いに支え合う地域社会の

形成に努めます。 

地域・ 

事業者 

＜交通安全＞ 

・思いやりのある正しい交通マナーを実践し，事業者は，車両の点検，整備の実施や

運転者の健康状態，勤務環境を把握し，交通事故防止に努めます。 

＜防犯＞ 

・地域と事業者が協働して，防犯活動を積極的に支援し，地域の生活環境の整備に努

めます。 

行 政 

＜交通安全＞ 

・交通安全思想の普及を図り，交通ルールの遵守と思いやりのある正しい交通マナー

の実践を習慣付け，子供や高齢者，障害者等交通弱者への理解を深め，「交通事故の

ないまち」，「交通死亡事故ゼロ」を目指し，交通安全運動を展開します。 

・保育園，幼稚園，小学校，老人クラブ等を対象とした交通指導隊による交通安全教

室を実施し，知識の普及や意識の向上を図ります。 
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・国・県及び警察，関係機関等と連携し，安全な道路交通の確保を図るため，カーブ

ミラーやガードレール，標識等交通安全施設の整備促進により，交通事故防止に努

めます。 

・警察や各種交通安全団体等と連携し，「飲酒運転根絶」に向けた啓発活動に努めます。 

・高齢運転免許取得者認定教育の受講を促進するとともに，高齢運転者の免許の自主

返納を適切に促し，高齢者の交通事故防止に努めます。 

＜防犯＞ 

・安全で安心なまちづくりのため，警察や防犯関係団体，企業等の協力のもと，市内

全域の防犯体制づくりを推進します。 

・各地区防犯協会や防犯実動隊等の防犯活動を担う民間ボランティアの育成を促進し

ます。 

・不特定多数が利用する公共施設への防犯カメラの導入については，プライバシーに

配慮しながら慎重に検討するなど防犯設備の整備を行い，犯罪の起きにくい環境づ

くりに努めます。 
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④市民相談体制の充実 担当課：秘書広報課 

【現状・課題】 

・市民を対象に，生活上生じる様々な問題の解決を図るため，市民相談室を設置し，対面や電話，

電子メールによる相談業務を行っています。 
・法律的な諸問題については，弁護士や司法書士などの協力を得て対応しています。 
・震災後は，社会環境の著しい変化に伴い，生活全般に関する相談が急激に増えています。 

 
市民相談等の状況  (単位：件） 
 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

市行政相談 118 46 
382 474 400 332 330 

(174) (195) (134) (87) (153) 

一般相談 108 35 214 196 
190 

(1) 
150 

197 

(1) 

国・県の相談 31 4 37 39 40 40 17 

登記相談 43 22 43 57 42 35 38 

弁護士相談 115 49 83 75 89 80 87 

困りごと相談 23 5 15 35 23 25 21 

行政・人権相談 34 12 12 3 15 14 18 

計 472 173 
786 

(174) 

879 

(195) 

799 

(135) 

  676 

 (87) 

708 

(154) 

※22年度は平成23年３月10日までの件数 

※23年度は10月以降の件数（10月再開，登記相談・弁護士相談・困りごと相談は11月再開） 

※24年度からＥメールで寄せられた分も件数に含む。( )内はＥメール件数(内数) 

 
【施策の方向性】 

市民の日常生活に関わる相談・要望や法律的な諸問題について，庁内の連携による迅速かつ的

確な対応を行い，弁護士や司法書士などの協力を得て早期解決を図ります。 
 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・様々な団体や行政との連携を図りながら，身近な課題の解決に取り組みます。 地域・ 

事業者 

行 政 

＜相談体制の充実強化＞ 

・高度化，複雑化する相談事案に効果的・効率的に対応するため，関係機関と連携し，

相談窓口の機能の充実に努めます。 

・弁護士相談・登記相談等，より専門的な相談を行っていきます。 

・市に寄せられる各種相談に的確に対応するため，職員の研修等，スキルアップを図

ります。 
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⑤消費者の安全・安心の確保 担当課：商工課 

【現状・課題】 

・高度情報通信社会や少子高齢化社会の進展などにより，消費者を取り巻く生活環境やライフスタ

イルは大きく変化しており，商品やサービス，取引形態の多様化に伴う消費者トラブルも複雑化，

深刻化しています。 
・本市では，消費生活センターに消費生活相談員を配置し，電話及び面談による消費生活相談を行

っており，相談件数は年間 200～300件で推移しています。 
・消費生活センターに寄せられる相談内容は，架空請求やワンクリック請求などの通信サービスに

係る相談が最も多く，また，相談事案も多様化・複雑化・高度化しており，専門的な知識が求め

られるケースも多く，相談体制をさらに充実させることが求められています。 
・震災復興による住環境の整備，コミュニティの再構築が進む中で，訪問販売や新築住宅に関する

相談事案も発生しており，関係機関との連携や情報共有を図りながら，市民に対する適切な情報

提供が求められています。 
・特殊詐欺や悪質商法などの被害は，特に高齢者が巻き込まれやすいことから，未然防止のための

啓発活動や家族・近隣による見守りが大切になっています。 
・製品の欠陥による事故や食品の表示による事件，異物の混入など食の安全・安心が脅かされる事

案が発生しており，消費者の安全・安心に対する関心が高まっています。 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 資料：気仙沼市消費生活センター 
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【施策の方向性】 

 多様化・複雑化・高度化する消費者問題に対応するため，消費者教育や消費生活相談体制の充実

により，消費者被害の防止，商品等の適正な表示等を推進します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状(H28) 目標（H32） 目標設定の考え方 

消費生活講座の理解度 －  100％ 

講座終了後のアンケートで，

内容を「理解した」，「大体理

解した」と回答した割合 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・自ら考え，行動できる「自立した消費者」となるための意識を持ち，消費生活に関

する理解を深めます。 

・多様な機会を捉え，消費生活に関する講座に参加します。 

地域・ 

事業者 

・高齢者や障害者等が消費者被害に遭わないように，日ごろから声掛けによる見守り

を行います。 

・地域での消費生活講座の開催などに取り組みます。 

・事業者は，安全・安心な商品やサービスを必要な情報とともに提供します。 

行 政 

＜消費者教育及び啓発活動の充実＞ 

・消費者被害の防止や自立した消費者を育成するため，若者から高齢者までのライフ

ステージに応じた消費者教育を実施します。 

・消費生活講座や市広報，ホームページ等の多様な手法・媒体を効果的に活用し，消

費生活に関する啓発活動の充実を図ります。 

＜相談体制の充実＞ 

・多様化・複雑化・高度化する消費生活相談に対応するため，研修等による相談員の

専門知識・技術の習得及び向上を図ります。 

・相談窓口に寄せられた相談事案や収集・蓄積した情報から，消費者トラブルや被害

の実態，傾向等を分析することにより，消費者被害の未然・再発・拡大防止に取り

組みます。 

・震災復興による住環境の変化や高度情報通信社会の進展などを契機とした新たな消

費者問題に対し，幅広い情報収集と県，警察等の関係機関との連携により，適切か

つ迅速な対応を図ります。 

＜高齢者等の被害防止＞ 

・高齢者等の消費者被害を未然に防ぐため，啓発活動（出前講座）を実施します。 

・社会福祉団体等との連携により，相談先の周知や見守りの人向けの教育研修を実施

します。 

・地域の高齢者等の見守りや消費者啓発・教育を担う人材の発掘や育成のため，庁内

関係部署や民生委員等の関係者・機関との連携体制を構築します。 

・教育委員会等と連携し，児童・生徒等が巻き込まれやすい消費者トラブルに関する

情報提供を積極的に行います。 
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＜食品表示の適正化及び製品安全情報の提供＞ 

・食品表示の適正化を図るため，国や県と連携し，事業者等への確認調査や助言指導

を行います。 

・製品事故等による被害の未然・拡大防止を図るため，市民や消費者に対し，製品安

全に関する情報を市広報やホームページ等を通して，適切かつ迅速に提供します。  
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(2) 快適で暮らしやすいまちにします。 

①道路網の整備 担当課：土木課，都市計画課，三陸道・大島架橋・唐桑最短道整備促進課 

【現状・課題】 

＜三陸沿岸道路（国道）＞ 

・三陸沿岸道路約 359km のうち，本市を通る三陸沿岸道路は約 32km となっております。そのうち

「唐桑道路」３kmが平成 22 年度に供用され，「本吉気仙沼道路」など約 21.7kmは平成 29年度か

ら平成 32年度までに順次開通し，本市以南全線が供用される予定です。 

・未公表の（仮）気仙沼港 IC～（仮）唐桑南 IC間 7.3kmについても，平成 32 年度までの開通に向

け，引き続き促進運動を展開しています。 

＜大島架橋（県道）＞ 

・大島架橋事業は橋梁本体の架設を終え，アクセス道路の工事や付帯工事が進められています。橋

本体を含む浪板橋～磯草間(5.5km)の平成 30年度，東八幡前・国道 45号～浪板橋(1.0km)間が平

成 31 年度，磯草～浦の浜間(1.5km)が平成 32年度の開通予定です。 

＜唐桑最短道（県道）＞ 

・唐桑最短道は，唐桑町馬場地区から舞根地区までの約 3.3kmが供用されています。残る舞根地区

から浪板地区間（現道約 4.5km）について早期に事業化されるよう引き続き促進関係団体と一体

となり運動を展開する必要があります。 

＜国道 284号＞ 

・国道 284号は東北縦貫自動車道と三陸沿岸道路を結び，災害時などの救急活動や救援物資の輸送

路として，また，広域観光や物流を支える道路として極めて重要な路線です。高規格化が図られ

るよう引き続き促進関係団体と一体となり運動を展開する必要があります。 

＜市道＞ 

・市道は平成 28年度末現在，全 3,003路線，実延長 1,161kmで，改良済延長 447.5km（改良率 38.5％），

舗装済延長 585.3km（舗装率 50.4％）で，一層の整備が必要となっています。 

・東日本大震災による復旧・復興事業の平成 32年度内完成を目指し，災害復旧事業で約 88km，復

興事業で約 74km の整備を進めています。 

・安全で円滑な交通を確保するためには，気仙沼市公共施設等総合管理計画等に基づく，適正な維

持管理が必要です。 

・新たな市道整備計画を平成 32年度内に策定します。 

 

【施策の方向性】 

・三陸沿岸道路，大島架橋，唐桑最短道，国道 284号等の整備を促進します。 

・新たな市道整備計画は，客観的指標を用いて行う道路整備評価制度の導入を検討し，平成 32 年

度内に策定します。 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状(H28) 目標（H32） 摘要 

市道改良済延長 447.5km (38.5％) － 

復旧・復興事業による

平成 32 年度末見込み 

469.9km（39.7％） 

市道舗装済延長 585.3km (50.4％) － 

復旧・復興事業による

平成 32 年度末見込み 

610.7km（51.6％） 
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カテゴリーＢ … 自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標 

指標項目 現状(H28) 目標（H32） 目標設定の考え方 

三陸沿岸道路の開通年次 平成 32 年度 平成 32 年度 

開通見通しが示されてい

ない区間を含めた市内

全線開通を要望中 

大島架橋の完成供用年次 平成 30 年度 平成 30 年度 早期完成を要望中 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・道路及び周辺の環境美化に努めます。 

・安全運転を励行し，道路の保全に努めます。 

・道路の異常を発見した場合，速やかに行政へ連絡します。 

地域・ 

事業者 

・地域住民は，自分たちの住んでいる地域内の市道において，道路敷きの草刈り，ゴ

ミ拾い等の愛護活動に取り組みます。 

・事業所等は，積載制限や法定速度を守る等の法令を遵守し，道路の保全に努めます。 

・事業所等は，地域で活動する事業者として，地域住民の愛護活動と共同して，道路

の環境美化に努めます。 

行 政 

＜三陸沿岸道路等の整備促進＞ 

・三陸沿岸道路の平成 32年度全線開通や大島架橋事業(浪板橋～磯草間) の平成 30 年

度完成と全線の平成 32年度完成，唐桑最短道の未整備区間（舞根～浪板間）の早期

事業化，国道 284 号の高規格化について，促進関係団体と一体となり各種促進運動

を展開します。 

＜市道整備＞ 

・東日本大震災災害復旧事業を平成 32 年度までの完成に向けて取り組みます。 

・復旧・復興事業による大型工事車両の通行量増加により，損傷した道路舗装の路面

については，復興交付金を活用し，平成 32年度までの復旧を図ります。その他の損

傷した道路舗装については，迅速かつ適切な管理に努めます。 

・通学路点検の結果により，危険個所などについて改良及び補修等，関係機関と協議

を行いながら，歩行者等の安全確保を図ります。 

・橋梁等，道路主要構造物の老朽化に対応するため，定期点検を継続するとともに，

橋梁は平成 28年度に策定した気仙沼市橋梁長寿命化修繕計画，道路は今後策定予定

の気仙沼市舗装長寿命化計画により，計画的な修繕を行い，長寿命化を図ります。 

・新たな市道整備計画は，各道路の特性を判断するための評価方法として，沿道居住

戸数や交通量，通学路の指定の有無などの客観的指標を用いて行う道路整備評価制

度の導入を検討し，道路毎に国・県補助金の可能性の順位付け，さらに年度毎に道

路に充てられる予算を精査，その他，必要となる要件を検討し，平成 32 年度までに

策定します。 
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②市街地の整備 担当課：都市計画課 

【現状・課題】 

・都市計画区域は，市土の 14.1％に当たる 46.82 ㎢を指定しています。用途地域は，このうちの

15.59㎢を市街化を図る区域として指定し，都市の健全な発展を推進してきました。 

・震災後は，災害危険区域の指定や，３地区の土地区画整理事業をはじめとする復旧・復興事業に

より土地利用が転換しており，さらには用途地域外への宅地開発や三陸沿岸道路等の進捗を見据

えた土地需要など，震災前とは異なる土地利用が見られます。 

・これまで，土地区画整理事業による土地利用とあわせた用途地域の変更及び地区計画の決定によ

る土地利用の規制は行ってきましたが，一方で，人口は減少傾向にあることから，それらに対応

するよう，土地利用の適正な誘導を検討する必要があります。 

・都市計画道路は，20 路線・総延長 49.8km を位置づけ，気仙沼本吉幹線（三陸沿岸道路）をはじ

めとして，交通の円滑化や産業経済活動を支える基盤として大きな役割を担っています。 

・従来の道路ネットワーク機能に加え，震災を教訓とした市街地の幹線道路としての機能確保の観

点から，震災復興事業等により，都市計画道路の整備延長は約 28.15 ㎞，整備率が約 56.5％と整

備が進んでいます。 

・気仙沼駅前地区から南町・魚町地区までの約 50ha を中心市街地として，商業の活性化と居住性

を高めるため再開発事業や公園整備，緊急避難路確保等のためのバックロード整備を一部進めて

きました。 

・南気仙沼駅前や鹿折唐桑駅前には，土地区画整理事業により駅前広場を整備します。気仙沼駅前

周辺は，ＪＲ線をはじめとし，市内循環バスや都市間高速バス停留所が集中する公共交通の結節

点としての広場整備が望まれます。 

 

【施策の方向性】 

都市計画道路ネットワークの強化及び鉄道等の交通機能との連携により交通の円滑化を図ると

ともに，災害に強い都市基盤を整備し，安心して暮らせるまちを目指します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

都市計画道路整備率 28.15km(56.5％)(H29.3) 47.03km(94.4％) 
復興事業による市施工区

間を完了する 

土地区画

整理事業

区域内の

宅地整備

数 

鹿折地区 
385 画地（69％）(H29.9) 

19.55ha 

558 画地（100％） 

28.08ha 

全ての宅地を引き渡し 

事業を完了する 

南 気 仙 沼

地区 

168 画地（34％）(H29.9)   

8.77ha 

500 画地（100％） 

22.52ha 

全ての宅地を引き渡し 

事業を完了する 

魚町・南町

地区 

114 画地（38％）(H29.9)      

2.03ha 

300 画地（100％） 

 6.45ha 

全ての宅地を引き渡し 

事業を完了する 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・まちづくり協議会等への参加による，積極的にまちづくりに関わります。 

地域・ 

事業者 

・地区計画や地域独自のまちづくりルールを定めた区域内に住宅や事業所等を建設す

る施工者は，ルールに則した建築物を建築することで，良好な市街地の形成・維持

を図ります。 

行 政 

＜都市計画の取組＞ 

・震災復興事業完了後や三陸沿岸道路の整備を踏まえた周辺の土地活用を見据え，ま

ちづくりの検討を進めます。 

・地区の実態に即した地区計画の策定を検討します。 

＜計画的な土地利用の推進＞ 

・防災対策に配慮した土地利用を図ります。 

・自然景観や自然環境の保全に配慮した土地利用を進めます。 
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・産業振興に向けた土地利用を促進します。 

＜都市計画道路の整備＞ 

・復興事業として実施している路線の早期供用に向けた整備を進めます。 

＜中心市街地の整備＞ 

・中心市街地の整備を進めることで，気仙沼駅から内湾，さらには港町から魚市場方

面へ観光客を誘導する導線を確保し，まちの賑わいを創出するよう努めます。 

＜土地区画整理事業＞ 

・土地区画整理事業により基盤整備を図り，地区計画等により良好な市街地の形成を

図ります。 

・魚町・南町地区では，中心市街地として景観等に配慮したまちづくりを進めます。 

・鹿折地区及び南気仙沼地区においては，土地区画整理事業区域内で土地活用を希望

する土地所有者に対して，土地を探している事業者や個人の方等を紹介する制度（エ

ントリ―制度）を活用し，早期にまちの活性化が図られるよう努めます。 
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③公園整備と緑化推進 担当課：都市計画課 

【現状・課題】 

＜公園整備＞ 

・震災以前に 31 か所あった都市公園は，19 か所が被災しましたが，復旧を進めており，現在 24

か所を供用しています。 

・一部の公園は，現在も応急仮設住宅等の用地となっていますが，平成 31 年度までに全て撤去さ

れる予定です。 

・緑豊かなオープンスペースとして，子どもから高齢者まで誰もが自然と触れ合い，レクリエーシ

ョン活動，健康活動など多目的に活用できるような公園整備を進めてきました。 

＜緑化推進＞ 

・魅力ある景観づくりと緑の保全を推進するとともに，自然環境保護を目的として緑化推進協議会

を組織し，｢花のみち４５」を中心としたフラワーロードや花壇づくりを行っています。 

・都市公園等の公共施設及び幹線道路沿いの街路樹を維持管理しています。 

・景観形成や自然環境保護を図るため，市民や企業・団体との協働により安波山公園や三峰公園等

に植樹活動を行っています。 

・「花いっぱいコンクール」や「花とみどりのまちづくりのつどい」等の緑化啓発事業により，緑

化活動に対する意識や関心を高めています。 

・震災後，全国各地から復興支援を目的とした花苗や球根，桜等の苗木の寄贈を受けており，市内

の各公園や「花のみち４５」に植栽を行うとともに，市内の保育所や学校等にも配付し，緑化及

び景観づくりに取り組んでいます。 

 

【施策の方向性】 

公園整備や緑化活動には，市民や地域とともに積極的に取り組むことで「潤いとやすらぎのある

まち」の実現を目指します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

都市公園数 

（総面積） 

24 か所 

（137,404．24 ㎡） 

39 か所 

（211,037．05 ㎡） 

・応急仮設住宅解体後の早

期復旧を目指す 

・土地区画整理事業で新設

公園を整備する 

都市公園のトイレの

水洗化 

11 施設 

（24 か所中 45.8％） 

※簡易水洗含む 

26 施設 

（39 か所中 66.6％） 

※簡易水洗含む 

新設整備のほか下水道計

画区域内では改修工事によ

り水洗化を図る 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・「潤いとやすらぎのあるまちづくり」を進めるため，自宅や事業所用地の緑化を進め

るほか，地域の緑化活動に積極的に参加します。 

地域・ 

事業者 

・市民や企業・団体は，協働による植樹・植栽活動を行い，緑豊かな公園づくりなど

を進めます。 

行 政 

＜公園整備＞ 

・土地区画整理事業において公園の整備を進めます。 

・仮設住宅の撤去状況を踏まえ，早期の復旧を目指します。 

・都市計画決定している公園の計画的な整備を図ります。 

・松崎尾崎地区や南気仙沼地区には，大規模災害時のガレキ置場や資材置場及び救援

活動の拠点とするとともに，津波襲来時の一時避難場所となる築山を有する防災公

園を整備します。 

・南気仙沼地区に，平常時はレクリエーション活動や地域防災活動に加えて，サッカ

ーやラグビーなどのスポーツ活動にも活用できる多目的なオープンスペースを有す

る市民復興広場を整備します。 
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・公園整備には，利用者等の意見を反映することに努め，市民に親しまれる公園を目

指します。 

・公園全体のバリアフリー化やトイレの水洗化を進め，快適に利用できる公園整備を

図ります。 

・遊具等の安全点検・整備を定期的に実施し，安全で安心して利用できる公園整備に

努めます。 

＜緑化推進＞ 

・市民ボランティアの育成に努め，市民や企業・団体等との協働により，公園・緑地

等の充実を図ります。 

・市内各地でより一層の緑化に努め，「活力ある地域づくり」「潤いとやすらぎのある

まちづくり」を推進するため，意識啓発を図るととともに市民の主体的な取組みを

促進します。 

・市民等による自主的な緑化活動を支援するとともに，技術の向上や啓発意識向上に

努めます。 

・今後，復興事業等で整備する公園，広場，道路等においては，地元住民や関係団体

との協働により，植樹・植栽活動及び管理についても連携して行います。 
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④住環境の充実 担当課：建築・公営住宅課，住宅支援課 

【現状・課題】 

・市営住宅は，平成 29 年５月に災害公営住宅 2,087 戸の整備が完了したことに伴い，震災前から

管理していた市営住宅 514戸と合わせて，震災前の約５倍となる 2,601戸となっています。 

・防災集団移転団地は 910 区画の整備を行い，現在までに 899 区画が完了し，平成 31 年２月まで

には全て完了する予定です。 

・市営住宅の空き室や防災集団移転団地の空き区画の解消及び，利活用方法が課題となっており，

特に市営住宅については，計画的な設備の更新や修繕等の実施とともに，老朽化した市営住宅の

計画的な用途廃止が必要となっています。 

・一般住宅の耐震化率は約 76％，集会施設等の市有建築物の耐震化率は 86％となっており，安全・

安心の確保に向けて一層の耐震化が必要です。 

・一般住宅等については，高齢化に伴うバリアフリー化やトイレの水洗化等による快適な居住環境

の整備が求められています。 

・市営住宅については，単身者や高齢者が多く入居していることから，きめ細かな対応が求められ

ています。 

・多様な居住ニーズ（住宅確保要配慮者・ＵＩＪターン・移住定住等）に応じた，住みやすい居住

環境の整備と提供が求められており，市営住宅の空き室や，市内の空き家物件等の利活用を図る

ことが必要です。 

・市営住宅や防災集団移転団地等では，新たなコミュニティの形成や活性化への支援が求められて

います。 

 

【施策の方向性】 

安全・安心で良好な住環境の整備に努め，誰もが快適に暮らせる住まいづくり，まちづくりを推

進します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H27） 目標（H32） 目標設定の考え方 

耐震化率の向上 
一般住宅   76.4％ 

市有建築物  86％ 

一般住宅   95％以上 

市有建築物 100％ 
100％を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・近隣住民と良好な関係を保ち，コミュニティ形成を推進します。 

・周辺の環境と調和を図り，住環境の美化に心掛けます。 

・適切な維持管理を行い，安全性を確保するよう心掛けます。 

・耐震性を確認し，安全性の確保を図ります。 

地域・ 

事業者 

・調和が取れた，安全で機能的な建物を計画します。 

・安全で良質な施工により，安全・安心な建物を提供します。 

行 政 
＜住宅及び住宅用地の提供＞ 

・全ての被災者の住宅再建完了に向け，災害公営住宅や防災集団移転団地の提供や支
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援制度を引き続き行います。 

・多様な居住ニーズへの住宅供給に向け，市営住宅や防災集団移転団地の利活用，空

き家バンクの充実等を図るとともに，市広報やホームページ，移住・定住支援セン

ター等を通して，市営住宅への入居や空き家の利用を積極的に呼び掛けます。 

＜市営住宅の快適化＞ 

・気仙沼市営住宅等管理計画（平成 30 年度改訂予定）により，計画的かつ効果的に

維持管理や改修，用途廃止等を実施し，ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・福祉施策との連携による，安全・安心で快適な住環境を提供します。 

・集会施設の活用による，地域コミュニティの形成を支援します。 

＜安全・安心な住環境の確保＞ 

・気仙沼市耐震改修促進計画（平成 28 年度改訂）に基づき，住宅や市有建築物の耐

震化を進め，地震に強いまちづくりに取り組みます。 

・快適な居住環境の実現のため，以下の支援の推進を図ります。 

木造住宅の耐震診断 

木造住宅耐震化工事助成事業 

  住宅改修費(居宅生活動作補助用具) 

  浄化槽設置補助金 

  太陽光発電設備設置補助金 

  結婚新生活支援補助金 

  改修に伴う税の減額等 
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⑤上水道の整備 担当課：ガス水道部各課 

【現状・課題】 

・本市の上水道は，給水人口 63,533人，給水戸数 25,644戸を対象に給水し，１日平均給水量は 27,534

㎥となっています。 

・松岩・新月にある簡易水道・簡易給水施設では，給水人口 1,471人，給水戸数 533戸を対象に給

水し，１日平均給水量は 465.3 ㎥となっています。 

・上水道と簡易水道・簡易給水施設を合わせた水道の普及率は，99.3%となっています。 

・現在，気仙沼地域の水源確保のため，大川の原水を舘山浄水場と新月浄水場へ送水する水源開発

施設整備事業に取り組んでいます。震災後，人口が減少傾向にありますが，浄水施設等の老朽化

が顕著であり，早期の整備が必要となっています。 

・水道事業会計が水道施設整備のためにこれまで借入れた企業債の残高は，平成 28 年度末で約 72

億円となっています。水道料金収入を主な財源として償還していくことになりますが，給水人口

の減少に伴い，料金収入の減少が見込まれることから，収支の改善に取り組み，安定した事業運

営を図る必要があります。 

 

 
資料：気仙沼市水道事業所 
 
【施策の方向性】 

安全・安心な水道水の安定供給を確保するため，給水人口の動向を踏まえた施設規模の見直しや

老朽化対策等の施設整備事業を計画的に実施します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状(H28) 目標（H32） 目標設定の考え方 

有収率 ※１
 72.6%   75% 

震災後の改善率を踏まえ設

定 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市民 
・節水への協力や漏水情報の提供に努めます。 
・水道事業の財務状況に対する理解を深めます。 地域・ 

事業者 

行 政 

＜安心・安全な水道水の安定供給＞ 

・水源開発施設整備事業を推進します。 

・老朽管路・老朽施設の更新や各施設の延命化に係る維持修繕等を計画的に行います。 

・技術の継承にも配意した事業運営を行っていきます。 

・災害時においては，速やかな給水体制を確保します。 

・効果的な漏水調査を実施し，有収率の向上に努めます。 

・東日本大震災により全壊した水道事務所を平成 30年度内に再建し，事業運営の拠点

整備を図ります。 

・収支の改善に取り組むとともに，東日本大震災からの復興期間終了後，適切な水道

料金の改定を検討します。 

※１有収率 市内の浄水場等から水道に供給される年間の配水量と，水道料金の対象となった有収水

量の割合を示す業務指標。有収率が高いほど施設の効率がよく収益性が高いといえる。 
有収率＝（年間総有収水量／年間総配水量）×100 
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⑥生活排水処理の推進と下水道の整備 担当課：下水道課，環境課 

【現状・課題】 

・「宮城県生活排水処理基本構想」（平成 28 年度公表）に基づき，集合処理（公共下水道，農業集

落排水，漁業集落排水）及び個別処理（浄化槽）により効率的に整備を行っています。このうち

集合処理については，概ね 10年間での完了を目標とし整備を進めています。 

・管路更新・維持管理を計画的に実施するため，下水道施設維持管理計画（ストックマネジメント）

を策定します（平成 31～32 年度に策定予定・公共施設等総合管理計画の個別計画の位置付け）。 

・本市の汚水処理人口普及率 ※１は約 47％で，生活排水による河川や海域の水質汚濁防止が課題と

なっています。 

・未水洗化家屋の解消が課題となっています。 

 

 
 

【施策の方向性】 

河川や海域の水質保全と市街地の快適な生活環境づくりを目指します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

汚水処理人口普及率 

（処理区域人口／行

政人口） 

47.1％ 

（30,830 人／65,488 人） 

52.6％ 

（32,580 人／61,937 人） 
市汚水処理施設整備構想 

汚水処理区域面積 

（浄化槽を含まない） 
602.8ha 662.0ha 

平成 37 年度までの年次整

備面積の平準化（計画面

積；735.8ha） 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市民 ・下水道整備区域内の市民と事業者は，速やかな下水道接続に努めます。 
・下水道計画区域外の市民と事業者は，浄化槽の設置に努めます。 
・市民と事業者は，下水道（または浄化槽）施設の適正な使用に努めます。 

地域・ 

事業者 

行 政 

＜浄化槽の整備＞ 

・浄化槽の整備を促進し，河川や海域の水質汚濁防止を図ります。 

＜下水道の整備＞ 

・未接続世帯への啓発活動の強化を図ります。 

・下水道使用料及び受益者負担金等の収納率の向上に努めるとともに，下水道事業の

安定化を図るため，下水道使用料の改定に向けた調査・検討を行います。 

・計画区域内の管渠整備を進め，概ね 10 年で整備を完了します。 

・処理施設の適正な維持管理を図るため，下水道施設維持管理計画（ストックマネジ

メント）を策定します。 

・汚水処理の過程で発生する汚泥の安定的処理に努め，資源としての有効活用を図り

ます。 

※１汚水処理人口普及率 下水道処理人口の他に農業・漁業集落排水による処理人口や合併処理浄化

槽による処理人口を足した値を行政人口で除した値 
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⑦墓地・斎場の整備 担当課：環境課 

【現状・課題】 

＜墓地＞ 

・市民の墓地需要に応えるため，赤岩迎前田地内に市営墓地を設置していますが，空きがない状態

です。 

・震災後の墓地需要に応えるため，大峠山地内に新たな市営墓地を整備しており，平成 30 年度か

ら供用開始します。 

＜斎場＞ 

・気仙沼市斎場，唐桑斎場，本吉斎場は，いずれも老朽化が進んでおり，計画的な補修や更新が必

要です。 

 
【施策の方向性】 

・公営墓地の適切な管理運営を行います。 
・斎場の統合を視野に入れるとともに，点検・補修による施設の長寿命化を図ります。 
 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
＜墓地＞ 

・供物を持ち帰るなど，施設の美化に努めます。 

地域・ 

事業者 

＜墓地＞ 

・隣接する墓所の使用に支障のないよう配慮して墓碑を設置するとともに，廃材の処

理を適正に行います。 

行 政 

＜墓地＞ 

・環境衛生に配慮した適切な維持管理を行います。 

・大峠山地内の墓地を開設し，適切に運営します。 

＜斎場＞ 

・施設の安定した管理運営を図るため，計画的な点検や補修を実施します。 

・施設の更新時期を見極め，３施設の統合について調査・検討を進めます。 
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⑧公共交通網の整備 担当課：総合交通政策室 

【現状・課題】 

＜地域公共交通＞ 

・震災後のまちの変化に対応し，持続可能で市民生活に有益な公共交通体系を構築するため，地域公

共交通活性化再生法に基づく地域公共交通網形成計画として，平成 29 年６月に「気仙沼市総合交

通計画」を策定し，計画に基づく路線の再編等を行っています。 

・高齢化の進行に伴い，日常生活で移動手段を持たない方が増加しており，多様な移動手段の確保が

課題となっています。 

＜ＪＲ線＞ 

・市内を運行するＪＲ線は，ＪＲ大船渡線とＪＲ気仙沼線の２路線があり，このうち，大船渡線の一

部（気仙沼駅～一ノ関駅間）のみ鉄道による運行が行われており，それ以外の区間では，震災の影

響によりＢＲＴによる運行が行われています。 

・ＢＲＴは，大量輸送や長距離移動等において鉄道には劣るものの，ＢＲＴ専用道の整備により定時

性・速達性が一定程度確保されるとともに，運行本数の多さや運行時刻・経路等の柔軟性などのメ

リットがあります。 

・震災前の鉄道と同程度の運行時間を確保するため，ＪＲ東日本においてＢＲＴ専用道の整備・延伸

が進められています。 

＜生活路線バス＞ 

・市内の生活路線バスは，乗合バス事業者及びタクシー事業者により運行されています（市からの委

託路線及び自主運行路線）。 

・復興事業の進展やまちの変化に合わせた，路線バスの再編・見直しが必要となっています。 

・生活路線バスの維持経費は，震災等による居住環境の変化，少子化による児童生徒の減少等による

利用者の減少と，運転手不足による人件費の上昇等の理由により，年々増加傾向にあります。 

・国・県からの補助金は，被災地域を対象とした特例措置により，震災前よりも一時的に増加してい

ますが，復興・創生期間終了後における財源の確保が課題となっています。 

＜大島航路＞ 

・大島航路は，大島汽船株式会社により旅客船・カーフェリーの定期船が運航されています。 

・震災前，カーフェリーは商港（朝日町）～浦の浜間で，旅客船はエースポート（南町海岸）～浦の

浜間で運航されていましたが，乗り場周辺の被災により，現在はカーフェリー・旅客船ともに南町

海岸から運航されています。 

【施策の方向性】 

効率的な運行や新たな交通システムの導入等により，持続可能で利便性の高い公共交通ネットワー

クを構築し，日常生活における移動手段を持たない方にとっても生活しやすいまちを目指します。 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

日常生活において

交通手段がなく，困

っている人の割合 

40.1％（H25） 30.0% 

無作為抽出による市民アンケートで，日常生

活において交通手段がなくて困ることの有無

について，「困ることがよくある」「困ることが

たまにある」と回答した割合の合計を減らす 
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市内ＢＲＴ駅別乗車

人数 
857 人／日（H28） 1,000 人／日 

市内のＢＲＴ駅における乗車人数の合計を増

やす（ＪＲ東日本公表データによる） 

市内生活路線バス

乗車人数 

309,624 人／年 

（H28.10～29.9） 
320,000 人／年 

年間の市内の路線バス（市民バス・乗合タク

シー含む）における利用者数の合計を増やす

（各運行事業者からの報告数の合計） 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・ＢＲＴや路線バス等の公共交通を積極的に利用します。 

・公共交通による対応が困難な区域では，日常生活における自家用車の乗り合いや地域

が主体となった新たな交通システムの導入等に向けた協議に参加します。 

地域・ 

事業者 

・地域の実情に応じて，鉄道，ＢＲＴ，都市間交通バス，市民バス（生活路線バス，乗

合タクシー）の運行の確保・維持・改善に努めます。 

・ＢＲＴ専用道の延伸，新駅の設置，各駅施設・設備の充実化等により，ＢＲＴの利便

性向上に努めます。 

・地域公共交通（ＢＲＴ，路線バス等）に関する，市民及び利用者の意見を定期的に聴

取します。 

行 政 

＜地域公共交通＞ 

・地域公共交通に関し，市民等の意見を定期的に伺い，出された意見を路線の見直し・

改善に活かします。 

・地域公共交通の利用促進策の推進，待合環境の改善を図り，市民にとって身近で利用

しやすい公共交通の構築に努めます。 

・利用実態を踏まえた路線の見直しや，新たな交通システムの導入の検討・推進等を行

うことにより，効率的で持続可能な地域公共交通の構築を図ります。 

＜ＪＲ線＞ 

・鉄道を活用した気仙沼～仙台間のアクセスの向上について，引き続きＪＲ東日本に要

請します。 

・基幹的・幹線交通のＢＲＴと他の公共交通機関との接続の改善等により相互連携を向

上させ，利便性を高めます。 

＜生活路線バス＞ 

・高校生や高齢者など移動手段の確保が困難な市民等のため，生活路線バスの維持・確

保を図ります。 

・復興事業の進展やまちの変化等に合わせ，生活路線バスの運行経路・運行時刻の見直

し・改善や経費のあり方に関する検討・協議等を行います。 

＜大島航路＞ 

・平成 30年度末を目途としている気仙沼大島大橋の供用開始まで，現行の運航体制を維

持し，大島地区住民等の交通手段の確保を図ります。  
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⑨地域情報化の推進 担当課：情報化推進室，市民課 

【現状・課題】 

・ＩＣＴ（情報通信技術）の発展はめざましく，インターネットのブロードバンド化やパソコン，携帯

電話，スマートフォン，タブレット端末の普及・高機能化等によりライフスタイルに大きな変化が起

こっています。 

・ＩＣＴの進展により，個人が Facebook や Twitter などのソーシャル・ネットワーク・サービス（Ｓ

ＮＳ）を利用することで手軽に情報発信ができるようになりました。 

・ＩＣＴを活用する人としない人の情報格差や，個人情報の流出，不正アクセスや架空請求などのサイ

バー犯罪，ネット上での誹謗中傷などのトラブルが社会問題となっており，情報リテラシー（ＩＣＴ

活用能力）や情報セキュリティ意識の向上が求められています。 

・本市においては，民間通信事業者による高速通信回線の整備が進み，市内全域において高速ブロード

バンド接続サービスが提供されています。 

・観光客等の来訪者の利便向上や災害時における情報取得等のため，交通拠点や公共施設，集客施設等

における公衆無線ＬＡＮの環境の充実が求められています。 

・本市では，平成 29 年度の国の「ふるさとテレワーク推進事業」により，ＩＣＴを活用し地方でも都

市部と同じように働ける環境を提供するテレワーク拠点の整備を進めており，市内外の複数のＩＣＴ

関連事業者が入居する予定となっています。 

・ＩＣＴ技術によって蓄積・分析される様々なデータを活用することにより，地域ごとの特性に応じた

きめ細やかな施策立案や産業分野における経営戦略の構築などが可能となります。 

・市民サービス向上や行政事務の効率化のため，市役所においてもＩＣＴの活用を進めてきましたが，

人口減少に伴う税収減や交付税削減などの将来を見据え，継続的な情報システムの最適化が必要です。 

・国による社会保障・税番号制度（番号制度）が施行され，行政手続きにおける添付書類の省略が可能

となる情報連携等の円滑な運用と，マイナンバーカードの普及・活用が求められています。 

 
【施策の方向性】 

・安全性を確保しながらＩＣＴの利活用を推進し，市民や来訪者の利便性・快適性を高め，地域や産業

の活性化を図ります。 
・行政の簡素化・効率化を図るため，情報システムの最適化を進めます。 
 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

情報リテラシー・情報セ

キュリティ意識向上に

向けた市民向け講習会

の開催回数 

0 回 9 回 
市内を９地区に分けて

年１回ずつ開催 

 
【主な取組（市民，地域・事業者・行政）】 

市  民 

・ＩＣＴの知識習得に努めます。 
・個人情報の流出，不正アクセスや架空請求などのサイバー犯罪などの危険性を認識し

て必要な対策を講じるとともに，情報モラルやマナーの向上に努めます。 
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地域・ 

事業者 

・情報機器の操作技術や情報リテラシー・情報セキュリティ意識向上に向けた講習会等

を開催します。 
・宿泊施設や店舗，駅等における公衆無線ＬＡＮの設置に取り組みます。 
・ＩＣＴを活用した新事業の創出に挑戦します。 

行  政 

・ＩＣＴを利活用するための基本的な方針を定めます。 
・地域や事業者と連携し，情報リテラシーや情報セキュリティ意識向上に向けた講習会

等を開催します。 
・公共施設への公衆無線ＬＡＮ環境の整備を進めます。 
・ＩＣＴ技術によって蓄積・分析される様々な統計データやＲＥＳＡＳ（地域経済分析

システム）を施策に活かすとともに，わかりやすい形で地域や市民に公表します。 
・市職員の情報リテラシーや情報セキュイリティ意識向上に向けた研修を実施しま

す。 
・情報システムの最適化に継続的に取り組み，業務の簡素化・効率化を進めます。 
・個人情報の安全管理を徹底しながら，マイナンバー利用事務の適正な事務処理を行う

とともに，マイナンバーカードの普及に取り組みます。 
・マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付を行うとともに，新たな活用策

を検討します。 
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Ⅱ 将来像を実現するための「まちづくりの仕組みづくり」の目標 

１ 【対話・共創・協働】市民が主役のまちづくりを推進します 

(1) 地域リーダー育成を基礎とし，住民と行政，営利（産業）と非営利が世代や立場を超

え，対話を通じ進むべきベクトルを合わせながら，共創，協働を行う住民参加によるま

ちづくりをまちまるごと大学「まち大学構想」として展開します。 

①産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用 担当課：けせんぬま創生戦略室，地

域づくり推進課，産業再生戦略課，商工課

【現状・課題】 

・東日本大震災後の復旧・復興期には，避難所運営などに始まり，被災者支援，コミュニティや商

店街再生などで市民活動が活発化し，地域を引っ張るリーダー人材が生まれました。

・市外から，復興支援のため本市に入り活動した企業やＮＰＯ，ボランティアや移住者は，地域社

会に刺激を与え，触発された地元の，特に若い世代や企業人がまちの課題や自らのミッションに

基づく活動を始めています。

・一方で自治会・振興会においては，各種活動への参加者の固定化や，役員の担い手となる人材が

不足している状況です。

・基幹産業である水産関連分野だけでなく，広く産業の創造的復興を目指すため，「東北未来創造

イニシアティブ」の協力により，平成 25年度から 28年度まで人材育成道場「経営未来塾」が運

営され，産業人材の育成に取り組み，平成 29年度は「経営人材育成塾」を開講しています。 

・「ぬま塾」「ぬま大学」「アクティブウーマンズカレッジ」「アクティブコミュニティ大学」など，

多様な世代・セクターにおけるまちづくりやコミュニティの担い手育成に取り組んでいます。 

・幼・小・中学校においては，ＥＳＤを標榜し気仙沼高校においてはＳＧＨの指定により学生時代

から地域と関わる総合学習が行われていますが，高校卒業とともに，就職や進学を理由に若者が

市外へ転出し，その多くが戻ってこない状況であり，将来の産業やまちづくりの担い手不足が懸

念されています。

・高校時代より気仙沼へ愛着を持ち，将来のまちづくりの担い手の育成を目指すため，ＮＰＯ等の

協力により，「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」に取り組み始めました。

・東日本大震災後のまちが活性化するためには，各分野においてオーナーシップ，リーダーシップ

を持って周りを巻き込み課題解決に向け先導する多くの人材が必要です。

・さらなる地域活性化のために，次代を見据えた産業人材と，まちづくりの担い手を継続的に育成

し，それを基礎として交流・議論・対話する機会を作るとともに，具体的な実践活動のサポート

が必要です。

・これまでも市民，産業界のまちづくりに関する活動は行われてきましたが，その活動は創発的で，

ベクトルを合わせていくことでより大きな流れとなることが期待されます。 

・一方，行政が作る計画は，方向性は謳うものの，行政だけでの実現には限界がありその意図が民

間の現場やプレーヤーに十分には伝わっていません。

・１人でも多くのリーダーシップを持った市民がまちの方向性をすり合わせたうえで活動すること

により，一体感のあるまちづくりが可能となり，その仕組みづくりが必要です。
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・地域課題の解決に向け，ワークショップや勉強会など様々な対話や議論の機会が設けられている

ものの，参加するメンバーが固定化しています。 
・行政が計画を策定しても市全体として認知されず，一方で民間・市民の側もそれぞれがばらばら

に活動し連携が取れていません。 

・気仙沼まち大学構想において，様々な人が集い，対話し，協働する空間として気仙沼まち大学運

営協議会が「□ship」を開設しています。 

・「□ship」のみならず多くの人材を巻き込み対話と共創の場及び機会を作ることが必要です。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

市民活動の芽生え 
震災後，がれき撤去や被災者支援， 
コミュニティや商店街再生などで， 
市民活動が活発化 

リーダー養成の「塾」開設 
「何とかしなければ」―。思いを「構
想」に変えるため「経営未来塾」，

まちづくり人材を養成する 
「ぬま塾」「ぬま大学」なども誕生 

自分に何か 
できないか 

私が今すべきこ
とは何だろう？ 

リーダーの誕生と 
  ヨソモノとの出会い 
小さなリーダーシップの芽が誕生。 
復興支援で市外から来た「ヨソモ
ノ」との出会いを経て，様々な化学
反応が発生 

思いを 
プラン
に！ 

プランが行動に！ 
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【施策の方向性】 

自ら学び，行動する人材を育成するプログラムをはじめとした学びの機会を創り，提供するとと

もに，その学びを基礎とし，市民が集い，議論し，共創・協働を行うプラットフォームを創出し，

まちの進むべき方向を合わせながら様々な活動が展開される仕組みを作ります。 

 
【主な指標】                  

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

人材育成プログラム卒業生    

経営人材 85 人（H25～28） 30 人（H29～32） 
H28 以前の卒業生が受講す

ることもありうるので延人数 

まちづくり人材づくり 53 人（H27～28） 300 人（H29～32） 
各種担い手育成プログラム

卒業生の延人数 

共通のテーマにおいて重点的

に取り組むべきプロジェクト数 
－ 4 

Ｈ30 にプロセスデザインを

行い，１年度につき上半期

下半期で１テーマずつ追加 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・女性・若者も含めた様々なセクターの市民は，地域の課題や世の中の動きに関心を

持ち，地域を知ることを通して，地域課題と向き合い，地域の人々と交わる機会に

参加します。 

・地域課題に関心のある市民は，集い，テーマについて学び，議論を行い，主体的に

まちづくりに関わり行動します。 

・地域の課題に関心を持ち，学びを経て，実践・実行する「志民」となります。 

地域・ 

事業者 

・地域は，各界・各年代のコミュニケーションの場を設け，地域課題を発見し，課題

解決に向けたまちづくりの担い手を育てます。 

・事業者は，既存事業の生産性向上や経営改善，新領域へのチャレンジに努め，地域

の経済活性化に寄与します。 

・まちづくり団体などは，多様な人材が情報交換し，コミュニケーションによりまち

の課題を知り成長し合える「まちづくりカフェ」などの場を企画・運営します。 

・事業経営者は，常にリーダーシップやマーケティング等に基づく戦略的思考，経営

計画などに関心を持ち，より良い経営者となります。 

・社会課題に着目したり，地域資源を追求した新たな市場や経済を創出する地域の起

業家（「ローカルベンチャー」）などを支援します。 

・市内の企業，ＮＰＯ法人等は，地域の課題に関心を持ちテーマについて学び，議論

や行動に参加します。 

・気仙沼まち大学運営協議会は，まちづくりの主要テーマに関して学び，議論するプ

ロセスデザインを行います。 

行 政 
＜リーダーの育成・「場」の企画＞ 

・行政及び民間が行う人材育成プログラムの全体コーディネートを行うプラットフォ
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ーム ※１体制（気仙沼まち大学運営協議会事務局を中心として）を形成し，起業家や

コミュニティリーダー等の育成に係る調整活動や人材育成プログラムを展開しま

す。 

・「□ship」を中心として，多様な人材が情報交換し，コミュニケーションにより気づ

き成長し合える対話と共創の「場」の企画を行います。 

＜起業型・経営型人材の育成＞ 

・「経営人材育成塾」など，リーダーシップや戦略的思考，経営計画に関するプログラ

ムなどにより，経営人材の育成を図ります。 

・社会課題に着目したり，地域資源を追求した新たな市場や経済を創出する起業家（「ロ

ーカルベンチャー」）などを支援します。 

＜まちづくりの担い手育成＞ 

・「ぬま塾」など意欲のある若い世代が交流，議論する機会を設けるとともに，「ぬま

大学」などにより実践に向けた活動をサポートし，まちづくりにおける若い担い手

の育成を図ります。 

・10代から 40代の女性を対象に，前向きな行動意欲を持った人材の育成を目的とした

「アクティブウーマンズカレッジ」を開催します。 

・50・60 代の経験を活かし地域で活躍する人材の育成を目的とした「アクティブコミ

ュニティ大学」を開催し，「アクティブウーマンズカレッジ」とともに，地域コミュ

ニティの担い手の育成を図ります。 

・「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」などを通し，将来のまちづくりの担い

手の育成を図ります。 

・地域を知ることを通して地域課題と向き合い，地域の人々と交わる機会を作ります。 

・全国や世界の動きや考え方，情報を地域の人々に提供する機会を作ります。 

・気仙沼まち大学構想における主な共通テーマの設定やその方向性を議論する協議会

（ボード会）を設定・運営します。 

・学びの機会を提供するほか，議論の際必要な情報を学びの場や議論の場に提示しま

す。 

・ファシリテーターの育成を図ります 

・議論の中で出てきたプロジェクトについて，市の施策に照らしたうえで実行を後押

し，または実現を図ります。 

全 体 ・気仙沼まち大学構想の推進を図ります。 

※１プラットフォーム 土台・基盤という意味 
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②住民自治と協働の推進 担当課：地域づくり推進課 
【現状・課題】 

・市民一人ひとりが取り組み，目指すべきまちとして市民憲章を定めています。 

・本計画や気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年度策定）の策定に当たっては，

地域と行政とがともに目指す「地域社会全体の計画」となるよう，市民を中心として行政職員も

参加するワークショップを起点とした計画づくりを行いました。 

・人口減少や少子高齢化の進行，情報通信技術の発達などにより，市民の価値観や生活スタイルは

大きく変化し，社会ニーズが多様化しています。 

・多様化した社会ニーズに応えるためには，行政のほか市民，自治組織，ＮＰＯ等の団体の協力，

参画が必要です。 

・震災を機に，被災地域におけるコミュニティの形成や，地域住民等の主体的な復興まちづくりの

推進を目的としたまちづくり協議会が被災地域を中心として各地区に結成され，まちづくりや地

域課題の解決に向け活動しています。 

・震災後，市外から移住してきた若者を中心に市内の若者を巻き込んだまちづくり活動等を行う

NPO や市民団体の活動が活発化しています。 
・震災からの復興と市民のニーズに対応し地域の活性化を図っていくためには，市民・地域・行政

がそれぞれの特性を活かし，ともに取り組むまちづくりが求められています。 

 

【施策の方向性】 

市民，自治会・まちづくり協議会・ＮＰＯ等の団体，行政が相互にその特性を活かし，地域の課

題解決や活性化に取り組む協働のまちづくりを進めます。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

地域活性化支援員を設置したまちづ

くり協議会 
３組織 ７組織 

地域活性化支援員の

設置対象地域（10 地

域）のうち，既に対象

地域にまちづくり協議

会が組織されている

数 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・市民憲章に掲げるまちづくりを心掛けます。 

・自分の住んでいる地域に関心を持ち，地域の課題を「自分ゴト」として考え，主体 

 的にまちづくりに参加するよう努めます。 

地域・ 

事業者 

・自治会やまちづくり協議会は，地域の課題と住民のニーズを把握し，課題の解決や

地域の活性化に向けて自らできることに積極的に取り組むよう努めます。 

・事業者，ＮＰＯ等団体は，地域が行うまちづくり活動への参加や協力に努めます。 

行 政 

・市民憲章に掲げるまちづくりを進めるため，気仙沼市民憲章推進協議会と連携して  

 写真コンクールの実施やカレンダーの製作などに加え，新たな手法を模索しながら

市民憲章の普及・啓発に取り組みます。 
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・本計画や気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げた将来像の実現に向けて

は，市民や市外の目を通した目標管理を行いながら，協働によるまちづくりに取り

組みます。 

・復興まちづくり協議会運営費補助金の交付や地域の調査・点検を実施し課題解決の

方策を検討するために地域活性化支援員を配置するなど，まちづくり協議会の活動

の支援を行います。 

・まちづくり協議会等におけるまちづくり活動の充実のために学びの場を提供します。 

・まちづくりの議論を活発化させるとともに，意見を整理し，公平な議論を円滑に進 

 める調整等を担うファシリテーターの養成講座を開催します。 
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③公民館の多機能化・市民化の検討 担当課：地域づくり推進課，生涯学習課 

【現状・課題】 

・公民館は，社会教育法の規定に基づき設置され，地域住民の学習拠点施設として各種講座等が行

われ，地域住民の集える場となっており，地域にとって身近な公共施設です。 
・市民の価値観やニーズが多様化しており，それに合わせた公民館の運営を行っていくことが必要 

です。 

・公民館の指定管理による地域運営化を進めてきましたが，現在，指定管理となっているのは松岩

公民館と面瀬公民館（面瀬地域ふれあいセンター）の２施設です。 

・震災からの復旧，復興を契機に，市内各地域に住民が主体的に将来を見据え地域の課題解決や活

性化を目指し，まちづくり協議会などを組織して活動を行っていますが，活動の拠点の確保が課

題となっています。 
・公民館は，地域の住民や団体との協働によるまちづくりを進めるに当たり，住民等の活動拠点に

もなり得る施設です。  
 
【施策の方向性】 

公民館を地域のニーズに合った機能を備え，市民に開放された施設とし，運営の市民化・地域化

を進め，地域コミュニティ活動の活発化を推進します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

地域によって主体的

に運営され，多機能

化した施設（まちづく

りセンター） 

0 施設 3 施設 

地域活性化支援員が置か

れてある地域の施設を目安

としたもの 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・積極的に公民館を利用して様々な活動を行います。 

・自分が求める公民館施設の運営や機能を考え，地域や行政に対して意見を述べます。 

地域・ 

事業者 

・公民館を利用し活発なコミュニティ活動に努めます。 

・地域のニーズに合った公民館施設の機能や運営方法などの意見の集約に努め，施設 

 の運営への参画について検討します。 

行 政 
・地域住民が求める施設の機能や運営方法などを整理し，公民館の多機能化・市民化

に向けて，地域や市民団体等とともに検討します。（公民館のまちづくりセンター化） 
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④地域コミュニティの多機能化の推進 担当課：地域づくり推進課 

【現状・課題】 

・人口の減少と少子高齢化が進展により人口構成が著しく変化し，高齢者人口，特に 75歳以上の

後期高齢者の割合が増えており，見守りなどの地域の支えが必要です。 

・人口の減少と少子高齢化は，中山間地域などでは生活の利便性確保に支障を来たしつつあり，行

政だけではなく地域が一体となって，その対応に取り組まなければならない状況にあります。 

・全国では，人口減少の著しい地域において，小学校や公民館の範囲を単位とした地域コミュニテ

ィが公共の一部や失われた商業機能を担うなど多機能な活動を行い，地域生活の維持に取り組ん

でいる例があります。 

   
【施策の方向性】 

 公共の担い手として多機能な自治運営を行う地域コミュニティの形成を推進し，地域の維持，活

性化を目指します。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

公共の一部を担いコミ

ュニティの多機能化に

向けて取り組む地域 

－ 3 地域 

地域活性化支援員が置か

れている地域を目安としたも

の 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】                

市 民 

・子供から高齢者まで幅広い世代の方が自分の住んでいる地域について関心を持ち，

地域の現状を知ることに努め，課題を「自分ゴト」として捉えます。 

・課題解決に向けた地域の取り組みに参加します。 

・地域の課題解決に向けて地域コミュニティが新たな機能を加え活動している事例な

どを紹介する研修会に参加します。 

地域・ 

事業者 

・住民自治組織などの団体は，現在の活動を点検して住民のニーズに合った活動に努 

 めます。 

・地域を調査し，課題を見出すことに努めます。 

・地域の課題解決に向けた先進事例を学び，地域に合った形で実践します。 

・住民自治組織及び消防，防犯，社会福祉に関する団体など地域の様々な団体が結 
 集して公共の一部を担うなど多機能な自治運営を行うコミュニティを形成し，地域

の課題解決や活性化に向けて取り組むことに努めます。 

行 政 

・人口構成分布や家族構成等は市内各行政区単位でも著しい差異が見られることから，

行政データを地域毎に細分化して多角的な分析を行い，地域施策に反映させます。 

・研修会の開催や事例の紹介などの学びの場を提供しながら，公共の一部を担うなど

地域コミュニティが多機能な活動に向けて取り組む機運の醸成を図るとともに，取

り組む地域に対して積極的な支援を行います。 
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⑤コミュニティビジネス，ソーシャルビジネスの促進 担当課：商工課，地域づくり推進課 

【現状・課題】 

・少子高齢化，環境，教育及びコミュニティなど地域や社会における課題の多様化や複雑化への対

応を背景として，行政が全ての課題に対応することが困難になっています。 
・行政だけが課題解決の担い手になるのではなく，地域住民自らが当事者意識を持ち，ビジネスと

しての事業性を確保しながら，課題解決に取り組むコミュニティビジネスやソーシャルビジネス

が注目を集めており，全国的にもその取り組みが広がっています。 
・本市の例として，保健福祉分野では，ＮＰＯ等が課題解決の担い手となり，介護サービスや障害

福祉サービス等を提供しており，他の分野においても民間による同様の展開が進められています。 
・今後の地域づくりを進めるに当たっては，行政として，公共サービスを提供することに併せて，

地域づくりに取り組む市民や事業者の力がより発揮しやすい環境づくりが求められています。 
・市民や事業者自らが地域課題解決の担い手となることで，地域経済の活性化及び雇用の創出に寄

与することが期待されています。 
・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスは，事業活動による採算性が低いことも多く，起業・

創業や事業継続性が課題となる場合もあることから，行政や地域の団体が，これらの活動を継続

的に支援していく取り組みが求められています。 
 

 

 

【施策の方向性】 

地域や社会における課題を解決するため，コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの起業を

促進・支援し，併せて雇用の創出を図ります。 
 

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの概要

地域や社会における課題

地域生活に
好影響を
与える
サービス

市民，地域・事業者
意欲ある人材， キーマン …

把握
動機
づけ

地域力を底上げ

事業の
テーマ

地域の活性化と魅力を感じるまちの形成

・人材不足

・要配慮者
の存在

地域の
課題・問題

活用されて
いない

地域・社会
の資源

創出

・コミュニティ
ビジネス

・ソーシャル
ビジネス

例えば，
・地域活性化
・まちづくり
・産業
・環境
・子育て
・介護
・教育 ・・・当事者

意識

支
援

様々な
働きかけ，
知恵や
ノウハウ

行政
支援団体…
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【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

コミュニティビジネス・

ソーシャルビジネスの

事例 

－ 10 事例 
平成 32年度までに 10事例の創

出を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・地域や社会の課題を的確に捉え，ビジネスとしての解決を目指します。 

地域・ 

事業者 

・地域や社会の課題を的確に捉え，ビジネスとしての解決を目指します。 
・地域課題をビジネスチャンスとして捉え，事業者としての経験やノウハウを生かし，

事業化に取り組みます。 

行 政 

・ビジネスの手法を活用して，地域や社会の課題解決と新たな雇用の創出を目指す事

業者の取組を支援します。 

・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスを担う事業者間の交流機会を設け，ネ

ットワーク化を進めながら，事業者相互の情報交流，事業の効率化，サービスの向

上などが図られるよう支援します。 

・課題解決を目指す事業者に対し，コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの事

例を紹介することにより，起業化や新たな事業展開を支援します。 
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⑥男女共同参画，女性活躍の推進 担当課：地域づくり推進課 

【現状・課題】 

・本市では「男女共同参画都市宣言」や「気仙沼市男女共同参画推進条例」を定めるとともに，男

女共同参画基本計画を策定し，男女共同参画社会の普及，啓発に取り組んできました。 
・性別による役割分担意識やそれに起因する社会慣行等が，男女がその能力を充分に発揮する機会

の阻害要因となっています。 
・性差に関する慣行等は依然として根強く，男女共同参画の理念が市全域に浸透しているとは言え

ない状況です。 
・人口減少社会にある現代において，社会全体において女性の参画が拡大し，男性も女性もその個

性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会が実現することは，社会の多様性と活力を高める

観点から極めて重要です。 
・国においても，「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）を制定し，

女性の活躍に向けた取組を拡大するなど，男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策が展開さ

れています。 
・東日本大震災の経験と教訓を踏まえ，防災分野への男女共同参画の視点と女性の参画が一層必要

です。 
・東日本大震災発災後，生活環境の変化や生活不安などの影響によるストレスの高まりなどから，

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※１被害が増加する傾向にあります。 
・ＤＶは，人権に関わる重大な問題として，正しい認識とその根絶に向けた啓発活動の推進ととも

に，被害者救済体制の充実が求められています。 
 

 
資料：平成 28 年度気仙沼市男女共同参画に関する市民意識調査 

 
【施策の方向性】 

 男性も女性も，自らの意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の実現を目指し

ます。 

17.2%

10.2%

男性優遇

14.2%

37.8%

32.9%

どちらかといえば男性優遇

35.3%

23.5%

34.3%

男女平等

27.4%

2.3%

3.3%

どちらかといえば女性優遇

2.7%

0.4%

1.3%

女性優遇 0.7%

14.5%

13.8%

わからない

13.9%

4.4%

4.3%

無回答

5.7%
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女性

男性
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「社会全体において男女が平等となっているか」について

2017-12-27

158



 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

審議会等委員への女

性の登用 
23.6％ 30.0％以上 

国の第４次男女共同参画基

本計画の目標数値に合わ

せる 

自治会長に占める女

性の割合 
2.0％ 4.0％以上 

現在の割合の２倍を目安と

したもの 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・男女が対等なパートナーとして互いの人権を尊重します。 

・固定的な性別役割分担にとらわれず，男女が共に担うという自覚を持ちます。 

・男女共に様々な情報や機会を活用して必要な職業能力の開発・向上に努めます。 

・男女共に男女共同参画社会やＤＶに関する講座，研修会に参加します。 

地域・ 

事業者 

・自治組織等団体は，男女バランスを考えた役員構成に努めます。 

・事業者は，従業員の子育てや親の介護等に配慮します。 

・事業者は，従業員を男女問わず能力等によって職責を与え処遇します。 

行 政 

＜男女共同参画社会の実現＞ 

・人権の尊重や男女平等意識の浸透を図るため，講座の開催など普及啓発に取り組み

ます。 

・男女が共に職業生活と家庭・地域生活を両立できるよう，ワーク・ライフ・バラン

スの推進の周知を図るため研修会の開催やパンフレットの配布などを行います。 

・女性の社会参画拡大のための人材育成を目的とした事業「アクティブ・ウーマンズ・

カレッジ」や女性の能力開発，向上に関する講座などを実施します。 

＜ドメスティック・バイオレンスの根絶＞ 

・ＤＶに関する正しい認識とその根絶に向け，研修会の開催などの啓発活動に取り組

みます。 

・常設の「ＤＶ総合相談電話」や「ＤＶ等の悩み面接相談」の定期開催により，一人

一人の実情に配慮した相談対応を行い，警察・県・関係団体と連携して被害者の救

済と自立支援に取り組みます。 

※１ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 配偶者や恋人など親密な関係にある者,又はあった者

から振るわれる暴力 
※２ワーク･ライフ･バランス 老若男女誰もが，やりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任

を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高年期といった人生の各段階

に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会 
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２ 【地域経営】地域の資産・資源を活かした持続可能なまちづくりを推進

します 

 

(1) 健全で効率的かつ効果的な行財政運営を行います。 

①効率的な行政運営と人材育成 担当課：総務課，人事課，市民課 

【現状・課題】 

・現在，東日本大震災からの復旧・復興事業への対応のため，組織機構，職員数及び財政規模は，

震災前と比べて著しく拡大しています。 

・本市の主たる一般財源である普通交付税は，著しい人口減少が明らかとなった平成 27年国勢調査

結果や，市町合併による加算特例の終了等に伴い，復旧・復興事業の終了後には，相当の減額が

見込まれており，財政規模の大幅な縮小が避けられない状況にあることから，速やかに組織機構，

職員数及び業務内容の再構築に着手する必要があります。   

・行政運営の面においても，限られた経営資源の中で，本計画を着実に実行するとともに，地方創

生の展開や新たな課題などにも適切に対応していくために，より一層効率的な運営が求められて

います。 

 

気仙沼市の職員数                       （単位：人） 

部 局 職種 
震災前 

（平成 22年度） 

現 在 

（平成 29年度） 
増 減 

市 長 部 局 

ガス水道部 

行政委員会 

正 職 員 832 

1,095 

733 

1,330 

▲99 

235 

任期付職員 － 84 84 

再任用職員 － 21 21 

派 遣 職 員 － 144 144 

復興庁職員 － 6 6 

嘱 託 職 員 155 204 49 

臨 時 職 員 108 138 30 

市 立 病 院  

本 吉 病 院  

正 職 員 527 

550 

523 

628 

▲4 

78 

任期付職員 － 8 8 

再任用職員 － 11 11 

派 遣 職 員 － － － 
復興庁職員 － － － 
嘱 託 職 員 17 77 60 

臨 時 職 員 6 9 3 

計 

正 職 員 1,359 

1,645 

1,256 

1,958 

▲103 

313 

任期付職員 － 92 92 

再任用職員 － 32 32 

派 遣 職 員 － 144 144 

復興庁職員 － 6 6 

嘱 託 職 員 172 281 109 

臨 時 職 員 114 147 33 

  資料：気仙沼市 
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【施策の方向性】 

・創意工夫による財源の発掘・確保を図るなど，歳入の拡大を追及します。 

・徹底した歳出の削減を断行します。 

・事務事業の洗い直しを行い，事業の選択と委託の推進を図ります。 

・市民・団体との協働を推進します。 

・人間力に溢れ，社会・経済情勢の変化に柔軟に対応できる職員の育成を進めます。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H33） 目標設定の考え方 

職員数 1,958 人 1,645 人 
第一段階として，震災前の

状態まで戻す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市  民 ・地域内のことを自ら考え，行動し，解決します。 

・行政とのパートナーシップに基づく協働を推進します。 

・行政からの委託業務を積極的に担っていきます。 

・マイナンバー制度を積極的に利用します。 

地  域 

事業者 

 

 

 

行 政 

＜行政改革の推進＞ 

・スリムで機能的かつ効率的な行政を実現するため，新たな視点で，平成 30 年度に行

政改革推進に係る基本計画を策定します。 

・産業振興による税収アップ，対策強化による未収金の回収，未利用資産の活用・処

分による税外収入の確保等を進めるなど，歳入の拡大を追求します。 

・業務内容はもとより，各公共施設でのサービスや施設の管理の在り方まで含めて，

行政の守備範囲をゼロベースで洗い直し，歳出の削減を徹底します。  

・当該洗い直しに当たっては，事業の評価（廃止，民間譲渡，継続），事業の優先順位，

事業の実施主体（外部事業者への委託，市民・団体との協働，市の直接執行），財源

を含めた事業手法等を重点に，市民や外部有識者等の意見を伺いながら，精査し実

施していきます。 

・行政改革が，市民の負担感の増大を招くものではなく，むしろ市民の自治意識が涵

養され，住民自治組織における協働理念が育まれるものとなるように，市の政策形

成過程において，市民と職員が共に学び，議論し，決定していく場を積極的に設け

ます。  

・公共施設については，速やかに「公共施設等総合管理計画」に基づく施設類型ごと

の「個別施設計画」を策定し，更新，統廃合，長寿命化，再活用等を計画的に進め

ます。 

・公の施設に係る指定管理については，速やかに「運営指針」とともに「施設別適用

計画」を策定し，順次その在り方について見直しを図っていきます。 

・平成 29年度からスタートするコンビニエンスストアでの各種証明書の発行等，マイ

ナンバー制度の活用による利便性の向上，申請書類の簡素化を進め，市民の負担軽

減を図りながら，窓口業務のスリム化を推進していきます。 
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＜変化に即応できる組織体制と戦略的な人材育成＞ 

・スリムでありながら，より機能的かつ効率的で質の高い行政サービスを提供するた

めに，職員の能力を最大限に引き出し得る組織編成や人事管理等に配意するととも

に，職員一人ひとりの意識改革を含めた戦略的な人材育成を行っていきます。 

・市民ニーズや，社会・経済情勢の変化に柔軟に対応できる組織であり続けるために，

有識者などを招き，定期的に市役所組織のあり方に関する勉強会を実施します。 

・市民の相談にいつでも親身に耳を傾け，共に解決に向け汗をかく人間力溢れる職員

の育成を目指し，速やかに「人材育成基本方針」を策定します。また，平成 28年度

に策定した「人事ポリシー」についても必要な見直しを不断に行います。 

・以上の取組を進めながら，復興期間終了後の組織のスリム化と職員の減少局面を迎

えてもなお，市民サービスの維持，向上を担保し得る基盤を整えます。 

・老朽化している庁舎についても，機能的かつ効率的で，より質の高い行政サービス

が提供でき，市民に親しまれる新庁舎の整備検討を進めます。 
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②財政運営の健全化 担当課：財政課，税務課，公営企業担当課 

【現状・課題】 

・東日本大震災の影響により，大幅に減少した市税収入は回復傾向にあるものの，主たる一般財源

である普通交付税は，平成 27 年度以降合併団体への加算額の縮減や人口減少による影響により，

減額が見込まれており，多様化する住民ニーズに対応する財源の確保は厳しさを増しています。 
・東日本大震災からの復旧・復興事業により被災した公共施設の復旧は進みましたが，過去に建設

したその他の公共施設の多くは，これから更新時期を迎えることとなり，通常の維持管理費に加

え，大規模改修や建て替えなどに係る更新費用の増大が見込まれます。 
・地方公営企業の経営環境は，人口減少に伴う収入の減少や施設等の老朽化に伴う更新投資の増大

などにより，必要なサービスを維持するために一般会計からの繰入が増加するなど，厳しさを増

しています。 
 

 

 

 
※対象事業 病院，下水道，水道，ガス，簡易水道           資料：気仙沼市 
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【公営企業に対する一般会計繰出金の推移】

基準内 基準外
※復旧・復興事業及び病院建設事業分除く 

中期財政見通し 決算統計 

決算統計 中期財政見通し 
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【施策の方向性】 

・まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」に基づき，人口減や少子化対策，産業振

興や雇用の拡大など税収の増加につながる各種事業を展開するとともに，市税等各種未収金対策

の強化や未利用資産の処分等を進め，自主財源の増加に努めます。 
・行財政改革を推進し，人材と予算を配分する選択と集中，創意工夫による財源の発掘・確保，人

口減少を見据えた公共施設のあり方，事務事業の見直しなどを行い，事業効果や効率性の向上を

図ります。 
・各特別会計・企業会計において，受益者負担の適正化や経営の健全化，効率化を推進し，繰出金

の縮減を図ります。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

経常経費の削減額 － 13 億円 

普通交付税の減少見込み

額＝93.2億円（H28）-80.2億

円（H32） 

市税収納率 92.2％（H28） 96.7％ H28 県内市町村平均値 

ふるさと納税の寄附

金額 
1.5 億円（H28） 3 億円 H28 年度実績の２倍 

公営企業への基準外

繰出金 
7.9 億円（H29） 7.0 億円 中期財政見通しの推計値 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・市税等の納入を守ります。 

・健康づくりに取り組み，医療費等の削減に努めます。 

・ごみの減量に努めます。 

地域・ 

事業者 

行 政 

・事業の選択と集中を徹底し，優先度の高い事業に重点的に予算配分を行います。 

・公共施設の管理については，平成 28 年度に策定した公共施設等総合管理計画に基づ

き施設類型毎に個別施設計画の策定を進め，施設の更新，統廃合，長寿命化，再活

用などを計画的に実施しコスト削減に取り組みます。 

・広告入り封筒や暮らしの便利帳の配布，図書館の雑誌スポンサー制度など，民間事

業者と公共サービスのコラボレーションを推進します。 

・毎年度公表している中期財政見通しを踏まえながら，持続可能で安定した財政基盤

を維持します。 

・市税については，課税客体の的確な把握と併せ，自主納税の推進や効率的な滞納整

理の実施などにより収納率の向上に努めます。 

・市のまちづくりの取組を広くＰＲし，まちづくり応援寄附金（ふるさと納税）や地

方創生応援税制（企業版ふるさと納税）などの寄附拡大を図ります。 

・被災元地を含む未利用公有地の実態を把握し，貸付や売却処分を進めるなど，税外

収入の確保に努めます。 
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・産業の育成・誘致などにより投資を呼び込み，償却資産に対する固定資産税の増収

を図ります。 

・統一的な基準により作成する財務諸表などを活用し，わかりやすい財政情報の公表

に努めます。 
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③地方公営企業の経営健全化 担当課：財政課，公営企業担当課 

【現状・課題】 

＜上水道＞ 

・水道事業は，水道料金収入を主な収入として運営しています。東日本大震災前の平成 21年度に

は，消費税抜きの金額で約 18.0億円の料金収入がありましたが，震災により供給施設が甚大な

被害を被ったことにより大きく落ち込み，その後，復旧・復興事業の進捗とともに回復し，平成

28年度には約 15.5億円となっています。 

・水道事業会計の経営状況は，震災前の平成 21年度決算で約 3.5 億円の当年度純利益を上げてい

ましたが，震災の影響を受け，平成 23 年度以降は，当年度純損失となる決算が続き，平成 28年

度にようやく当年度純利益約 0.1億円を計上することとなりました。 

・水道事業の主たる収入である水道料金は，給水人口の減少に伴い今後減少していくことが見込ま

れる一方で，老朽管路・老朽施設の更新等に取り組んでいかなければならないことから，経費削

減や料金改定による財源確保の検討を行い、経営の健全化を図っていく必要があります。なお、

水道料金は、復興期間中は据置く方向で考えています。 
・現在「水源開発施設整備事業」として、水道水原水の安定した取水と浄水場の老朽化更新に係る

事業を進めています。震災後、人口が減少傾向にありますが、施設の老朽化が顕著であり、早期

の整備が必要となっています。 

 

資料：気仙沼市ガス水道部管理課 

 

＜下水道＞ 

・下水道区域の水洗化率について，平成 21年度には 75.4％でありましたが，平成 28年度には 75.8％

となっています。 

・下水道事業の主な収入である下水道使用料は，平成 21年度に 4.2億円，平成 28年度には 3.5億円と

なっています。 

・経費回収率 ※1については，平成 21年度は 67.8％であったものが，震災後の平成 28年度には 73.3％

となっており，震災による影響から，平成 23年度は大きく落ち込みましたが，復旧・復興事業の

進捗とともに徐々に回復しています。 

・今後の人口減少等による料金収入の減少や施設・設備の老朽化に伴う維持費用の増大など，下水道事

業の厳しさが増す環境を踏まえ，より一層の普及率と経費回収率の向上が課題となります。 
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資料：気仙沼市建設部下水道課 

 

＜ガス＞ 

・本市のガス事業は，現在，約 2,390戸に都市ガスを，附帯事業として約 510戸の公共施設等にプ

ロパンガスを供給しており，災害公営住宅の増加により，供給戸数・販売量共に増加傾向にあり

ます。 

・東日本大震災により，平成 23年度は平成 22年度と比較し都市ガス需要家数が 54.1％，都市ガス

販売量が 36.3％まで落ち込み厳しい経営環境となったことから，一般会計からの基準外繰入金を

受けながら事業の健全化に向け取り組んでいます。 

・復興関連事業等の進捗から，現在は震災前の需要家数，販売量ともに 90％台まで回復をしている

ものの，今後も建設改良費等で料金収入のみでは資金不足が見込まれることから，更なる経費削

減と需要の拡大が必要です。 
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資料：気仙沼市ガス水道部ガス課 

 

＜病院・市立病院＞ 

・東日本大震災後の人口減と相まって患者数が減少傾向にあることや，診療報酬の減額改定などにより

収支が悪化し，平成 25年度からは基準外繰入を受けている状況にあります。 

・このため，平成 28年３月に「経営安定・健全化に向けた方策と長期収支計画」を，加えて平成 29年

３月に「気仙沼市立病院新改革プラン」を策定し，基準外繰入 ※２の解消を目指した改善策の実践に

取り組んでいます。 

・良質な医療を提供し続け，地域に必要な病院として持続するためには，医師確保をはじめ，医療

従事者の人材確保と育成，健全な運営と経営の安定化，市立病院に相応しい経営形態の検討など，

地域の基幹病院としての医療体制の充実が求められています。 
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 ※平成 26年度の純損失には，地方公営企業会計制度の見直しによる特別損失 2.6億円が含まれてい

ます。 

 資料：気仙沼市立病院事務部総務課 

 

＜病院・市立本吉病院＞ 

・本吉病院は，震災により被災しましたが，25 年度には復旧事業を完了し，安定した診療基盤が整

いました。 

・本吉地域における唯一の病院として，現状の医療提供体制の維持に努めるとともに，「気仙沼市立

病院新改革プラン」に基づき経営の安定化を目指し， なお一層の医業収益の増加と経費の抑制，

繰入金の減額等の経営改善の取組が求められています。 
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※市立本吉病院は不採算地区病院に該当するため，収支の不足分を基準繰出しとしていることから 

全体額で表示しています。 

 資料：気仙沼市立本吉病院管理課 

 

【施策の方向性】 

＜上水道＞ 

・水道事業会計は、給水人口の減少に対応した経費削減や復興期間後の料金改定も含めた財源確保

を検討し，経営の健全化に取り組みます。 
＜下水道＞ 

・下水道事業におけるサービスの提供を安定的に継続できるよう，健全化・経営改善に取り組みま

す。 
・汚水処理経費の節減に努めるとともに，下水道事業の受益者負担の適正化を図り，一般会計から

の繰入金の縮減を図ります。 
＜ガス＞ 

・ガスの安定供給と一層の安全確保に努めるとともに，黒字化の早期達成に向けて事業経営の改善

に取り組みます。 

＜病院＞ 

・地域の中核的な病院として，救急医療をはじめ災害時における医療の確保など，より安心で良質

な医療の提供していくため，「気仙沼市立病院新改革プラン」に基づき経営の健全化，効率化を推

進します。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

水道料金現年度分収

納率 
98.27％ 98.5％ 

復旧復興事業が継続中であ

ることから，現状を踏まえた

目標値を設定 

水道事業営業収支比

率 
100.89% 115% 同上 

下水道区域内水洗化

率 

8,315 人／10,967 人 

75.8％ 

10,200 人／13,200 人 

77.0％ 

復旧事業が継続中であり，

現状を踏まえた目標値 

下水道経費回収率 
73.3％ 

348,465 千円／475,433 千円 

75.0％ 

442,000 千円／589,000 千円 
同上 

需要家数（都市ガス・

プロパンガス） 
2,900 戸  3,060 戸 ガス再建計画の目標値 

ガス年間販売量（都

市ガス・プロパンガ

ス） 

91 万 5 千㎥ 114 万 9 千㎥ 同上 

基準外繰入れの解消 

（市立病院） 
基準外繰入れの実施 平成 35 年度での解消 

市立病院の経営の安定・健

全化 

2017-12-27

170



経常収支比率 

（市立病院） 
90.1％ 96.6％ 同上 

医業収支比率 

（市立病院） 
86.9％ 87.8％ 

市立病院の経営の安定・健

全化 

稼働病床利用率 

（市立本吉病院） 
68.0％ 72.0％ 

入院収益の増による経営の

安定化 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・地方公営企業の経営や財務状況に対する理解を深めます。 

・上水道，下水道，ガス料金等の納入を守ります。 

・節水への協力や漏水情報を提供します。【上水道】 
・下水道に未接続の建物を早期に接続します。【下水道】 

・下水道に異物を流さない等，適切に使用します。【下水道】 

地域・ 

事業者 

行 政 

＜上水道＞  

・水道料金の収納率向上に努めます。 

・給水人口の減少に対応した財源確保や経費削減を検討・実施し，経営の健全化を図

りながら持続可能な事業運営の確立を目指します。なお，水道料金については，復

興期間中（H28～H32）は据え置く予定です。 

＜下水道＞ 

・市広報による周知や未接続世帯への個別相談等を引き続き実施し，下水道への接続

や利用促進を図り，下水道区域水洗化率及び経費回収率の向上に取り組みます。 

・下水道施設の計画的な更新と維持管理により，汚水処理の効率化に努めるとともに，

下水道使用料の改定等に向けた調査・検討を行います。 

＜ガス＞ 

・要対策導管 ※３の更新を進め，安全性の確保と安定供給に努めます。 

・ガス利用促進のＰＲ･広報，料金メニュー等を検討し，新規需要の獲得や販売量拡大

を目指します。 

・平成 24年に策定した再建計画に基づき，効率的な業務執行を進め，一般会計からの

繰入金の圧縮に努めます。 

＜病院＞ 

・「気仙沼市立病院新改革プラン」に基づき，平成 30 年度に検討委員会を設置して市

立病院に相応しい経営形態について議論を進めるなど，経営安定・健全化に向けた

取組を着実に実践します。 

・医師確保については，東北大学病院等関係機関への要請を継続し確保に努めます。 

・薬剤師，リハビリ技士等の医療従事者を養成している学校に出向き勧誘活動を行い

ます。 

・市立病院附属看護専門学校の運営のほか，他機関の実習受け入れ，各種研修会等へ

の講師派遣など人材育成に努めます。 

・診療報酬に連動する資格（認定看護師）取得を進め，取得者の適所配置を図ります。 

・収益向上策として，診療部門と医事部門の連携を強化し，管理料・指導料等の確実

な算定に努め，新たな基準取得の検討を行います。また，審査減額・返戻額の削減
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に努力するとともに，院内の保険診療勉強会を実施します。 

・未収金対策は，窓口での徴収を強化するとともに，高額未納者については納付相談

も行います。 

・医薬品や診療材料については，在庫等の量を把握しながら必要最小限の購入を進め，

経費の削減に努めます。 

※１経費回収率 （使用料収入／汚水処理費×100）で表され，汚水処理に要した費用に対する，使用料

による回収程度を示す指標である。下水道経営は，経費の負担区分を踏まえて汚水処理全てを使用料

によって賄うことが基本原則とされている。 
※２基準外繰入 「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計

へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう。 
※３要対策導管 耐震性・耐腐食性に劣るねずみ鋳鉄管，白ガス管と呼ばれる早期に更新が必要なガ

ス管 
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④市政の「見える化」の推進 担当課：秘書広報課 

【現状・課題】 

・現在，市長記者会見，記者発表，広報けせんぬま・けせんぬま復興ニュースの発行（毎月１日・

15日発行），市公式ウェブサイト，ＳＮＳ「facebook」，コミュニティＦＭの各媒体を利用し，市

民及び市外の方々に情報を発信しています。 

・ライフスタイルの変化やＩＣＴ※１の進展等により，市民の情報に対するニーズが多様化し，情報

を得る側が利用しやすい最適な媒体を常に把握・選択しながら，情報を発信することが求められ

ています。 

・市民はもとより，市外の方々も意識し市の認知度を向上させる情報発信など，戦略的・効果的に

情報を発信していく必要があります。 

・市民との相互理解を深め，協働を推進するため，市政懇談会や住民説明会，ワークショップ，パ

ブリックコメントなどを実施しています。 

  

【施策の方向性】 

市民の声を積極的に伺い市政に反映させるとともに，市民が意見・提言しやすい環境づくりに努

め，市民と協働のまちづくりを進めます。 

 

【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状 目標（H32） 目標設定の考え方 

市公式ウェブサイトア

クセス数（実人数） 

41,234 件／月平均 

（H28.10～H29.3) 
45,000 件／月 現状の１割増を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民

地域・ 

事業者 

・広報けせんぬまや市公式ウェブサイト等の内容を確認し，行政との情報共有に努め

ます。 

・市への意見・提言を行い，市政への参加意識を高め，協働のまちづくりを進めます。 

行 政 

＜市政情報の戦略的・効果的な発信による市民との相互理解の向上＞ 

・広報けせんぬまや市公式ウェブサイト，ＳＮＳ「facebook」，コミュニティＦＭなど

の各媒体を活用し，本市の施策やイベントなどの最新情報を市内外に発信します。 

・広報けせんぬまは，広報モニターからの評価・助言を得ながら，市民に分かりやす

く親しまれる紙面づくりに努めます。 

・市公式ウェブサイトは，ＩＣＴの双方向性を活かした情報収集を行い，知りたい内

容がすぐに探し出せるサイト構成と内容の充実に努めます。 

＜市民ニーズの把握と市政への的確な反映＞ 

・市民と行政が直接意見交換できる場（市政懇談会，ワークショップ等）をより多く

つくるとともに，職員のプレゼンテーション技術及びファシリテーション技術の向

上を図り，わかりやすい説明と参加者の意見を引き出す進行に努めます。 

・計画の策定等に当たっては，パブリックコメントによりフォローアップを図るなど，

より多くの市民ニーズの把握に努めます。 

※１ＩＣＴ 情報伝達技術のこと。 
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⑤大学連携の推進 担当課：震災復興・企画課 

【現状・課題】 

・まちづくりの人材育成を目的とした「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」の実施など，各大学

との協定に基づき，産業振興，防災，教育等の分野において連携事業を行っています。      

 
本市と協定を締結した大学一覧（平成 28 年度末時点） 

大学名 協定名 締結年度 

宮城教育大学 
気仙沼市・宮城教育大学連携センターの設置に関する覚書 

※気仙沼市・宮城教育大学連携センター(平成 21 年設置) 
平成 18 年度 

宮城大学 
宮城大学と気仙沼市の連携協力に関する協定 

※復興まちづくりや健康教室の開催等 
平成 19 年度 

東京海洋大学 

国立大学法人東京海洋大学と気仙沼市との連携協力に関する

協定  

※東京海洋大学三陸サテライト(平成 24 年設置) 

平成 24 年度 

明治大学 
明治大学と気仙沼市の震災復興に関する協定 

※アクティブ・ウーマンズ・カレッジの実施等 
平成 24 年度 

お茶の水女子大

学 

宮城県気仙沼市教育委員会と国立大学法人お茶の水女子大学

との相互協力に関する協定 

※学習状況改善事業・授業研修会の開催等 

平成 24 年度 

東北大学災害科

学国際研究所 

気仙沼市と国立大学法人東北大学災害科学国際研究所との連

携と協力に関する協定 

※東北大学災害科学国際研究所気仙沼分室(平成 25 年設置) 

平成 25 年度 

東京大学 

気仙沼市教育委員会と東京大学海洋アライアンス海洋教育促進

研究センターとの海洋教育促進拠点としての連携に関する協定   

※海洋教育こどもサミット in 東北の共同開催等 

平成 26 年度 

青山学院大学 
気仙沼市教育委員会と青山学院大学の連携協力に関する覚書 

※授業や研修会に活用できるファシリテーション研修会の開催等 
平成 27 年度 

立命館アジア太

平洋大学 

立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）との友好交流に関する協定 

※APU キャリアオフィスインターンシップの実施等 
平成 28 年度 

 

【施策の方向性】 

大学など学術研究機関の知見を生かす取組を推進し，地域の持続的な発展と各種分野で活躍でき

る幅広い人材の育成を目指します。 
 
【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 
・大学と連携した各種セミナー等へ参加し，自らのスキルを磨いたり，地域のために

できることを考えます。 

地域・ 

事業者 

・行政や大学と連携し，それぞれが抱える課題を自分ゴトとして考え，それぞれが有

する資源や知識，経験を活かして，解決に向けた取組を進めます。 
・インターンシップなどを活用し，本市を訪れる学生等を積極的に受け入れます。 
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行 政 

・大学が持つ知見やノウハウを活かしながら，地域資源を有効活用し，産業の振興と 

創出を図ります。 

・大学に在籍する多国籍の学生等との交流を通し，国際的な視野や観光面でのニーズ 

を得ることで，インバウンドを含めた交流人口の拡大や地域の持続的な発展を目指 

します。 

・ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）やＳＤＧｓ（持続可能な開発のための目標）

の推進に向け，大学と連携し，海洋教育や防災教育，歴史文化探究など教育及び文

化の振興を図ります。 
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⑥広域連携の推進 担当課：震災復興・企画課 

【現状・課題】 

・本市及び南三陸町で構成される気仙沼・本吉地域広域行政事務組合により，消防本部やリアス・

アーク美術館の運営を行っています。 
・岩手県一関市，東京都目黒区と友好都市協定及び災害時相互応援協定を，大分県臼杵市と災害時 

相互応援協定をそれぞれ締結しています。 

・本市から八戸市までの７市で組織する三陸沿岸都市会議において，三陸沿岸道路の早期開通など

共通課題の検討や関係機関への要望を行っています。 

・その他，インフラ整備や観光振興，地方創生事業など，広域的な課題ニーズに合わせて関係ある

自治体等と連携し，各種情報収集，調査，要望，ＰＲ活動等を行っています。 

・復興関連事業の着実な遂行を図るため，自治体への職員派遣を要請し，継続した職員の確保に努

めています。 

 

【施策の方向性】 

広域的な視点のもとで各自治体が有する共通課題の解決に向けて，自治体や民間団体，ＮＰＯ等，

多様な主体がそれぞれの地域特性や機能を活かし，補完し合いながら，連携した取組を実施します。 
 
【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・防災や観光などにおいて，民間同士や自治体等と連携した取組を行います。 地域・ 

事業者 

行 政 
・広域的な視点での課題解決に向けて，関係自治体相互の機能・特徴等を活用しなが

ら，広域行政や連携施策を推進します。 
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(2) 地域の資産・資源を有効活用し，賑わいと生業を創出します 

 

①市有財産の適正管理と有効活用 担当課：財政課，税務課，計画・調整課，用地課，教育総務  

 課 
【現状・課題】 

・本市が所有している公共施設等がもたらすサービスは，そこに暮らす住民や地域コミュニティに

とって重要であり，市民にとって欠かすことができないものです。 

・過去に建設された公共施設の多くは，これから更新時期を迎えます。現状の施設を同規模のまま

維持していくとした場合，通常の維持費に加え，大規模改修や建替えなどに係る更新費用の増大

が見込まれます。 
・用途廃止等により活用されていない土地や建物が増加しており，市有財産の処分や有効活用が課

題となっています。また，移転元地の買取りで生じた市有地が点在しており，今後の管理や有効

活用が課題となっています。 
・このような施設等を，民間事業者にとっても新たなビジネスチャンスとして活用できるよう検討

が必要です。 
 

 
資料：気仙沼市 
 
【施策の方向性】 

・公共施設等総合管理計画に基づき，長期的視点をもって施設の更新，統廃合，長寿命化に取り組

みます。 
・施設類型毎の個別施設計画を早期に策定し，計画を推進します。 
・活用されていない市有財産について，売却処分を含めた有効活用を推進します。 
 
【主な指標】        

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H29） 目標（H32） 目標設定の考え方 

施設類型毎の個別

施設計画の策定数 
未策定 40 類型 全施設の計画策定 

 

 

194施設（42.5％） 110施設（24.1％） 152施設（33.4％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公共施設の老朽化の状況

耐用年数を超えた施設数 耐用年数の残りが半分以下の施設数 耐用年数の残りが半分以上の施設数

対象施設：456 施設（平成 28 年 12 月 31 日現在の市所有公共施設【ハコモノ】） 
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【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 ・公共施設を大切に，また積極的に利用します。 

・市民活動や企業活動をさらに活性化させ，公共施設を有意義に幅広く活用します。 

・地域の公共施設の管理運営に積極的に協力します。 

・利用されていない公共資産の活用を積極的に検討します。 

地域・ 

事業者 

行 政 

・厳しい財政状況の中で，人口減少等により公共施設の利用需要が変化していくこと

を踏まえ，市民の共通理解のもと，課題を分析し，合理的な資産管理を行い，市民

サービスの維持を図ります。 
・公共施設等総合管理計画に基づく施設類型毎の個別施設計画を策定し，公共施設の

更新，統廃合，長期寿命化，再活用等に取り組みます。 

・旧小中学校等跡施設の利活用については，市立学校等跡施設利活用検討委員会等で

市民や地域，有識者等の意見を聞きながら，利活用事業者の公募なども視野に入れ，

検討していきます。 

・用途廃止等により不要となった施設について，民間事業者が行うビジネスへの活用

などを検討します。 

・老朽化が進み活用できない施設の計画的な解体撤去に取り組みます。 

・民間が事業展開している分野に係る施設については，施設の譲渡を進めます。 

・移転元地を含む未利用資産については，積極的に民間への譲渡や貸付に取り組みま

す。 

・企業誘致に対する市有財産の積極的な活用に取り組みます。 

・地域振興や福祉事業に対する市有財産の積極的な活用に取り組みます。 
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②シェアリングエコノミーの推進 担当課：けせんぬま創生戦略室 

【現状・課題】 

・少子高齢化や人口減少に伴い，地域活性化や福祉サービスの維持，産業構造の変革，雇用の創出

などに様々な課題を抱えています。 
・行政需要が多様化する中，地域課題の全てを公共サービスで解決することが難しくなっています。 
・地域経済の活性化や生活水準の向上のためには，現役世代を中心とした所得の向上が必要です。 
・人生 100 年時代において，高齢世代や子育て世代も，可能な範囲で社会・市場への参加が求めら

れています。 
・一方で，地域には，土地や建物，空き部屋，車などの価値ある資産のほか，個人のスキルや時間，

資金など有用な無形資源が眠っており，その有効活用が課題となっています。 
・近年，個人が保有している遊休資産などの貸出をインターネットで仲介するサービス「シェアリ

ングエコノミー」が，地域課題を解決する手法として注目されています。 
 
【施策の方向性】 

 地域課題解決の手法として，シェアリングエコノミーの普及を促進し，持続可能な地域を目指し

ます。 
 
【主な指標】 

カテゴリーＡ … 取組によって改善できる数値目標 

指標項目 現状（H28） 目標（H32） 目標設定の考え方 

シェアリングエコノミー

活用数 
― 3 件 

H30 年度以降年１件ずつの

活用を目指す 

 

【主な取組（市民，地域・事業者，行政）】 

市 民 

・シェアリングエコノミーの仕組みを理解し，個人が所有する遊休資産や個々のスキ

ル，空いている時間などを積極的に社会や市場に提供します。 

・暮らしの利便性向上を図るため，シェアリングエコノミーのサービスを利用します。 

地域・ 

事業者 

・地域は，地域課題解決の手法として，シェアリングエコノミーの活用を検討します。 

・事業者は，シェアリングエコノミーを活用した，新たな事業やサービス提供を検討

します。 

行 政 

・シェアリングエコノミーの仕組みや利便性などを市民に広く周知し，その普及に努

めます。 

・地域課題の解決のため，シェアリングエコノミーの導入を検討する地域や事業者を

支援します。 

・国，県及び同様の地域課題を抱える自治体と連携し，シェアリングエコノミーの広

域的な普及促進に努めます。 
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