
No ご意見の概要 市の考え方

1

震災以前から下降してきている漁業に力を入れるより、

新たな企業の誘致、観光資源の開発等に力を入れた

方が良いと思われる。

今、この時期にドラスティックな変更をしなければ、復興

どころかますます気仙沼は寂れた町になる。

気仙沼の人間は固定観念にとらわれすぎているので、

外部の人間の力を借り、トータルな意味で町をコーディ

ネイトしてもらったほうが良い。

新たな企業誘致については、「将来都市構造」の「産業

の拠点形成」の中で「新たな産業の誘致」として掲載す

るとともに（P26）、「工業地の土地利用」において土地

利用の方針を示しております（P30）。

観光資源の開発については、「その他都市施設の整備

方針」の「(3)観光・産業施設」で整備方針を示すととも

に、市内全体の観光戦略に沿って施設整備の方針を

検討することとしております（P44）。

その他、貴重なご意見として承り、今後のまちづくりの

参考とさせていただきます。

2

このマスタープラン案は、震災後、３年になろうとしてい

る時期に作成するのは遅い。

私はいろいろ市・県の事業に協力しているが、もっと早

く進められないか。

実現化に向けた方策に基づき、着実に取組を進めてま

いります（P89～91）。

3

1　残念ながら、マスタープランには少子高齢化社会の

福祉問題に対する、具体的な思案がなく、もう少し内容

を踏み込んで欲しかった。

・20年後の気仙沼は想像からは復興し、町としての機

能を発揮していると思うが、伴って老人化が進む。

・老人問題は、これから先永遠に続く。保育所、老人

ホームは人間生涯の課題。

2　次に私の循環型大家族集落について述べる。

・自治区ごとに、保育所、老人ホームを設ける。

・運営管理は、集落の住民の手によって行う。

・国、県、市町村の協力は最低限。地元自治会主体。

以上が、循環型大家族集落少子高齢化の福祉社会の

私の理想である。

いただいたご意見の内容に関連して、次のとおり文言

を改めました（P21）。

人口減少・少子高齢化が進行する中、無秩序な市街地

拡大を抑制し、都市機能・生活機能が集約され、市民

が生活している地域で安心して暮らし続けることができ

る都市づくり、地域づくりを目指します。

　　　　　　　　　　　　　↓

人口減少・少子高齢化が進行する中、無秩序な市街地

拡大を抑制し、都市機能・生活機能が集約され、高齢

者・障害者等を含めたすべての市民が生活している地

域で安心して暮らし続けることができる都市づくり、地

域づくりを目指します。

気仙沼市都市計画マスタープラン（案）へのご意見の概要と市の考え方について

【パブリックコメント結果報告】

１　募集期間　　平成２６年１月６日（月）～１月２７日（月）

２　募集方法　　復興ニュース・市ホームページ等で周知し、持参・郵送・ファックス・Eメールで受付

３　応募者数　　１４名

４　ご意見の概要と市の考え方について
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4

1　鹿折地区について

震災復興祈念公園内に茶室あるいは数寄屋をぜひ建

設されたい。都市公園の細部のデザインの仕上げは個

性的なデザインが望ましい。

2 魚町・南町地区について

観光都市気仙沼の中心市街地再生のシンボル的存在

であり、様々な人々が日常的に訪れるエリアとなるた

め、そのシンボルとして存在し、気軽に訪れくつろげる

場所としての市民広場を計画してほしい。市民広場を

取り囲む諸施設は、特にその接する面において市民広

場に圧迫感もしくはスケールアウトした感覚をもたらさ

ないようにヒューマンスケールを維持すること。

内湾地区の防潮堤は、気仙沼市の都市空間の中で、

余分なものがない、文字通り完全なオープンスペース

である。にもかかわらず、このような防潮堤構造物が周

辺の環境、景観と一体となってその一部として存在して

いる時にこそ美しい土木構造物になる。

3　南気仙沼地区について

当地区については、鹿折地区と大体同様。公園内に茶

室・路地が不可の場合は、中央公民館（計画）の中に

茶室を造るべき。

4　県管理の公共施設（建築）のデザイン考

県当局に対して、県気仙沼合同庁舎、気仙沼警察署及

び県立気仙沼向洋高校の建築デザインについて、格

別の配慮をお願いする。

鹿折地区、魚町・南町地区、南気仙沼地区について

は、市街地整備の方針において、それぞれの地区の整

備方針を示しております（P39）。

都市計画マスタープランは市の土地利用の方針や地

域別のあるべき市街地像を示すもので、個々の施設の

具体的な整備方針を示すものではありませんが、貴重

なご意見として承り、今後のまちづくりの参考とさせて

いただきます。

5

・震災復興及び復興後の将来を見据えた「ビジョン（包

括的概念・目標」が確立されないままに、20年後の都

市計画構想を確立しても単なる机上論にしか過ぎな

い。

・震災前及び4年経過後の都市機能の現状に対する現

状認識及び問題分析が不十分。

・これからの気仙沼市の地域振興・発展、減災・防災機

能の強化、新たなる観光立地等の各事業目標を取り込

んだトータル的にリンクする都市計画に資するべき。

都市計画マスタープランは、第1次気仙沼市総合計画、

第1次気仙沼市国土利用計画、気仙沼市震災復興計

画等の上位計画に即し策定し、復興に関連した計画・

事業やその他の分野別計画と連携・調整しながら策定

しております（P1）。策定にあたっては、既存の市民意

向調査結果・市震災復興計画の内容等を反映しており

ます（P2）

都市計画マスタープランは、震災による都市構造の変

化や復興事業の進捗を踏まえ、総合的かつ長期的な

都市づくりの方向性と、都市計画区域外の地域も含め

た一体的な都市づくりの方向性を明確にすることを目

的としており（P1）、地域生活の拠点性を高め、集約す

る都市づくり、ハードとソフトが一体となった災害に強い

都市づくり、産業とにぎわいを再生する活力ある都市づ

くり等を目標に掲げ（P21～24）、市の土地利用の方針

を示しております。

一方で、現在は、震災により復旧・復興事業を集中的

に行っていることから、長期的な将来展望を描くことは

大変難しい状況でもあり、このマスタープランも、一定

の期間を経た段階で見直しが必要であると認識してお

ります（P91）。

なお、都市計画マスタープランは個別の分野の計画や

事業内容を具体的に示すものではありませんが、その

他、貴重なご意見として承り、今後のまちづくりの参考

とさせていただきます。
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6

神山川、大川、渋抜川ポンプ場の問題で住民の意見が

ないがしろにされている。また、各地の防潮堤でもいま

だに問題が多く、住民の意見を聞かないで計画してい

ると思わざるを得ない。地元で暮らしている人々の意見

をよく聞き、より良い復興を願う。

都市計画マスタープランは、市民意向について、既存

の市民意向調査結果・震災復興計画・地域の復興計

画を反映するとともに、地域懇談会、説明会、パブリッ

クコメントを実施して策定しております（P2）。

その他、本計画を推進していくためには、地域との連携

を図りながら、市民との協働のもと円滑な事業実施に

努めます（P91）。

7

1.都市の将来像として“海と生きる”人と自然が共生す

る環境未来都市となっている。まさに水産業が盛んな

気仙沼市にふさわしい目標であると思う。

しかしながら、土地利用の方針で、陸上の土地利用の

方針は示されているが、農地や山林があるのに、海に

ついての方針があってもいいのではないか。

2.方針図について、防潮堤の位置が示されているが、

避難道の位置も示した方がよいと考える。

1.都市計画マスタープランは市の土地利用の方針や地

域別のあるべき市街地像を示すものですが、海に関連

しては、「目標5　自然との共生、景観への配慮による

質の高い都市づくり」で自然環境や景観の再生につい

て目標としているとともに（P23）、「沿岸環境軸」として、

風情ある港まちの街並みや自然海岸などの多様な海

岸景観、海洋レクリエーションなどを楽しめるよう海と一

体となった景観・環境の再生・整備に努めることとして

おります（P27,28）。その他、貴重なご意見として承り、

今後のまちづくりの参考とさせていただきます。

2.避難道については、分野別の計画・事業の中で検討

してまいります。

8

被災気仙沼の復興のシンボルに仮称「子供アート

ミュージアム」の内湾地区への建設を提唱する。

気仙沼には子供達の「八幡太鼓」や「うお座」、「スイン

グドルフィンズ」等の東北に傑出した芸術文化が存在

する。こうした子供達の専属の練習場であり、発表する

場であるホール（施設）仮称「子供アートミュージアム」

を建設して子供達の芸術文化の香る気仙沼市を醸成

したいと考える。そして全国の子供達との活発な交流を

気仙沼市の経済の活性化に繋げたい。

内湾地区については、「魚町・南町地区の整備方針」を

示しているとともに（P39）、内湾地区復興まちづくり協

議会等においてまちづくりの検討が進められているとこ

ろですが、貴重なご意見として承り、今後のまちづくり

の参考とさせていただきます。

9

1.20年後の人口や経済指標の目標値を示すことが必

然である。

2.市庁舎の建替えについての考え方を示すことが都市

計画上では重要事項である。

3.都市計画道路整備にあたっては、現存する住家移転

を極力避ける路線を基本として設計される工夫が大事

である。

4.潮風トレイル構想が示されているが、里山トレイルの

構想もあっていいのではないか。

5.パブリックコメントについて、どの点に市民意向を求め

たいのか、市の方針としてどこをどのように変えようとし

ているのかなど、意見を提出しやすい工夫があってい

いのではないか。

6.津波防災地域づくり法の考え方を都市計画マスター

プランにどう取り込むのか見えない。

1.都市計画マスタープランは、市総合計画や新病院建

設計画のフレーム、公開されている「日本の地域別将

来推計（H25.3）などを参考に策定しております。

2.現在は復旧・復興事業を優先して行っている状況に

あり、市役所や総合支所の位置を検討して方針図に反

映させることは難しいため、今後検討してまいります。

3.4.5.貴重なご意見として承り、今後のまちづくりの参考

とさせていただきます。

6.津波防災については、都市づくりの目標として「ハー

ドとソフトが一体となった災害に強い都市づくり」を掲げ

（P23）、ハード面の整備とソフト面の取組が一体となっ

た災害に強い地域づくりを目指しております。
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10

大所高所から官民あげて叡智を結集し、気仙沼の再生

と発展を目指し、これをさらに深め具体化するシステム

をフルに機能させなければならない。その過程を経るこ

とにより市民全体の震災復興に対する共通認識＝絆

が生まれ、大震災の痛手と苦境から立ち上がる勇気と

希望へと昇華し、国や県を動かす原動力になると信じ

る。以下の視点から提言する。

1.震災復興計画の基本的視点

1-1.ミクロ（気仙沼地域）な視点

1-2.マクロ（地政学的）な視点

1-2-1.都会と地方（農林業）の連携、協力

1-2-2.国家の危機管理・安全保障の視点

1-2-3.三陸沿岸道路の地政学的視点

2.三陸沿岸と気仙沼市の復興事業の具体策

2-1.三陸沿岸地域の復興事業

2-2.気仙沼地域の産業・文化の再生具体案

3.第三、第四セクターの追及と優遇市条例の制定

都市計画マスタープランは市の土地利用の方針や地

域別のあるべき市街地像を示すもので、市震災復興計

画等を上位計画として（P1）、上位計画の方針に即し、

都市づくりの実現に取り組むこととしております（P89）。

都市計画マスタープランは、個別の分野の計画や事業

内容を具体的に示すものではありませんが、貴重なご

意見として承り、今後のまちづくりの参考とさせていた

だきます。

11

1.気仙沼女子高跡地の利用について

　全市民の憩いの場や港の見える公園として計画利用

されたい。

2.慰霊の場所として、この震災で亡くなられた方達全員

の名前を記した慰霊の碑を考えていただきたい。

3.災害公営住宅について、気仙沼女子高の下の嵩上

げされた土地に建ててはいかがか。

1.貴重なご意見として承り、今後のまちづくりの参考とさ

せていただきます。

2.慰霊の場として、東日本大震災の犠牲者を偲ぶた

め、安波山周辺を候補地として鎮魂の森の整備及び震

災復興・防災祈念を目的とした公園の整備を検討する

こととしております（P37）が、貴重なご意見として承り、

今後のまちづくりの参考とさせていただきます。

3.魚町・南町地区土地区画整理事業の施行区域にお

いて、建設位置を含めて検討しております。

12

今回のマスタープランも紙面上では立派な仕上がりに

なっているとは思うが、十年後、二十年後を見据えた気

仙沼の方向性がみえない。

気仙沼に人が来なくなっている現状をみているが、

DVD「気仙沼、希望の物語」を見て、もう一度市民一人

一人が夢を現実にする方向性をもって、「気仙沼を希

望の街」、そして「世界臨海学校市・気仙沼」を、次世代

の為にも目指していけたらと思う。

市震災復興計画では、「海と生きる」をキャッチフレーズ

とし、これを受け、都市計画マスタープランでは、都市

の将来像を「“海と生きる”人と自然が共生する環境未

来都市」とし、「産業とにぎわいを再生する活力ある都

市づくり」等の都市づくりの目標を掲げております（P21

～24）。

都市計画マスタープランは、個別の分野の計画や事業

内容を具体的に示すものではありませんが、貴重なご

意見として承り、今後のまちづくりの参考とさせていた

だきます。

13

1.三陸沿岸道路気仙沼港IC付近に一大商業施設の建

設を。

2.気仙沼港IC付近商業施設に、一関方面からの国道

284号と直結する道路の建設を。

3.現在の市役所の場所に気仙沼駅を、そして古町地区

に市役所を。

4.緑地公園に建設予定のグラウンド等の規模は、各競

技団体（県レベル、日本レベル）の合宿等に利用できる

ような施設建設を。

1.気仙沼港IC付近においては、津波復興拠点整備事

業による赤岩港水産加工団地の整備を計画しておりま

す。その他、貴重なご意見として承り、今後のまちづくり

の参考とさせていただきます。

2.気仙沼港IC付近から国道45号への接続については、

都市計画道路朝日町赤岩港線・潮見町赤岩五駄鱈線

の整備を計画しております。その他、貴重なご意見とし

て承り、今後のまちづくりの参考とさせていただきます。

3.4.貴重なご意見として承り、今後のまちづくりの参考と

させていただきます。
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P86(4)地域づくりの方針①土地利用の方針について、

流失した小泉地区の跡地は、漁港施設の整備にはなじ

まないし、観光施設の整備のみ限定せず、運動公園、

児童公園及び飲食、休憩所、体験施設等設置を可能と

する文言とすべき。

いただいたご意見の内容を受け、P86(4)地域づくりの

方針①土地利用の方針に関する文言を次のとおり改

めました。

小泉地区のほか、沿岸漁業集落では、住宅の高台移

転等を行い、その移転跡地を含めて漁港施設や観光

施設の整備を推進します。

　　　　　　　　　　　　　↓

小泉地区のほか、沿岸漁業集落では、住宅の高台移

転等を行い、その移転跡地を含めて漁港施設や観光

施設等の整備を推進します。
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