
総 合 戦 略

目標人口・・・53,500 人
（合計特殊出生率※を2013年（平成25年）の1.41から、2030年に1.90、2040年に2.20にすることで達成）
（人口移動が2013年（平成25年）の245人減から、2035年までに毎年100人増、2036年以降毎年200人増で達成）

人口ビジョン

※合計特殊出生率・・・一人の女性が 15 歳から 49 歳までの間に産む子どもの平均数

目標を達成するために
　①出生率の向上
　　⇒子どもを産み育てやすい環境を整え、子育て世代が希望する子どもの数を産めるようにする。　
　②社会増の達成
　　⇒雇用の場を増やし、若い世代を中心に、帰郷できる環境を整える移住定住策により、
　　　都市部からのＵＩターン者流入を増やす。また、高校新卒者市内就職を促進する。　
　③気仙沼を離れていても、さまざまなかたちでつながっていることを重視　
　④交流人口の増大、長期滞在者・二地域居住者創出（第二市民構想）

　⑤幸福度の向上
　　⇒自然・文化・地域のつながり、人と人のつながり、田舎でスローに生きる価値観、
　　　産業における国際展開などによる人と地域の魅力向上を図る。

しごと・雇用しごと・雇用
定住・交流定住・交流

結婚・出産・子育て結婚・出産・子育て 魅力ある地域魅力ある地域

2040（平成 52）年までの人口の将来展望と目指すべき将来の方向
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気仙沼市の人口目標・推計

国立社会保障・人口問題研究所推計
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人口目標・推計（気仙沼市）
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気仙沼市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の策定
　「人口ビジョン」・・・2040（平成 52）年までの人口の将来展望と目指すべき将来の方向
　「総合戦略」・・・・・2015（平成 27）年～ 2019（平成 31 年）に講ずべき施策に関する基本的方向
　
「市民の力の集結」「市外の力の参加」「プロセスの重視」「みんなが担い手」を合言葉に
　　気仙沼市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の策定にあたり、地域団体・サークル・
グループ・ＮＰＯ・企業・学校などから実践的な取り組みや市内外の個人・団体・企業などから取組
効果の高いアイデア、事業提案を広く募集したほか、けせんぬま創生戦略会議分科会を立ち上げ、
具体的施策の企画・立案や関係機関・団体意見交換会、市役所庁内での意見募集を行いました。

国の機関が公表した 2040 年（平成 52年）の市の人口予想 42,656 人
（30 年間の人口減少率 42.0%、3万人以上減少）
　市の人口は昭和 55 年の 92,246 人をピークに、平成 27 年 8 月現在 66,991 人まで減少しました。
また、老年人口（65 歳以上の人口）は平成 7 年に年少人口の割合を超過している状況であり、こ
の老年人口も年々増加をたどりますが、平成 32 年以降減少に転じることが予想されています。
　国の専門機関である国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2040 年（平成 52 年）の市の
人口は 42,656 人と予想されています。また、老年人口が生産年齢人口が逆転することも予想され
ています。

人口の現状分析　－気仙沼市の人口推移予測ー人口の現状分析　－気仙沼市の人口推移予測ー

「地方創生」とは
　人口減少や少子化に伴う都市の衰退という課題に対し、国と地方が一体となって「しごと」と「ひと」
の好循環をつくり、「まち」を活性化しようとするものです。
　本市では震災からの復興事業が続いていますが、「地域の社会課題の解決なくして、真の復興なし」
との思いから、直面する人口減少に歯止めをかけ、自律的で持続的な社会の創生を図るため、「気仙
沼市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」を策定しました。

気仙沼市の挑戦
～地方創生～

　市ではこれまで、市民の皆さんのご協力をいただきなが
ら、復興事業・まちづくりに取り組んできましたが、今後は、
復興に加え、人口減少を始めとする地域社会の抱える課題
解決を図り、将来にわたり活力ある地域社会を維持してい
く「地方創生」についても取り組んでいきます。
　新年にあたり、市が復興とともに挑戦する「地方創生」
についてお伝えします。
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協働と参加による自立した社会をつくり、安心で
豊かなくらしを大切にする風土と心を育む

持続可能なコミュニティの維持
　・自治活動支援事業
　・まちづくり協議会活動支援
　・地域リーダー養成塾など
　

気仙沼らしさ・スローライフの推進
　　・スローフード推進事業
　・魚食普及事業
　・花いっぱい運動
　・転入奥様のための気仙
　   沼講座
　・郷土の可能性を高める
　   教育の実践など

環境負荷の少ない社会の構築
　　

安全安心なまちの実現
　　・災害に強いまちづくり
　・地区津波避難計画策定
　・自主防災組織の育成強化など

ふるさと教育の実践
　・地域のジオ環境（歴史・文化）を学ぶ事業
　・文化遺産を活用したまちづくりなど
　

やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の
結婚、出産、子育ての希望をかなえる

健康長寿社会の形成
　　・健康づくり・介護予防各種事業
　・地域包括ケアの推進
　・在宅医療・介護の連携強化
　・介護サービス・障害福祉サービス基盤の
　   整備促進など

気仙沼で産む・育む・見守る気仙沼で産む・育む・見守る

気仙沼で暮らす・学ぶ気仙沼で暮らす・学ぶ

鹿折金山資料館鹿折金山資料館 巨釜・折石巨釜・折石

大谷鉱山歴史資料館大谷鉱山歴史資料館十八鳴浜十八鳴浜

未婚対策・出産支援・子育て支援
　　・特定不妊治療費助成事業
　　        特定不妊治療を受けている夫婦に対して
　　1回の治療について治療方法に応じ、
　　15万円もしくは７万５千円を上限に助成

　・児童福祉施設等の整備・充実
　・子ども子育て支援事業
　  （子育て支援センター・学童保育等）
　・離乳食教室・かみかみ 
　   教室など
　

自主防災組織による訓練の様子自主防災組織による訓練の様子

プチシェフコンテストプチシェフコンテスト

避難場所看板避難場所看板

「ぬま塾」受講の様子「ぬま塾」受講の様子

・再生可能エネルギー（太陽光
　発電等）導入推進
・低炭素社会対応型浄化槽
　集中整備など

高齢者交流サロンの様子高齢者交流サロンの様子
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総合戦略（2015 年～ 2019 年度の政策目標・施策）

地方にある「世界の港町」を目指して
・世界に羽ばたく産業のまち

・日本で一番住みたいまち

     人口ビジョンを踏まえた、政策目標や施策の基本的方向、
具体的な施策をまとめたもの

基本目標・具体的施策
育成・誘致により産業を振興し、「安定した雇用」「新たな雇用」
を創出する

基幹産業の進化
　・地場産品全国プロモーション事業
　・水産資源活用研究会　　
　・高度衛生管理対応型「新魚市場整備」など

起業しやすい環境・新産業への挑戦
　・創造的産業復興支援事業
　・国際リニアコライダー誘致活動
　・東北未来創造イニシアティブ経営未来塾など

企業や教育・研究機関等の誘致
　・企業誘致・新産業振興事業
　・ゴーヘイ！気仙沼の会など

人と自然が共生するまちをつくり、
気仙沼ファンを育て、新たな人の流れをつくる

ＵＩターン等受入れ体制整備
第二市民積極的受入れ
　　・空き家等実態調査・定住促進事業など
　
市外避難者等の帰郷支援
　・県外避難者交流会など

人材育成・雇用確保
　・UIJ ターン労働力定着化支援事業
　・介護マンパワー緊急確保対策事業など

　

気仙沼で働く気仙沼で働く

気仙沼に住まう・集う気仙沼に住まう・集う
交流人口の拡大、戦略的プロモーション
　　・観光と食のプロモーション推進事業
　・着地型観光促進事業など
　

気仙沼じゃらん気仙沼じゃらん気仙沼漁師カレンダー気仙沼漁師カレンダー

国際リニアコライダー国際リニアコライダー ゴーヘイ！気仙沼の会ゴーヘイ！気仙沼の会

魚市場完成イメージ魚市場完成イメージ

荷捌き場イメージ荷捌き場イメージ
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