
気仙沼市 平成２７年 



１ 復興の状況 

２ JR気仙沼線・大船渡線の復旧 

３ 気仙沼市の挑戦 ～地方創生～ 
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１ 復興の状況 
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被災の状況 

死者数：   1,042人 (身元不明：1人)【警察発表】 

行方不明者数：    220人  【警察発表】 

震災関連死：    108人  【平成27年9月3日審査会時点】 

被災家屋：26,124棟 (全体の40.9%)【平成26年3月末現在】 
全壊：16,459  大規模半壊：2,307  半壊：1,893  一部損壊：5,457 

被災世帯数：約9,500世帯 

平成27年10月30日現在 
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平成23年 

2月末
（A） 

平成24年 

2月末
（B） 

平成26年 

10月末
（C） 

平成27年 

10月末
（D） 

震災前 
との比較 

D－A 

一年前 
との比較 

D－C 

気
仙
沼
市 

人口
（人） 74,247 69,986 67,749 66,874 ▲7,373 ▲875 

男（人） 35,950 33,879 32,913 32,494 ▲3,456 ▲419 

女（人） 38,297 36,107 34,836 34,380 ▲3,917 ▲456 

世帯数 26,601 25,555 26,071 26,237 ▲   364    166 

人口および世帯数の変化 4 



居住環境 

平成24年 1月18日 
（最も多いとき） 

平成27年10月末 
（現在） 

入居戸数（戸）【入居率】 ３，３６０【95.9%】 ２，４５１【69.9%】 

入居世帯数（世帯） ３，１５５ ２，２９４ 

入居者数（人） ８，２８８ ５，３３６ 

応急仮設住宅（プレハブ型）入居状況 

平成24年 1月31日 
（最も多いとき） 

平成27年10月末日 
（現在） 

件数（件） １，６０２   ７０９ 

入居者数（人） ４，７３７ １，８０１ 

みなし仮設住宅（民間賃貸）の状況   （気仙沼市申請受付分） 

恒久的な住まい確保に向けた取り組みの更なる加速化が必要 

県内他市町村 
＋岩手県内（※） 

２４４件 

５５４人 

当初建設戸数 93箇所 3,504戸うちグループホーム45戸 

防 集 団 地：27年度末 45箇所895区画（98.4％）引き渡し予定 
災害公営住宅：27年度末 15地区714戸（33.4％）完成予定 
           28年度末 27地区1,986戸（92.8％）完成予定 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート




6 住宅再建：防災集団移転促進事業 6 

年度 団地数 区画数 全体区画数に
占める割合 

H25年度  1団地  6区画   0.6％ 

H26年度  9団地 117区画  13.5％ 

H27年度 35団地 

22団地 

772区画 

360区画 

 98.4％ 

 53.1％ 

H29年度  1団地  15区画 100.0％ 

済 

済 

済 

面瀬地区完成イメージ 登米沢地区（平成26年3月28日竣工式） 宅地造成中の面瀬地区 

■整備戸数 ■完成予定 

38地区 910区画 
（46箇所） 

11月中に九条四反田・波路上内田(杉ノ下)・最知川原第2(一部) 
29区画が完成予定 

平成27年度末には全体の98.4%が完成予定 

10月まで引渡分 



年度 地区数 戸数 全体戸数に
占める割合 

H26年度 ２地区 185戸  8.6％ 

H27年度 
 

13地区 

7地区 

529戸 

253戸 

 33.4％ 

20.5％ 

H28年度 22地区 1,272戸  92.8％ 

H29年度 2地区 153戸 100.0％ 

済 

10月まで引渡分 済 

完成した集合住宅タイプ（南郷住宅） 
※本年1月31日入居式 

災害公営住宅モデルルーム 階上地区災害公営住宅 
（戸建長屋タイプ）の設置箇所 

■整備戸数 

28地区 2,139戸※調整中 

うち集合住宅  13地区 1,333戸 
        

    長屋/戸建 15地区  806戸 

■完成予定 

撮影協力 ＡＲＨ 

平成27年度末には全体の33.4%が完成予定 
平成28年9月迄に全体の59.6%が完成予定 

（注）表内の地区数については，地区で完成年度が複数に分かれる場合があることから，全体地区数の28地区と合致しません。 

7 住宅再建：災害公営住宅整備事業 7 

12月末 津谷地区（津谷下町）15戸完成・入居開始予定 



住宅再建：土地区画整理事業（南気仙沼，鹿折，魚町・南町） 

事業スケジュ－ル(鹿折地区・南気仙沼地区) 

南気仙沼地区の完成予想図 南気仙沼地区の変遷 
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地区名 整備面積 事業認可 施行期間 

鹿折 約42.0ha H24年度 H24～29年度 

南気仙沼 約32.5ha H24年度 H24～29年度 

魚町・南町 約11.3ha H25年度 H25～30年度 

H26.8 H27.8 



産業の状況 

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年10月まで 

数量（トン） 
H22年比（％） 

103,609 
（100） 

28,099 
（27.1） 

57,676 
（55.7） 

61,785 
（59.6） 

79,011 
（76.3） 

64,175 
（77.5）※ 

金額（千円） 
H22年比（％） 

22,500,409 
（100） 

8,525,805 
（37.9） 

14,295,509 
（63.5） 

15,654,658 
（69.6） 

17,050,229 
（75.8） 

18,570,351
（101.5）※ 

気仙沼市魚市場の水揚げ  

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 

入込み数（人） 
H22年比（％） 

2,540,589 
（100） 

432,600 
（17.0） 

784,450 
（30.9） 

1,019,400 
（40.1） 

1,238,100 
（48.7） 

宿泊者数（人） 
H22年比（％） 

203,287 
（100） 

39,895 
（19.6） 

93,499 
（46.0） 

132,445 
（65.2） 

145,030 
(71.3) 

観光客の入込み数及び宿泊者数※宿泊者数には復興支援・作業関係者などを含めていない。 

確実に上向いているが，復興はまだ道半ば 

早期の主要産業の復活が本市経済の再生に不可欠 

農地の復旧状況（復旧整備面積 521ha)※完了面積は積み上げ 

H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末 

完了面積(ha) 
復旧整備面積比（％） 

103.64 
（19.9） 

126.19 
（24.2） 

162.55 
（31.2） 

294.0 
（56.4） 
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※10月までのH22年度比(%) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




産業再生～日本一活気溢れる水産都市の実現～鹿折、南気仙沼水産加工施設等集積地 L1対応 

 

10 
－復興は社会の解決を伴うべき－ 

鹿折・南気仙沼地区全体で80社が立地予定，現在，両地区で23社が稼働 

今年度内に新たに28社が稼働見込 
(鹿折地区：11社，南気仙沼地区：17社) 

気仙沼漁港平面図 

鹿折地区 

完成した水産加工施設 魚市場 

南気仙沼地区 

立地企業数：59 
稼働企業数：16 

立地企業数：21 
稼働企業数： 7 



 平成25年度末から用地取得開始 
 平成26年度1月中旬より造成工事着手 

事業面積：20ha（分譲予定地：12ha） 
事業予定社数：14社（現在，2社建設工事着工） 

平成27年度12月末 造成工事完了予定 

赤岩港水産加工団地平面図 

産業再生～日本一活気溢れる水産都市の実現～赤岩港水産加工団地 L2対応 

 

11 
－復興は社会の解決を伴うべき－ 

完成予想図 



総延長：L =853m  単一の魚市場として日本有数 
特   長：閉鎖型荷捌所や低温売場などによる高度衛生管理に対応した魚市場。 
      カツオ，サンマ，マグロ，カジキなどの水揚げを見ることができる見学スペースや 
      クッキングスタジオを設置し，観光面にも配慮。 

 H26・27年度 用地取得，臨港道路工事，浄化施設建設工事 
 H27・28年度 C・D，E棟建設工事，トラックヤード工事 

平成28年度完了予定 

産業再生～日本一活気溢れる水産都市の実現～高度衛生管理対応型魚市場の建設  
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－復興は社会の解決を伴うべき－ 

完成予想図（全体） 内観（荷捌き場） 

全体計画平面図 



【事業の特徴】 

 造船施設の高度集約化による造船能力の向上 

 防潮堤内に船舶を上下架できるシップリフト方式を採用することにより、津波災害時に造船機能の維持が可能 

 水産加工工場等の周辺施設に配慮した粉塵防止・排水処理等の最新の環境対策設備の導入 

基幹産業である水産関連産業の発展のために下支えする造船産業の復興が不可欠 

三陸沿岸最大の漁船造船施設の整備による気仙沼水産クラスターの競争力強化 

 H27年度 用地取得，造成工事実施 

 今後，関係機関・団体等との協議を進め，早期の事業の具現化を図る。 

産業再生 ～水産クラスターの再形成～ 津波対応型造船施設の整備 
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－復興は社会の解決を伴うべき－ 

市内の全造船所が被災 

【支援制度】 
用地取得・造成（気仙沼市） 
   ：復興交付金（津波復興拠点事業）１０割補助 
施設・設備整備（造船事業者） 
   ：造船業等復興支援事業費補助金 ２／３補助 

高度集約化による造船施設の発展的復興 

整備予定箇所 



◇津波対応型燃油施設の整備                ◇施設の津波対策 
 

 
【スペック】 
◆ 施設数－990KL×6基、500KL×2基 
◆ 燃油施設の総容量－7,000KL 
◆ 取り扱い油種－Ａ重油及び軽油、灯油 
◆ 付帯施設－出荷設備、消防設備、管理棟 
 

陸上施設（燃油施設等） 

完成予定図 

 
 Ｌ１津波 
燃油施設は防潮堤内に整備予定であり、防潮堤によりＬ１津波では浸水せず。 
 

 Ｌ２津波 
防潮堤を超えて進入する津波について、燃油タンク側で以下の対応策 
  ・ 地震による液状化対策として地盤改良工        ⇒  タンク倒壊を防ぐ 
 

  ・ PCコンクリート壁による防御                ⇒  タンク被災を防ぐ 
       ※L2津波・499t級漁船の衝突圧にも対応（構造検討結果） 
 

  ・鋼製タンクを基礎RCコンクリートにアンカー等に固定  ⇒  万が一のタンク被災時にもタンクが浮かない構造 
 
 

津波の襲来に対して  
 

◆ 防油堤、消火ポンプ室、燃油配管について 
    は津波襲来時においても油の漏れを最小限  
    に防ぎ、各機能を維持する構造 
 

◆送油ポンプ等の燃油設備は、耐震性に配慮 
    した構造で緊急遮断弁等を設置 
 

◆Ｌ２級の津波被災から１ヶ月以内の応急復旧 
   による仮稼働、２ヶ月程度での稼働再開計画 
   を策定 

その他の安全対策 

産業再生 津波対応型漁業用燃油施設の整備 
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－復興は社会の解決を伴うべき－ 

◇近況 

 H27年度 調査測量設計・用地取得完了予定，造成工事開始予定 
 今後，関係機関・団体等との協議を進め早期の事業の具現化を図る 



産業再生 新 観光資源 
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－復興は社会の解決を伴うべき－ 

三陸ジオパーク 
・青森・岩手・宮城の3県からなる日本最大の 
  ジオパーク 
・2億数千万年前から現在までの三陸の 
  大地のなりたちを連続的に観察できる 

三陸復興国立公園 
・平成25年5月に創設 
・平成27年3月31日に「南三陸金華山国定公園」 
  が編入 

平成27年3月31日に編入された地域 

みちのく潮風トレイル 

・青森県八戸市蕪島から福島県相馬市松川浦 
 までの範囲に整備予定のトレイル（歩くための道） 

みちのく潮風トレイル 
気仙沼市内 
20ポイント(地点) 
・岩井崎(潮吹岩) 
・秀ノ山雷五郎像 
・十八鳴浜  
・巨釜・折石 
・神の倉の津波石 
・大谷・鹿折金山跡 
・大谷・大沢海岸            
       など 

岩井崎（潮吹岩） 

折石 

三
陸
復
興
国
立
公
園 

折石 

潮吹岩 十八鳴浜 



南 南 
南 

北 

両 

両 

復興のリーディングプロジェクト 交通網 
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－三陸沿岸道路－ 

卯名沢IC（仮） 

本吉IC（仮） 

北 
南 

地場特産品 
販売施設 

大谷IC（仮） 

気仙沼IC（仮） 

大島IC（仮） 

気仙沼北IC（仮） 

唐桑南IC（仮） 
唐桑北IC（仮） 

南 

地場特産品 
販売施設 

  市内に9つの出入口  
           ※階上からのアクセス検討中 

気仙沼港IC（仮） 

用地 事業

約69％ 約32％
約99％ 約41％

1.7km H31年度 約58％ 約20％
7.3km - 約76％ 約31％

約99％ 約75％
100% 約88％

本吉気仙沼道路 約88％ 約47％
（Ⅱ期） 約99％ 約75％

4.0km H30年度 約86％ 約27％
8.0km － 約97％ 約36％

各事業区間の進捗状況

4.0km

7.1km

開通予定延　長

10.0km

事業区間名

本吉気仙沼道路

歌津本吉道路

気仙沼道路

唐桑高田道路

－

H29年度

H30年度

進捗率

下段：H27.3.31現在
上段：H26.3.31現在

 大谷IC（仮）−気仙沼IC（仮）間 
      ⇒平成29年度開通予定 

 気仙沼IC（仮）−気仙沼港IC（仮）間 
      ⇒平成31年度開通予定 

 唐桑北IC（仮）〜以北 
      ⇒平成30年度開通予定 

歌津本吉道路 
L=12.0km W=13.5m 

気仙沼道路 
L=9.0km W=13.5m 

L=1.7km 
L=7.3km 

唐桑道路 

唐桑高田道路 
L=10.0km W=13.5m 



 橋の全長：L=1,344m（斜張橋部分：L=680m） 

    →斜張橋では東北地方最長になる見込み 

 平成26年6月29日着工式開催 

ライトアップ計画中 

復興のリーディングプロジェクト 交通網 
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－三陸道気仙沼湾横断橋－ 

平成30年3月橋台部分完成予定 



浪板
大浦

二ノ浜
三ノ浜

磯草

浦の浜

小々汐

朝日町
東八幡前

(仮)大島IC
(仮)気仙沼北IC

二ノ浜1号トンネル

二ノ浜2号トンネル

大島架橋

磯草3・4・5号トンネル

三陸沿岸道路 
気仙沼北ＩＣ（仮） 

大島ＩＣ（仮） 浦島1号トンネル 
浦島2号トンネル 

気仙沼大島大橋 
（愛称）鶴亀大橋 

・橋 長：L=356m  中路アーチ型  ・幅 員：W=9.5m（車道7.0m，歩道2.5m） 

乙姫1号トンネル 
乙姫2号トンネル 

乙姫3号トンネル 

気仙沼大島龍宮海道 

鹿折(浦島)側 大島側 

復興のリーディングプロジェクト 交通網 
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－大島架橋－ 

 平成26年  9月 本土側トンネル・大島側トンネル全て貫通 
 平成26年11月 大島架橋本体工事着工式 
 平成28年度末   橋桁架設予定 

平成30年度完成予定 



復興のリーディングプロジェクト 医療の充実 
19 

－新病院建設事業－ 

場所：赤岩杉ノ沢 地内 
診療科目：18科（現在の診療科と同じ） 
病 床 数：340床（一般336床(うち48床は回復期リハビリテーション病床)，感染症4床）    
   

設 計 業 務

用 地 取 得

造 成 工 事

建築・外構工事

新 病 院 開 院

H29年度整備計画概要 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

平成29年4月末工事完了（予定），同年11月開院（予定） 

完成予想図 現況（平成27年9月24日現在） 

建設事業スケジュール 



２ JR気仙沼線・大船渡線の復旧 
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◆震災前から地域の基幹交通としての鉄道特性を十分に発揮できる利用者水準と
は言い難い状況。持続的に役割を果たせなくなる恐れ。 

 

◆BRTによる仮復旧によって，新駅設置，復興の進捗に合わせた運行ルートや駅位
置の変更，速達性・定時性・利便性の確保による機能の維持・向上を図ることが
でき，地域の実情に合致した交通手段となっている。 

 

◆今後も，これに加えて沿線自治体からの要望に基づく新駅設置や地域の拠点と
しての駅の活用，交流人口の拡大に向けた利便性向上，産業・観光振興による地
域活性化等，地域のニーズに柔軟にお応えすることで地域交通としての役割を果
たしていきたい。 

 

◆震災前 ：12駅，1～3.5時間おきバラつきある19本，所要65分。 
 BRT現在：17駅，0.5～1時間おきパターン運行による29～53本， 
           専用道化率37%，所要74分。 
  BRT将来：17駅+α，0.5～1時間おきパターン運行による29～53本， 
           専用道化率51%，所要74分以下。 
 

◆延伸が図られる三陸道を利用した高速バスとの連携や，フィダー交通※と連携し
た交通ネットワークの確保の観点からも両線の担ってきた機能の提供には，引き
続き，現在運行しているBRTが最もふさわしいと考えている。 
※フィダー交通：幹線（主に鉄道を指す）と接続して支線の役割をもって運行される路線バスないしそ
の路線 

 

◆被災地の復興まちづくりが本格化する中，地域が更に発展していくために復興
に貢献する持続可能な手段としてBRTを提案する。 

JR大船渡線の復旧・要点 【JR東日本の提案】 21 



JR大船渡線の復旧・要点 【他市町の動向・本市の対応と考え】 

本市の対応と考え 

●利用者の中心である大船渡市や陸前高田市の意向を尊重す
るとともに，上鹿折駅までのJRとしてのアクセスの将来的
な確保を求める。 

 

●大船渡市，陸前高田市の考えを尊重するとの観点から，BRT
化受け入れ必至と判断 

 

他市町の動向 

▲大船渡市 …BRT受け入れを踏まえ，市として意見を集約中 
 

▲陸前高田市…BRT受け入れを踏まえ，市として意見を集約中 
 

▲全体として年内の結論を目指す。 
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◆震災前から地域の基幹交通としての鉄道特性を十分に発揮できる利用者水準と
は言い難い状況。持続的に役割を果たせなくなる恐れ。 

 

◆BRTによる仮復旧によって，新駅設置，復興の進捗に合わせた運行ルートや駅位
置の変更，速達性・定時性・利便性の確保による機能の維持・向上を図ることが
でき，地域の実情に合致した交通手段となっている。 

 

◆今後も，これに加えて沿線自治体からの要望に基づく新駅設置や地域の拠点と
しての駅の活用，交流人口の拡大に向けた利便性向上，産業・観光振興による地
域活性化等，地域のニーズに柔軟にお応えすることで地域交通としての役割を果
たしていきたい。 

 

◆震災前 ：18駅，1～5時間おきバラつきある19～22本，所要90分。 
 BRT現在：19駅，0.5～1時間おきパターン運行による30～65本， 
           専用道化率41%，所要106分。 
  BRT将来：19駅+α，0.5～1時間おきパターン運行による30～65本， 
           専用道化率90%，所要90分。 
 

◆延伸が図られる三陸道を利用した高速バスとの連携や，フィダー交通※と連携し
た交通ネットワークの確保の観点からも両線の担ってきた機能の提供には，引き
続き，現在運行しているBRTが最もふさわしいと考えている。 
※フィダー交通：幹線（主に鉄道を指す）と接続して支線の役割をもって運行される路線バスないしそ
の路線 

 

◆被災地の復興まちづくりが本格化する中，地域が更に発展していくために復興
に貢献する持続可能な手段としてBRTを提案する。 

JR気仙沼線の復旧・要点 【JR東日本の提案】 23 



JR気仙沼線の復旧・要点 【他市町の動向・本市の対応と考え】 

本市の対応と考え 

●本市としては，鉄道による復旧が基本 
 

●一方で気仙沼線が担ってきた機能が向上し利便性が確保さ
れ地域振興につながるものであれば検討すべき。特に観光
振興等に寄与するJR東日本の取り組みについて，並びに仙
台へのアクセスについて協議を進める。 

 

●並行して市民への状況を説明，意見をJR東日本との協議に
反映させる。 

 

他市町の動向 

▲南三陸町 …BRTでの復旧を受け入れる方針を示した。 
 

▲登米市  …BRTでの復旧を容認。将来的な運行本数の減少 
あるいは廃止とならないよう強く要望する。 

 

▲全体として年内の結論を目指す。 
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３ 気仙沼市の挑戦 ～地方創生～ 
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気仙沼市の挑戦 地方創生 26 
－人口の現状分析・総人口の推移－ 

社人研 
推計値 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研） 

 ⇒本市人口は平成52（2040）年には42,656人と推計 

30年間の人口減少率は42.0%，3万人以上の減少 

人口のピーク 

人口減少率 42％ 
約3万人 減少 



気仙沼市の挑戦 地方創生 27 
－人口の現状分析・年齢3区分別人口構成比の推移（将来）－ 

（人） 

平成52年を境に老年人口と生産年齢人口が逆転 

資料：平成22（2010）年までは国勢調査 
   平成32（2020）年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 
※年齢３区分は年齢不詳人口を含んでいないため、年齢３区分の合計値と総人口数は一致しない。 

総人口 

生産年齢人口 

年少人口 

老年人口 

社人研 
推計値 

老年人口と 
生産年齢人口が逆転 
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人口目標・推計（気仙沼市）（人）

気仙沼市の人口目標・推計

2070年人口の下げ止まり

47,473

Ｖｅｒ．１－１

日本創成会議推計

国立社会保障・人口問題研究所推計

28 
－人口の現状分析・人口ビジョン－ 

若年層の流出を防ぎ、新たな定住促進や産業振興による職場の確保等の多面的な施策により、 
国の目標値を上回る下記数値を採用するものとし、下記の条件を設定のうえ推計する。 
①平成27（2015）年人口を7月末現在の住民基本台帳人口に置換 
②合計特殊出生率  平成22（2010）年:1.44、平成32（2020）年：1.60、 
         平成42（2030）年：1.90、平成52（2040）年以降：2.20 
③社会増減 2021年から2035年までは毎年100人ずつ増加、2036年以降は毎年200人ずつ増加すると仮定 

人口目標：平成52（2040）年の将来人口 53,500人 

気仙沼市の挑戦 地方創生 



29 気仙沼市の挑戦 地方創生 
－様々な意見を取り込み「総合戦略」策定へ－ 

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 

 地域団体・サークル・グループ・NPO・企業・学校等 
⇒主体的な実践取組を募集 

 市内外の個人・団体・企業等 
⇒取組効果の高いアイデア・事業提案を広く募集 

 けせんぬま創生戦略会議分科会 
⇒具体的施策の企画・立案 

 庁内 

気仙沼市まち・ひと・しごと「人口ビジョン」｢総合戦略｣ 

 けせんぬま創生戦略会議 

気仙沼市まち・ひと・しごと創生 
「人口ビジョン」「総合戦略」の検討 

 関係機関・団体意見交換会 



 1980(S55)年をピークに人口は減少し続け、東日本大震災が追い 
打ちをかける。主力産業の漁業・水産業は、国際競争力の激化や全
国的な魚離れなどにより産業規模が連続的に減少。この実情を踏ま
え、今、まさに人口問題を最重要課題と捉え、取組を加速すべき時 
 

① 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        ⇒ 出生率の向上 
② 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  
 高校新卒者市内就職促進による流出減   ⇒ 社会増を達成 
③ 気仙沼を離れていても、様々な形で繋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 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  ⇒ 幸福度の向上 

気仙沼市まち・ひと・しごと創生｢人口ビジョン｣｢総合戦略｣ 骨子 
 趣旨・位置づけ 

気仙沼市の地方創生の位置づけ 
 
 
 
 
 
 
 
総合戦略は、市総合計画に含まれ、総合計画の目標を推進 
 
 
 
 
 
■人口ビジョン 2040(H52)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(H27)年～2019(H31)年に講ずべき施策に 
        関する基本的方向 

○東日本大震災からの創造的復興の達成 
 ・地域の社会課題の解決なくして、真の復興なし 
○市総合計画における本市の目標の実現 
 ・世界に羽ばたく産業のまち 
 ・日本で一番住みたいまち 

１「世界に羽ばたく産業のまち」 
    ～「しごと」創出と「ひと」の流れ ～ 
 

  ◎持続発展可能な産業の振興と市民の経済的安定 
 

２「日本で一番住みたいまち」 
    ～ 暮らしやすさと「まち」の魅力 ～ 
 

  ◎幸福感を感じて暮らし、誇りを持てる故郷づくり 
  ◎安全・安心なまちと自立した地域づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 

 総合戦略（2015～2019年度の政策目標・施策）  

気仙沼市総合計画 
 
 気仙沼市震災復興計画 

気仙沼市人口ビジョン・総合戦略 

 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 
             地方にある「世界の港町」 
              ☆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（2040年の遠方目標） 

【2040年の人口目標】 
 

○目標人口  ５万３，５００人 
 

 合計特殊出生率が2030年に1.90、2040年に2.20に達する 
 人口移動が2035年まで毎年100人、2036年以降毎年200人増 
 
 

 人口の現状分析 

① 全般 
・1980(S55)年の92,246人をピークに減少（国勢調査ベース） 
・住民基本台帳ベースでは、1983(S58)年に減少に転じる 
・老年人口は、1995(H7)年に年少人口の割合を超過。増加を続け 
 る老年人口も、2020(H32)をピークに減少に転じる予想 
・2015(H27)年8月末住民基本台帳人口66,991人(ピークの73%） 
 

② 自然増減・出生数の推移 
・出生数の減少、死亡数の増加により2001(H13)年に自然減に転じ 
 以降は減少の幅が拡大 
・近年の出生数は400人程度、死亡者数は900人程度 
 

③ 合計特殊出生率 
・2013(H25)年時点で1.41と全国平均と同水準 
・2000(H12)年以降は1.4～1.5程度で推移 
 

④ 未婚割合 
・2010(H22)年時点で、男性30～34歳の約50%、35～39歳の約 
 38%が未婚で、国・県平均を2～7ポイント上回る 
 

⑤ 社会増減の推移 
・1970(S45)年以降、1978(S53)年以外のすべての年で転出超過 
・平成に入ってからは、300～1,000人の転出超過 
・転出先･転入元とも、県内は仙台市、県外は岩手県、東京都が多い 
 

⑥ 年齢階級別人口移動の推移 
・15～24歳の転出超過の割合が突出 
・1歳階級別では、18歳はすべてマイナス 
 2010(H22)～2015(H27)の各18歳時の減少率は22～30% 
 

⑦ 東日本大震災の影響 
・2011(H23)の人口動態は△4,198(自然△1,800、社会△2,398) 
 

⑧ 就業人口の推移等 
・2010(H22)年 32,519人(1990(H2)年比△11,903人、△26.8％) 
・女性就業率は、2000(H12)年以降、約60％で横ばい 
・昼夜間人口比率は、1990(H2)年以降、100％前後で横ばい 

 人口減少問題に対する基本認識、基本的視点 

しごと・雇用 

同時並行 

相乗的展開 

発信 

定住・交流 

結婚・出産・子育て 魅力ある地域 

将来都市像 

 基本目標・具体的施策  

 ＰＤＣＡサイクルと評価指標  

 推進と検証  
 

・計画策定に関わった「けせんぬま創生戦略会議」による検証 
・今後とも、多様な市民の参加による活発・多彩な議論を行う 
・地方創生のスタート戦略 ⇒ 各種状況勘案し、見直しを重ねる 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 ⇒ 施策の実効性の確保 
・数値目標、ＫＰＩ（重要業績評価指標）による成果の測定 
・個人・団体等が役割と目標を自覚し、協働 

１ 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 
 
 
 ① 基幹産業の進化 
 ② 起業しやすい環境・新産業への挑戦 
 ③ 企業や教育・研究機関等の誘致 
 ④ 人材育成、雇用確保 
 

２ 人と自然が共生するまちをつくり、気仙沼ファンを育て、本市 
 への新しい人の流れをつくる 
 
 
 ① ＵＩターン等受入れ体制整備、第二市民積極的受入れ 
 ② 交流人口の拡大、戦略的プロモーション 
 ③ 市外避難者等の帰郷支援 
 

３ 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 
 
 
 ① 未婚対策・出産支援・子育て支援 
 ② 健康長寿社会の形成 
 

４ 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 
 
 
 ① 持続可能なコミュニティの維持 
 ② 気仙沼らしさ・スローライフの推進 
 ③ 環境負荷の少ない社会の構築 
 ④ 安全・安心なまちの実現 
 ⑤ ふるさと教育の実践 

気仙沼で働く 

気仙沼に住まう・集う 

気仙沼で産む・育む・見守る 

気仙沼で暮らす・学ぶ 

気仙沼市の人口目標･推計 

2070年人口の下げ止まり 
   ↓ 
   47,473 日本創成会議推計 

国立社会保障・人口問題研究所推計 
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 施策１ 

基幹産業の進化 

施策２ 

起業しやすい環境・新産業への挑戦 

施策３ 

企業や教育・研究機関等の誘致 

施策４ 

人材育成・雇用確保 

視
点 

・生産現場の合理化強化(農林水産関係施設・設備) 

・水産加工品の高付加価値化 

・気仙沼産品・製品のブランド化 

・国内外の販路拡大 

・観光の産業化 

・起業支援 

・新事業・新産業の創出 

・国際リニアコライダー誘致 

・企業誘致（本社・研究所・研修所等移転、 

 サテライトオフィス） 

・政府関係機関誘致 

・教育機関誘致（大学・専門学校等） 

・多様な人材の確保 

・人材育成 

・若者の定着・Ｕターン 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

☆地場産品全国プロモーション事業 

○水産資源活用研究会 

○三陸気仙沼の求評見本市 

○高度衛生管理対応型「新魚市場」整備 

○水産加工施設等集積地整備 

○赤岩港水産加工団地整備 

○津波対応型造船・燃油施設整備 

○制度融資の拡大 

○水産業共同利用施設復興整備 

○生産性向上支援 

           など 

☆創造的産業復興支援事業 

◎国際リニアコライダーの誘致活動 

○民間投資促進特区 

○新規就農、経営継承総合支援 

○６次産業化推進事業 

○地域商業・商店街振興支援 

○東北未来創造イニシアチブ経営未来塾 

○被災宅地の有効利用 

など 

◎企業誘致・新産業振興事業 

○トップセールス 

○ゴーヘイ！気仙沼の会 

○企業立地奨励補助 

○企業立地セミナー 

○ビジネス・リンク 

◎水産総合研究センター開発調査センター移転申請 

◎専門学校の誘致 

など 

☆漁船乗組員確保・育成支援事業 

☆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 

○雇用創造協議会 

○緊急雇用創出、復興支援員 

○水産加工従業員宿舎整備補助 

○国内外先進地研究視察 

○医学生等奨学金貸付 

○三陸沿岸道路の整備促進 

○大島架橋の整備促進 

◎介護職員初任者研修（通信制）事業 など 

事
業
例 

◆輸出力増強事業 

（スローシティ×グローバル販売戦略「二兎追いプロジェクト」） 

▲低利用魚高付加価値化事業 

 

 

 

■特許・商標登録支援（まちの弁理士） 

■ICT を活用した生産効率改善（インダストリー4.0 等）

■都市部飲食店における気仙沼産品常時取扱い 

◆課題解決提案コンペ事業 

（起業を応援するｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの港ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

◆インドネシアとの産業連携 

（インドネシアとの絆ムスリムの街気仙沼へ IZANAU【誘う】  

 

 

 

■廃校の新産業利活用 

 

▲品質検査等機関誘致（気仙沼研究分析ラボ） 

 

 

 

 

 

 

■東京特別区指定保養所誘致 

▲養殖業後継者育成事業（55 歳からの漁師計画） 

 

 

 

 

 

 

■地元就職者奨学金返済免除 

市
民
提
案
、
庁
内
提
案 

分
科
会
提
案
等 

 

（Ⅰ）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 

◇製造品出荷額 950億円（H22の90% ← H25:573億円 H24:387億円 H22:1,051億円 県工業統計） 

◇市民の総所得金額 681億円（H22並 ← H26:605億円 H24:455億円 H22:676億円） 

◇新規法人登記件数 年間20件（H20～22の平均 ← H26:30件 H25:52件 H24:52件 H22:10件 H21:16件） 

◇企業誘致件数 年間2件 
◇高校新卒就職者中地元就職(内定)率 60％（← H27:56.0% H25:43.0% H24:29.4% 宮城労働局） 

主
な
指
標 

◆：先導PJ（分科会提案） 
▲：公募PJ（含官民コラボ） 
☆：市先行型事業 
◎：市新規，拡充施策 
○：市現行施策 
■：その他 
赤字：事業概要等掲載 
下線：H28重点事業 

気仙沼市まち・ひと・しごと創生｢人口ビジョン｣｢総合戦略｣  
政策目標と主要施策（Ⅰ） 
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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｣  
政策目標と主要施策（Ⅱ） 

（Ⅱ）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 

◇社会増減 H27~31  261人増、H32~  年間100人社会増（← H26:△301人 H23:△2,398人 H22:△407人） 

◇ふるさと納税の寄付件数 2万件・3億円（← H26:2,150人5,700万円） 

◇全国的な移住に関する機関からのあっせん数 年間20世帯 
◇観光宿泊者数 62万人(H34)…観光に関する戦略的方策（← H26:14.5万人 H23:4.0万人 H22:20.3万人） 

◇市外避難者中帰郷希望者の帰郷割合 100％ 

主
な
指
標 

※（ ）書きで目標年次を示している指標は，既存他計画等の目標 
  本戦略評価にあたっては，参考指標とする 

 施策１ 

ＵＩターン等受入れ体制整備 

第二市民積極的受入れ 

施策２ 

交流人口の拡大 

戦略的プロモーション 

施策３ 

市外避難者等の帰郷支援 

視
点 

・移住相談体制の整備 

・気仙沼ファンの拡大（移住予備軍の拡大） 

・空き家の活用 

・就職相談 

・観光受入れ体制の整備 

・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 

・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 

・住宅の確保 

・就職相談体制 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

☆空き家等実態調査・定住促進事業 

○災害公営住宅の戦略的活用 

○新病院建設 

○公共交通の再編整備 

○コミュニティＦＭの整備・運営 

○市立病院附属看護専門学校 

○医師会附属看護学校 

○私学助成 

 

など 

 

☆観光と食のプロモーション推進事業 

☆市民等観光意識醸成事業 

☆観光施設等無料無線ＬＡＮ整備事業 

☆着地型観光促進事業 

◎魚市場クッキングスタジオ整備・運営 

○教育旅行等の誘致 

○体験型観光 

○震災語り部 

○みちのく潮風トレイル、三陸ジオパーク 

など 

○市内避難者情報提供 

○住宅整備 

○県外避難者交流会 

○写真救済プロジェクト 

など 

事
業
例 

◆Ｉターン支援事業（おらほの町のコンシェルジュ） 

（Ｉターン予備軍爆増計画：ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ､ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入れ） 

▲海と芸術のまち（クリエイター対象のアトリエ提供） 

▲市内専門学校定員増への支援事業 

 

 

■移住体験シャトルバス運行 

■都内へ他市と共同アピールショップ開店 

 

◆気仙沼ファンクラブ拡大事業（真・気仙沼ファンクラブ） 

▲気仙沼市を中心とした三陸沿岸地域の日本型ＤＭＯ構築 

▲マリンスポーツの拠点づくり 

▲文化・スポーツで地域創生（合宿所整備） 

▲インバウンド強化（外国人ストリートの形成「インドネシアストリート」等） 

▲夜間景観の向上（架橋ライトアップ、内湾ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ等） 

▲イベント活性化（みなとまつり時の Mr.ホヤぼーやコンテスト等） 

 

 

 

 

 

 

 

■里帰りツアー及び帰郷券（年 2回分の帰省交通費支援） 

市
民
提
案
、
庁
内
提
案 

分
科
会
提
案
等 

 

◆：先導PJ（分科会提案） 
▲：公募PJ（含官民コラボ） 
☆：市先行型事業 
◎：市新規，拡充施策 
○：市現行施策 
■：その他 
赤字：事業概要等掲載 
下線：H28重点事業 
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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｣  
政策目標と主要施策（Ⅲ） 

（Ⅲ）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 

◇合計特殊出生率 H27~H31  1.44、H32~  1.60（← H26:1.47 H25:1.41 H24:1.30 H22:1.44） 

◇出生数 430人（← H26:383人  H25:376人  H24:359人  H22:440人  県衛生統計年報） 

◇保育施設待機児童数 0人（← H27.4月:7人） 

◇健康寿命 男性80歳、女性86歳（← H26:男性78歳、女性82歳 県） 

主
な
指
標 

 施策１ 

未婚対策 

 

出産支援 

 

子育て支援 

施策２ 

健康長寿社会の形成 

視
点 

・出会いの支援             ・不妊や不育症対策 

・妊産婦・乳幼児ケア 

・保育・放課後児童対策   ・保育士等の人材確保 

・男性の育児参画      ・女性の働く環境 

・ワーク・ライフ・バランス ・子どもの貧困対策 

・若い世代の経済的安定   ・児童虐待の防止 

・発達支援が必要な子どもへの対応 

・いきがいづくり 

・健康づくり 

・介護予防 

・地域支えあい 

・障害や介護が必要になっても自分らしく安心な暮らし 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

○農業後継者結婚相談 

事業補助金 

 

○妊婦健康診査事業 

○父子健康手帳の交付 

○パパママ教室 

○新生児訪問事業、乳児全戸家庭訪問 

◎特定不妊治療費助成事業 

○ブックスタート      ○離乳食教室、かみかみ教室 

○子ども医療費助成     ○母子・父子家庭医療費助成 

○家庭児童相談事業 

○保育所・児童館・幼稚園運営・支援 

○子ども・子育て支援事業（子育て支援ｾﾝﾀｰ・学童保育等） 

◎児童福祉施設等の整備・充実 

◎多子世帯保育施設保育料軽減 

                           など 

 

 

○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 

○看護・介護・福祉人材の育成・確保対策事業 

○認知症施策の推進（サポーター養成、初期集中支援 

チームの設置、ケアパスの作成） 

○いきいき学園 

○市民文化祭 

など 

事
業
例 

▲婚活プロジェクト 

（漁師婚パーティー、自分

磨き講座等） 

 

▲３人目の出産奨励 

（一家族子だくさんプロジェクト 

 :３子以降出産･子育て費用無料化） 

 

 

 

 

 

■産前産後ヘルパー派遣事業 

■不妊治療休暇制度 

 

◆母親が働きやすい企業環境づくり啓発（うぶすなプロジェクト） 

◆子育て・イベントなど生活情報の発信強化（新しい気仙沼の楽

しみ方発見事業） 

◆多世代交流ハウス整備（子どもが真ん中プロジェクト） 

 

 

 

 

■病児保育、企業内保育 

■乳幼児のお散歩公園整備 

▲市民農園 

▲高齢者が講師を務める各種講座 

 

 

■健康マイレージ（健康づくりポイント制度） 

■各種健康診断の自己負担軽減 

■カルチャーセンターやスポーツジムの充実 

■トリムコースの整備 

■閑散時間帯限定の高齢者割引（カラオケ、ボウリン

グ、スポーツ施設等） 

 

市
民
提
案
、
庁
内
提
案 

分
科
会
提
案
等 

 

◆：先導PJ（分科会提案） 
▲：公募PJ（含官民コラボ） 
☆：市先行型事業 
◎：市新規，拡充施策 
○：市現行施策 
■：その他 
赤字：事業概要等掲載 
下線：H28重点事業 
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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｣  
政策目標と主要施策（Ⅳ） 

（Ⅳ）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 

◇幸福感 調査平均値6.7(全国平均)（← H27市調査結果5.6） 

◇汚水処理人口普及率 50.6％…一般廃棄物処理基本計画（← H25:39.6% H24:40.3% H22:42.8%） 

◇自主防災組織率（浸水地域の組織率） 100％(H32) （← H26:36.3% H22:54.8%） 

◇避難訓練実施自治会 100％（← H26:25.3%） 

◇海洋教育に取り組む学校 100％（← H27:35%） 

主
な
指
標 

 施策１ 

持続可能なコミュニティの維持 

施策２ 

地域らしさ・スローライフの推進 

施策３ 

環境負荷の少ない社会の構築 

施策４ 

安全・安心なまちの実現 

施策５ 

ふるさと教育の実践 

視
点 

・地域の活動拡充 

・地域コミュニティ維持 

・地域人材育成 

・地域生活維持 

・食（スローフード） 

・歴史・文化・芸能 

・環境への負荷が少ないエネルギー 

・低炭素社会づくり 

・公共用水域の水質保全 

・地域防災力の充実・強化 

・災害に強い復興まちづくり 

・安心な生活環境の確保 

・学力・創造力の向上 

・小・中・高等学校と地域の協働 

・大学等との連携 

・体力向上、スポーツ文化の興隆 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

○自治活動支援事業 

○まちづくり協議会活動支援 

○公民館活動 

○市民活動支援センター 

◎地域リーダー養成塾 

○公共交通の再編整備 

など 

○スローフード推進事業 

○魚食普及事業 

○プチシェフコンテスト 

○転入奥様のための気仙沼講座 

○花いっぱい運動 

○市民写真コンクール 

○郷土の可能性を高める教育の実践 

など 

○再生可能エネルギー(太陽光発電

等)導入の推進 

○下水道の普及促進 

○低炭素社会対応型浄化槽集中整備 

○ごみの減量化、再資源化 

○間伐材搬出支援 

など 

○災害に強いまちづくり 

○情報伝達体制の強化 

○防災拠点等の整備・充実 

○防災知識の普及 

○地区津波避難計画策定 

○避難誘導標識の設置 

○自主防災組織の育成強化 

○消防団強化・婦人防火クラブ育成 

○避難行動要支援者避難支援の充実 

○防犯思想の普及 

      など 

○ＥＳＤ（世界に開かれた海洋教育、

防災教育、伝統文化等）の推進 

○地域人材の活用 

○子ども・市民の読書活動の推進 

○教育・スポーツ施設の整備 

○協働教育の推進 

○文化遺産を活用したまちづくり 

○地域のジオ環境(歴史･文化)を学ぶ事業  

など 

事
業
例 

▲市民手作り公園（バラ園） 

 

 

 

 

 

 

 

■地域通貨 

 

◆気仙沼らしい宿泊プラン開発 

（日本一朝ごはんが美味しい町にするプロジェクト） 

▲景観コードによるまちづくり 

▲気仙沼での生活ガイド発刊（１か

月 10万円生活等） 

 

 

■有害鳥獣商品化 

■日本版ＣＣＲＣ（高齢者の健康な

時からの地方移転） 

▲木質バイオマスプラント 

▲風力発電 

 

 

 

 

 

■メガソーラー 

■カーシェアリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防犯カメラ付き自動販売機設置 

◆小学生の地元のしごと場体験プロ

グラム｢ちょすワーク｣ 

◆体験学習プログラム開発 

（けせんぬま学び応援プロジェクト） 

◆地域のあそび体験の場創出 

（気仙沼アソビ発見･世代交流プログラム） 

▲市民向け郷土史発刊 

 

※（ ）書きで目標年次を示している指標は，既存他計画等の目標 
  本戦略評価にあたっては，参考指標とする 

◆：先導PJ（分科会提案） 
▲：公募PJ（含官民コラボ） 
☆：市先行型事業 
◎：市新規，拡充施策 
○：市現行施策 
■：その他 
赤字：事業概要等掲載 
下線：H28重点事業 
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気仙沼市の挑戦 地方創生 

• 気仙沼に興味をお持ちの企業や団体に、気仙沼の現況や参入メリット、優遇制度等の情
報を提供するとともに、関係団体や地元企業との交流の場を作ることにより、産業や企業
の誘致の促進を図り、気仙沼の産業の創造的復興を目指す会 

  →メルマガ登録数 ６６５社 
 

35 
－活躍の場の創生・ゴーヘイ！気仙沼の会（企業誘致）－ 



36 気仙沼市の挑戦 地方創生 
－活躍の場の創生・企業・新産業創出－ 

気仙沼市創造的産業復興支援事業費補助金 

平成24年度：10事業者に対して交付（計 7,500万円） 

平成27年度：4事業者に対して交付（計 3,000万円） 

取組事例 
 インターネットによる地元企業の集客支援 
 サメから抽出したコラーゲンを利用した美容食品の開発・製造販売など 
 気仙沼における林地残材の活用を図ることを目的とした薪ボイラーの販売・リースなど 
 気仙沼の観光素材発掘とそれを活用したエコ・体験型ツアーの企画・運営など 
など 

取組事例 
 気仙沼産食材を活用した新商品の開発・製造販売 
など 

新規創業や地域資源などを活用する新規事業を行う事業者に対し費用の一部を補助 

雇用の創出・販路開拓 



37 

魚価低迷・燃油高騰 
担手不足・資源枯渇 
輸入量増・消費量減 

課題 
山積 

これまで気仙沼になかった 
若者が都市部で培った知識や技能を活かせるような職場・ 
生活環境を創出できないか。 

水産資源活用研究会 
 気仙沼資源の成分を活用した「機能性商品」の開発・市場導入 
 気仙沼資源を活用した「+αの商品」の開発・市場導入 
 新たな産業・雇用の創出 
 Iターン者・Uターン者の獲得 

サメコラーゲンを原料とした化粧品の開発 
⇒平成27年7月販売開始 
ホヤエキスを用いた調味料の開発 
⇒平成27年8月地元先行販売開始 

元に戻す 
「復旧」でよいのか 震災 

気仙沼市の挑戦 地方創生 
－気仙沼の水産資源を利用した新たな産業・雇用の創出－ 



 重点分野⇒エネルギー・食・観光 

 気仙沼市雇用創造協議会が主体 

気仙沼市の挑戦 地方創生 38 
－活躍の場の創生・産業・人材育成－ 

実践型地域雇用創造事業（平成25年度~平成27年度） 

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、 
本吉町観光協会、宮城県気仙沼地方振興事務所の6団体で構成 

平成25~26年度 
 15事業実施 
 受講者304名中135名が就職・創業 

雇用拡大・人材育成講座の開催 
事業主と求職者のマッチング事業 
食の新メニュー・新商品の開発・観光資源の発掘 

地域の雇用を創造 

平成27年度 
 「気仙沼マドレーヌ」レシピ開発 
 ⇒気仙沼菓子組合へレシピ提供 
 ⇒販売開始 

セミナーの様子 

 事業内容 



□ 人材育成道場「経営未来塾」 
  1期（2013年4月～10月）  ：16名 
  2期（2014年2月～ 8月）  ：19名 
  3期（2014年10月～翌3月）：16名 
  4期（2015年8月～翌2月） ：16名 
 

□ 社会イノベーター公志園  
  決勝大会誘致 
 

□ 海外視察 
  第1回水産業先進地視察 欧州 2013年1月 15名 
    第2回水産業先進地視察 欧州 2014年5月 12名 
  観光先進地視察 ニュージーランド 2015年4月 13名 
  ILC誘致に関する視察 欧州 2015年5月  
 

□ ２度の未来創造ラウンド討議 
 

□ 市民向け公開フォーラム 
 

 

  イノベーターの育成 

「経営未来塾」講師陣 
・有限責任監査法人トーマツ 
・新日本有限責任監査法人 
・（株）日本政策投資銀行 
・（株）博報堂 
・マッキンゼー・アンド・カンパニー 
・NPO法人 アイ・エス・エル 
・あらた監査法人 
・あずさ監査法人 

経営未来塾第3期 開講式 

39 気仙沼市の挑戦 地方創生 
－人材育成－ 



観光戦略の概要 
□ 計画期間        H25年度～H34年度 

  ・ ３つの将来像 
    1．気仙沼の強みを活かした観光振興 

     2．ビルド・バック・ベター   

       3．人とのつながりを大事にするまち 

  ・ 数値目標                 入 込 数     宿泊者数 
  （震災前数値             260万人   21万人）  
      → 短期 ( 3年以内)    150万人     30万人 
       → 中期 ( 6年以内)    250万人     39万人 
       → 長期 (10年以内)   330万人     62万人 

 □ 中核的な「２大戦略」  
  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 
             ①魚市場を中心とした港資源と食ブランド        ②震災の遺構と伝承、復興する人々 
  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 
             魚市場周辺への観光総合サービス拠点の設置等 

・戦略の中核的推進機関の設置(平成25年6月） 
 →（一社）リアス観光創造プラットフォームの設立 
  
・観光推進特区の認定 (平成25年6月）              
  → 観光関連産業の復興推進と集積化 
                平成26年12月末現在 延べ72事業所 観光コンテンツに関する会議の様子 

40 気仙沼市の挑戦 地方創生 
－交流人口の拡大・観光戦略会議－ 



箱や 
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氷や 

加工工場 

「水産と観光の融合」による、 
気仙沼だけの「オンリーワン・コンテンツ」 

「観光チーム気仙沼」 
でのコンテンツ開発 

気仙沼漁師カレンダー2014 
第65回全国カレンダー展経済産業大臣賞受賞 

気仙沼じゃらん 
Vol.2まで発行（計10万部） 

漁船見学 漁師体験 塩辛づくり 

魚市場を核としたコンテンツ 

気仙沼市の挑戦 地方創生 
－交流人口の拡大・着地型観光コンテンツの開発①－ 
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食
の
開
発 

気仙沼ならではの食を開発し、その
食を目的とした観光誘客に繋げる。
市内６店舗と協働し、メカジキを活
用した「メカしゃぶ」「メカすき」を開発。 
○メカジキは気仙沼が水揚げ日本一。 
○都会では食べられない産地ならではの 
   美味しさ。 

○現在、市内外への広報活動を実施中。 
 
 地元寿司職人と加工業者が協働
して生まれた、「気仙沼ふかひれ丼」
2カ月間天日で丸干しした黄金色の
気仙沼産ふかひれを使用。  
○市内10店舗以上が参加。 

○ふかひれの量は150 g以上を使用。 

○東京では実現できない、産地ならではの  

  価格とボリューム。 

 

メカしゃぶ メカすき 

気仙沼ふかひれ丼 

気仙沼市の挑戦 地方創生 
－交流人口の拡大・着地型観光コンテンツの開発②－ 



第二市民構想 
長期滞在者の拡大 

自然・食・文化施設（図書館など） 

定住人口の減少を支える旅行消費額 

定住人口1人減少による年間消費額の減少 
121万円 

旅行消費額による支え 
 

外国人旅行者11人分（11.2万円/人） 
または 

国内旅行者（宿泊）26人分（4.7万円/人） 
※国内旅行者（宿泊）61人分（2.0万円/人） 

（目的地での使用金額ベース・推計） 
または 

国内旅行者（日帰り）81人分（1.5万円/人） 
＝

 

第22回交通政策審議会観光分科会資料により作成 
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観
光
戦
略 

地
方
創
生
戦
略 

気仙沼市の挑戦 地方創生 
－交流人口の拡大・観光戦略－ 



気仙沼市の挑戦 地方創生 
－交流人口の拡大・観光戦略に基づく人口推計－ 

67,179 58,286
53,557

50,376 48,368 50,738
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気仙沼市の人口目標・推計
2070年人口の下げ止まり

47,473

Ｖｅｒ．１－２

気仙沼市の人口目標・推計

＋旅行消費額（宿泊者数のみ）による支え分
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観光戦略における数値目標 
 3年以内（2013年度～2015年度） 宿泊者数30万人 
 6年以内（2016年度～2018年度） 宿泊者数39万人 
 10年以内（2019年度～2022年度） 宿泊者数62万人  
 ※2023年度以降の宿泊者数は同数で推計 

 観光戦略に基づく人口推計として、「気仙沼市の人口目標・推計（その１）」で推計した数値に、旅行消費額による支え
分人口を加味したものである。 

 「定住人口1人減少（年間消費額121万円の減少）＝国内旅行者（宿泊）61人分（2.0万円/人）とし，観光戦略における
目標数値から旅行消費額による支え分人口を算出して推計する。平成52（2040）年の将来人口は、63,721人である。 



気仙沼市の挑戦 地方創生 

⇒ I・Uターン，長期滞在者のために 

      災害公営住宅の戦略的活用 
         ※ 整備箇所数：28地区 整備予定戸数：2,139戸 
 

45 
－交流人口の拡大・住まい・滞在先－ 



とっておきの話    I L C (International Linear Collider) 

効果：国内外の研究者，技術者の移住や各国の企業が集まり，知的産業を中核とした
国際都市が造られることになる。 
〔建設費は約1兆1,000億円 建設から20年間の経済効果は4兆4,600億円とも〕 

気仙沼市はラボ(組立工場）の立地，派生技術による産業群の集積，研究者・
技術者と家族の居住・余暇利用などに期待。 

46 



ご静聴ありがとうございました。 
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 1980(S55)年をピークに人口は減少し続け、東日本大震災が追い 
打ちをかける。主力産業の漁業・水産業は、国際競争力の激化や全
国的な魚離れなどにより産業規模が連続的に減少。この実情を踏ま
え、今、まさに人口問題を最重要課題と捉え、取組を加速すべき時 
 

① 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        ⇒ 出生率の向上 
② 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  
 高校新卒者市内就職促進による流出減   ⇒ 社会増を達成 
③ 気仙沼を離れていても、様々な形で繋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 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  ⇒ 幸福度の向上 

【別添資料】気仙沼市まち・ひと・しごと創生｢人口ビジョン｣｢総合戦略｣ 骨子 

 趣旨・位置づけ 

気仙沼市の地方創生の位置づけ 
 
 
 
 
 
 
 
総合戦略は、市総合計画に含まれ、総合計画の目標を推進 
 
 
 
 
 
■人口ビジョン 2040(H52)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(H27)年～2019(H31)年に講ずべき施策に 
        関する基本的方向 

○東日本大震災からの創造的復興の達成 
 ・地域の社会課題の解決なくして、真の復興なし 
○市総合計画における本市の目標の実現 
 ・世界に羽ばたく産業のまち 
 ・日本で一番住みたいまち 

１「世界に羽ばたく産業のまち」 
    ～「しごと」創出と「ひと」の流れ ～ 
 

  ◎持続発展可能な産業の振興と市民の経済的安定 
 

２「日本で一番住みたいまち」 
    ～ 暮らしやすさと「まち」の魅力 ～ 
 

  ◎幸福感を感じて暮らし、誇りを持てる故郷づくり 
  ◎安全・安心なまちと自立した地域づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 

 総合戦略（2015～2019年度の政策目標・施策）  

気仙沼市総合計画 
 
 気仙沼市震災復興計画 

気仙沼市人口ビジョン・総合戦略 

 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 
             地方にある「世界の港町」 
              ☆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（2040年の遠方目標） 

【2040年の人口目標】 
 

○目標人口  ５万３，５００人 
 

 合計特殊出生率が2030年に1.90、2040年に2.20に達する 
 人口移動が2035年まで毎年100人、2036年以降毎年200人増 
 
 

 人口の現状分析 

① 全般 
・1980(S55)年の92,246人をピークに減少（国勢調査ベース） 
・住民基本台帳ベースでは、1983(S58)年に減少に転じる 
・老年人口は、1995(H7)年に年少人口の割合を超過。増加を続け 
 る老年人口も、2020(H32)をピークに減少に転じる予想 
・2015(H27)年8月末住民基本台帳人口66,991人(ピークの73%） 
 

② 自然増減・出生数の推移 
・出生数の減少、死亡数の増加により2001(H13)年に自然減に転じ 
 以降は減少の幅が拡大 
・近年の出生数は400人程度、死亡者数は900人程度 
 

③ 合計特殊出生率 
・2013(H25)年時点で1.41と全国平均と同水準 
・2000(H12)年以降は1.4～1.5程度で推移 
 

④ 未婚割合 
・2010(H22)年時点で、男性30～34歳の約50%、35～39歳の約 
 38%が未婚で、国・県平均を2～7ポイント上回る 
 

⑤ 社会増減の推移 
・1970(S45)年以降、1978(S53)年以外のすべての年で転出超過 
・平成に入ってからは、300～1,000人の転出超過 
・転出先･転入元とも、県内は仙台市、県外は岩手県、東京都が多い 
 

⑥ 年齢階級別人口移動の推移 
・15～24歳の転出超過の割合が突出 
・1歳階級別では、18歳はすべてマイナス 
 2010(H22)～2015(H27)の各18歳時の減少率は22～30% 
 

⑦ 東日本大震災の影響 
・2011(H23)の人口動態は△4,198(自然△1,800、社会△2,398) 
 

⑧ 就業人口の推移等 
・2010(H22)年 32,519人(1990(H2)年比△11,903人、△26.8％) 
・女性就業率は、2000(H12)年以降、約60％で横ばい 
・昼夜間人口比率は、1990(H2)年以降、100％前後で横ばい 

 人口減少問題に対する基本認識、基本的視点 

しごと・雇用 

同時並行 

相乗的展開 

発信 

定住・交流 

結婚・出産・子育て 魅力ある地域 

将来都市像 

 基本目標・具体的施策  

 ＰＤＣＡサイクルと評価指標  

 推進と検証  
 

・計画策定に関わった「けせんぬま創生戦略会議」による検証 
・今後とも、多様な市民の参加による活発・多彩な議論を行う 
・地方創生のスタート戦略 ⇒ 各種状況勘案し、見直しを重ねる 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 ⇒ 施策の実効性の確保 
・数値目標、ＫＰＩ（重要業績評価指標）による成果の測定 
・個人・団体等が役割と目標を自覚し、協働 

１ 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 
 
 
 ① 基幹産業の進化 
 ② 起業しやすい環境・新産業への挑戦 
 ③ 企業や教育・研究機関等の誘致 
 ④ 人材育成、雇用確保 
 

２ 人と自然が共生するまちをつくり、気仙沼ファンを育て、本市 
 への新しい人の流れをつくる 
 
 
 ① ＵＩターン等受入れ体制整備、第二市民積極的受入れ 
 ② 交流人口の拡大、戦略的プロモーション 
 ③ 市外避難者等の帰郷支援 
 

３ 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 
 
 
 ① 未婚対策・出産支援・子育て支援 
 ② 健康長寿社会の形成 
 

４ 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 
 
 
 ① 持続可能なコミュニティの維持 
 ② 気仙沼らしさ・スローライフの推進 
 ③ 環境負荷の少ない社会の構築 
 ④ 安全・安心なまちの実現 
 ⑤ ふるさと教育の実践 

気仙沼で働く 

気仙沼に住まう・集う 

気仙沼で産む・育む・見守る 

気仙沼で暮らす・学ぶ 

気仙沼市の人口目標･推計 

2070年人口の下げ止まり 
   ↓ 
   47,473 日本創成会議推計 

国立社会保障・人口問題研究所推計 



1 
 

 

政策目標と主要施策(Ⅰ) 

 

(Ⅰ) 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 

主
な
指
標 

◇製造品出荷額 950億円（H22の 90% ← H25:573億円 H24:387億円 H22:1,051億円 県工業統計） 

◇市民の総所得金額 681億円（H22 並 ← H26:605 億円 H24:455億円 H22:676億円） 

◇新規法人登記件数 年間 20件（H20～22の平均 ← H26:30件 H25:52件 H24:52件 H22:10 件 H21:16 件） 

◇企業誘致件数 年間 2件 

◇高校新卒就職者中地元就職(内定)率 60％（← H27:56.0% H25:43.0% H24:29.4% 宮城労働局） 

 
 
 
 
 施策１ 

基幹産業の進化 

施策２ 
起業しやすい環境・新産業への挑戦 

施策３ 
企業や教育・研究機関等の誘致 

施策４ 
人材育成・雇用確保 

視
点 

・生産現場の合理化強化(農林水産関係施設・設備)  
・水産加工品の高付加価値化 
・気仙沼産品・製品のブランド化 
・国内外の販路拡大 
・観光の産業化 

・起業支援 
・新事業・新産業の創出 
・国際リニアコライダー誘致 

・企業誘致（本社・研究所・研修所等移転、 
 サテライトオフィス） 
・政府関係機関誘致 
・教育機関誘致（大学・専門学校等） 

・多様な人材の確保 
・人材育成 
・若者の定着・Ｕターン 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

☆地場産品全国プロモーション事業 
○水産資源活用研究会 
○三陸気仙沼の求評見本市 
○高度衛生管理対応型「新魚市場」整備 
○水産加工施設等集積地整備 
○赤岩港水産加工団地整備 
○津波対応型造船・燃油施設整備 
○制度融資の拡大 
○水産業共同利用施設復興整備 
○生産性向上支援 

           など 

☆創造的産業復興支援事業 
◎国際リニアコライダーの誘致活動 
○民間投資促進特区 
○新規就農、経営継承総合支援 
○６次産業化推進事業 
○地域商業・商店街振興支援 
○東北未来創造イニシアチブ経営未来塾 
○被災宅地の有効利用 

など 

◎企業誘致・新産業振興事業 
○トップセールス 
○ゴーヘイ！気仙沼の会 
○企業立地奨励補助 
○企業立地セミナー 
○ビジネス・リンク 
◎水産総合研究センター開発調査センター移転申請  
◎専門学校の誘致 

など 

☆漁船乗組員確保・育成支援事業 
☆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 
○雇用創造協議会 
○緊急雇用創出、復興支援員 
○水産加工従業員宿舎整備補助 
○国内外先進地研究視察 
○医学生等奨学金貸付 
○三陸沿岸道路の整備促進 
○大島架橋の整備促進 
◎介護職員初任者研修（通信制）事業 など 

事
業
例 

◆輸出力増強事業 
（スローシティ×グローバル販売戦略「二兎追いプロジェクト」）  
▲低利用魚高付加価値化事業 
 
 
 
■特許・商標登録支援（まちの弁理士） 
■ICT を活用した生産効率改善（インダストリー4.0 等）

■都市部飲食店における気仙沼産品常時取扱い  

◆課題解決提案コンペ事業 
（起業を応援するｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの港ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 
◆インドネシアとの産業連携 
（インドネシアとの絆ムスリムの街気仙沼へ IZANAU【誘う】  
 
 
 
■廃校の新産業利活用 
 

▲品質検査等機関誘致（気仙沼研究分析ラボ） 
 
 
 
 
 
 
■東京特別区指定保養所誘致 

▲養殖業後継者育成事業（55 歳からの漁師計画）  
 
 
 
 
 
 
■地元就職者奨学金返済免除 

市
民
提
案
、
庁
内
提
案 

分
科
会
提
案
等 

 

◆：先導 PJ(分科会提案)

▲：公募 PJ(含官民ｺﾗﾎﾞ)  

☆：市先行型事業 
◎：市新規、拡充施策 

○：市現行施策 

■：その他 

赤字：事業概要等掲載 

下線：H28 重点事業 

気仙沼市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」（平成 27 年 10 月版より） 
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政策目標と主要施策(Ⅱ) 

 

(Ⅱ) 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 

主
な
指
標 

◇社会増減 H27～31 261人増、H32～ 年間 100人社会増（← H26:△301人 H23:△2,398人 H22:△407人） 

◇ふるさと納税の寄付件数 2万件・3億円（← H26:2,150人 5,700 万円） 

◇全国的な移住に関する機関からのあっせん数 年間 20世帯 

◇観光宿泊者数 62万人(H34)…観光に関する戦略的方策（← H26:14.5万人 H23:4.0万人 H22:20.3 万人） 

◇市外避難者中帰郷希望者の帰郷割合 100％ 

 
 
 
 
 施策１ 

ＵＩターン等受入れ体制整備 

第二市民積極的受入れ 

施策２ 
交流人口の拡大 

戦略的プロモーション 

施策３ 
市外避難者等の帰郷支援 

視
点 

・移住相談体制の整備 
・気仙沼ファンの拡大（移住予備軍の拡大） 
・空き家の活用 
・就職相談 

・観光受入れ体制の整備 
・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 
・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 

・住宅の確保 
・就職相談体制 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

☆空き家等実態調査・定住促進事業 
○災害公営住宅の戦略的活用 
○新病院建設 
○公共交通の再編整備 
○コミュニティＦＭの整備・運営 
○市立病院附属看護専門学校 
○医師会附属看護学校 
○私学助成 
 

など 
 

☆観光と食のプロモーション推進事業 
☆市民等観光意識醸成事業 
☆観光施設等無料無線ＬＡＮ整備事業 
☆着地型観光促進事業 
◎魚市場クッキングスタジオ整備・運営 
○教育旅行等の誘致 
○体験型観光 
○震災語り部 
○みちのく潮風トレイル、三陸ジオパーク 

など 

○市内避難者情報提供 
○住宅整備 
○県外避難者交流会 
○写真救済プロジェクト 

など 

事
業
例 

◆Ｉターン支援事業（おらほの町のコンシェルジュ） 
（Ｉターン予備軍爆増計画：ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ､ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入れ） 

▲海と芸術のまち（クリエイター対象のアトリエ提供） 
▲市内専門学校定員増への支援事業 
 
 
■移住体験シャトルバス運行 
■都内へ他市と共同アピールショップ開店 
 

◆気仙沼ファンクラブ拡大事業（真・気仙沼ファンクラブ） 
▲気仙沼市を中心とした三陸沿岸地域の日本型ＤＭＯ構築 
▲マリンスポーツの拠点づくり 
▲文化・スポーツで地域創生（合宿所整備） 
▲インバウンド強化（外国人ストリートの形成「インドネシアストリート」等）  
▲夜間景観の向上（架橋ライトアップ、内湾ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ等） 
▲イベント活性化（みなとまつり時の Mr.ホヤぼーやコンテスト等）  

 
 
 
 
 
 
 
■里帰りツアー及び帰郷券（年 2 回分の帰省交通費支援） 

市
民
提
案
、
庁
内
提
案 

分
科
会
提
案
等 

 

◆：先導 PJ(分科会提案)

▲：公募 PJ(含官民ｺﾗﾎﾞ)  

☆：市先行型事業 
◎：市新規、拡充施策 

○：市現行施策 

■：その他 

赤字：事業概要等掲載 

下線：H28 重点事業 
※（ ）書きで目標年次を示している指標は、既存他計画等の目標 

本戦略評価にあたっては、参考指標とする 



3 
 

 

政策目標と主要施策(Ⅲ) 

  

(Ⅲ) 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 

主
な
指
標 

◇合計特殊出生率 H27～H31 1.44、H32～ 1.60（← H26:1.47 H25:1.41 H24:1.30 H22:1.44） 

◇出生数 430人（← H26:383 人 H25:376人 H24:359 人 H22:440人 県衛生統計年報） 

◇保育施設待機児童数 0人（← H27.4月:7人） 

◇健康寿命 男性 80歳、女性 86歳（← H26:男性 78 歳、女性 82歳 県） 

 
 
 
 
 施策１ 

未婚対策 

 

出産支援 

 

子育て支援 

施策２ 
健康長寿社会の形成 

視
点 

・出会いの支援             ・不妊や不育症対策 
・妊産婦・乳幼児ケア 

・保育・放課後児童対策   ・保育士等の人材確保 
・男性の育児参画      ・女性の働く環境 
・ワーク・ライフ・バランス ・子どもの貧困対策 
・若い世代の経済的安定   ・児童虐待の防止 
・発達支援が必要な子どもへの対応 

・いきがいづくり 
・健康づくり 
・介護予防 
・地域支えあい 
・障害や介護が必要になっても自分らしく安心な暮らし  

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

○農業後継者結婚相談 
事業補助金 

 

○妊婦健康診査事業 
○父子健康手帳の交付 
○パパママ教室 
○新生児訪問事業、乳児全戸家庭訪問  
◎特定不妊治療費助成事業 

○ブックスタート      ○離乳食教室、かみかみ教室 
○子ども医療費助成     ○母子・父子家庭医療費助成 
○家庭児童相談事業 
○保育所・児童館・幼稚園運営・支援 
○子ども・子育て支援事業（子育て支援ｾﾝﾀｰ・学童保育等） 
◎児童福祉施設等の整備・充実 
◎多子世帯保育施設保育料軽減 
                           など 
 
 

○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 
○看護・介護・福祉人材の育成・確保対策事業 
○認知症施策の推進（サポーター養成、初期集中支援 
チームの設置、ケアパスの作成） 

○いきいき学園 
○市民文化祭 

など 

事
業
例 

▲婚活プロジェクト 
（漁師婚パーティー、自分

磨き講座等） 
 

▲３人目の出産奨励 
（一家族子だくさんプロジェクト 
 :３子以降出産･子育て費用無料化） 
 
 
 
 
 
■産前産後ヘルパー派遣事業 
■不妊治療休暇制度 
 

◆母親が働きやすい企業環境づくり啓発（うぶすなプロジェクト） 
◆子育て・イベントなど生活情報の発信強化（新しい気仙沼の楽

しみ方発見事業） 
◆多世代交流ハウス整備（子どもが真ん中プロジェクト） 
 
 
 
 
■病児保育、企業内保育 
■乳幼児のお散歩公園整備 

▲市民農園 
▲高齢者が講師を務める各種講座 
 
 
■健康マイレージ（健康づくりポイント制度） 
■各種健康診断の自己負担軽減 
■カルチャーセンターやスポーツジムの充実 
■トリムコースの整備 
■閑散時間帯限定の高齢者割引（カラオケ、ボウリン

グ、スポーツ施設等） 
 

市
民
提
案
、
庁
内
提
案 

分
科
会
提
案
等 

  

◆：先導 PJ(分科会提案)

▲：公募 PJ(含官民ｺﾗﾎﾞ)  

☆：市先行型事業 
◎：市新規、拡充施策 

○：市現行施策 

■：その他 

赤字：事業概要等掲載 

下線：H28 重点事業 
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政策目標と主要施策(Ⅳ) 

 

(Ⅳ) 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 

主
な
指
標 

◇幸福感 調査平均値 6.7(全国平均)（← H27市調査結果 5.6） 

◇汚水処理人口普及率 50.6％…一般廃棄物処理基本計画（← H25:39.6% H24:40.3% H22:42.8%） 

◇自主防災組織率（浸水地域の組織率） 100％(H32) （← H26:36.3% H22:54.8%） 

◇避難訓練実施自治会 100％（← H26:25.3%） 

◇海洋教育に取り組む学校 100％（← H27:35%） 

 
 
 
 
 施策１ 

持続可能なコミュニティの維持 

施策２ 
地域らしさ・スローライフの推進 

施策３ 
環境負荷の少ない社会の構築 

施策４ 
安全・安心なまちの実現 

施策５ 
ふるさと教育の実践 

視
点 

・地域の活動拡充 
・地域コミュニティ維持 
・地域人材育成 
・地域生活維持 

・食（スローフード） 
・歴史・文化・芸能 

・環境への負荷が少ないエネルギー 
・低炭素社会づくり 
・公共用水域の水質保全 

・地域防災力の充実・強化 
・災害に強い復興まちづくり 
・安心な生活環境の確保 

・学力・創造力の向上 
・小・中・高等学校と地域の協働 
・大学等との連携 
・体力向上、スポーツ文化の興隆 

市
施
策
（
現
行
・
拡
充
） 

○自治活動支援事業 
○まちづくり協議会活動支援 
○公民館活動 
○市民活動支援センター 
◎地域リーダー養成塾 
○公共交通の再編整備 

など 

○スローフード推進事業 
○魚食普及事業 
○プチシェフコンテスト 
○転入奥様のための気仙沼講座 
○花いっぱい運動 
○市民写真コンクール 
○郷土の可能性を高める教育の実践 

など 

○再生可能エネルギー(太陽光発電

等)導入の推進 
○下水道の普及促進 
○低炭素社会対応型浄化槽集中整備 
○ごみの減量化、再資源化 
○間伐材搬出支援 

など 

○災害に強いまちづくり 
○情報伝達体制の強化 
○防災拠点等の整備・充実 
○防災知識の普及 
○地区津波避難計画策定 
○避難誘導標識の設置 
○自主防災組織の育成強化 
○消防団強化・婦人防火クラブ育成 
○避難行動要支援者避難支援の充実 
○防犯思想の普及 

      など 

○ＥＳＤ（世界に開かれた海洋教育、

防災教育、伝統文化等）の推進 
○地域人材の活用 
○子ども・市民の読書活動の推進 
○教育・スポーツ施設の整備 
○協働教育の推進 
○文化遺産を活用したまちづくり 
○地域のジオ環境(歴史･文化)を学ぶ事業  

など 

事
業
例 

▲市民手作り公園（バラ園） 
 
 
 
 
 
 
 
■地域通貨 
 

◆気仙沼らしい宿泊プラン開発 
（日本一朝ごはんが美味しい町にするプロジェクト）  
▲景観コードによるまちづくり 
▲気仙沼での生活ガイド発刊（１か

月 10 万円生活等） 
 
 
■有害鳥獣商品化 
■日本版ＣＣＲＣ（高齢者の健康な

時からの地方移転） 

▲木質バイオマスプラント 
▲風力発電 
 
 
 
 
 
■メガソーラー 
■カーシェアリング 

 
 
 
 
 
 
 
 
■防犯カメラ付き自動販売機設置 

◆小学生の地元のしごと場体験プロ

グラム｢ちょすワーク｣ 
◆体験学習プログラム開発 
（けせんぬま学び応援プロジェクト） 

◆地域のあそび体験の場創出 
（気仙沼アソビ発見･世代交流プログラム）  
▲市民向け郷土史発刊 

◆：先導 PJ(分科会提案)

▲：公募 PJ(含官民ｺﾗﾎﾞ)  

☆：市先行型事業 
◎：市新規、拡充施策 

○：市現行施策 

■：その他 

赤字：事業概要等掲載 

下線：H28 重点事業 
※（ ）書きで目標年次を示している指標は、既存他計画等の目標 

本戦略評価にあたっては、参考指標とする 
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