
復興から創生へ 
 －みんなが主役のまちづくり－ 

2016年11月30日 
気仙沼市 

階上地区市政懇談会 



人口および世帯数の変化 1 

※1，※2：外国人登録者数を含まず 

気仙沼市全体 外国人登録者数 ※1：人口 464 男 40 女 424 世帯数 402 

※2：人口 264 男 37 女 227 世帯数 225 

平成23年 

2月末 ※1
（A） 

平成24年 

2月末 ※2 

平成27年 

10月末 
（B） 

平成28年 

10月末

（C） 

震災前 
との比較 

C－A 

一年前 
との比較 

C－B 

気
仙
沼
市
全
体 

人口（人） 
【増減率（%）】 74,247 69,986 66,874 66,023 ▲8,224 

【▲11.1%】 
▲851 

【▲1.3%】 

男（人） 35,950 33,879 32,494 32,114 ▲3,836 ▲380 

女（人） 38,297 36,107 34,380 33,909 ▲4,388 ▲471 

世帯数 26,601 25,555 26,237 26,365 ▲    236       128    

階
上
地
区 

人口（人） 
【増減率（%）】 4,795 4,428 4,295 4,263 

▲    532 
【▲11.1%】 

▲   32 
【▲0.7%】 

世帯数 1,567 1,519 1,619 1,624        57 
【3.6%】 

      5 
【0.3%】 

地区別の外国人登録者数データなし 
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5. 市からの情報発信 



1. 復興状況 
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平成24年 1月18日 
（最も多いとき） 

平成28年 10月末 
（現在） 

入居戸数（戸）【入居率】 3,360【95.9%】 1,621【46.3%】 
入居世帯数（世帯） 3,155 1,510 
入居者数（人） 8,288 3,325 

応急仮設住宅（プレハブ型）入居状況 

平成24年 1月31日※1 

（最も多いとき） 
平成28年 9月末※2 

（現在） 

件数（件） 1,602 847 
入居者数（人） 4,737 1,955 

みなし仮設住宅（民間賃貸）の状況 

住居環境 

【当初建設戸数 93箇所 3,504戸  うちグループホーム45戸】 

合計 2,357世帯  5,280人が仮住まい中 

※1：気仙沼市申請受付分 

※2：気仙沼市申請受付分・県内他市町公営住宅及び他県分を含む 
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階上地区 入居戸数 93 戸 / 現戸数 282 戸 解消 平成30年度 （平成28年10月末時点） 



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 32団地 733区画 94.1％ 

H28年度  5団地  39区画 98.4％ 

H29年度  1団地  15区画 100％ 

整備戸数等 完成予定 

38地区 910区画 

（46団地） 

平成28年10月時点において全体の98.4%が完成 

住宅再建 －防災集団移転促進事業－ 

うち 協議会型  37箇所  613区画 

   市誘導型    9箇所  297区画 

済 

済 

済 

建築完了戸数 455戸 
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済 

（注）「完成予定」表中の団地数については，同じ地区内でも完成年度が複数に分かれる場合があることから， 

   全体団地数の46団地と合致しません。 

平成28年10月末時点 

波路上内田地区 波路上杉の下地区 最知川原第2②地区 



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    8.7％ 

H27年度 12地区    496戸  32.0％ 

H28年度 
 

19地区 
 

15地区 

1,273戸 
 

768戸 

 91.8％ 
 

68.1% 

H29年度   3地区    175戸   100％ 

10月まで引渡分 

整備戸数 

28地区 2,129戸 ※調整中 

うち 市街地部 13地区  1,327戸 

            郊外部       15地区      802戸 

完成予定 

平成28年度には全体の91.8%が完成予定 

住宅再建 －災害公営住宅整備事業－ 

※現時点では、整備戸数と入居戸数は概ね合致の見込み 
 今後意向変更等により空きが発生する場合には、入居対象者を被災者以外等への拡大も検討 

済 

済 

済 
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（注）「完成予定」表中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。 

2工区・下原（全体） 2工区・下原 



住宅再建 －階上地区の状況－ 7 

防災集団移転促進事業 
地区名 区画数 建築完了戸数 

平成28年10月末時点 

最知川原 6 2 

最知川原第2（①） 3 2 

最知川原第2（②） 3 3 

最知川原第2（③） 5 2 

最知川原第2（④） 2 2 

階上長磯浜 64 52 

波路上内田（内田） 5 5 

波路上内田（杉の下） 5 2 

波路上杉の下 5 5 

計 
98 

全区画 
完成済 

75 

災害公営住宅整備事業 

入居戸数 93戸 177人 

地区名 タイプ 整備戸数 

階
上
地
区 

1工区・長磯浜 戸建 20 

1工区・七半沢 戸建 
長屋 

37 
19 

2工区・下原 戸建 18 
3工区・前林 戸建 12 

計（全区画入居開始済） 106 
平成28年10月末時点 

災害公営住宅整備事業 



地区名 整備面積 事業認可 盛土嵩上げ程度 
        鹿折 約42.0ha H24年度 L2対応（約29.8ha） 
        南気仙沼 約32.5ha H24年度 L2対応（約27.2ha） 

住宅再建 －土地区画整理事業（鹿折・南気仙沼地区）－ 
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南気仙沼地区（約32.5ha）土地利用計画図 鹿折地区（約42.0ha）土地利用計画図 



地区名 整備面積 事業認可 盛土嵩上げ程度 
 魚町・南町 約11.3ha H25年度  一部L2対応（約1.6ha） 

住宅再建 －土地区画整理事業（魚町・南町地区）－ 
9 

魚町・南町地区（約11.3ha）土地利用計画図 



区間距離 仙台から 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

10.0km 

3.0km 

7.3km 

1.7km 

7.1km 

4.0km 

2.0km 

6.0km 

4.0km 

4.2km 

3.0km 

9.1km 

124.8km 

112.8km 

121.8km 

105.7km 

114.5km 

101.7km 

99.7km 

93.7km 

89.7km 

85.5km 

82.5km 

※■は開通区間，■は各年度開通予定区間 

復興のリーディングプロジェクト －三陸沿岸道路－ 10 



平成30年3月橋台部分完成予定 
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復興のリーディングプロジェクト －三陸道気仙沼湾横断橋－ 

 ⇒斜張橋では東北地方最長になる見込み 
橋の全長：L=1,344m（斜張橋部分：L=680m） 

平成26年6月29日着工式開催 
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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年度末完成予定 

復興のリーディングプロジェクト －大島架橋－ 

本土側 大島側 
橋長：L=356m中路アーチ型 幅員：W=9.5m（車道7.0m，歩道2.5m） 
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H28.10.23三陸新報 

大島架橋組立現場を住民が見学 



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） 

建設事業スケジュール 

復興のリーディングプロジェクト －新病院建設事業－ 

現況（平成28年8月24日現在） 完成イメージ 

病床数：340床 

診療科目：18科（現在の診療科と同じ） 

場所：赤岩杉ノ沢 地内 

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 

13 



14 

2. ひとづくり 



人口数千人のまち⇒少数のリーダーで町を変革 
地方の中心  人口5~10万人のまちは苦戦中 
人口6万6千人なら多くのリーダーが必要 

被災地では，地方の問題が加速し顕在化 

小さいが多くのリーダーが出現 

またとないチャンス！！ 

しかし一方で・・・ 

よそ者が大きな刺激 
さまざまな学びと支援の手 

ひとづくり －人口数万人のまち－ 
15 



「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 

・あらた監査法人 

・あずさ監査法人 

・（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 

ひとづくり －人材育成 1－ 
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 

5期（2016年   4月～  10月）：19名 

 

社会イノベーター公志園 
結晶（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   15名 

観光DMO先進地視察     欧州   2016年   3月     9名 

まちづくり先進地視察     米国   2016年   8月   15名 

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 

2015年 市長特別枠で結晶（決勝）大会出場 
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⇒卒塾生には階上地区関係者も 

経営未来塾第5期卒塾式 

平成29年度も「経営未来塾」実施予定 



計15回（平成25年11月～平成28年7月・隔月開催） 

  講師：15名  参加者数：371名 

  リピーター率：59%  Iターン者率：44% 

第Ⅰ期（平成27年度） 受講者数：14名（男性10名，女性4名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 1:1 

第Ⅱ期（平成28年度） 受講者数：13名（男性  6名，女性7名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 1:1 

第Ⅰ期には階上地区関係者も参加 

まちづくりの 
担い手育成 
地域づくりに対する 
意識醸成と仲間づくり 

まちづくりセミナー「ぬま塾」 
地域の10,20,30代を対象に，集まれるキッカケを創出し，エンパワーメントするセミナー。 

「地域から学ぶ」がコンセプトで，気仙沼の様々な分野のリーダー（先輩）の人生史を聞いていく。 

まちづくり実践塾「ぬま大学」 
地域の10,20,30代による地域活性化プランを実践に結び付ける 

連続セミナー＆ワークショップ。プランを具現化する力をつける。 

「アクティブコミュニティ大学」 
50・60代の方々が，地域における自らの行動計画を作成し 

地域で活躍する人材を育む連続セミナー＆ワークショップ。 

受講者数：21名（男性8名，女性13名）階上地区関係者も参加 

「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ事業」 
 

10代～40代の女性を対象に，「何かしたい・始めたい」 

「仲間をつくりたい」想いを応援する連続セミナー＆ワークショップ。 

自己力（自己肯定感・発言力・思考力・コミュニケーション能力）をUPする。 

受講者数：20名 

－自分もまわりもよりよく変わる！女性のための自分力養成講座－ 

ひとづくり －人材育成 2－ 
17 

来年度も受講者募集予定 

来年度も受講者募集予定 



ひとづくり －構想から行動へ 1－ 18 

市が取り組む人材育成 

人材育成道場「経営未来塾」 

ぬま大学 
ぬま塾 
アクティブコミュニティー大学 
アクティブウーマンカレッジ 

経営者育成 

まちづくり人材育成 

「たて」の関係を繋ぎ、全体像を念頭に置きながら 

自分たちにできることを議論できる場が必要!! 

やる気のある市民 

市 

市民から創発的に 
→出てくるアイデア 
 全体像に欠く 

行政によるプラン 
→ともすればプラン 
 だけになる 

あちこちに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構想力と行動力のある 
「ヨソモノ」との出会いを経て、 
さまざまな化学反応が発生 

リーダーの誕生とヨソモノとの出会い 市民活動の芽生え 

震災後、がれき撤去や被災者支援、 
コミュニティーや商店街の再生などで、 
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」―。 
その思いを「構想」に変えるため、 
平成25年度に「経営未来塾」を開設。 
その後、まちづくり人材を養成する 
「ぬま塾」「ぬま大学」なども誕生した 



ひとづくり －構想から行動へ 2－ 

 「塾」の現役生やOB・OGを始め、「気仙沼を元気にしたい！」と考えている人たちが出
会い、語り、協働し、新しいまちづくりの仕組みや産業を生み出す「基地」となるような場
を作る。市のビジョンも反映し、市民の手により具現化を目指す。 

リーダーが集い、 
共に議論できる場を。 
そして、 
まち全体を「大学」へ！ 

19 



ひとづくり －構想から行動へ 3－ 20 
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3. 総合交通施策 



気仙沼市地域公共交通連携計画の策定 （平成21年３月） 

震災によるまちの変化 

地域公共交通に係る
行政負担の増加 

震災後の居住環境の変化 
 ・応急仮設住宅の集約化   

 ・防災集団移転・災害公営住宅 

 ・土地区画整理事業 
 （鹿折、南気仙沼、魚町・南町） 

ＪＲ気仙沼線・大船渡線 
 ・BRTによる本格復旧の受入れ 

    （平成28年3月） 

市立病院移転新築 
 （平成29年11月開業予定） 

大島架橋事業（平成30年度完成） 
 ・定期航路事業の廃止 

三陸沿岸道路の延伸 

各種事業の進展 

東日本大震災の発生 

  震災後のまちづくりに対応し，持続可能で市民生活に有益となる 
  地域公共交通体系の見直しが必要  ⇒ Ｈ25年度から検討に着手 

各地で甚大な被害⇒暫定的なルートで路線バスを運行 

学校施設の統廃合・移転 
 ・高校・小中学校の移転･統廃合 

 バス事業者における 
 運転手不足 

 観光客に対する 
 二次交通 

法改正の動向 

・市内循環バスの実証運行等を実施 

高齢化社会の進展 
 ・移動不便者の対応 

 ・免許返納の推進 

本市における地域公共交通の状況 22 



気仙沼市地域公共交通会議 
公共交通事業者、利用者・住民代表、 

道路管理者、公安委員会、学識経験者、 

各種関係団体等で構成 

 （事務局：市震災復興･企画課） 

気 仙 沼 市 

（事務局） 

震災復興･企画課 
総合交通政策室 

庁内関係課担当者会議 
 （関係課職員で構成） 

 地域公共交通会議等での協議に 

 合わせ会議を実施 

事 業 者 
公共交通事業者と随時協議 

市 議 会 
地域公共交通会議等の協議 

に合わせ報告・協議 

市 民 
市民・関係団体等と協議・意
見交換、アンケート・ヒアリ
ング調査の実施等 

（仮称）気仙沼市総合交通計画策定（平成29年3月目標） 

市震災復興推進本部 

各種事業との調整 

・計画案の協議等 

（仮称）市総合交通計画策定に向けた流れ 23 

本市の公共交通の現状等の整理 

第１回会議（Ｈ28年8月5日） 

策定に向けた進め方の協議 

第２回会議（Ｈ28年10月30日） 

計画案の検討・協議 

第３回会議（Ｈ28年12月頃） 

計画（最終案）の協議 

第４回会議（Ｈ29年2月頃） 

指示、調整等 

意
見
を
反
映 

計画区域 気仙沼市全域 

計画期間 ５年間（平成29年度～33年度） 
基本理念 

・震災によるまちの変化に対応 
・市民生活等に有益な交通の整備 
・持続可能な公共交通 
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4. 総合計画 



 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。 
 本市では，このような住民主体の活動を促進するとともに，市の施策を総合的かつ計画的に実行してい
くため，新たな総合計画は，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）」として策定します。 

総合計画イメージ 25 



総合計画の策定体制 26 
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5. 市からの情報発信 



交通網 －三陸沿岸道路①－ 28 

本吉気仙沼道路 （Ⅱ期） L=4.0km 本吉気仙沼道路 L=7.1km  

Ｈ２９年度開通見通し 

気仙沼階上ＩＣ(仮) 

2.5km 4.6km 

Ｈ３０年度開通見通し 

凡 例 

三陸沿岸道路ルート 

国道４５号 

担当課 三・大・唐課 連絡先 22-3454 



交通網 －三陸沿岸道路②－ 29 

担当課 三・大・唐課 連絡先 22-3454 



交通網 －三陸沿岸道路③－ 30 

担当課 三・大・唐課 連絡先 22-3454 

平面図 
市道岩尻縦貫線 

進行方向 

市道 

凡 例 

三陸道 
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交通網 －三陸沿岸道路④－ 

担当課 三・大・唐課 連絡先 22-3454 



波路上共葬墓地 

整備区画数：223区画分（1区画4㎡） 
駐 車 場：31台分 
供用開始予定：平成29年度内 
→28年度内から工事開始予定 

32 

担当課 環境課 連絡先 22-3417 

【工事内容】 
 ・既存区画の撤去(4,703㎡) 
 ・敷地嵩上げ，法面整備 
 ・駐車場整備，植栽 
 ・基幹道への接続道路整備 



担当課    観光課 連絡先 22-3438  

    計画・調整課 連絡先 22-3415 
面積：6,800㎡ 
 うち広場 ：2,800㎡ 
   駐車場：4,000㎡ 
主な施設： 
 ステージデッキ， 
 トイレ・シャワー 
 駐車場：バス 5台 
     乗用車 60台 
 （うち，身障者用 2台） 

牧明戸線 向原岩井崎線 

至 波路上瀬向 

至 波路上牧 

至 波路上向原 

至 波路上明戸 

波路上杉ノ下地区コミュニティ広場 33 



 

■整備内容 
・現状保存を基本としつつ，躯体保護のためのコン 
 クリート改質防水剤を施工 
・観覧用にデッキ床・手すり・エレベーターを設置 
・外構工事として，フェンスの設置，駐車場の整備， 
 多目的広場の整備（グラウンド部分） 

■公開範囲 
 １階，３階の一部，４階の一部，屋上 

■防災・減災教育への活用    
 “ありのままの姿”を核として，「生」の情報の伝達
を重視する。 

 

■整備方針 
 震災遺構に隣接して資料館機能を有するとともに，
防災・減災教育の拠点施設として整備する。 

■施設内容  
・防災・減災教育プログラム及び展示等を展開 
・大学等の研究機関と連携し，効果的な活動を展開 
・可変性･更新性の高い展示 
・地域と連携を図りながら推進 

■岩井崎プロムナードセンター整備検討会議 
 検討会議を組織し，諸課題に対して検討を進める。 

東日本大震災の記憶と教訓を将来に伝え，防災・減災教育の中核として，旧気仙沼向洋高校 
南校舎を震災遺構として現状のまま保存整備します。 

震災遺構の保存 34 

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 
震災遺構 設計 保存整備工事 オープン 

岩井崎プロムナードセンター 設計 建設工事 オープン 

北校舎等 
（南校舎以外） 

解体工事 
（実施主体は宮城県教育庁） ― ― 

東日本大震災遺構 
（旧気仙沼向洋高校南校舎） 

岩井崎プロムナードセンター 
（資料館機能，防災・減災教育の拠点施設） 

今後のスケジュール 

担当課 震災復興・企画課 連絡先 22-3408 



屋上② 

３階 

４階② 

１階 

屋上① ４階① 

総合実習棟 
屋内運動場 

北校舎 

漁業製造実習棟 

機関実習棟 

製造実習棟 

生徒 
会館 

家庭科実習棟 

南校舎 
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ありがとうございました。 
36 



※現在調整中の事業もあり
　今後変更することがあります。

A B C D

4

3

2

1

復旧・復興に係る全体図（階上地区）

1 菖蒲沢線外1路線 Ａ３

27 菖蒲沢線 Ｂ３

6 面瀬・最知川原第２地区関連歩道整備 Ｂ１
8 最知川原第２地区 Ｂ１

17 最知川原地区 Ｂ２
21 階上長磯浜地区 Ｂ２,Ｂ３

23 波路上杉の下地区 Ｂ３
38 大谷地区 Ｂ４

32 牧明戸線 Ｂ４

13 川原地区 Ｂ１
19 川原地区 Ｂ２
30 波路上地区 Ｂ３

47 波路上地区 Ｃ３

49 岩井崎2号線 Ｃ４

道路（道路整備事業）

市所管道路事業
社総交（社会資本整備総合交付金事業）

防集道（防災集団移転に伴う道路整備事業）

市復道（市街地復興関連小規模施設整備事業）

漁集集落道（漁業集落防災機能強化事業（集落道））

凡例
防災集団移転促進事業
災害公営住宅整備事業

漁業集落防災機能強化事業（用地整備)

ほ場整備事業

防潮堤・河川堤防【市】

その他の事業

改良・新規路線

防潮堤・河川堤防【国】

防潮堤・河川堤防【県】

下水道災害復旧事業

災害復旧路線

緑 字 国事業

青 字

黒 字

県事業

市事業

防災林復旧事業

農地災害復旧事業

漁港施設用地盛土嵩上事業

（仮）気仙沼階上ＩＣ
４７_漁集集落道：
　　波路上地区

１９_漁集集落道：
　　川原地区

１３_漁集集落道：
　　川原地区

３０_漁集集落道：
　　波路上地区

４４_漁集用地

２７_道路：
　　菖蒲沢線

２１_防集道：
　　階上長磯浜地区

３４_杉の下地区海岸復旧事業

４６_災害復旧：
　　波路上漁港

４８_防潮堤：
　　崎野海岸防潮堤復旧事業

４９_道路：
　　岩井崎2号線

４１_防潮堤：
　　 野々下・沖ノ田海岸治山工事

２０_防潮堤：
　　最知地区海岸防潮堤復旧事業

３３_防潮堤：
　　御勢浜海岸治山工事

４０_防潮堤：
　　沖ノ田海岸治山工事

３５_堤防：
　　沖ノ田川災害復旧事業

４３_防潮堤：
　　波路漁港海岸防潮堤復旧事業

５２_漁集用地

５９_漁港用地嵩上：
　　杉ノ下漁港６０_災害復旧：

　　杉ノ下漁港

１４_防潮堤：
　　川原漁港災害復旧事業

５８_防潮堤：
　　杉ノ下漁港海岸保全施設整備事業

２９_防集：
　　階上長磯浜地区

４５_防集：
　　波路上内田地区

２６_防集：
　　波路杉の下地区

１８_防集：
　　最知川原地区

３６_防集：
　　大谷地区

　　_災公：
　　大谷地区

７_防集：
　最知川原第２地区

２５_階中学校仮設運動場整備事業

２_三陸沿岸道路

３９_漁集用地

９_防潮堤：
　台ノ沢地区海岸防潮堤復旧事業

１０_漁集用地

１１_漁港用地嵩上：
　　川原漁港

５_面瀬中学校仮設運動場整備事業

８_防集道：
　最知川原第２地区

１７_防集道：
　　最知川原地区

２３_防集道：
　　波路杉の下地区

３８_防集道：
　　大谷地区

１２_災害復旧：
　　川原漁港

５１_防潮堤：
　　岩井崎地先海岸防潮堤復旧事業

３７_災害復旧：
　　本吉中郷会館

１_社総交：
　菖蒲沢線外1路線

３２_市復道：
　　牧明戸線

２８_向洋高校整備事業

２４_災公：
　　階上地区

５７_波路上杉ノ下地区コミュニティ広場整備事業

５０_岩井崎地区観光交流広場整備事業

５６_被災地域農業復興総合支援事業：
　　杉ノ下工区

５５_波路上共葬墓地整備事業

６_防集道：
　面瀬・最知川原第２地区関連歩道整備事業

４_災害復旧：
　大谷幼稚園

３_災害復旧：
　三島消防屯所

１６_災害復旧：
　　最知消防屯所

４２_国道45号移設整備事業

５４_震災遺構保存整備事業

５３_防潮堤：
　　岩井崎海岸治山工事

３１_災害復旧：
　　波路保育所

２２_階公民館耐震化事業

１５_被災地域農業復興総合支援事業：
　　最知工区

平成28年9月末現在


