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気仙沼市

唐桑地域市政懇談会
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唐桑地域の課題

地区の課題に対する市の考え方・方向性
担当からの説明を省略させていただきます。記載内容をご覧ください。

1）生活環境 P4
2）教育 Ｐ13
3）インフラ Ｐ16
4）産業 Ｐ18

本日の「懇談テーマ」
担当から内容を説明した後、皆さまからご意見をいただきます。

1）生活環境 P2
2）教育 P3
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懇談テーマ １ 生活環境について

①現在の課題
②地域の皆さまが
取り組んでいる・
取り組みたい内容

③課題解決に向けて市に求
めるもの

市の考え方・方向性

野生動物対策について
・ニホンカモシカ、ニホ
ンジカ、ホンドタヌキ、
ハクビシン等、野生動
物による農作物被害が
甚大である。

・唐桑地域の耕作者は、
限られた面積の畑で農
作業を行うことを生き
甲斐としている高齢者
が多く、野生動物によ
り収穫間近の農作物が
被害にあうことで精神
的なショックを受ける
こともある。

・また、野生動物と自動
車の衝突事故も多発し
ている。特に林道、農
道等はカーブが多い上
に道幅も狭く、動物を
避けることが困難な状
況である。

・野生動物に対する対策に
ついては、平成29年度の
市政懇談会でも電気柵補
助等の継続についての回
答があったが、自家消費
等を目的とした小規模の
農業者にとっては活用し
にくいものもあり、また、
野生動物の個体数減少に
は直接結びつかないと思
われることから、個体数
を減少させる対策を検討
し、高齢者が楽しく達成
感を感じる農業ができる
環境づくりをお願いした
い。

・また、ニホンジカ等が道
路に入ってこないよう防
護柵等の設置について検
討してほしい。

・ニホンジカの個体数を減少させる直
接的な取り組みとしては、平成27年
度から鳥獣被害対策実施隊を設置し、
ニホンジカ等の捕獲を開始している。

・令和元年度は1,015頭のニホンジカ
を駆除しているが、罠を設置して欲
しい等の要望があれば、市農林課に
ご相談いただきたい。

・また、タヌキ、ハクビシン等の捕獲
については箱わなを貸出ししている
が、貸出については許可が必要とな
るので、事前に唐桑総合支所産業・
建設課へご相談いただきたい。

・農林道への防護柵等の設置について
は、費用的な面を考えても現実的で
はないことから、上記のとおり駆
除・捕獲を基本として対応している。

【農林課】

唐桑地域「地区の課題」
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懇談テーマ ２ 教育について

①現在の課題
②地域の皆さまが取り
組んでいる・取り組み
たい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

地域における中井小学校の
必要性について
・気仙沼市義務教育環境整
備計画によると、中井小
学校は、保護者並びに地
域住民の理解を得ながら
平成33年度（令和３年
度）を目途に唐桑小学校
との統合を進めるとある
が、これまで地域住民へ
の説明がなく、統合の理
由や進捗状況が不明であ
る。

・中井小学校は創立後70年
以上が経過し、地域にな
くてはならない役割を果
たしている。また、地域
住民も中井小学校に対し
ては最大限の協力をして
きた。

・さらに、中井小学校には
現在も50人以上の在校生
がおり、中井地区の将来
を見据えたときに、統合
には大変な不安を持って
いる。

・地域の将来には
中井小学校の存
在は決定的とも
いえる役割があ
ると考える。

・この問題を地域
全体で考えたい。

・中井小学区の住民
に、統合について
の考えを説明する
とともに、地区住
民と広く懇談し考
えを聞いてほしい。

・説明会、懇談会は
住民の切実な思い
に応えられるよう
回数や内容に工夫
を凝らしてほしい。

・地区住民が統合問
題や統合に係る地
域の将来像を考え
るのに必要な資料
を積極的に提供し
てほしい。

・気仙沼市義務教育環境整備計画第3段階対象校で
ある中井小学校と唐桑小学校の統合について、
令和３年４月の予定だったが、統合については、
保護者や地域の皆様からのご理解を得ること、
新型コロナウイルス感染症の影響により、説明
会を開催できず時間を要していること、統合準
備期間を概ね１年間確保したいこと等を踏まえ、
令和４年４月以降のできるだけ早い時期の統合
を目指すこととした。

・進捗状況については、保護者の皆様を対象とし
た説明会を昨年9月と今年１月の2回開催し、児
童数の推移や今の教育に求められているもの、
統合の必要性等について説明した。次回は未就
学児童の保護者も交え、11月中の開催に向け日
程等を調整している。

・中井小学校は、児童数が1学年１ケタの学年が今
後とも続き、令和８年度には全校児童が５０人
を割り、複式学級となる学年がでる見込みと
なっている。そこで、集団の中で切磋琢磨しな
がら社会性や人間性を養う上で統合は必要と考
えることから、今後も保護者や地域の皆様に丁
寧に説明し、御理解を得ながら進めていく。

・地区の皆様への説明会等については、今後、開
催に向け、説明内容や日程等について自治会役
員の皆様等と調整し、広く意見を聞く機会を設
ける。

【学校教育課】

唐桑地域「地区の課題」
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◆生活環境（1/7）

①現在の課題
②地域の皆さまが取り
組んでいる・取り組み
たい内容

③課題解決に向けて市
に求めるもの

市の考え方・方向性

からくわ荘跡地及びビジ
ターセンターのビジョン
について
昨年の市政懇談会では、

ビジターセンターの建
替・改築の中で、オルレ
関連の案内所・休憩所等
の整備を県に要望してお
り、解体後のからくわ荘
跡地については、アウト
ドアやトレッキングの拠
点としてビジターセン
ターの活用や民間を巻き
込んだ簡易施設の設置を
検討するとの方向性が示
されている。

からくわ荘跡地の活
用方法やビジターセン
ターの対応について、
その後の情報がないこ
とから、今後の方針に
ついて示してほしい。

・からくわ荘跡地の活用方法は、アウ
トドアの国内トップメーカーである
（株）モンベルに調査を委託してお
り、今年度内に完了予定の調査結果
を踏まえ、唐桑観光活性化委員会等
で協議をしたうえで、次年度以降に
具現化を図っていく。

・ビジターセンターは宮城県が施設の
再整備に係るシミュレーション調査
を履行中であり、途中経過を聞きな
がら唐桑町観光協会等の関係団体と
調整中。

・上記調査結果の進捗を見ながら、唐
桑観光活性化委員会等で協議を重ね
たうえで、今年度末までに方針・方
向性を決定したい。

【観光課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（2/7）

①現在の課題

②地域の皆さま
が取り組んでい
る・取り組みたい
内容

③課題解決に向けて市に求
めるもの

市の考え方・方向性

公衆トイレの復旧につい
て
津本漁港にあった公衆

トイレが東日本大震災に
より被災したが、その後
復旧していない。

平成２９年度の市政懇談
会では、津本漁港の工事完
成後の利用計画については、
津本漁港防潮堤工事完了前
に崎浜２区復興まちづくり
協議会及び漁港利用者と協
議しながら全体利用につい
て決定するとしていた。
改めて協議し、原形復旧

してほしい。

防潮堤工事が完了したことから、復
旧位置や規模など地元関係者と早急に
協議の場を持ち検討する。

【唐桑総合支所産業・建設課、
水産基盤整備課】

津本漁港北側のがけ崩れ
について
津本漁港北側の保安林

のがけ崩れが放置されて
いる。枯れた松等が危険
な状態である。

更に崩落する危険もある
ことから、対応してほしい。

当該箇所については、市としても林
地の保全を図る必要がある箇所と認識
しており、本年７月に県に対し後浜地
区として治山事業計画の採択を要望し
ている。
今後についても、現場の状況を注視

しながら、県に対し引き続き治山事業
の実施を求める。

【農林課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（3/7）

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて市に
求めるもの

市の考え方・方向性

消火栓設置について
唐桑地区は、火災

が発生した際に、消
火のための水利が少
ない。消火栓や防火
水槽の設置個所につ
いて、自治会でも把
握しきれていない。

自治会でも消火栓等の
場所を把握しきれていな
いので、必要に応じ位置
図等の資料が欲しい。
消火栓等の設置には基

準等もあるとは考えられ
るが、火災が発生した際
に円滑な消火作業が行え
るよう、増設を検討して
ほしい。

・消火栓・防火水槽については、消防
水利の基準により設置している。消
火栓は、水道管布設替工事に合わせ
て増設しており、水道管の口径が不
足している場合は、防火水槽を設置
している。市内の準市街地（その区
域内の人口が１千人以上１万人未満
の地域。唐桑地域では、概ね石浜か
ら崎浜までの県道沿い）における統
計上の整備状況については、市全体
で63.3％であり、唐桑地域は63.0％
である。

・消防水利の位置図については、消火
栓等を毎年増設・移設しており、で
きるだけ最新の資料を提供するので、
唐桑総合支所総務企画課までお問い
合わせいただきたい。

・消火栓等の設置要望については、現
地確認を行うので、危機管理課消防
団係までご相談いただきたい。

【危機管理課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性

○消防水利の基準（昭和39年消防庁告示第7号）

１ 消防水利の配置・・・防火対象物から消防水利に至る距離

(1)市街地・準市街地

①近隣商業地域・商業地域・工業地域・工業専用地域 半径100ｍ以下

②その他の用途地域，用途地域の定められていない地域 半径120ｍ以下

(2)市街地又は準市街地以外の地域で，これに準ずる地域 半径140ｍ以下

２ 消火栓が設置できる水道管の大きさ

(1)直径150mm以上の水道管

(2)直径150mm以上の水道管から分岐した直径75mm以上かつ１本目の水道管
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◆生活環境（4/7）

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

コロナ禍における避難
所運営について
・新型コロナウイルス
の影響により集会施
設の避難所運営につ
いて手探りの状況で
ある。

・舞根集会所や東舞根
集会所など避難所に
指定されていない集
会所を含めて、災害
時は移動手段を持た
ない高齢者などが避
難してくる可能性が
あるが、避難所に指
定されないと非常時
の食料なども配置さ
れない状況である。

幸い避難所を
開設する機会が
まだない状況で
あるが、いざ開
設となった場合
の基準や対応が
確立していない。

自治会長等を対象
とした説明会を行う
など、開設が必要と
なった際の対応方法
について具体的に指
導してほしい。

・気仙沼市避難所設置・運営要綱にコロナ
感染防止対策を追加し、これまで６カ所
で、コロナ禍における避難所の開設・運
営について、別図のとおり「事前受付」
の設置など、対応の説明を行っており、
順次各地域の自治組織や自主防災組織へ
の説明を行う。

・今後、以下のような避難所の機能区分と
あわせ、資機材整備等により、災害への
備えを進める。
(以下は検討段階の案の状態)
□指定避難所【46：小・中学校、公民館、
市民会館、各体育館】
災害発生時または発生が予想される際

に、多くの避難者の受入れ対応や、家屋
等が被災し生活ができない被災された方
が暫定的に生活する避難所
□福祉避難所【 4：すこやか、やすらぎ、
燦さん館、いこい】
指定避難所に一旦避難をされたものの、

指定避難所に滞在するには支障がある方
（障害等）や、支援を必要とする方を対
象とし、受入・対応をするため、専門職
員を配置し開設・運営する避難所

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性

次頁へ続く
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◆生活環境（4/7）

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

□コミュニティ避難所【49：自治会館、コ
ミュニティセンター等】
自治会館等のコミュニティ施設を、地域

の方々の一時的な避難のため、自主防災組
織や自治会等が開設・運営する避難所

※舞根集会所、東舞根集会所
□避難所（避難生活所）【 2：鹿折公民館、
錦町コミュニティセンター】
災害（洪水・津波）収束後、施設被害が

ない場合に、家屋等が被災し生活ができな
い被災された方が、暫定的に生活する避難
所

・避難所に指定されていても食料などを配置
していない施設は33箇所あり、そのような
避難所には、総合支所等からの配送対応を
想定している。

・なお自主防災組織や自治組織により備蓄を
行う場合には、市自主防災組織活動助成金
制度において、災害対応機材や備蓄物資の
購入などを行えることから、活用いただき
たい。

【危機管理課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性



２ 生活環境 －コロナ禍における避難所運営について－
8-1

担当課 危機管理課 連絡先 22-3402

気仙沼市避難所開設・運営マニュアル（抜粋）

一般受付
スペース
区 分

専用スペース

一般避難スペース

必要時

のみ入室

１ｍ

事前受付

問診票の記載と受付で検温。症状により区分

できるだけ部屋を確
保し，妊婦や高齢者
は専用の部屋へ案内

「事前受付」「問診」「ワンタッチテント」等により、感染の拡大防止に努めます。

① ワンタッチテント＝家族単位で収容し、できるだけ多く受入

①’（設置の時間がない段階）シート＋マット ＝ 距離確保＋負担軽減

②

非感染者や，風邪のような
症状のない方は一般受付で
問診票を受付に提出。

③

①

④

①’

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.azumien.jp/contents/method/00041.html&psig=AOvVaw36AzpagBjcm6CP3_x1hCNr&ust=1586840007717000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDY5e3N5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.azumien.jp/contents/method/00041.html&psig=AOvVaw36AzpagBjcm6CP3_x1hCNr&ust=1586840007717000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDY5e3N5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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避難所開設に係る新型コロナウイルス等への感染防止対策として、「三密の防止」「避難スペースの

分散化」「開設避難所の増設」を方針としている。

特に台風などの風水害に対する避難としては、風雨が強くなる前からの避難行動が重要なことから

明るいうちなどから早めに開設する『風水害時早期開設避難所』を１２から２５施設に増やし、また、

避難所内の密集防止対策を行ったうえで、通常の６割程度以上の収容を図る。
※下段に示す避難所は「早期開設」を目的としており、状況に応じ開設する避難所を増やして対応する。
※右下④：家族は2名以上ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝに入れるので、人数はさらに多くなる。制限は人数でなくコロナ対応の可否による

施 設 収容人数

市民会館 200

九条小学校 300

南郷コミュニティ

センター
100

鹿折中学校 500

新月中学校 600

松岩公民館 300

面瀬中学校 600

階上公民館 200

大島公民館 200

唐桑公民館 420

小原木公民館 200

本吉公民館 200

従来からの早期開設避難所

施 設 収容人数

気仙沼中学校 700

旧浦島小学校 100

旧白山小学校 100

新月公民館 100

松岩中学校 600

市総合体育館 1,000

面瀬小学校 400

階上中学校 200

大島中学校 300

中井公民館 300

大谷公民館 100

旧馬籠小学校 200

小泉公民館 50

追加した早期開設避難所 〔コロナ禍の収容人数（６割）に関する模式図：例100㎡〕
①通常は１人当たり2㎡で５０人 ②隣人と2m間隔を取ると２５人

③縦横2mの通路設置で１６人 ④ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝに各２人で３２人

２ 生活環境 －コロナ禍における避難所運営について－
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◆生活環境（5/7）

①現在の課題

②地域の皆さま
が取り組んでい
る・取り組みた
い内容

③課題解決に向
けて市に求める
もの

市の考え方・方向性

防犯灯の自治会負担について
防犯灯の自治会負担は、平成18

年市町村合併時から取り決められ
たものだが、人口減少、東日本大
震災、新型コロナウィルス感染症
等の影響により、自治会費が減少
している中で維持管理の負担が大
きくなっている。

自治会の負担
が少なくなるよ
うお願いしたい。

街路防犯灯は、地元自治会からの要望を
いただいたうえで設置している。
電気料金や電柱建替・器具取付工事等に

ついては市負担としていることから、自治
会における日常の維持管理(電球交換等、修
繕費１万円負担)についてご理解をいただき
たい。

【土木課】

地域で行う草刈り作業等について
震災からの復興に伴い、道路等

の新設や延伸が進み、地区内の除
草・清掃等を行う範囲も増加して
いるものの、高齢化や人口減少等
の影響で作業を行える人が減少し
ている。そのため、作業に出てく
る人の負担が大きい。

道路沿いの草
刈り等について、
作業を終えられ
なかった箇所に
ついては、市で
対応してほしい。

・復興事業等で新たに整備した市道等の草
刈りについては、これまでと同様、地元
自治会のご協力をいただきたい。

・作業が終わらなかった箇所や法面等の危
険箇所については、市が草刈りを行うこ
とから、唐桑総合支所産業・建設課まで
連絡をいただきたい。

【唐桑総合支所産業・建設課、土木課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆生活環境（6/7）

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に
向けて市に求
めるもの

市の考え方・方向性

不在地主が所有す
る土地・建物への
対応について
不在地主が所有

する土地や建物は、
管理がなされず荒
れ放題となること
もあり、耕作放棄
地等に住み着いた
野生鳥獣や、空き
家になった建物の
破損及び倒壊等に
より、近隣で生活
する住民に被害が
及ぶことが危惧さ
れる。

所有者に対
し、土地や建
物を適正管理
するよう市で
要請してほし
い。

・空き家については、人口減少や少子高齢化、核家族化など
社会構造の変化により、全国的な問題となっている。

・空き家の利活用と移住定住の促進を図るため、空き家情報
登録制度「空き家バンク」や、空き家バンクに登録した物
件の改修、修繕、家財等の処分費用に対し、空き家改修支
援事業補助を実施している。

・管理不全な空き家については、現地を確認のうえ、所有者
等に適切な対応や改善をお願いしている。

・また、所有者等が市外に住んでいたり、高齢であるなど、
維持管理が困難な場合は、維持管理を代行できる業者の情
報提供を行っている。

・管理がなされずに荒れ放題となった農地、いわゆる「耕作
放棄地」が、周辺の営農条件に著しい支障を与えている場
合や、そのおそれがある場合については、農林課が農業委
員会と連携しながら、土地所有者に対し、適切な土地管理
を行うよう指導する。

・また、耕作放棄地に野生動物が住みつき、近隣の農地等へ
被害を与えている場合には、獣類ごとに対応方法が異なっ
てくるので、農林課へご相談いただきたい。

【生活環境課、農林課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性

○空き家バンク登録件数
70件（唐桑地区16件）

○登録物件成約件数
40件（唐桑地区10件）

令和２年９月末現在

○空き家改修支援事業
補助対象経費の1/2以内（上限100万円）

補助件数 金額
・令和元年度 7件 4,853千円
・令和２年度 2件 1,837千円

令和２年９月末現在
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◆生活環境（7/7）

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

地域交通について
・唐桑地域の交通体系は、
公共交通から外れた地区
があることや、夜間タク
シーが稼働していないな
ど、高齢者など運転免許
を持たない交通弱者に
とって極めて不便な状態
となっている。

・昨年10月から12月まで
患者輸送バス「きぼう
号」を活用した実証実験
を行ったが、その後の動
きが見えない状況である。

患者輸送バス「き
ぼう号」を活用した
実証実験の結果を含
め、次のステップを
示してほしい。

・患者輸送バス「きぼう号」については、
R1.10.1～12.27に一般混乗実証実験を
行ったが、当該期間における全体の利用
者は1日平均16.1人で、うち一般利用者は
同1.9人であり、一般利用のニーズが見込
めなかったと捉えている。

・実証実験後のアンケートでは、既存の
ルートに限らず柔軟な運行ルートを求め
る声もある一方で、通院利用に限定する
声もあったことから、代替手法として本
吉町山田地域で実証運行中のコミュニ
ティ・カーシェアのような新たな交通手
法の可能性について、唐桑まちづくり協
議会と協議を重ねている。

・今月下旬には同協議会と一緒に本吉町山
田地域（P12）へのヒアリングを行う予定
であり、これらの協議を踏まえながら、
唐桑地域の交通体系に係る一定の方向性
を見いだしていく。

【震災復興・企画課、健康増進課、
唐桑総合支所保健福祉課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性



移動支援の確保に向けた取組事例 －本吉町山田地域－
12

担当部署 震災復興・企画課
＜移動支援サービス実証運行事業（コミュニティ・カーシェア）＞

〇目的 ①地域住民の幅広い移動手段の確保 ②地域主体による交通体系の仕組みづくり

〇実証運行の概要 (実施期間：R2.7.8～R3.3.31)

・運転手は地域のボランティアドライバー(無償。燃料費等実費は可)。

・事前予約制（前日まで）。ドアtoドアでニーズに応じた利用が可能。

・利用料金は津谷街まで200～300円。

・会員制であり，年会費と毎回の利用料金で運営。

・道路運送法上の許可・登録は不要（運送対価は受けず剰余金を会員に還付することが条件）。

・市の支援として、庁用車の余剰車両を無償貸与。

・運営団体で一定のルール決めが出来るので，運行の仕組みづくりを柔軟にしやすい。

〇利用状況(R2.7～R2.9)

・18世帯26名の住民（70代～90代の女性が約７割）が登録利用。

・週3回程度運行されており、延べ利用者は約30名。

・津谷街での買物・通院利用が多い。

〇今後の見通し

・利用実態の把握や課題整理を行い、今後の運行のあり方を検討。

※車両（市から無償貸与）

※ミヤコーバスが1日5往復運行（赤線）
※山田地域（表山田・漆原・猪の鼻・松ヶ沢）
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◆教育

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

学校給食における食
育について
・小中学校の給食を
提供する調理場が
段階的に集約され
ることに伴い、地
元産の食材が使わ
れにくくなること
で、食育への意識
が低下してしまう
可能性がある。

・３月に唐桑町まち
づくり協議会が主
催し開催された新
市建設計画等に係
る懇談会では、市
内の調理場のうち、
気仙沼中央給食セ
ンターの県産・市
産食材を使用する
割合が最も低かっ
たとの回答を受け
ている。

学校給食
の食材とし
て、地元の
野菜を提供
している。

・今後、調理場が集
約されるようなこ
とがあっても、児
童・生徒への食育
を推進するため、
地元産の食材を積
極的に使用してほ
しい。

・また、地元産の食
材の使用が難しい
場合は、調理場の
集約化について見
直しを検討してほ
しい。

・今年度、中央給食センターでは食材の購入方法等を見
直すことにより、３品目の市内産野菜を新たに提供す
るとともに、市内産野菜の使用割合を大幅に増やすこ
とが出来た。地元の農産物だけでは数量が揃わない場
合、他産地の食材も使用し不足分を補うなどの柔軟な
対応や、農協及び青果市場から購入可能リストの提供
を受け、気仙沼産を優先して購入したことで使用を増
やすことが可能となった。

・魚介類についても、水産会社等と話し合い、可能な範
囲で気仙沼港に水揚げされた旬の魚や気仙沼で加工さ
れた食材を使用している。

・なお、「学校給食地場産物活用状況調査」による割合
は、ここ数年で増加傾向にあり、今年度も増加が見込
まれ、各調理場の取組の成果が出てきている。

・集約化された場合、地元産物比率を現在の小原木共同
調理場以上に保つことを基本とし、食材の購入方法等
の工夫（やむを得ず量的に揃わない場合は他産地物で
補うなど）や、野菜等の流通時期に合わせた献立や関
係機関の協力を得て、積極的に地場産物を使用してい
く。

・気仙沼産の食材を使用した給食を提供する際は、地元
産の食材であることを給食だよりや給食指導等で児童
生徒に周知し食育を推進していく。

【学校教育課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性



教育－地場産物の活用状況①－
14-1

担当課 学校教育課 連絡先 保健給食係
【調理場毎の地元産食材 令和２年６月～１０月実績】

野菜/気仙沼産

魚介・海藻類

乳製品
気仙沼産 三陸産 宮城県産

中央給食
センター

きゅうり、長ねぎ、白菜、ゆず、
キャベツ、ピーマン、りんご、
大根、いちご

カツオ、マグロ、サ
ンマ、メカ、サメ、
サバ、ツナ、塩蔵わ
かめ

茎わかめ サケ
ヨーグルト
モーランド本吉製品
（11月に使用予定）

小原木
共同調理場

きゅうり、長ねぎ、白菜、ゆず、
キャベツ、ピーマン、りんご、
じゃがいも、玉ねぎ、いちご

カツオ、メカ、サメ、
塩蔵わかめ、茎わか
め、かつお削り節、
ツナ

サバ、
サケ

サワラ

本吉
共同調理場

きゅうり、長ねぎ、ゆず、キャ
ベツ、ピーマン、りんご、じゃ
がいも、玉ねぎ、小松菜、大根、
トマト、アスパラガス、にんじ
ん、さつまいも、いちご、

カツオ、マグロ、メ
カ、サメ、ツナ、マ
ンボウ、イワシ、塩
蔵わかめ、茎わかめ、
刻み昆布、ふのり

サバ、
サケ

サンマ、
めかぶ

ヨーグルト、ババロ
ア、牛乳（調理用）
モーランド本吉製品

※ 令和２年度から提供している品目

きゅうり 長ねぎ 白菜 ピーマン りんご ゆず いちご キャベツ 大根 玉ねぎ
じゃがい
も

中央 95.7％ 50.8％ 29.3％ 28.1％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 14.0％ 6.6％ ー ー

小原木 91.5％ 16.2％ 21.7％ 25.8％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 21.0％ ー 12.5％ 10.1％

本吉 100.0％ 60.9％ ー 19.8％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ ー ー 9.6％ 6.5％

【市内調理場 令和２年６～１０月までの市内産野菜の使用割合】

※りんごといちごは１１月以降に使用



教育－地場産物の活用状況②－

【平成30年度・令和元年度 地場産物活用状況調査結果】

食品類
うち市町

村産品

うち市町

村産品

米・大麦等 追加 36 34 8

牛乳 追加 70 70 0

いも及びでんぷん類 54 12 3 58 7 6

豆類 14 7 2 14 7 0

豆製品類 42 25 20 48 36 18

緑黄色野菜類 147 22 2 136 19 7

その他野菜類 267 65 22 253 66 37

果物類 25 5 4 16 4 4

きのこ類 37 3 0 44 14 0

藻類 追加 26 15 11

魚介類 追加 60 24 20

肉類 追加 72 8 0

卵類 追加 18 5 0

586 139 53 23.7% 9.0% 569 153 72 26.9% 12.7%

851 309 111 36.3% 13.0%

※令和元年度から「米・大麦」，「牛乳」，「藻類」，「魚介類」，「肉類」，「卵類」が追加になっています。

令和元年度

食品数

使用割合

うち県産

品

県

産

品

の

使

用

割

合

市

町

村

産

品

の

割

合

平成30年度

食品数

使用割合

うち県産

品

県

産

品

の

使

用

割

合

市

町

村

産

品

の

割

合

追加項目含む

計

実施月

「地場産物活状況調査」は、毎年6月、11月の各5日間学校給食で使用した食材のうち、宮城県産及び市町村産
の品目数の割合について調査を行ったもの。

14-2



教育－給食だよりを活用した食育指導－
15
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◆インフラ

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に向け
て市に求めるもの

市の考え方・方向性

主要地方道 気仙沼唐
桑線の整備について
主要地方道気仙沼

唐桑線の舞根・浪板
間は、朝晩の交通量
が増加している状況
であり、また本年４
月に国道45号線唐桑
トンネル付近が崩落
により通行できなく
なった際には、迂回
路としても活用され
たが、急カーブや隘
路区間が多く、事故
や渋滞も発生したこ
とから、早期整備が
必要な状況である。

舞根地区で
本路線の唐桑
部分について、
清掃活動を
行っている。

引き続き、早期
整備化の活動継続
と交通難所箇所の
部分改良及び安全
対策（法面支障草
木伐採・カーブミ
ラー清掃）につい
て関係機関に働き
かけてほしい。

・主要地方道 気仙沼唐桑線については、「気仙
沼・唐桑最短道」として、宮城県の令和3年度
から10か年の道路計画となる「新みやぎの道づ
くり計画」の整備対象路線となるよう要望して
いる。

・一方で、本年4月の国道45号の法面崩落の際に
は、同路線に交通が集中し、特に大型車に起因
する渋滞が発生しており、災害時等における交
通ネットワークの多重化を図るためにも、最短
道整備に先立ち、早急に狭隘箇所等の部分改良
や待避所の整備が必要であり、本年８月に最短
道の整備と合わせ要望をしている。
これに対し、県では、本年度、同路線の舞根峠
と松圃地内の狭隘箇所等について、道路概略検
討業務を発注しており、地形を生かした現実的
に実施可能な改良を検討していくと伺っている。

・県では、支障木伐採やカーブミラーの清掃等、
日常の維持管理に関する安全対策について、除
草作業時や道路パトロールにより、通行に支障
となる枝葉の伐採を行っている。

・また本年4月にカーブミラー1基を更新済。
・引き続き、道路パトロール等により通行車両等
の安全確保が図られるよう働きかけていく。

【計画・調整課・土木課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性



インフラ－気仙沼・唐桑最短道

担当課 建設部計画・調整課 連絡先 22-3415

17

H28.05.16 県知事･県議会議長要望

H28.10.05 唐桑最短道整備促進期成同盟会設立
(現気仙沼・唐桑最短道整備促進期成同盟会)

H28.10.18 県知事･県議会議長要望

H29.12.26 県知事･県議会議長要望
(6,536筆の署名簿提出)

H30.06.01 県議会建設企業委員会要望
（県内調査時）

H30.11.26 県知事･県議会議長要望

R1. 09.29 気仙沼・唐桑最短道整備促進総決起大会
(21,611筆の署名簿提出)

R2. 08.31 県知事･県議会議長要望

■主な促進活動
■整備状況
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◆産業（1/3）

①現在の課題

②地域の皆さま
が取り組んでい
る・取り組みた
い内容

③課題解決に向
けて市に求める
もの

市の考え方・方向性

松くい虫対策について
宮城オルレやみちのく潮風トレ

イルを楽しみに唐桑へ来る観光客
が増加している中、景観を損ねる
松くい虫の被害木は唐桑のイメー
ジを低下させてしまう。
また、倒木等の危険性も高まり

漁業や防災への影響も懸念される。

唐桑地域にお
ける松くい虫対
策の進捗状況及
び今後の復旧計
画を示してほし
い。

令和2年8月から宮城オルレ、潮風トレイ
ルの海岸寄りの遊歩道沿い約700本伐倒作業
中である。ただし、地形的に伐倒作業が困
難な危険木は伐倒することができない状況
である。
今後、伐倒跡地については、松くい虫被

害に強い抵抗性松の植栽など県と協議する。

【農林課】

漁火パークの仮設住宅跡地の利活
用及び整備計画について
漁火パークの仮設住宅跡地につ

いては既に整地されているが，そ
の後の整備計画が示されていない。

芝生等で整備
し、観光客など
が気軽に楽しむ
ことができる憩
いの場に整備し
てほしい。

指定管理者から今後の施設全体の利用計
画について提案を受けおり、提案者や唐桑
町観光協会等の地元関係者から意見を伺い
ながら、市全体の観光戦略を念頭に置き、
唐桑観光活性化委員会及び観光推進機構で
議論し、誘客に結び付く魅力的な観光エリ
アとしての磨き上げを検討していく。

【観光課、唐桑総合支所産業・建設課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆産業（2/3）

①現在の課題 ②地域の皆さまが取り組ん
でいる・取り組みたい内容

③課題解決に向けて
市に求めるもの

市の考え方・方向性

事業スタートに使い
やすい補助事業の拡
充について
・人口減少、高齢化、
後継者不足など社
会的な問題により
地域内での事業者
の減少、経済規模
も縮小傾向となっ
ている。

・気仙沼市は人材育
成事業により既存
事業者の規模拡大
や新規事業者のス
タートアップ支援
などの取組みを
行っているが、新
規事業の立ち上げ
時は資金の確保が
大きなネックと
なっている。

・本吉唐桑商工会
などで補助事業
活用に向けた支
援などのサポー
トを行っている。

・また、市が実施
する空き家バン
クを活用し、地
域に不足してい
る賃貸借物件情
報の拡充を行い、
新たに店舗や事
業を行いたい人
に空き家を活用
してもらうなど、
地域経済活性化
に関わる活動を
している。

・市の補助事業は既存
企業も参加できるコ
ンペ形式であったり、
用途が限られるなど
ノウハウのない新規
事業者が活用しにく
い内容のものもある。

・地域経済の活性化促
進といった課題に対
し、スタートアップ
（当地域への新規出
店を含む）に対する
補助事業を拡充して
ほしい。

（例：家賃や人件費の
補助、空き家改修の
補助金の事業用に対
しても補助、事業の
運転資金の一定額補
助など）

・新規事業者への支援については、本市では平成24年度
から「創造的産業復興支援事業費補助金」を創設し、
新規分野における創業や新事業展開を行う事業者を支
援しきており、これまで延べ36社に交付決定し、この
うち23社が新たに起業された方となっている。
また、宮城県では、創業者に対する補助として「宮
城県スタートアップ加速化支援事業」を実施しており、
こちらは本市では13社が採択されている。

・補助金の採択にはそれぞれ要件があり、採択が困難と
感じる方もあるかと思うが、市担当課へご相談いただ
きたい。

・補助金採択に向けたスキルアップやノウハウ取得等に
ついて、本市は経済産業省の「創業支援等事業計画」
の認定を受けており、この計画に基づき、商工会議
所・商工会・信用金庫が主催する講習（経営、財務、
人材育成、販路開拓）を実施している。これらを１か
月以上受講したことの認定を受けることにより、法人
化する際の設立登記費用の軽減措置等のメリットがあ
るので、詳しくはご相談いただきたい。

・空き家の改修については、テナントとして空き家を活
用する場合、創業支援の補助金等を活用して改修・修
繕できることがあるので、こちらもご相談いただきた
い。

・このほか、事業資金の調達に関しては、創業資金等の
融資制度もあるので、各金融機関へご相談いただきた
い。

【産業戦略課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性
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◆産業（3/3）

①現在の課題
②地域の皆さまが取
り組んでいる・取り
組みたい内容

③課題解決に向けて市に
求めるもの

市の考え方・方向性

被災した只越地区の利活
用及び整備計画について
只越地区は、唐桑半島

の入口であり、観光客が
唐桑に来て最初に目にす
る場所である。
特に只越川流域付近に

ついては、復興工事が進
んでいるが、今後どのよ
うになるのか、わからな
い状況である。

復興工事が進む只越川
流域付近が、今後どのよ
うに整備されていくのか。
また、工事後について
は、平成２９年度の市政
懇談会では、民間への譲
渡等による有効活用を検
討することとしているが、
例えば、観光客への印象
を良くするため、植栽活
動等に利活用できるのか
どうかご教示願いたい。

・只越地区の河川堤防背後地において、
現在、公共事業は計画されていない。

・市が買取りした被災宅地は、現在残
存物の撤去工事を行っており、利活
用未定地については、今後公募等に
より民間への払下げを行う予定。

・植栽活動等を希望される場合は、地
域に貸すことも可能であり、具体的
な計画があれば、財政課公共施設総
合管理室にご相談いただきたい。

【財政課、計画・調整課】

唐桑地域の課題に対する市の考え方・方向性



◆市道整備状況
整備路線数 1路線 L=1,550.0m(うち完了延長 L=349.4ｍ）

(うち工事中延長 L=621.5ｍ）
(うち施工予定 L=579.1ｍ）

◆漁集事業による集落道整備
整備路線数 3路線 L=1,281.0m(うち完了延長 L=908.0ｍ）

(うち工事中延長 L=373.0ｍ）

◆東日本大震災により被災した市道の復旧
復旧路線数 32路線 L=6,669.8m

うち 完了 22路線 L=4,018.3m
うち工事中 2路線 L= 674.5m
うち工事予定 8路線 L=1,977.0m

◆市道舗装補修状況
補修路線数 14路線 L=8,403.0m

うち完了 2路線 L= 719.0ｍ
うち工事中12路線 L=7,684.0ｍ

インフラ －唐桑地域市道等の災害復旧及び整備の状況－
21

◆市道の整備状況（位置図2参照）

※位置図は次頁参照

担当部署：土木課
水産基盤整備課

№
箇所図

番号（※）
路線名等 内容 延長(m) 幅員(m) 現在の状況

着工年月
(予定)

完了年月
（予定)

１ ㉝ 小鯖鮪立線 改良・舗装 1,550.0 9.25

一部工事完了 （349.4m）
工事中 (621.5m）
施工予定 (579.1m）

H20.4 R6.3

計 1,550.0



インフラ －唐桑地域市道等の災害復旧及び整備の状況－
※位置図は次頁参照

◆漁集事業による集落道整備（位置図2参照）

№
箇所図

番号（※）
路線名等 内容 延長(m) 幅員

(m)
現在の状況

着工年月
(予定)

完了年月
（予定)

1 ㉞ 宿舞根地区2号 新設 373.0 4.0 工事中 H30.6 R3.1

2 ㉟ 鮪立地区1号 一部改良・一部新設 193.0 4.0 工事完了 H28.8 H29.8

3 ㊱ 鮪立地区2号 新設 715.0 4.0 工事完了 H29.3 R1.8

計 1,281.0
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唐 桑 地 域

路線名 延長（ｍ） 現在の状況

① 港の前草畑線 319.0 R3.1月発注予定

② 港の前隠居線 371.0 R3.1月発注予定

③ 中道線 66.0 R3.1月発注予定

④ 港橋出山線 114.0 R3.1月発注予定

⑤ 只越大沢線8号線 44.8 工事完了

⑥ 小田岩井沢線 38.0 工事完了

⑦ 万田沢線 17.0 工事完了

⑧ 石浜1号線 76.9 工事完了

⑨ 前の浜線 68.3 工事完了

⑩ 後沢線 25.8 工事完了

⑪ 石浜3号線 66.3 工事完了

1
23



唐 桑 地 域

路線名 延長（ｍ） 現在の状況

⑫ 太田沢線 66.0 工事完了

⑬ 上二本杉半造入口線 301.5 工事完了

⑭ 宿鮪立線 39.0 工事完了

⑮ 宿浦海岸線 40.0 工事完了

⑯ 浦馬場線 564.0 工事完了

⑰ 実吉線 385.0
一部完了289m

R3.1発注予定96m

⑱ 宿古舘線 1,245
一部完了670m
工事中383m

R3.4月発注予定192m

⑲ 舞根寺釜線 160.0 工事完了

⑳ 横峰入線 291.5 工事中

㉑ 古舘下鼻古線 180.0 R3.2月発注予定

㉒ 小鯖鮪立線 203.0 R3.2月発注予定

㉓ 鮪立海岸線 436.0 R3.2月発注予定

㉔ 中井須堂線 205.4 工事完了

㉕ 小鯖神止線 547.0 工事完了

㉖ 中井神止線 223.0 工事完了

㉗ 巨釜線 164.6 工事完了

㉘ 中半造線 193.2 工事完了

㉙ 中井小学校扇沢線 58.0 工事完了

㉚ 茂呂木中井小学校線 59.0 工事完了

㉛ 神の倉団地線 54.0 工事完了

㉜ 上新屋台の上線 47.5 工事完了

㉝ 小鯖鮪立線（市道整備） 1,550.0
一部工事完了349.4m
工事中621.5m
施工予定579.1m

㉞ 宿舞根地区２号（集落道） 373.0 工事中

㉟ 鮪立地区１号（集落道） 193.0 工事完了

㊱ 鮪立地区２号（集落道） 715.0 工事完了

2
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位置図 3 唐桑地区における市道等舗装補修箇所①
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位置図 4 唐桑地区における市道等舗装補修箇所②
26



●復興の現状と
今後の事業展開

● 気仙沼市の将来人口予測
と人口減少への取組

27



⑧(仮)洋野ＩＣ～階上ＩＣ 延長７km

仙台港北ＩＣ

気仙沼中央ＩＣ

田老北ＩＣ

久慈ＩＣ

①小泉海岸ＩＣ～本吉津谷ＩＣ 延長２km

②気仙沼港ＩＣ～(仮)唐桑南ＩＣ 延長７.３km

④(仮)田野畑北ＩＣ～普代村 延長８km

三

陸

縦

貫

自

動

車

道

三
陸
北
縦
貫
道
路

八
戸
久
慈
自
動
車
道

①

②

③
④

■令和２年内開通予定

■令和２年度末開通予定

③(仮)田野畑南ＩＣ～尾肝要 延長６km

⑥(仮)野田ＩＣ～久慈ＩＣ 延長１２km

⑦侍浜ＩＣ～(仮)洋野ＩＣ 延長１６km

■令和３年内開通予定

⑤普代村～(仮)野田ＩＣ 延長１３km

※令和３年内に三陸沿岸道路（仙台～八戸・３５９km）全線開通

八戸ＪＣＴ

50.9km

59.9km

248.1km

⑧
⑦

⑥

⑤

宮古中央ＩＣ

釜石ＪＣＴ

三陸沿岸道路 －復興のリーディングプロジェクト－
28

2020.11.21開通予定



⇒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）

至陸前高田

至仙台

令和元年 5月 主塔架設

令和元年 6月 橋桁設置工事着手

令和２年６月 橋桁設置工事（閉合作業）完了

※正式名称が「気仙沼湾横断橋」に決定，愛称は 10/23～11/9 募集中

三陸沿岸道路・気仙沼湾横断橋 －復興のリーディングプロジェクト－

展望場所整備中【蜂ヶ崎】

蜂ヶ崎から【完成イメージ】

29

6月21日に閉合セレモニー実施



陣山

整備後イメージ図

復興祈念公園のシンボル

犠牲となった方への追悼，千年に一
度の災害の記憶と教訓，復興したまち
への未来安寧の祈り等，様々な祈りが
できる場所として整備。令和３年２月
頃に完成予定となっている。

H31.1.28～H31.4.28
シンボルとなる「祈りの帆（セイル）」建立に向けクラウドファンディングで寄附を募集

→目標の約1.5倍に到達（寄付総額29,820,000円）。ありがとうございました。

（※通常寄附については令和２年１０月末まで受付）

追悼と伝承の広場

再生の広場

仮称「祈りの帆（セイル）」

アーチ，船，扉，灯台，掌等
を融和させたシンボル

日常的に憩える
場所として整備

震災の記憶や教訓を
伝える場所として整備

復興祈念公園公園整備事業
30



31
気仙沼中央公民館

【 概 要 】

東日本大震災の津波で被災した気仙沼中央公民館を移転新築
○ 建設予定地

南気仙沼地区土地区画整理事業地内
○ 敷地面積 8,747.48㎡
○ 延床面積 3,154.33㎡(原型復旧規模)
○ 構造等 ＲＣ造２階建て
○ 施設構成

小劇場(324席)，体育館(1,015.78㎡)，スタジオ(４室)，和室，
調理実習室，駐車場(100台)

○ 事業期間 平成30年度～令和２年度

【完成イメージ】

気仙沼中央公民館

【１階平面図】
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【（仮称）南気仙沼復興市民広場 】
●全体面積 約5.0ha
●整備内容 多目的グラウンド（サッカー2面又はラグビー２面を確保できる広さ）

①多目的広場，駐車場，トイレ，四阿等
②多目的グランド緑化，防球ネット，クラブハウス，陸上コース

【南運動広場 】
●全体面積 約2.2ha
●整備内容 多目的グラウンド，防球ネット，

バックネット，トイレ，駐車場等

（仮称）南気仙沼復興市民広場・南運動広場
32



6

【 概 要 】

平常時における日常的な公園利用の他，津波襲来時に避難が遅れた人の一時避難地として，
避難築山を含む防災公園を整備

●全体面積 約2.0ha
●整備内容 避難築山，広場，駐車場，トイレ，四阿等

防災公園【南気仙沼地区】
33



7

【 概 要 】

平常時における日常的な公園利用の他，津波襲来時に避難が遅れた人の一時避難地として，
避難築山を含む防災公園を整備

●全体面積 約2.9ha
●整備内容 避難築山，広場，駐車場，トイレ，四阿等

防災公園【松崎尾崎地区】
34



38
市営野球場

【概要】
●場 所 下八瀬435番地3
●整備内容 メインスタンド，サブスタンド，

ダッグアウト，本部席，トイレ，
擁壁等の改修

●供用開始 令和２年９月２８日

市営テニスコート
【概要】
●場 所 赤岩牧沢１３８番地６
●整備内容 砂入り人工芝コート（４面）

クラブハウストイレ修繕
防砂ネット

●供用開始 令和２年１０月下旬
※従前のハードコートから砂入り人工芝に変更

35



唐桑運動場

【概要】

●場 所 唐桑町宿浦１番地１
●整備内容 多目的グラウンド，防球ネット，

バックネット，ダッグアウト，
スコアボード，ネットフェンス，
手足洗い場，防犯灯，トイレ

●供用開始 令和２年10月

【概要】

●場 所 東中才 地内
●整備内容 多目的グラウンド，防球ネット，バック

ネット，手足洗い場，トイレ，駐車場
●供用開始 令和３年４月（予定）

鹿折みどりのふれあい広場
36



気仙沼公園（市民グラウンド）

【 概 要 】

●場 所 笹が陣１０３番地外

●整備内容

・グラウンドの一部を駐車場としても利用可能な砕石

敷きで暫定整備を図ります。

・将来的には駐車場を備え，遊具を配置するなど魅力

ある公園を目指し再整備を進めます。

●駐車台数 既存部分（アスファルト）約70台，

増設部分（砕石敷）約110台

●供用開始 令和２年11月（予定）

気仙沼中学校

車両出入口

開
放
部

車
両
出
入
口

市
民
会
館

至 　 幸 町

至
河
原
田

市
図
書
館

(砕石敷)

増設駐車場　約110台

既存駐車場　約70台

広場エリア

（アスファルト）

遊具エリア
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【 概 要 】

●場 所 上田中二丁目９番地

●整備内容

・グラウンドの一部を駐車場として復旧

●駐車台数 約30台

●供用開始 令和３年３月（予定）
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防災物資集積配送基地整備事業

【 概 要 】

東日本大震災の経験を踏まえ，災害時に物資を滞留させず効率的に市民に届
けることが出来る体制を構築する

●場 所 市総合体育館（ケーウエーブ）：敷地内に新設（令和２年度 工事着手）
唐桑体育館・本吉体育館：既存施設を一部改修（令和２年度 工事着手）

気仙沼

唐桑

本吉

普段はアルファ米や飲
料水等を備蓄し，災害
時の搬送に効果を発揮

平常時においては，事
務室は防災関係の講座
や研修等に使用予定

市総合体育館
（ケー・ウエーブ）

予定地

２階平面図

１階平面図
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新一般廃棄物最終処分場整備事業

【 概 要 】

現在使用中の大曲一般廃棄物最終処分場が，今後満杯になると見込まれる
ことから，新たな一般廃棄物最終処分場を整備する

【スケジュール】
令和２年３月 実施設計終了
令和２年９月 着工（令和3年度完成予定）

【 施設の基本方針 】 POINT ➡ クローズド型（屋内型）最終処分場
１．周辺環境への負荷軽減を考慮した最新鋭の処分場
【屋根や壁を備えることで臭い，騒音，粉塵を外部に漏らさない（風による飛散が防げる）】

２．周辺の水環境に影響を与えない
【散水により埋立場からしみ出る水（浸出水）の処理水を し尿処理場へ送水】

３．埋立終了後の跡地利用
【屋内スポーツ施設等へ転用し，地域振興及び市民の健康増進等に活用可能】
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大谷海岸地区事業イメージ

完成イメージ

【 概 要 】

大谷海岸地区は風光明媚な砂浜が広がる海水浴
場と道の駅を核とした市内でも有数の観光拠点で
あったが，震災により発生した大津波により，壊
滅的な被害に遭った。
被災後は，災害復旧事業により道の駅の一部を

復旧し，仮店舗での営業を行っている状況である。
本事業は新設される海岸防潮堤事業（県事業）

などの計画に合わせて有効活用する背後地に新た
に道の駅「大谷海岸」を復旧整備し，大谷海岸地
区の賑わいと生業の再生を図るものである。

【今後のスケジュール】
令和３年１月 施設完成
令和３年３月 道の駅「大谷海岸」オープン
令和３年 夏 大谷海水浴場再開予定

道の駅「大谷海岸」・大谷海水浴場



●復興の現状と
今後の事業展開

●気仙沼市の将来人口予測
と人口減少への取組
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人口及び世帯数の変化 42

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

令和元年

10月末

（B）

令和2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） 74,247 69,986 62,724 61,564 ▲ 12,683 ▲ 1,160

【増減率】 【▲17.1%】 【▲1.8%】

〔高齢化率〕 〔30.2%〕 〔30.4%〕 〔37.7%〕 〔38. 4%〕

男（人） 35,950 33,879 30,454 29,891 ▲ 6,059 ▲ 563

女（人） 38,297 36,107 32,270 31,673 ▲ 6,624 ▲ 597

世帯数 26,601 25,555 26,418 26,345 ▲ 256 ▲ 73

唐
桑
地
域

中
井

人口（人） 2,522 2,502 2,133 2,066 ▲ 456 ▲ 67

世帯数 762 767 778 771     9 ▲ 7

唐
桑

人口（人） 3,424 3,263 2,611 2,561 ▲ 863 ▲ 50

世帯数 1,060 1,033 983 982     ▲ 78 ▲ 1

小
原
木

人口（人） 1,652 1,465 1,217 1,189  ▲ 463 ▲ 28

世帯数 567 524 491     499       ▲ 68 8

計

人口（人） 7,598 7,230 5,961 5,816  ▲ 1,782 ▲ 145

【増減率】 【▲23.5%】 【▲2.4%】

〔高齢化率〕 〔33.7%〕 〔33.2%〕 〔42.8%〕 〔43.9%〕

世帯数 2,389 2,324 2,252 2,252 ▲ 137 0

地区別の外国人登録者数データなし

※1，※2：外国人登録者数を含まず（平成24年7月9日外国人登録法は廃止されました）



国勢調査に基づく将来人口予測（気仙沼市）

担当課 震災復興・企画課 連絡先 統計分析係

8,747 6,592 5,362 4,539 3,804 3,177 2,697 2,279 
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35,537 
30,823 

26,629 
22,831 

19,307 
15,893 
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22,624 

22,859 

23,424 23,027 
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0～14歳 15～64歳 65歳以上 65歳以上の割合（％）

48,797

43,466

38,305

33,396

54,19559,609

64,988

73,489

■国立社会保障・人口問題研究所の推計値■国勢調査値

※（ ）内数値は、住民基本台帳に基づく人口（各年９月末日時点）

（66,929）

（22,515）

（43,269）

（8,766）

（36,995）

（74,550）

（6,769）

（23,165）

約25％減少
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15人口減少 ～若者の流出①～

資料：各年国勢調査

気仙沼市の男女別20歳－39歳人口の推移
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15人口減少 ～若者の流出②～

資料：各年国勢調査

男性

年 10-14歳

1980 4,036人 3,131人 2,363人 3,393人 3,967人 3,393人 3,514人

1985 3,845人 3,265人 (▲ 19.1%) 2,090人 (▲ 33.2%) 2,786人 (17.9%) 3,363人 (▲ 0.9%) 3,839人 (▲ 3.2%) 3,284人 (▲ 3.2%)

1990 3,253人 3,121人 (▲ 18.8%) 1,856人 (▲ 43.2%) 2,364人 (13.1%) 2,698人 (▲ 3.2%) 3,259人 (▲ 3.1%) 3,724人 (▲ 3.0%)

1995 2,724人 2,573人 (▲ 20.9%) 1,833人 (▲ 41.3%) 2,231人 (20.2%) 2,387人 (1.0%) 2,696人 (▲ 0.1%) 3,185人 (▲ 2.3%)

2000 2,270人 2,121人 (▲ 22.1%) 1,569人 (▲ 39.0%) 2,173人 (18.5%) 2,277人 (2.1%) 2,444人 (2.4%) 2,650人 (▲ 1.7%)

2005 2,003人 1,748人 (▲ 23.0%) 1,154人 (▲ 45.6%) 1,738人 (10.8%) 2,159人 (▲ 0.6%) 2,225人 (▲ 2.3%) 2,382人 (▲ 2.5%)

2010 1,905人 1,608人 (▲ 19.7%) 937人 (▲ 46.4%) 1,352人 (17.2%) 1,752人 (0.8%) 2,129人 (▲ 1.4%) 2,225人 (0.0%)

2015 1,424人 1,557人 (▲ 18.3%) 955人 (▲ 40.6%) 1,131人 (20.7%) 1,365人 (1.0%) 1,725人 (▲ 1.5%) 2,122人 (▲ 0.3%)

女性

年 10-14歳

1980 3,656人 3,171人 2,782人 3,273人 3,816人 3,396人 3,452人

1985 3,754人 3,128人 (▲ 14.4%) 2,492人 (▲ 21.4%) 2,846人 (2.3%) 3,231人 (▲ 1.3%) 3,739人 (▲ 2.0%) 3,302人 (▲ 2.8%)

1990 3,088人 3,042人 (▲ 19.0%) 2,071人 (▲ 33.8%) 2,566人 (3.0%) 2,780人 (▲ 2.3%) 3,117人 (▲ 3.5%) 3,637人 (▲ 2.7%)

1995 2,649人 2,473人 (▲ 19.9%) 1,912人 (▲ 37.1%) 2,244人 (8.4%) 2,494人 (▲ 2.8%) 2,697人 (▲ 3.0%) 3,060人 (▲ 1.8%)

2000 2,132人 2,127人 (▲ 19.7%) 1,664人 (▲ 32.7%) 2,146人 (12.2%) 2,285人 (1.8%) 2,474人 (▲ 0.8%) 2,645人 (▲ 1.9%)

2005 1,952人 1,670人 (▲ 21.7%) 1,323人 (▲ 37.8%) 1,748人 (5.0%) 2,081人 (▲ 3.0%) 2,226人 (▲ 2.6%) 2,414人 (▲ 2.4%)

2010 1,670人 1,543人 (▲ 21.0%) 1,014人 (▲ 39.3%) 1,373人 (3.8%) 1,772人 (1.4%) 2,028人 (▲ 2.5%) 2,162人 (▲ 2.9%)

2015 1,303人 1,245人 (▲ 25.4%) 840人 (▲ 45.6%) 958人 (▲ 5.5%) 1,262人 (▲ 8.1%) 1,610人 (▲ 9.1%) 1,891人 (▲ 6.8%)

30-34歳 35-39歳 40-44歳

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳

15-19歳 20-24歳 25-29歳

気仙沼市の５歳階級別人口移動の状況

※（ ）内は、５年前のマイナス
５歳階級からの増減率 女性は男性に比べて，

Ｕターン率が低い
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少子化対策（プロジェクト１．９０） ～出会い・結婚～

15

■ライフデザインセミナー

日時 令和元年11月3日（日）14:00～16:00

場所 市民福祉センター「やすらぎ」

対象者 20～30代の方（未婚・既婚を問わず）

参加者 10人（男性6人，女性4人）

■結婚啓発セミナー

日時 令和元年11月24日（日）14:00～16:00

場所 ゲストハウス「アーバン」

対象者 20～30代の未婚の方

参加者 7人（男性7人）

■男性向けスキルアップ講座

日時 令和2年1月26日（日）14:00～16:00

場所 市民福祉センター「やすらぎ」

対象者 20～45歳の未婚男性の方

参加者 11人

■婚活パーティー

日時 令和2年2月23日（日）15:00～17:00

場所 はまなす海洋館

対象者 20～45歳の未婚の方

参加者 男性14人，女性9人（連絡先交換2組）

■移動結婚相談会

開催 令和元年11月19日，11月20日
令和２年１月14日，１月15日

場所 市民福祉センター，唐桑・本吉公民館
対象者 独身の方，その家族（参加者10人）

新婚世帯に対して住居費，引越費用を補助する。

対象世帯
夫婦どちらか一方が39歳以下で
世帯の合計所得が410万円未満の新婚世帯

補助対象経費
①住宅取得費用 ②住宅賃借費用 ③引越費用
④住宅改修費用

補助金額
①～③ 補助率10/10 上限30万円
④ 補助率1/2 上限100万円

○結婚支援事業（結婚応援プロジェクト） ○結婚新生活支援補助金

婚活イベント等を開催する民間団体に開催経費を補助する。

補助対象事業 婚活イベント、結婚啓発セミナー など

補助対象経費
イベント，セミナー等の開催経費
（飲食費は対象外，市外参加者の送迎費は対象）

補助金額
1回当たり上限20万円
（1団体あたり同一年度40万円以内）

○婚活支援事業補助金

○乳幼児親子の学校訪問事業

対象者 市内中学生，高校生

事業内容 ・誕生学スクールプログラム
（いのちの誕生に関する講話）

・乳幼児親子との交流，赤ちゃん
とのふれあい体験

実施校 令和元年度 11校 計572人

人口減少対策の取組① －少子化対策（プロジェクト１．９０)－

申込・問合せ先 震災復興・企画課 TEL 22-3408
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関係人口

○気仙沼ファンクラブ

○クルーカード

○ふるさと納税

○首都圏での地場産品販
売・情報発信拠点整備

○ワークキャンプ（民間）

○インターン（民間）

○マイプロバス（民間）

子育て期（子育て支援）

○けせんぬま子育てタウンミーティング

○１ｓｔ（ファースト）バースデイプレゼント事業

○病児保育事業（体調不良児対応型）

○ファミリー・サポート・センター

○子育て支援セミナー

○父親の育児参加促進事業

○おでかけ児童館

○子育てほっとサロン

○市総合健診時の託児サービス

○保育士等確保対策事業

○保育士等奨学金返済支援補助金

○子育て支援事業等人材育成事業

○子育て支援イベント「うみのこフェスタ」

○児童福祉施設等の再編整備

少子化対策（プロジェクト１．９０） ～妊娠・出産・子育て～

移住・定住

○移住・定住支援センター「MINATO」

・ワンストップ窓口設置

・移住WEBサイト

・移住サポーター

・空き家バンク

・各種イベント開催・出展

○空き家改修支援事業補助金

○地域おこし協力隊

移住・定住促進

子育て期（経済的支援）

○誕生祝金支給事業

○子ども医療費助成

○ファミサポ利用料助成（産後ママ応援事業）

○小学校入学祝金事業

○就学援助

移住・定住支援センター MINATO 空き家バンク

大学生ワークキャンプ
マイプロバス

（大学生による高校生支援）

子育て情報誌「ぽけっと」

人口減少対策の取組②（二本の柱） 16

妊娠・出産

○特定不妊治療費助成事業

○子育て世代包括支援センター運営事業

○産後の女性のためのボディケア講座

○先輩ママとの交流会

○ファミリー・サポート・センター産後ママ応援事業

〇産後サポート事業（育児支援と健康診査）

○子育て情報誌「ぽけっと」発行

人口減少対策の取組② 47－少子化対策(プロジェクト１．９０)
と移住・定住促進－

子育てタウンミーティング



総合相談窓口

住まいの確保

○空き家バンク

空き家を
「売りたい・貸したい」方と
「買いたい・借りたい」方を
マッチング

地域活性化と
定住定着

○地域おこし協力隊

平成２８年度から導入
令和２年６月７日現在１１人が７
分野で活動中。６名が任期満了に
より退任

• 気仙沼市を中心とした三陸沿
岸地域の日本型DMO構築

• 水産資源の多角的利用による
新産業創出事業

• 環境負荷の少ない社会の構築
事業（林業）

• 子育てに取り組む団体・個人
への事業運営支援 など…

○空き家改修支援事業補助金

空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため，気仙沼市
の空き家バンクに登録している空き家の改修，修繕，家財
等の処分に要した費用の一部を補助

令和元年度までの交付実績…１７件１２，１４１千円

個別の施策との連携・情報収集を行い，移住予備軍へ向けた情
報発信と，移住希望者に対する個別支援を行う。
※相談窓口のほか，イベントや交流会を開催

■ 令和元年度実績
窓口相談件数 １７１件
移住フェア 出展５回、接触人数６１名
企業合同採用説明会等 開催５回、参加者５１名
移住者向けウェルカムパーティー 参加者５６名

人口減少対策の取組②’ －少子化対策(プロジェクト１．９０)
と移住・定住促進－
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採用・就業

○マチリク・地域雇用創造協議会
○介護マンパワー緊急確保対策事業
○介護職員初任者研修（通信制）事業
○保育士等確保対策事業（再掲）
○保育士奨学金返済支援補助金（再掲）
○医学生等奨学金貸付（再掲）
○水産業従業員宿舎整備事業費補助金
○沿岸漁業担い手対策支援事業
○農業人材力強化総合支援事業

医療面での妊娠・出産・子育て支援

○両親学級（妊婦指導，病棟見学等）
○夜間・休日を含む妊婦相談
○新生児聴覚スクリーニング検査の実施
○妊産褥婦相談・健康チェック（産後）
○産婦人科の維持
○小児科の維持

起業・創業

○ローカルベンチャー推進事業
○創造的産業復興支援事業補助金
○チャレンジオーナー支援事業費補助金
○企業誘致（トップセールス など）
○企業立地奨励補助
○ＩＣＴ関連産業誘致推進事業
○気仙沼Biz運営事業

雇用対策
医療

○新病院建設
○医学生等奨学金貸付

医療

人材育成

○まち大学構想
★アクティブコミュニティ塾
★アクティブウーマンズカレッジ
★担い手育成支援事業
（ぬま塾，ぬま大学 など）

★経営人材育成塾

コミュニティ

★まちづくり協議会支援
○小規模多機能自治の推進
○地域活動の活性化
（まちづくりセンター化含む）

福祉

○地域包括ケアの推進
○生活援助員(ＬＳＡ)事業
○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
○認知症施策の推進（サポーター養成 ほか）

○障害者の生きがいづくり・社会参加の促進

教育

○市立病院附属看護専門学校
○ＥＳＤの推進・学力向上
○専門学校誘致

住宅

○土地区画整理事業による宅地整備
○災害公営住宅，防集団地の一般募集
○空き家バンク（再掲）

防災

○災害に強いまちづくり
（防潮堤，避難道 など）

○避難誘導標識の設置
○自主防災組織の育成強化
○避難行動要支援者避難支援の推進

インフラ

○公共交通の再編整備
○三陸自動車道の整備促進
○市道等の復旧・整備
○下水道の普及促進

その他
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人口減少対策 －プロジェクト1.90（妊娠・出産・子育て)－

Vol.1  2020.1.11（土）9:30～11:30
市民福祉センターやすらぎ

Vol.2  2020.1.13（月・祝）13:30～15:30
まち・ひと・しごと交流プラザ

子育て中の市民や，子育て支援に携わる方
が，日ごろ考えている，子育てに関する課題
や不安について直接意見を聴く機会として開
催。

令和２年度も様々な形で継続開催を予定。

けせんぬま子育てタウンミーティング開催
『どんなまちで子育てしたい？』

●婚活支援事業

婚活イベントなど，出会いの場を提供する事業を実施す
る民間団体に，その事業費の一部を補助。

令和２年度は，特に女性参加者の増加を図るため，市外
参加者のための送迎費を追加で補助。

●結婚新生活支援事業

新婚世帯に住宅の賃借費や改修費，引越費用等の一部を
補助。（所得等の要件有り）

結婚支援

＜主な取り組み例＞

タウンミーティング

婚活パーティー
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ＳＤＧｓを取り入れたまちづくり
・ＳＤＧｓは，2015（平成27）年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」に記載された2016（平成28）年から2030（令和12）年までの国際目標であり，「地球上の誰一人
として取り残さない」社会の実現を目指し，経済・社会・環境の諸問題を総合的に解決することの重要
性が示されています。

・市では，ＳＤＧｓの理念を市政に取り入れ，人口減少社会における市民一人一人の豊かさを追求すると
ともに，全世界的なＳＤＧｓの活動に貢献することで，第２次市総合計画に掲げる将来像「世界とつな
がる 豊かなローカル」の実現を目指します。

人口減少対策の取組④（持続可能なまちづくり）
51

第２次気仙沼市総合計画

１ 基本構想
〇期間 Ｈ29～Ｒ8 10年間
〇将来像
「世界とつながる 豊かなローカル」
２ 前期基本計画
〇期間 Ｈ29～Ｒ2 4年間
〇重点施策
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

３ 後期基本計画
〇期間 Ｒ3～Ｒ8 6年間
〇市民起点の計画づくり
本年11月から市民ワークショップ

を開催。来年春に計画素案を市
ホームページ等に掲載し，市民意
見を募集します。



人口減少対策の取組⑤（市総合計画とSDGsの相関関係①）
52

市総合計画 基本構想 基本目標 ＳＤＧｓ １７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

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

３ 産業 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

４ 結婚・
子育て

結婚・出産・子育
ての希望を叶える
まち

５ 教育 人間力・挑戦する
心・地域愛を育む
まち



人口減少対策の取組⑤‘（市総合計画とSDGsの相関関係②）
53

市総合計画 基本構想 基本目標 ＳＤＧｓ １７の目標

６ 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

７ 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

８ 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

９ 防災 高い防災力を維持
する災害に強いま
ち

10 暮らし 安全で安心できる
住み続けたいまち



基本理念・基本方針

至陸前高田

至仙台

22新庁舎建設
現庁舎は耐震基準を満たしていないことに加え，老朽化も進んでいることから，新市建設計画，新市基本計画，第２次気仙沼市総合計画に
おいても，主要事業として新庁舎の整備を位置付けてきたところです。
昨年度は新庁舎の建設位置や導入する機能・性能等を含めた新庁舎建設基本構想を策定し，今年度は，基本計画の策定を進めます。

基本構想の策定
平成30年度から気仙沼市新庁舎建設基本構想の策定に着手し，８

回にわたって開催した「有識者会議」をはじめ，「市議会」や「市民
との意見交換会及びアンケート」，「市民意見の募集」等における提
言やご意見等を踏まえながら，本年３月「基本構想」を策定しました。

「旧市立病院跡地」

■ 建設位置の敷地概要

所 在 地 ：田中１８４番地

敷地面積：19,781㎡

建設位置

  「市民との意見交換会及びアンケート」，「市民意見の募集」において意見の多かった項目 

有識者会議における比較評価

選定のポイント
①有識者会議の提言について，考察を行い，適切であると判断
②庁舎位置の基本方針４項目はいづれも大切であるが，基本方針１・
３・４については，その時代の環境などで様々な捉え方があると思
うが，基本方針２については，庁舎が持つべき最重要な機能を反映
するもの。

③庁舎本来の機能が発揮できない恐れがあることは避けるべき。
④防災センター，県合同庁舎，警察，保健所，市立病院などが，既に
市街地西部に移転しており，市民利便の観点から極力分散させない。
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新庁舎の導入機能・性能

至仙台

22新庁舎建設

基
本
構
想

基
本
計
画

基
本
・
実
施

設
計

建
設
工
事

完
成

令和２年度 令和３年度～ 令和５年度～ 令和８～９年度平成30年度～

※現時点で想定する主なスケジュールです。事業スケジュール

概算事業費及び財源

新庁舎の想定規模

■ 想定延べ床面積

11,000㎡ ～ 12,000㎡程度

■ 想定敷地面積

9,900㎡ ～ 11,200㎡程度

■ 建設地に係る概算事業費

新庁舎整備費・造成費・関連費

80 ～ 91.6億円

■ 財源

①合併特例債 ②合併推進債 ③庁舎建設基金

基本方針1 市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎
・総合窓口等による市民サービスの向上
・利用者の動線に配慮した配置
・窓口等のプライバシー機能の確保
・市民の協働・コミュニティ活動などの利活用スペースの確保
など

基本方針2 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの庁舎
・高齢者や障がい者等に配慮したバリアフリー化
・誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入 など

基本方針3 市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎
・高い耐震性能の検討
・災害対策本部機能の充実 など

基本方針4 環境にやさしくランニングコストを配慮した庁舎
・省エネなどによるグリーン庁舎の推進
・建設，運営管理，解体に至るまでのコスト低減への配慮
など

基本方針5 機能的で効率的な行政機能を実現する庁舎
・執務室のオープンフロア方式とフレキシブルな執務空間の
導入

・進化するICT（情報通信技術）機能への対応
・議会の施設機能充実
・執務室のセキュリティ対策 など

まちづくりのビジョン等

【現位置周辺～内湾】
「気仙沼の顔

外貨を稼ぐ賑わいのまち」
観光，インバウンドを含む関係人口拡大の

中心，専門学校など若者の集う街，事業や金
融という経済の顔を持つまちとして発展させ，
「気仙沼市創生の特別な地区」として市とし
て更に力を入れていきます。

【旧市立病院周辺】
「ローカルファースト
市民の生活にとって頼りになるまち」

公共公益施設の緩やかな集積地や市民生活
にとって利便性の高い商業などの集積地と
なっていることから，市役所移転を契機に日
常において「市民の生活に頼りになるまち」
を一層めざします。

【現庁舎跡地利用】
市民から要望の強い現市役所裏付近の

BRT駅設置について検討を進めます。
また現位置周辺の土地利用意向等の調査

を行いながら，新庁舎の基本計画策定と同
様早期に新計画策定の準備に入り，出来る
ものから実施し，移転への心配を上回る希
望が湧くようなまちづくりを行います。
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気仙沼市の「新型コロナウイルス感染症対策」

１市民向け

■特別定額給付金（１人につき10万円）･･･初回の振込5月14日から6月11日までに約９４ ％支給
■子育て世帯臨時特別給付金（児童１人につき1万円）
■ひとり親家庭等緊急支援金（児童1人目2万円、2人目から1人につき1万円加算）
■就学援助受給対象世帯緊急支援金（児童1人目2万円、2人目から1人につき1万円加算）
■奨学生緊急支援金（市内出身大学生等１人につき３万円）
■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免

２事業者・労働者向け

■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（１事業者あたり40万円）
■気仙沼市生活関連サービス業等支援金（１事業者あたり10万円）
■市税等の徴収猶予（1年間徴収猶予 無担保・延滞金なし）
■国民年金保険料の免除
■店舗賃料補助金（1事業者あたり10万円）
■店舗等快適化リフォーム促進事業補助金（補助率10/10、上限20万円）
■宿泊施設緊急支援給付金（収容人数に応じた定額：最大100万円）
■気仙沼市飲食店応援商品券「ホヤチケ！」事業（販売店に対し割増し分を補助）
■タクシーデリバリー「ホヤデリ！」（飲食店のテイクアウト品を市内タクシー会社が配達）
■市職員有志による昼食の市内飲食店テイクアウト品の利用促進
■生活資金支援（住居確保給付金、緊急小口資金・総合支援資金）
■国・県の支援制度に係る相談窓口

３感染拡大防止策

■「気仙沼市感染症クリニック」の開設
■市立小・中学校の臨時休業（6/1再開）
■市立幼稚園の臨時休業（5/11再開）
■市内観光地・観光施設等の利用制限（6/1以降 各施設毎に再開）※徳仙丈山は入山自粛を継続
■災害時 避難所の増設等（感染症対策等を考慮した避難所対応方針の策定）
■市職員の交代勤務（テレワーク）試行（4/27-5/1）
■防災行政無線による外出自粛に係る呼びかけ
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57気仙沼市が2021年前期NHK朝ドラの舞台に決定

Ｕターンの話です。



58気仙沼市が2021年前期NHK朝ドラの舞台に決定

効果最大に５年後１０年後を意識して

官民プロジェクト

■観光・誘客

■物産振興

■シティプロモーション

■移住・定住促進

■はまらいんや

■収録支援 など

・ＪＲ・航空会社等と連携したプロモーションの実施
・ドラマに関連する観光情報のウェブ発信 など

・事業者・商店街等の支援
・番組に関連する食材・物産のプロモーション など

・ウェブサイトの構築・運用
・冊子の作成 など

・移住フェアの開催
・お試し移住モニターツアーの実施 など

・ＮＨＫタイアップ事業の実施
・地元発のドラマ関連情報の発信 など

・講演会の開催
・市民イベントの支援 など



ありがとう
ございました。


