
　この度、市では皆さまの生活に役立つ行政情報等を一冊にまとめた

「気仙沼市くらしの便利帳」を官民協働事業により発行いたしました。

　このくらしの便利帳には、市の概要や市役所における各種手続きなど

の行政情報のほか、気仙沼市の自然や文化、イベント、特産品などの魅力

も掲載しております。

　市民の皆さま、新しく気仙沼市に転入された皆さまには、ぜひお手元に

置いていただき、身近で便利な市役所のガイド役として日々の生活でお役

立ていただければと思います。

　結びに、本誌の発行にあたり、ご協賛賜りました皆さまをはじめ、ご協力

いただきました多くの関係各位に心より感謝を申し上げます。

気仙沼市長
菅原　茂

市の花
【 ヤマツツジ 】

　市西部の徳仙丈山や市民
の森などには春から初夏に
かけて多くのヤマツツジの群
落が見られます。花の色鮮や
かさを楽しむため、毎年多く
の市民や観光客が訪れてい
ます。

市の鳥
【 ウミネコ 】

　身近な海鳥として、気仙沼
湾にも多く生息しています。
古来より天然の良港を有し
た気仙沼港において、その姿
は出船を励まし入船を祝う
役目として、市民や観光客に
も広く親しまれてきました。

市の木
【 クロマツ 】

　海岸沿いなど市内随所に
見られ、広く親しまれており、
大地にしっかりと根をおろす
姿は逞しく力強く、海に生きる
人 の々姿を象徴しています。

市の魚
【 カツオ 】

　気仙沼港は、生鮮カツオの
水揚げ数量が日本一を誇っ
ています（平成9年から令和
2年まで24年連続日本一）。
特に、戻り鰹はフカヒレととも
に気仙沼の顔として全国に
知られています。

発刊にあたって
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木の事で困っている事があったらお気軽にご相談下さい。
庭木､家囲い､倒木､電線絡み､危険木

特殊伐採

〒988-0827 気仙沼市和野117番地

tel･fax 0226-23-2733
小野寺 090-7562-6071
紺　野 090-5188-7416 https://kikoriyamachou.com

株式会社山長伐木
やま ちょう ばつ ぼく
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位置・地勢
市 章

５つの都市宣言

気仙沼市
観光キャラクター

市民憲章

　わたくしたちの気仙沼市は、豊かな海や山の恵みと、先人
のたゆまぬ努力により栄えてきました。
わたくしたちは、このふるさとを大切にし、人と自然が輝き、
活力に満ちたまちの実現をめざし、市民憲章をさだめます。

誰に対しても優しく、素直な性格。
（ちょっぴり恥ずかしがり屋）
海の中では、自然の恵み豊かな気仙沼の海を仲
間達と守っています。
陸上では気仙沼の特産品や観光をＰＲ。
はまらいんや踊り・サメ乗りサーフィン。
フカヒレ、カツオ、サンマなど気仙沼の美味しい食材。
ツツジ・ツバキ・ハマナス
「はまらいんや」　　　　　　   「サメのリアス号」

【 海の子 ホヤぼーや 】

　市章は、気仙沼市の「け」の文
字をモチーフにデザイン化したも
ので、楕円を基調とした渦は、
「共生」「協働」「市の限りない発
展」を表し、波打つ曲線は太平
洋と活力あふれる姿を、青と緑の
色は海と大地の恵みを表現して
います。

29,47429,474人 31,32231,322人

世帯

世帯26,34826,348
人60,79660,796

総人口

女男

※令和3年4月末現在

（平成19年３月７日制定）

●非核平和都市宣言
●交通安全都市宣言
●「気仙沼スローフード」都市宣言

宮城県

性格

お仕事

趣味・特技

好きな花

好きな食べ物

好きな言葉 海の仲間

気仙沼市の   プロフィール

　ホヤのアタマにホタテのベルト、サメの皮の
マントを羽織り、手にはサンマの剣を持った
気仙沼の海の王子。

●  自然を愛し、海と緑の美しいまちをつくります。
●  心とからだを鍛え、健康で明るいまちをつくります。
●  働くことを喜び、産業の盛んなまちをつくります。
●  いたわり、助けあい、きまりを守って安全安心なまちを
つくります。

●  学ぶ心を大切にし、文化の香り高いまちをつくります。

　気仙沼市は宮城県の北東端に位置し、東は太平洋、南は
南三陸町、西は岩手県一関市および登米市、北は岩手県陸
前高田市に接しており、北上山系の支脈に囲まれ、そこから
流れ出る大川や津谷川などが西から東に向かって流れ、太平
洋に注いでいます。
　沿岸は、半島や複雑な入り江など、屈曲に富んだリアス海
岸を形成し、気仙沼湾は、湾口に大島を抱き、四季静穏な天
然の良港となっています。
　このリアス海岸特有の海岸美により、三陸復興国立公園
および、県立自然公園気仙沼の指定を受けています。総面積
は332.44平方km（国土地理院令和3年全国都道府県市
区町村別面積調より）で、県内では７番目の広さです。

●男女共同参画都市宣言
●魚食健康都市宣言

kesennuma
city
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●  自然を愛し、海と緑の美しいまちをつくります。
●  心とからだを鍛え、健康で明るいまちをつくります。
●  働くことを喜び、産業の盛んなまちをつくります。
●  いたわり、助けあい、きまりを守って安全安心なまちを
つくります。

●  学ぶ心を大切にし、文化の香り高いまちをつくります。

　気仙沼市は宮城県の北東端に位置し、東は太平洋、南は
南三陸町、西は岩手県一関市および登米市、北は岩手県陸
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　このリアス海岸特有の海岸美により、三陸復興国立公園
および、県立自然公園気仙沼の指定を受けています。総面積
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海と生きる気仙沼の

を育てよう!!

港町の歴史は
江戸時代にさかのぼる
　気仙沼では山に沿って吹く北西の風を
「ナライ」と呼びました。同時にこの「ナラ
イ」は船を港から送り出す風でもありまし
た。船は帆で「ナライ」を捕まえることで、港
から沖へと出ていったのです。こうした港
町としての気仙沼の歴史は江戸時代初頭
からはじまります。

「風待ちの港」といわれた
気仙沼湾
　気仙沼のまちは江戸時代初頭から埋め
立てが始まり、現在の古町、新町、三日町、
八日町、そして内湾地区が形成されまし
た。内湾地区は「ナライ」を集めることに適
した地形であったため、それ以上埋め立て
が進められることなく、江戸時代中頃まで
にはほぼ現在に近い内湾の地形が完成し
たと考えられています。
　こうして気仙沼湾は船出の風を待つ港
「風待ちの港」と呼ばれるようになりました。
　埋め立てずに北西の風が集まるように
設計された内湾は、港町の文化遺産であ
るといえます。

焦土となっても
水産業の経済力で復興
しかし、風の通り道であったため、何度

も大火災に見舞われてきました。なかでも
大正４（1915）年と昭和４（1929）年に起
きた大火災は気仙沼の市街地のほとんど
を焼き尽くしてしまいました。しかし、二度
の大火に見舞われながらも、まちは復興を
成し遂げます。
　漁業や水産加工業を基盤とした強い経
済力を武器に、まちは急速に復興を遂げま
した。伝統的な土蔵造だけでなく、当時の最
先端の技術を積極的に取り入れ、多種多様
で雑多な街並みを形成していったのです。
　こうして「風待ちの港」気仙沼は、内湾地区
だけでも約350棟近い歴史的建造物が残
るオンリーワンの個性を持つまちになったの
です。

震災を乗り越えて再びオンリーワンの個性を持つまちに
　東日本大震災では、ほとんどの建造物が被災し取り壊されました。しかし、港は復興を果た
し、風待ちの港町の象徴である６棟の歴史的建造物の修復・再建が行われています。
　二度の大火とこの大きな震災を乗り越えた新たな街並みが、これから形成されていきます。

港町である気仙沼は、これまでも市街地が消失する災害を幾度も経験してきました。
しかし豊かな海の恵みにより、そのたびに復興を果たしてきました。災害を乗り越えて、新しい価値観を生む。

それが住民レベルで根付いているのが気仙沼人の気質といえます。

　特産品でも、観光先でも、就職先・移
住先としても、気仙沼が「選択されるま
ち」であることが大切です。そのために行
政、住民・企業・研究機関といったさま
ざな背景を持つ人達が協力しやすい仕
組みを作って、新しい価値観を生み出
せる環境づくりをすすめています。

港町×観光×震災
　語り部ガイドとともに震
災と復興の足跡をたどる。

港町×外部サポーター×魅力創出

港町×特産品×新発想
　新しい特産品を次々
と開発しています。

港町×震災×まちづくり
　震災を契機に市民協
働のまちづくりが盛んに
なりました。

港町×教育×SDGs
　気仙沼はSDGs（持続
可能な開発のための教
育）の先進地です。

風を待つ
オンリーワンの港町

気仙沼中心部の
寛政絵図

焦土と化した
昭和４年の大火

明治大正期の風
待ち
（年代不詳／気
仙沼311まるご
とアーカイブス）

被災した港

修復・再建した歴史的建造物 国

所 魚町1-1-13
武山米店店舗 市国

所 魚町2-1-17
角星店舗 市

所 魚町2-2-14
男山本店店舗 市

国

国

所 八日町2-3-27
三事堂ささ木店舗 国

国

所 南町1-3-14
小野健商店土蔵 国

所 南町2-2-22
千田家住宅

国登録有形文化財 市 市指定有形文化財

「オンリーワンの港町
×〇〇」で

新しい価値
観を作る

気仙沼ファン
クラブの会員は
世界規模！
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こ の ま ち を つ く る｡

代表取締役　菅  原    渉
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海と生きる気仙沼の

を育てよう!!

港町の歴史は
江戸時代にさかのぼる
　気仙沼では山に沿って吹く北西の風を
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にはほぼ現在に近い内湾の地形が完成し
たと考えられています。
　こうして気仙沼湾は船出の風を待つ港
「風待ちの港」と呼ばれるようになりました。
　埋め立てずに北西の風が集まるように
設計された内湾は、港町の文化遺産であ
るといえます。

焦土となっても
水産業の経済力で復興
しかし、風の通り道であったため、何度

も大火災に見舞われてきました。なかでも
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きた大火災は気仙沼の市街地のほとんど
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　漁業や水産加工業を基盤とした強い経
済力を武器に、まちは急速に復興を遂げま
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気仙沼市四反田131番地1

TEL
FAX

0226-25-4468
0226-22-6190

土木・建築・設計・施工・リフォーム

～豊かな温もりある
　　　住まいを創造する～

代表取締役　菅野忠志

有限
会社
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気仙沼市移住・定住支援センター
MINATO

気仙沼まち大学 経営人材育成塾

担い手育成支援事業

気仙沼まち大学運営協議会
南町海岸1-11気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ PIER7 ２階
28-9972　　info@square-ship.com

産業戦略課
八日町1-1-10気仙沼市役所ワン・テン庁舎１階
22-3436

南町海岸1-11まち・ひと・しごと交流プラザ2階
25-9119
info@minato-kesennuma.com
www.minato-kesennuma.com

移住定住支援センターMINATOのホームページ

●暮らすことを考えている人に向けて
３泊４日から２ヶ月まで、様々なスタイルのお試し移住ができます。
オンラインで移住相談ができます。

●住まいを探している人に向けて
　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
チングさせる空き家バンク（空き家情報登録制度）があります。

●仕事を探している人に向けて
　地域に根づいた仕事を紹介します。

まちに賑わいを呼び込む

つの取り組み

移住定住支援 気仙沼に行ってみたい、住んでみたいと思った方への
さまざまな支援を行っています。

人材育成 まちそのものを学びの場に見立て、気仙沼の将来を担う
若者のやる気やアイデアを支援する取り組みがあります。

気仙沼へ移住を希望している方のための総合相談窓口です。

　“ひとから始まる地方創生”がコンセプト。会員制シェ
アスペース「□ship（スクエアシップ）」を運営し、「学び
の提供」「場の提供」「チャレンジの発信」を行い、まち
づくりやコミュニティの担い手を育成しています。

　技術革新や市場環境の変化などに対し、変
革を迫られる経営者を支援し、より一層の産業
振興を促すため、経営者向けの人材育成プログ
ラムを実施しています。
　プログラムは講義とコンサルタントなどとの対話
を半年間行い、自社の
経営の今を見つめ直
し、未来への戦略とそ
れを具現化する数値
計画を作り上げること
を目標にしています。

「はまらいんや」とは気仙沼の方言で、「仲間になりましょう」などを意味する歩み寄りの思いが詰まった言葉です。
このページを通じて、たくさんの仲間や絆が生まれることを楽しみにしています。さあさあ、みんなではまらいんや！

所

HP

☎

　クルーとは「Crew＝乗組員」。気仙沼をひとつの船に
みたて、みんながこの船に乗りあうクルーになる。そんな
意味を込め「気仙沼クルーカード」が誕生しました。

●買い物でポイントが貯まる！
●会員限定のお楽しみがいっぱい！
●無料アプリでもっと便利に！
●寄附で人も街も元気に！

気仙沼クルーカード 申し込み方法や市内
各加盟店は、気仙沼ク
ルーシップホームペー
ジでご確認ください。

ぬま塾
　気仙沼で活躍している先輩の
話を聞こう！

気仙沼クルーカード 検索

登録料
年会費
無料

こんな定住支援メニューがあります！

気仙沼とつなが
る、すべ

ての人たち
へ

ぬまトーーク
　気仙沼についてみんなで語ろう！

ぬま大学
「やりたい」をかたちにする半年
間の実践塾。

ぬま大学ラボ
市民と市職員で考えるまちづくり

高校生マイプロジェクト
気仙沼の高校生、一緒に語ろう！

　気仙沼に住む10～30代の若者を対象に、「気仙沼の地域や人を知りたい」「同世代とま
ちについて話してみたい」「気仙沼で何か自分でやってみたい」という気持ちを応援し、形に
するプログラムを行っています。

まずはお問い合わせください！

所

問

☎

問

所

問

☎

所
☎

地域づくり推進課
八日町1-1-10
気仙沼市役所
ワン・テン庁舎１階
22-3409

便利なアプリも！

気仙沼の風景

ホヤぼーやグッズ

気仙沼の
風景

�e scenery of Kesennuma city

ずん氏提供 吉田真一氏提供
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気仙沼市移住・定住支援センター
MINATO

気仙沼まち大学 経営人材育成塾

担い手育成支援事業

気仙沼まち大学運営協議会
南町海岸1-11気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ PIER7 ２階
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八日町1-1-10気仙沼市役所ワン・テン庁舎１階
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www.minato-kesennuma.com
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３泊４日から２ヶ月まで、様々なスタイルのお試し移住ができます。
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　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
チングさせる空き家バンク（空き家情報登録制度）があります。

●仕事を探している人に向けて
　地域に根づいた仕事を紹介します。

まちに賑わいを呼び込む

つの取り組み

移住定住支援 気仙沼に行ってみたい、住んでみたいと思った方への
さまざまな支援を行っています。

人材育成 まちそのものを学びの場に見立て、気仙沼の将来を担う
若者のやる気やアイデアを支援する取り組みがあります。

気仙沼へ移住を希望している方のための総合相談窓口です。

　“ひとから始まる地方創生”がコンセプト。会員制シェ
アスペース「□ship（スクエアシップ）」を運営し、「学び
の提供」「場の提供」「チャレンジの発信」を行い、まち
づくりやコミュニティの担い手を育成しています。

　技術革新や市場環境の変化などに対し、変
革を迫られる経営者を支援し、より一層の産業
振興を促すため、経営者向けの人材育成プログ
ラムを実施しています。
　プログラムは講義とコンサルタントなどとの対話
を半年間行い、自社の
経営の今を見つめ直
し、未来への戦略とそ
れを具現化する数値
計画を作り上げること
を目標にしています。

「はまらいんや」とは気仙沼の方言で、「仲間になりましょう」などを意味する歩み寄りの思いが詰まった言葉です。
このページを通じて、たくさんの仲間や絆が生まれることを楽しみにしています。さあさあ、みんなではまらいんや！
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無料

こんな定住支援メニューがあります！
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る、すべ
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ぬまトーーク
　気仙沼についてみんなで語ろう！

ぬま大学
「やりたい」をかたちにする半年
間の実践塾。

ぬま大学ラボ
市民と市職員で考えるまちづくり

高校生マイプロジェクト
気仙沼の高校生、一緒に語ろう！

　気仙沼に住む10～30代の若者を対象に、「気仙沼の地域や人を知りたい」「同世代とま
ちについて話してみたい」「気仙沼で何か自分でやってみたい」という気持ちを応援し、形に
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●子育てほっとサロン

●気仙沼ファミリー・サポート・センター

●子育てタウンミーティング
　「あんしんして子育てを楽しめるまち」を目指
して、子育て中の市民や子育て支援団体と意見
交換、グループワークを行う「子育てタウンミー
ティング」を行っています。

子ども・子育て支援事業 「安心して子育てを楽しめるまち」を目指して、子育て
世代に向けてさまざまな施策に取り組んでいます。 結婚支援事業 若い世代が結婚の希望を実現できる環境づくりを行うため、

新婚世帯を対象とした補助金制度を行っています。

民間団体などが実施する
「婚活事業」を支援します！
結婚を望む独身男女に出会いの機会を提

供する事業、または結婚を推進するための事
業を行う民間企業・団体等の取り組みを支
援しています。

・事業費（送迎費用を除く）／上限20万円

・市外参加者の送迎費用／上限10万円　
※同一団体への交付額は、同一年度内に事業費40
　万円、送迎費用20万円以内

新婚生活を支援します！
新婚世帯の住居費・引越費用に補助金を交付し支援しています。

令和３年10月から所得制限をなくし、
対象を18歳まで拡大します!!
　子ども医療費助成は、お子様が病気になっても
医療費の支払いを心配せず病院にかかれるよう、
医療費の自己負担分を市で助成する制度です。
　申請をいただくことによって、受給資格を判定
し、資格のある方には「子ども医療費助成受給
者証」を交付いたします。

婚活支援事業補助金子ども医療費助成

気仙沼市結婚新生活支援補助金

問 ☎けせんぬま創生戦略室　　22-6600問 ☎保健福祉部子ども家庭課　　22-6600

問 保険年金課

　中古住宅を購入して改修する場合は、1・3の費用と4の費用のどちらの
補助金も申請できます。

1住宅取得費
2住宅賃借費用
3引越費用

4住宅改修費用

1・2・3の費用の合計額
（1,000円未満切り捨て）
（補助上限額30万円）

4の費用の1／2（1,000円未満切り捨て）
補助上限額100万円

～子どもの笑顔を育めるまちを目指して～

子育て情報アプリ「ぽけっと」
子育て情報サイト「ぽけっ

と」では、最新の子育て関連情
報を更新しています。アプリ
は、プッシュ通知機能が使える
ほか、子育て情報誌「ぽけっと」
が電子書籍で読めます。

COLUMN

補助金額

補助金額

　気仙沼市に住民登録をしていて、各種健康
保険に加入している0歳から18歳までのお子様
が対象です。

助成の対象について

●誕生祝金事業
　生まれた子ども１人につき３万円分の商品券
を贈呈します。

●ワクワク子育てプログラム
　子育て世代の交流を促進し、楽しく子育てが
できるプログラムを実施。

●1stバースデイプレゼント

●子育て世代
　包括支援センター
　「すこやか」 P79

P79

P97

AppStoreから
ダウンロード

Google Playか
らダウンロード

気仙沼の風景

佐藤郁氏提供

気仙沼の風景

吉田真一氏提供

気仙沼の
風景

�e scenery of Kesennuma city

吉田真一氏提供 吉田真一氏提供
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婦人服

定休日　日曜日

婦人服のお店　手作りバッグ、小物

気仙沼市上田中1-5-20 080-5564-1950

気仙沼市上田中1丁目5-20
サンライズ上田中5号

080-3192-4734 火曜日定休

雑貨 レディースファッション・バッグ
アクセサリー・生活雑貨

電話25-7016
定休日　火曜日さんりく寝装

布団の打直し
オーダーカーテン地

10,780円～
50％引～

上田中1丁目5-20
サンライズ上田中

セブンイレブン

クボホーム

ツルハドラック

田中トンネル

ダイソー
やまや

ニット工房
編む～る

45しゅくらん
木の香

さんりく寝装

土木･建築･リフォーム

総合建設業

気仙沼市上田中1丁目2-19

TEL 0226-23-6511
FAX 0226-27-4411

株式
会社 松田建設
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