
地域防災計画改定素案の協議  気仙沼市防災会議の開催（平成 25年 11月） 

宮城県地域防災計画の見直し 

（平成 25年 3月） 気仙沼市地震・津波検討会議の開催（平成 25年 2月から 10月） 

地域防災計画改定案の協議  

                      

                                                      

 
 

 

 

 

基礎調査・検証作業 （平成 24年 8月～平成 25年 10月） 

                ○既存資料の整理 

              ・過去の地震，津波等の発生状況，被害等の資料整理 

○東日本大震災の災害対応に係る検証，津波避難シミュレーション調査事業の実施 
・震災の災害対応に係る検証作業   

・津波避難シミュレーション調査事業の実施（東北大学災害科学国際研究所） 

・津波避難等に関する市民アンケート調査（平成 25年 7月 1日～15日） 

 

 

           

                

   
 
 
 
                              

 

 
 
                           パブリットコメントの実施（平成 26年 2月） 

 
             

 

 

 

地域防災計画の改訂，県への報告，防災関係機関への配布（平成 26年 3月） 

地域防災計画改定素案の作成  

気仙沼市防災会議の開催 

市民説明会等の開催（平成 26年 1月～平成 26年 2月） 

 

市民が安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくりの実現に向け，国の防災基本計画の修正及び東日本大震災の教訓を踏まえ，今後の災害に対する「予

防対策」「応急対策」「復旧・復興対策」の観点から各部署，関係機関のなすべき事項を検討し，気仙沼市防災会議において協議し，気仙沼市地域防災

計画を改定するものである。（災害対策基本法第４２条） 

 

気仙沼市防災会議の開催（平成 26年 1月～平成 26年 3月） 

【
防
災
講
座
等
の
開
催
】 

地
域
防
災
計
画
改
定
素
案
等
の
周
知 

(2)①気仙沼市地域防災計画の見直し 
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○防災行政無線の災害復旧（同報系） 
事業概要：デジタル統合卓・中継局の整備，屋外子局等４５局の設置，復旧

は既設アナログ方式と復旧する子局のデジタル方式との併用運用
（デジ・アナ方式） 

事 業 費： ３７３，２７５千円（税込み） 
事業完了：平成２５年３月 

 
○防災行政無線（デジタル移動系）の整備 
事業概要：災害時の通信手段の確保を図るため，移動系の防災行政デジタル

無線を，避難所となる小・中学校等の公共施設と病院等の１０２
箇所に配備した。 

 事 業 費：１６２，７５０千円（税込み） 
 事業完了：平成２５年３月 
 
○災害情報伝達手段の多様化実証実験の実施 
 事業概要：緊急告知メール，ツイッター，災害ＦＭなど，多様なメディア

による災害情報配信を行うため，消防庁実証実験においてシ
ステムを整備した。（平成 25 年 4 月，本市に無償貸与） 

 
○災害用備蓄倉庫 
事業概要：避難所の開設に際し，避難者の食料等を迅速に提供するため，      

災害用備蓄倉庫を整備した。 
設置箇所：公民館７箇所（松岩，階上，大島，中井，唐桑，本吉，大谷），市

民会館，総合体育館，保健福祉センター，大島開発総合センター 
事 業 費：３８，０００千円 
事業完了：平成２５年３月 
※ NPO法人の支援により，平成 23・24年度で備蓄倉庫を１６箇所の小中学

校に整備した。（所管：教育委員会） 
 
【平成２５年度】 

 日本赤十字社の支援により，本年８月に小・中学校，コミュニティ施設等
の２５箇所に災害用備蓄倉庫を整備した。また，食料・飲料水等の備蓄物資
を購入する。 

  

 

○消防施設（被災消防屯所）の仮復旧 

事業概要：震災で被災した消防屯所のうち，本復旧までの当面の対応

として、１８カ所に消防車両格納用仮設テントを設置した。 

事 業 費：１１，１５１千円（税込み） 

事業完了：平成２５年３月 

 

○消防施設（被災消防屯所）の災害復旧 

 事業概要：震災で被災した消防屯所のうち，本吉町大沢消防屯所を整

備した。 

事 業 費：２１，７４８千円（税込み） 

事業完了：平成２５年３月 

 そ の 他：他の被災屯所の復旧は、区画整理事業等による公共用地を

活用するなどし，平成２７年度までに建設する。 

 

【平成２５年度】 

石浜消防屯所及び蔵内二十一浜統合消防屯所の建築工事について契

約締結済みである。平成２６年２月末までに工事完了予定。 

 

○消防車両等の災害復旧 

事業概要：東日本大震災において被災した消防防災車両等２２台を、

国庫補助事業を活用し購入した。 

 車両内容：ポンプ車２台，多機能型積載車６台，小型動力ポンプ 

付普通積載車３台，小型動力ポンプ付小型積載車１台， 

小型動力ポンプ１０台 

 事 業 費：１９０，４９１千円（税込み） 

事業完了：平成２５年３月 

 

【平成２５年度】 

消防ポンプ車１台は１２月に配備、消防団広報車 1 台は１０月末に

配備予定であり，小型ポンプ１台は今後購入する。 

 

 

防災関係 消防関係 

(2)②防災・消防関係の災害復旧等について 
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(2)③ 震災伝承の検討 

 震災の恐ろしさや教訓を後世に伝え，将来の防災・減災につなげるため，震災遺構の保存を含
む震災の伝承について検討を行う。 

 
 現在行われている震災記憶の伝承作業や展示等 
 

●震災アーカイブ構築事業 
 写真，映像，音声，文書等の記録の収集，整備，保存 
 を進め，今後インターネットで公開予定 
●リアス・アーク美術館 
 「東日本大震災の記録と津波の災害史」として写真や 
 遺物を常設展示 
●唐桑ビジターセンター・津波体験館 
 東日本大震災の映像を加えた新たな資料映像を作成し， 
 リニューアルオープン 
●けせんぬま海鮮市場「海の市」 
 テーマ館（シャークミュージアム）ミニシアターの改 
 修にあたり，東日本大震災に関する映像の上映を検討 
●震災復興語り部 
 語り部による現地案内，講演 

現 在 の 状 況 

 
① 遺構・遺物等現物での保存 
② 写真・動画・音響などアーカイブ化 
③ 語り部・証言による伝承  など 

伝承のための資料や情報 

Ｈ25.11～ 
(仮称)気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 
 

 学識経験者や市内の有識者・関係者等により
構成し，震災の伝承に関わる幅広い内容につい
て検討する。 
 

《役割》 
・東日本大震災の記憶を伝承するための手法の   
 検討               など 

震災伝承検討の動き 

Ｈ25.７～10 
震災遺構調査・活用庁内連絡会議 
 

・震災遺構等情報収集及び調査 
・震災伝承に関する情報収集 
・活用可能性調査（所有者・方向性等）に基づ 
 く候補の絞り込み 
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○被災状況等 
 震災により本市耕地面積３,００５haのうち６４８ha（２１．６％）が浸水被害。 
 ６４８haのうち５２１ha（田346ha，畑175ha）は国災査定済。査定額10,044,956千円（農地・農業用施設合計）。 
○復旧の状況 
 

 区 分  面 積  地 区 名 うち完了(見込み)  

 全体面積 
 (査定面積) 

  521.32ha  (46地区)     気仙沼23地区 
     本吉 21地区  唐桑 2地区 

完了済合計:104.43ha 
       (20.0%) 

 H23年度 
 着手区域 

  103.64ha  (6地区) 
 内田の一部，野田の一部･二本松 
 沖の田，津谷明戸，小峰崎，幣掛 

完 了 済：103.64ha(19.9%) 
(県営事業発注分:77.93ha) 
(自力復旧等分:25.71ha) 
 

 H24年度 
 着手区域 

  140.61ha  (18地区) 
 松崎中瀬･高谷･馬場， 
 大島7，本吉10地区 

完了済 ：  0.79ha(0.1%) 
H25.12月完了予定：85.85ha(16.5%) 
被害軽微や自力復旧，転用，他事業関連等よる発注除外 
        :53.97ha(10.4%) 

 未 着 手 
 区 域 

 ほ場整備実施 
  106.2ha 

 (5地区) 
 最知(1).(2)，大谷，田の沢， 
 岩井崎・杉ノ下地区 

H28.3予定:106.2ha(20.3%) 

 H25年度着手予定 
  170.87ha 

 (17地区)     気仙沼11地区 
      本吉 4地区  唐桑 2地区 

H27.3予定:170.87ha(32.8%) 

  

 復旧の課題 
 ①各種復旧・復興事業との調整 
    ・農地災害復旧事業は基本的にＨ２５年度までの３カ年，海岸防潮堤や河川復旧事業等はＨ２７年度までの５カ年の事業であるが，海岸や

河川の堤防が復旧しないと農地復旧ができない箇所もある。（農地災害復旧事業の工期延長が必要。） 
 ②農地復旧工事に必要な盛土材の確保 
    ・復旧工事に必要な盛土材，特に表土（耕作土）に使う良質な客土材の確保が難しく，農地復旧工事を行うにあたって支障となっている。 

 
 

【H24年度着手区域】 
・表土（耕作土）に使う良質な客土材の

確保が難しく，復旧工事の遅れの要因と

なっている。 

【未着手区域】 
・最知，大谷，田の沢，岩井崎・杉ノ下地区 
106.2haは災害復旧事業と併せ，ほ場整備事
業を実施予定。 
・その他の地区は，防潮堤，河川，三陸道な
ど他事業との調整が必要であり，今後，順次
地域の関係農家へ説明会を開催し，復旧工事
を実施予定。 
 

(3)① 農地の災害復旧 

事業概要  

津波浸水被害を受けた農地は「農地・農業用施設災害復旧事業」により，宮城県において復旧事業を進めています。 
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 本市では，被災農家が早期に営農再開し農業生産量を回復することに向けて，農業生産施設
の復旧や農業機械・生産資材などの再整備を支援する方針。 

事業内容 

●  農業協同組合や農業生産組合が共同利用施設及び共同利用機械，生産資機材の再整備をするために活用
する国の補助事業「東日本大震災農業生産対策交付金」の補助残分に対し，県と市が嵩上げ補助を実施す
る。 

各事業ごとの補助率 

● 国：東日本大震災農業生産対策交付金（対象事業費の１／２） 

● 市：農業生産復旧緊急対策事業補助金（対象事業費の１／10） 

● 農業協同組合，３戸以上で半数以上が被災農家で組織する農業生産組合  

(3)② 被災農業施設等の復旧（農業生産復旧緊急対策事業） 

●農業者の高齢化による営農再開意欲の低下 
●後継者・担い手丌足の解消 

農業生産量の早期回復を目指すうえでの課題 

● 県：農業生産早期再興対策事業補助金（対象事業費の１／４，ただし生産資材は１／８，肥料・農薬は対象外） 

補助対象者 

これまでの整備内容 

● H２３：高設いちご栽培施設・生産資材，水稲育苗パイプハウス，トラクター，田植機，コンバイン，枝豆生産機材 

● H２４：ライスセンター，いちご栽培生産資材 

現在実施中の事業 

● H２５：高設いちご栽培施設・生産資材 
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 本市では，南気仙沼地区と鹿折地区の一部を水産加工施設等の集積地として整備し，基幹産
業である水産業特に水産加工業の早期復旧・復興を実現し，雇用の回復と拡大を図る方針。 

水産加工場等集積地の整備方法について 【気仙沼漁港平面
図】 

拡大した部分≒集積地 
● 昨年６月４日に漁港区域が拡大され，その区域内を漁港施設用地として活

用することで，国の公共事業（水産基盤整備事業）による嵩上げ等を行う。 
※ただし，水産加工施設等の水産業関連施設しか新たには建てられなくなる。 

水産加工場等の集約について 

● 集積地内への立地予定（第一次）事業者数は，南気仙沼地区53事業者，鹿折地区
23事業者，合計76事業者。今後の土地の買取り状況等により調整する場合有。 

● 水産加工施設の集約を促進するため，水産加工業者が参入しやすい仕組みを
導入。 

①市が分譲する土地については，貸し出すことも可能（水産加工施設に限る）。 

②集積地内に新たに建設する水産加工施設に対して補助。 
※水産業共同利用施設復興整備事業（復興交付金，補助率7/8以内）を活用。 

水産業の早期復旧・復興を目指す 

【スケジュール（案）】 

H24.6.4 気仙沼漁港区域拡大告示 

H24.7 水産加工業者等の参入意向調査 

H24.8.1 

10.8ha 

18.4ha 
魚市場 

(3)③ 水産加工施設等の集積 

※ただし，中小企業庁グループ補助金等の他事業からの振り替えによる
申請は丌可としている。 

● 嵩上げは，全ての工区の工事を発注済み。本年９月末までの進捗率は70％
となっており，12月末までに工事完了する予定。 

工事着工式（工事着手） 

H24.12.10 水産業共同利用施設復興整備事
業 第１回公募開始 

H24.12.22 土地の買取り開始 

H25. 3.29 水産業共同利用施設復興整備事
業 第１回公募の交付者決定 

H25.4～6 

準備の整ったところから土地の
譲渡申請書受付開始 

H25.12.末 嵩上げ完了 

 土地の買い取りにおける抵当権の解除 等 
課題 

集積地立地予定者説明会開催 

H25.10下旬 

※道路の嵩上
げはH26年夏頃
完了予定 

● 用地の買取りの状況については，契約済（手続き中及び水産関係者の自己
所有地継続使用を含む）の面積で，南気仙沼地区86.58%，鹿折地区80.33%，
合計84.22%の進捗。（本年９月９日現在） 

※水産業共同利用施
設復興整備事業説明
会開催，その後第２
回公募（10月下旬～
11月下旬） 

● 土地については，市が地権者から直接買い取ることが可能であり，買い取っ
た土地は水産関連業者に買い取り価格と同額で分譲。 
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 被災した主要産業の復興に資するため，国の震災交付金である「津波復興拠点整備事業」を活用し，Ｌ２の津波に対して
も安全な水産加工団地を整備し，雇用の回復と拡大を図る。 

課題 
 Ｌ２対応の基盤整備（嵩上げ）が可能な限られた手法である津波復興拠点整備事業を活用し復興を加速させたいが，１自治
体２箇所（１箇所当たり２０haまで）との見解が示されている。当市としては，他の複数地区での活用を模索していることか
ら，箇所数・面積について柔軟な運用を国に求めている。 

(3)④ 赤岩港水産加工団地（津波復興拠点整備事業） 

【赤岩港水産加工団地平面図】 

総事業面積 20.0ha 

分譲予定用地 12.0ha 

進出予定企業数 14社 

近況 

・第９回気仙沼市復興整備計画にて，都市計画の一部変更。 

・工事入札を公募型プロポーザル方式で実施。 

・８月末から用地取得開始。 

 

進捗状況・工程管理表

第1回申請（H23：調査費）

第4回申請（H24：調査費・用地取得費・補償費） 既実施

第5回申請（H25：調査費・工事費）

今後予定

都市計画決定（11/20） 一部変更（8/8）

事業認可（3/28） 事業認可（一部変更分）

調査・測量・設計

造成工事入札（公募型プロポーザル）

造成工事

地権者説明会 地権者説明会

戸別訪問

用地取得

立地希望事業者懇談会① 立地希望事業者懇談会④

懇談会② 懇談会⑤

懇談会③

H25.10.1時点

3期 4期
区分

調査・測
量・設計

交付金

都市計画

1期 2期 3期 4期 1期 2期4期 1期 4期3期2期

進出企業
フォロー

用地取得

造成工事

H23 H24 H25 H26
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(3)⑤ 漁港の整備状況 

 本市には，漁港が３８港あり，東日本大震災で全て被災した。これら漁港について，漁港施設災害復
旧事業を活用して早期復旧を図っているところである。 

気仙沼市の漁港 

気仙沼市の漁港  ３８港 
第１種漁港（市管理）・・・・・３１港 
第２種漁港（県管理）・・・・・ ６港 
特定第３種漁港（県管理）・・・ １港 

漁港施設災害復旧事業 

 市管理の第１種漁港の災害査定については， 
Ｈ２３年１１月７日からＨ２４年１月２７日ま
での期間 （８週間）で完了している。               
（件数：225件 金額：24,904,822千円） 

市管理漁港 
災害復旧工事のスケジュール（予定） 

【市管理漁港の工事予定  H24～H27年度】 

※今後，復旧工事が市管理漁港全域におよぶことから，現場管理を行なう監督員の不足を補うため，コンストラクション・マネジメント
方式（CM方式）を導入し早期完成に努める。 

●平成24年度は，主要漁港8漁港の漁港施設17施設で工事，17漁港で詳細設計，海岸防潮堤は7漁港で調査測量を実施。 
●平成25年度は，30漁港の残りの漁港施設174施設全てを工事発注，順次工事着手，海岸防潮堤は2漁港で調査測量を実施し，平成26年度 
 から順次工事発注。 
●第１種漁港31港の復旧予定 → 漁港施設：H24～H26年度，海岸保全施設：H24～H27年度 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
備　考

大沢（唐桑）漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

漁港名 施設区分
H２４年度 H２５年度 H２６年度 H２７年度

載鈎漁港 漁港施設

小田浜漁港 漁港施設

館漁港 漁港施設

岩井沢漁港 漁港施設

石浜（唐桑）漁港 漁港施設

馬場（唐桑）漁港 漁港施設

只越漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

金取漁港 漁港施設

長浜漁港 漁港施設

津本漁港 漁港施設

神止浜漁港 海岸保全施設（防潮堤等）

笹浜漁港 漁港施設

滝浜（唐桑）漁港 漁港施設

宿舞根漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

鶴ヶ浦漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

磯草漁港 漁港施設

長崎漁港 漁港施設

川原漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

杉ノ下漁港 漁港施設

要害漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

大谷漁港 漁港施設

横沼漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

駒形漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

大沢（津谷）漁港 漁港施設

土台磯漁港
漁港施設

海岸保全施設（防潮堤等）

前浜漁港 漁港施設

赤牛漁港 漁港施設

蔵内漁港 漁港施設

二十一浜漁港 漁港施設

今朝磯漁港 漁港施設
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(3)⑥ 気仙沼市魚市場整備 

 北日本最高位の水揚げを目標に掲げ，密閉型低温売場や船倉水の処理施設を有し，HACCPやトレーサビリ
ティを導入した高度衛生管理対応型の魚市場として再整備し，水産業の復興と活性化を図る。 

【 全体計画平面図 】 

低温売場 

閉鎖式荷捌所 
  閉鎖式荷捌所 

C・D棟  

L=200m  

E棟 

L=150m  

新設施設  L=350m 

A棟  B棟  

L=124m  L=99m  

既存施設  L=523m 

北側施設  

L=300m  

浄化施設 

【整備方針案】 

（１）施設整備（ハード）部分の取り組み 

  ①閉鎖型荷捌所，低温売場，排水処理施設の整備 

     高度衛生管理による気仙沼ブランドの確立 

  ②荷捌所の拡張，トラックヤードの整備 

     荷捌き作業の効率化による流通・販路の拡大 

  ③水産振興ｾﾝﾀｰ，船員宿泊施設，貸し事務所の整備 

     船員の福利厚生の向上による漁船誘致 

  ④ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｱﾑ，見学ﾃﾞｯｷ，展望ﾃﾞｯｷの整備 

     観光客誘致による魚食普及の推進 

  ⑤避難場所の確保，電源施設等を３階以上に整備 

     津波対策にも配慮 

（２）ソフト部分の取り組み 

  ①高度衛生管理実施体制の構築 

  ②トレーサビリティの導入 

  ③HACCPの取得 

 

 高度衛生管理の確立により，対米や対EUへの輸出等， 

 販路拡大の可能性 

 
    

【課題】 

（１）施設整備を進めていく上での各関係団体との合意形成 

（２）水産基盤整備事業の補助対象外となる福利厚生施設及び観光機能施設の 

   事業手法の検討    

（３）高度衛生管理を実現するための体制づくり  など 

【事業の進捗状況と今後のスケジュール】 

 H24年度 計画策定，各種設計業務の発注 

     （12月26日に第1回気仙沼漁港流通拠点整備推進検討協議会を開催） 

 H25年度  用地取得 

 H26年度  臨港道路，C・D棟及び浄化施設基礎・上屋工事 

 H27年度  E棟基礎・上屋工事  

トラックヤード 
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(3)⑦  沿岸養殖漁業の復旧状況 

 震災により，沿岸漁業に欠かすことのできない漁港施設をはじめ，養殖施設，漁船，作業場等のほとんどが被
災したところであるが，国，県の補助事業等を活用し，施設の復旧を進めている。 
 また，養殖業の早期再開と生産量の回復を図る目的で創設された「がんばる養殖復興支援事業（地域で策定し
た計画に基づき，共同化することで生産費用，資材費等の必要経費を国から助成を受けられる制度）」も一部の
地区で進められている。 

 
 
○復旧・整備に係る補助事業 
 1.水産業共同利用施設復旧支援事業 
  （機器類の修繕・整備） 
 2.水産業共同利用施設復旧整備事業 
  （養殖施設等の整備） 
 3.養殖施設災害復旧事業（激甚） 
  （養殖施設の整備） 
 4.共同利用漁船等復旧支援対策事業 
  （漁船，漁具，定置網等の修繕・整備） 
○補助率 
 ・5/6（国：2/3，県：1/6）（1,2,4の事業） 
  ※市の独自支援については次ページ参照 
 ・95/100（国：90/100，県：5/100）（3の事業） 
○復旧状況 
 ・養殖施設：ワカメについては，震災前と同程度まで 
       復旧，その他については9割程度の復 
              旧となっている。 
  ・漁  船： 約７割の復旧状況となっている。 

養殖施設・漁船 

○復旧・整備に係る補助事業 
 1.水産業共同利用施設復旧支援事業 
  （機器類の修繕・整備，仮設作業場の整備） 
 2.水産業共同利用施設復旧整備事業 
  （カキ処理場等の共同利用施設の整備） 
○補助率 
 ・5/6（国：2/3，県：1/6） 
  ※市の独自支援については次ページ参照 
○復旧状況 
 ・ワカメの処理機器，仮設作業場など当面必要となる 
  施設については復旧が進んだところであるが，カキ 
  処理場等の本施設については，効率的な生産体制 
  を構築する観点から共同利用施設の集約化を漁協 
  が進めており，施設の整備方針の決定及び用地の 
  整備等が完了した箇所からの復旧となっている。   

共同利用施設 

○課題 
 養殖施設，漁船の復旧については，一定程度進捗しているが，充足数を満たしていないことから，今後も復旧
を進めるとともに，生産基盤である漁港施設を早期に整備する必要がある。 
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(3)⑧ 水産業の復旧かかる市の独自支援 

 施設復旧に取組む漁業者・水産関連事業者の負担軽減を図るため、市が独自に必要な費用の一部を補助する。 

【概要】 
漁業協同組合等が、国・県の補助事業を活用して実施した、
共同利用施設、共同利用漁船等の整備を対象に、市が独自
に嵩上げ補助を実施する。 
 
【対象者】 
 漁業協同組合・漁業生産組合 等 
 
【補助率】 
 補助対象経費の5/100以内 
 

沿岸漁業共同利用施設等復旧事業補助金 

【概要】 
施設や漁船等に甚大な被害を受け、その復旧にあたり国・
県の補助事業を活用していない漁業者及び水産関連業者に
対し補助金を交付する。 
 
【対象者】 
 漁業者・水産関連事業者 
 ※水産業共同利用施設復旧整備（支援）事業・共同利用 
  小型船建造事業・共同利用漁船等復旧支援対策事業に 
  より整備された施設・漁船等を利用している者を除く。 
 
【補助率等】 
 補助対象経費の2/3以内 
 ※補助金下限額 1,000千円 
  補助金上限額 3,000千円   

水産業施設等復旧整備事業補助金 

【概要】 
水産加工団体等が、国・県の補助事業を活用して実施した、
共同利用施設の整備を対象に、市が独自に嵩上げ補助を実
施する。 
 
【対象者】 
 漁業協同組合・水産加工業協同組合・事業協同組合 等 
 
【補助率】 
 補助対象経費の5/100以内 
 

水産業共同利用施設等復旧事業補助金 

○課題 
漁業者、水産関連事業者の事業再開の状況は様々であり、状
況に応じた制度の継続・拡充が求められる。 
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         ○ 市内３８漁港の漁港背後集落について，地域の代表 
          者との第１回意見交換会を実施(平成２４年６月～７月) 
○  第１回意見交換会の結果を基に，防潮堤等の事業について各関係機関と    
  の調整を行い，「要望図」「基本計画図」を作成した。 
○ 合意済みの地区の内，事業計画のある２７地区について復興庁に申請を行 
 い，順次，測量･設計等を進めている。 
○ ８月末現在で３８地区中３３地区が計画に同意し，同意率は約８７％ 
  ※ 地域によっては，代表者意見交換会及び全地域住民を対象とした意見交 
   換会を数回実施している。 

 

                  市内３８の漁港に関係する漁業集落において，安全安心な住居環境を確保するため    
        の生活基盤や防災安全施設の整備等を実施し，災害に強い漁業地域づくりを推進する。 

 
              
 ①漁業集落道②防災安全施設：照明施設， 
 防火施設，階段等の避難路③緑地・広場   
 施設④用地整備 

 

 
 
 ○３８地区の内事業計画のある２７地区 
  について，復興交付金の申請を行い， 
  採択されたものについて調査・測量・ 
  設計等を進めていく。 
  
 ○合意に至っていない地区については， 
  今後も意見交換会を継続し，海岸防潮 
  堤や漁業集落防災機能強化事業で実施可 
  能な施設配置計画等について議論を進め 
  ていく。 

  

     ①範囲が限定的である。 
     ②本事業の対象外となる背後地の嵩上げ手法がない。 

(3)⑨ 漁業集落防災機能強化事業 

主要事業内容 進 捗 状 況 

今後の予定 

課 題 

事 業 目 的 
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 本市造船所では，地盤沈下により船台が大幅に短縮し，大型船の建造・修理ができないなど重大なダメージを受けた。本州関東以北
において，鉄鋼漁船建造に関し最大の実績がある本市造船業が復興していかない限り，東北地方のみならず，全国の漁船漁業に与える
影響が甚大であることから，将来展望を見据え，環境に配慮した造船所等の集約移転及び高度化を図る。 

課題 
 造船施設及び漁業用燃油施設は水産都市である本市にとって重要な「拠点施設」であることから，その整備手法については復興交付金
「津波復興拠点整備事業」を念頭に検討してきた。現在，Ｌ２対応の防災性や都市施設の位置付け等について検討している。 

(3)⑩ 気仙沼造船施設整備高度化事業 

近況 

造船・燃油施設整備事業予備調査（10/1～3/31） 

 造船及び燃油施設用地について津波復興拠点整備事業
としての基本構想を策定する 

【シップリフト方式先進事例】 

㈱アイ・エス・ビー（千葉県） 

進捗状況・工程管理表

気仙沼地区造船及び舶用工業復興協議会設立（H23.7月）

東日本大震災による被災造船所施設・設備集約高度化支援事業（H24.1～3月）

気仙沼造船施設高度化検討会（H24.8～H25.2全7回）

活用 気仙沼造船団地協同組合設立(H25.4.12)

地域造船産業集積高度化支援事業

（国交省Ｈ23補正） 造船業等復興支援事業費補助金※

（国交省Ｈ25当初→H25～28年度基金）

※ 概要：被災中小造船事業者の集約等を支援

内容：補助対象経費の2/3以内（限度額80億円）

第6回申請（H25予備調査費）

第8回申請（H26調査測量設計）

都市計画

既実施 予備調査

用地取得 今後予定

造成工事 活用予定

施設整備

補助金

造船団体

H25.10.1時点

3期 4期
区分

調査・測
量・設計

交付金

1期 2期 3期 4期 1期 2期
H24H23

H25 H26

時期未定

時期未定

時期未定

時期未定
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 緊急雇用創出事業等を活用して雇用の確保を推進するとともに，「産業人材の育成」を図っています。  

(3)⑪ 雇用の確保と産業人材育成 

 
１ 緊急雇用創出事業 
 ■事業の概要 
    失業者等の雇用機会を創出するため， 県に造成した基金を 
 財源に，県及び市町村による直接雇用又は業務委託により雇用 
 の受け皿を創り出す。 
 ■対象者 
    震災等の影響による失業者 
 ■実施要件 
    事業費に占める新規雇用する失業者の人件費割合が，1/2以 
 上など。 
 ■気仙沼市での実施状況 
   特に平成23年度以降，震災による失業者等への雇用の場の創 
 出や，被災者支援や復旧・復興関連業務の推進等のため，積極 
 的に活用している。 
 
２ 事業復興型雇用創出助成金 
 ■事業の概要 
    失業者の安定的な雇用等を推進するため，震災等の影響によ 
 る失業者を，一定の要件を満たして正規雇用等で雇用した事業 
 所に対し，雇入れに係る費用の一部を助成する。 
  － 県事業（県が申請窓口） 平成24年2月から実施 
  － 市事業（市が申請窓口） 平成25年中に実施予定 
 ■助成金の額 
    雇用者１人あたり３年間で最大２２５万円 
 ■対象事業所の要件 
  ・国，県又は市が行う産業政策の支援対象となっていること 
  ・平成23年11月21日以降に失業者を雇用していること 
  ・平成25年4月1日以降に新規雇用者を１人以上雇用している 
   こと（市事業のみの要件） など 

 
１ 実践型地域雇用創造事業 
  ■概要 
   地域の特性を活かした職業能力の開発，産業人材の育成，新製品  
  の開発などに取り組み雇用の拡大を目指すもので，厚生労働省か 
  らの委託事業として実施する。 
    ■事業主体 

    気仙沼市雇用創造協議会 
   ※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 
    ■事業内容 

   エネルギー分野，食分野，観光分野を重点分野として，事業主 
  を対象とした雇用拡大のための講座や求職者を対象とした人材育 
  成講座，事業主と求職者のマッチング事業を行うとともに，食の  
  新メニュー・新商品の開発や観光資源の発掘などを行い，地域の 
  雇用を創造する。(9月末現在で2講座開催，今後11講座開催予定) 
 
２ 東北未来創造イニシアティブによる人材育成支援 
 ■概要 
  被災地の復興と未来創造の鍵を握る「人づくり」を地域と全国の  
 民間有志の連携により実現するため，東北大学大学院や東北ニュー 
 ビジネス協議会が主体となり，経済同友会の特別協力などを得て行 
 うもの。本市には６人の職員が派遣され，人材育成道場の運営や復 
 興計画の具現化等の推進に取り組む。 
 ■事業内容 
  平成25年4月，若手事業者を対象とした「経営未来塾」を開設第 
 １期生として16人が参画。10月13日卒塾式。 
  今後，第２期生による同塾の開設のほか，経営者・事業家を対象 
 としたエグゼクティブコーチングや起業家を対象とした自立・起業 
 塾を開設予定。 

産業人材育成  失業者等に対する雇用の確保 
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(3)⑫ 企業誘致推進 

○取組状況（折衝件数） 

Ｈ２３年度 

   １ 宮城企業立地セミナーin Tokyo 10社  

   ２ 宮城企業立地セミナーin Nagoya 21社 

   ３ 企業訪問 31社 

   ４ 企業誘致 1社 

Ｈ２４年度 

    １ 宮城企業立地セミナーin Tokyo 27社  

    ２ 宮城企業立地セミナーin Nagoya 22社 

    ３ 企業訪問 34社 

    ４ ゴーヘイ！気仙沼の会（2回開催参加数）90社 

    ５ 企業誘致 1社 

Ｈ２５年度 

    １ 宮城企業立地セミナーin Tokyo 27社 

    ２ ゴーヘイ！気仙沼の会（1回開催） 40社 

   ３  企業訪問 27社 

 

○企業誘致目標件数 

平成２５年度１０社 （企業訪問５０社） 

○課題と今後の対応 

 震災により，企業立地用地が不足していることから，立地場所に苦慮している。そのことから，水
産・食品加工施設等集積地の整備の他，三陸縦貫自動車道のインターチェンジ付近に企業立地用地を
整備するため，適地調査を行っている。 

 本市では，製造業の多くが沿岸部に立地していたことにより，東日本大震災による津波で甚大な被害を受けた。こ
うした立地上のリスク回避と多様性ある産業構成による発展を目指すため，新たな企業の誘致及び地元企業の取引拡
大を図るため，トップセールスなどにより，市・県外の企業訪問を行う。 

【産業集積地位置図】 
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 復興のリード役となり得る中小企業等のグループが，復興事業計画を作成して県の認定を受けた場合，施設・設備

の復旧整備について国と県が連携して支援する。（所管省庁：中小企業庁）  

 ●第１次募集分（8事業者 交付決定額  947百万円） 
    ①気仙沼漁港機能再建対策委員会       8事業者  947百万円 

 ●第２次募集分（3事業者 交付決定額  220百万円） 
   ②耳鼻咽喉科向け医療機器製造グループ    3事業者  220百万円 

 ●第３次募集分（166事業者 交付決定額  23,995百万円） 
   ③気仙沼水産業グループ                  108事業者 22,519百万円 
   ④気仙沼地区住環境復旧復興支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ   12事業者    210百万円 
   ①気仙沼漁港機能再建対策委員会(①へ追加) 45事業者  1,199百万円 
  ⑤気仙沼地区生コンクリート協同組合     1事業者   67百万円 

 ●第５次募集分（101事業者 交付決定額 5,189百万円） 
   ⑥気仙沼本吉地区建築資材住宅供給グループ  15業者    790百万円 
   ⑦気仙沼観光産業復旧グループ            86事業者 4,399百万円 

 ●第6次募集分（407事業者  交付決定額 12,984百万円） 
    ⑧気仙沼市地域コミュニティ再生ｸﾞﾙｰﾌﾟ   282事業者  8,689百万円 
    ⑨気仙沼地域産業・住環境基盤整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ   78事業者  1,516百万円 
    ⑩気仙沼水産復興ｸﾞﾙｰﾌﾟ(③へ追加 名称変更)41事業者  2,698百万円 
    ⑪気仙沼チーム３Ｒ資源環境グループ        6事業者    81百万円 

 ●第7次募集分（43事業者  交付決定額 892百万円） 
    ⑫気仙沼商業コミュニティ復興グループ （⑧へ追加  名称変更）   
                             37事業者    743百万円 
     ⑬気仙沼建設業雇用経済再生グループ（⑨へ追加 名称変更） 
                           6事業者   149百万円 
 ※市外グループに所属する市内の事業者数（第1次～第7次分） 
     ①宮城県葬祭業協同組合ｸﾞﾙｰﾌﾟ1社，②電気供給設備復興支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ1 
     社，③再生資源化ｼｽﾃﾑを復旧・復興させるｸﾞﾙｰﾌﾟ1社，④本場仙台味 
   噌・醤油ｸﾞﾙｰﾌﾟ1社，⑤南三陸地区水産工業復興ｸﾞﾙｰﾌﾟ1社，⑥宮城県 
   酒造協同組合2社，⑦宮城県自動車整備業ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ7社，⑧養殖水 
    産資源復興推進ｸﾞﾙ ｰﾌﾟ1社 （合計8ｸﾞﾙｰﾌﾟ，15事業者，883百万円） 

補助率 中小企業  … 3/4（国1/2，県1/4）以内 

   気仙沼市内事業者の採択状況（第１～７次）  

(3)⑬ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 

区分 グループ数 
補助金 

[単位：億円] 
うち国費 

[単位：億円] 

全国  525  4,084    2,723 

うち気仙沼市分 
[事業者数] 

  13（21） 

[728（743）] 
442（451） 295（301） 

※カッコ内は，市外のグループに所属する市内の事業者を含んだ数 

平成２５年度上半期の状況 

グループ補助の状況（第１～７次）  

○第８次募集の状況（気仙沼市分） 

１グループ １１事業者（グループ類型：地域に重要な企業  
集積型）が申請し不採択，第９次で再申請。 

①補助採択を受けた事業者が土地区画整理事業等の工事の関係により，事
業着手出来ない現状にあるので，平成２６年度以降の制度継続を明示する
とともに，採択済みの補助金については，県が基金化し管理するなど被災
地の状況に見合った運用が図られるよう，国，県に要望している。 

②平成25年度から商店街型の制度拡充が図られたことにより，鹿折地区，
内湾地区等の商業者において制度の活用が検討されている。特に内湾地区
においては，店舗等の募集を行いグループ化，商店街形成の計画策定を行
い，第９次に申請した。なお，今後，グループ補助を活用し商店街形成を
図りたい商店街組織に対し，市の独自支援でプランニングに対する補助を
行うこととしている。 
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 「仮設施設整備事業」により被災事業所等の早期再開を支援するとともに，「復興特区制度」の税額控除等の
特例措置を行うことにより，早期復旧・復興を図っています。  

(3)⑭ 産業再生支援（その１） 

 
■事業の概要 
     中小企業者等の速やかな事業再開を支援するため，市の 
    要請に基づき中小企業基盤整備機構が仮設工場，仮設店舗 
  などを整備し，市を通じて被災した事業者に貸不する。 

■入居者 
     被災した中小企業者等 

■敷地条件 
     上水道，排水，電力等が利用できる状態の市有地又は市 
  に無償で貸不された土地 

■貸不期間 
     ２年間。ただし，最大５年間まで延長を認める。 
      ※５年経過後は，払い下げ又は解体・撤去を想定。 

■整備状況（気仙沼市分）     ※平25.9.30現在 

     申込み64件中，完成63件（入居275事業者）    

■事業例 
     復興屋台村，南町紫市場，福幸小町，復幸マルシェ， 
      母体田地区水産加工団地など。 

◎課題 
    土地区画整理事業や防潮堤，道路拡幅などの公共事業や 
  土地所有者の意向により，やむを得ず退去せざるを得ない 
  入居者に仮設施設の再整備（いわゆる仮設の仮設）の検討 
  する。 

仮設施設整備・貸不事業  
 
１．気仙沼市「海と生きる」観光特区 
 ■概要／指定件数 
   観光関連産業の復旧・復興と集積化を図るため，平成２ 
 ８年３月までに本市が指定する地域において，当該事業実施 
 者には税額控除等の特例措置を実施。 
   平成25年6月11日特区認定 
    34事業所指定(H25.9月末現在） 

 

２．民間投資促進特区 

 （ものづくり産業版，IT産業版，農業版） 

 ■概要／指定件数 
     ものづくり産業，IT産業の集積・振興及び地域農業の復 
  興を図るため，平成28年3月までに本市が指定する地域にお 
  いて，当該事業実施者には税額控除等の特例措置を実施。 
    
    ①ものづくり産業版：平成24年2月9日特区認定 
             41事業所指定（H25.9月末） 
   
    ②IT産業版：平成24年6月12日特区認定 
             1事業所指定（H25.9月末） 
   
    ③農業版：平成24年9月28日特区認定 
             指定なし 
  

復興特区  
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震災後，厳しい経営状況にある中小企業に対して利子補給や，生産者において失った販路を取り戻すために必要
な活動資金に対し，市が支援します。 

(3)⑭産業再生支援（その２） 

 
■事業の概要 
   震災により大きな被害を受けた生産者が，販路を失っ 
 たことにより売上が減少していることに対応するため， 
 商談会や展示会，物産展等の販路開拓・拡大やＰＲ等に 
 取り組む生産者に対し，必要な費用の一部を補助する。 

■対象者 

  商談会や物産展等に参加するなど販路拡大に取り組  
 む生産者や食品等の特産品製造業者または商談会や物産  
 展等を開催する団体。 

■対象となる経費 

  商談会や物産展等，販路開拓・拡大に取り組む経費 

■補助率 

  ○商談会等に参加する方 

     １／２以内 補助限度額上限 ５０万円 

  ○商談会等を開催する方 

     １／２以内 補助限度額上限１５０万円 

■実施時期 

  平成２５年１１月６日（水）から受付開始。 

  制度は平成２８年度まで。 

 

 
■事業の概要 

   震災により厳しい経営状況にある中小企業の方々が 
 事業を再建できるよう，制度を拡充して「保証料の全額 
 補給」および「利子補給」を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

中小企業振興資金制度（拡充）  

 ■これまでの中小企業振興資金制度の内容 
  融資限度額：２千万円 
  使   途：運転・設備 
  期   間：運転７年以内，設備１０年以内，運 
        転設備併用７年以内 
  保 証 料：市が１／２を補給 
  利   率：２．２％（据置期間１年以内） 

 ■今回の制度拡充の内容 
  ○保証料全額支給 
  ○利子補給 
   融資に係る利率のうち1.2％相当について市が補給する。 
  ○補給の期間 
   ・本年１１月１日以降に融資の実行を受けた場合は， 
   融資実行日から３年間 
   ・本年１０月３１日までに融資の実行を受け，１１月 
   １日現在において返済中の場合は，１１月１日以降３ 
   年間 
     ※保証料補給は平成２７年度，利子補給は平成３１年 
     度まで。   

気仙沼の物産品販路拡大等事業補助金  
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震災により被害を受けた事業者が再開や継続を行うための施設・設備の復旧費用や，被災した商店街を再生する
ために商店街が行う計画策定に対して市が支援します。 

(3)⑭ 産業再生支援（その３） 

 
■事業の概要 
    震災により被害を受けた事業者の方々が事業の再開や継続 
 を行えるよう，施設・設備の復旧に必要な費用の一部を補助 
 する。 

■対象者 
  ○次の業種 
     卸売業，小売業，飲食業，運輸業，建設業，製造業，情 
   報通信業，丌動産業，宿泊業，サービス業等。 
  ○施設の被害が全壊・大規模半壊であること 
  ○市内で事業継続すること 
  ○国・県・市が実施する補助制度を利用していないこと。 
   ただし，下記制度との併用は認める。 
    ・市「被災中小企業再開・継続支援補助金」 
    ・県「地域商業等事業再開支援補助金」 
  ○補助対象経費が１５０万円以上であること 
   ※グループ補助や仮設入居者の併用は認めません。 

■対象となる経費 
  施設・設備の復旧に要する経費 

■補助率 
  補助対象経費の２／３以内 
  補助限度額上限３００万円 

■実施時期 
  平成２５年１１月１２日（火）から受付開始。 

  制度は平成３０年度まで。 
 

地域商業施設等復旧整備事業補助金  
 
■事業の概要 
   震災により大きな被害を受けた商店街の再生を支援するた 
 め，グループ補助等を活用しながら商店街の形成を図る商店 
 街組織を対象に，その計画策定事業に必要な費用の一部を補 
 助するもの。 

■対象者 
  商店街振興組合，事業協同組合等の商店街組織や任意団体 
  も対象となります。 

■対象となる経費 
  商店街組織が商店街を形成するための計画策定に要した経  
  費 

■補助率 
  補助対象経費の５／６以内 
  補助限度額上限５００万円，下限５０万円 

■実施時期 
  平成２５年１１月６日（水）から受付開始。 

  制度は平成２８年度まで。 

 

 

 
 
 

 
  

地域商業等計画策定事業補助金  
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