
○○○○進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

ＨＨＨＨ２３２３２３２３年度年度年度年度

１．気仙沼地区造船及び舶用工業復興協議会設立（７月）

２．「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」キックオフミーティング（１月）

３．「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」最終報告会

ＨＨＨＨ２４２４２４２４年度年度年度年度

第１～６回気仙沼造船施設高度化検討会（8～11月）

※国交省主導による開催

○○○○今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

ＨＨＨＨ２４２４２４２４年度年度年度年度

第７回気仙沼造船施設高度化検討会（未定）

課題課題課題課題

・日本の漁船漁業維持のため，気仙沼の造船業再建は必要であり，事業実現に向けては，水産業共

同利用施設復興整備事業や中小企業等グループ施設等復旧整備事業と同等の支援制度が必要である

が，現在のところ活用できる制度がない。

【朝日町地区シンクロリフト方式イメージ図】

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，造船所等の集約移転及び高度化を図る。

(3)⑧気仙沼造船施設整備高度化事業
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「緊急雇用創出事業」を活用して当面の雇用を確保し，「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し

ています。

(3)⑨ 雇用の確保と事業再開支援

■事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

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。

■対象者対象者対象者対象者

震災等の影響による失業者

■実施要件実施要件実施要件実施要件

事業費に占める新規雇用失業者の人件費割合が，

１／２以上など。

■気仙沼市気仙沼市気仙沼市気仙沼市でのでのでのでの実施実施実施実施・・・・計画状況計画状況計画状況計画状況 ※平24.12月補正予定を含む。

◎◎◎◎課題課題課題課題

・被災者を雇用した事業所に，県が直接助成する「事

業復興型雇用創出事業」が，平成24年2月に創設さ
れたが，利用が低調となっている。

■事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

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

事業者に貸与する。

■入居者入居者入居者入居者

被災した中小企業者等

■敷地条件敷地条件敷地条件敷地条件

上水道，排水，電力等が利用できる状態の市有地

又は市に無償で貸与された土地

■貸与期間貸与期間貸与期間貸与期間

２年間（ただし，５年間まで延長可能な場合あり。）

■整備状況整備状況整備状況整備状況（（（（気仙沼市分気仙沼市分気仙沼市分気仙沼市分）））） ※平24.12.17現在
申込み65件中，完成57件（入居257者）

■事業例事業例事業例事業例

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。

◎◎◎◎課題課題課題課題

・ 貸与終了後の施設の活用及び処分費用の負担な

ど。

区分 平21 平22 平23 平24 計

事業数 54 54 111 99 318

金額

(百万円)
122 142 881 1,234 2,379

新規雇用

失業者数

217 173 937 777 2,104

仮設施設整備・貸与事業緊急雇用創出事業

- 29 -



(3)⑩ 企業誘致推進

○○○○取組状況取組状況取組状況取組状況（（（（折衝件数折衝件数折衝件数折衝件数））））

【【【【平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度】】】】

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

４４４４．．．．企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致 １１１１社社社社

【【【【平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度】】】】

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 ３２社

４．ゴーヘイ！気仙沼の会（２回開催） ８９社参加

５５５５．．．．企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致 １１１１社社社社

○○○○企業誘致目標件数企業誘致目標件数企業誘致目標件数企業誘致目標件数

平成２４年度 ５５５５社 （企業訪問５０社）

平成２５年度１０１０１０１０社 （企業訪問５０社）

○○○○課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応

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）

●応募締切等 ：

【第１回締切】 平成24年11月30日（金）
→認定・内示 12月中旬，交付決定 1月中旬

【第2回締切】 平成25年1月11日（金）
→認定・内示 1月下旬，交付決定 2月中旬

●気仙沼市分の内示状況（第１回締切分 12月15日内示）
①気仙沼市地域コミュニティ再生グループ

233事業者 90億円
②気仙沼地域産業・住環境基盤整備グループ

85事業者 16億円
③気仙沼水産業グループ

43事業者 28億円

①～③の合計 361事業者 134億円）

※第6次募集に係る本補助金の宮城県の予算額は825億円

補助率

中小企業… 3/4（国1/2，県1/4）以内
大企業 … 1/2（国1/3，県1/6）以内
※第6次の募集から大企業は補助対象外とされた。

第6次募集の内示状況

（３）⑪ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

第1次～第5次募集までの採択状況

区分 グループ数

補助金

(億円）

うち国費

(億円)

全国 329 2,906 1,937

うち気仙沼市分

7

(291事業者)

308 205

気仙沼市分の事業者数等については，平24年4月13日東北経済産業局作成｢東

日本大震災からの復旧･復興の現状と東北経済産業局の取組｣などからの推定

平成23年度に補助決定を受けた事業者が明許繰越をした平成24年度内での事業完了が困難な場合の取り扱いについて，既に事業に
着手済みの場合については，事故繰越手続きの簡素化の手法が示された（平成24年11月30日財務省）。
未着手の場合についても，いったん返還し，新年度において再申請することにより再交付決定が可能との説明がなされている。

気仙沼市分の既認定グループ

■平成23年度（第1次～第4次）

①気仙沼水産業グループ

②気仙沼地区住環境復旧支援プロジェクト

③気仙沼地区生コンクリート協同組合

④耳鼻咽喉科向け医療機器製造グループ

⑤気仙沼漁港機能再建対策委員会

■平成24年度（第5次）

⑥気仙沼観光産業復旧グループ

⑦気仙沼本吉地区建築資材・住宅建築グループ

※第5次で不採択とされたグループ

コミュニティ・水産・建設復旧グループ(347事業者，164億円)

◎課題等

- 31 -



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)⑫ 気仙沼市観光戦略会議 

○目的 東日本大震災によって未曾有の被害を受けた本市において自然、歴史、文化、産業及び被災の現状に立脚した新しい観光戦略を構築し観光再生を図

るため、気仙沼市観光戦略会議を設置し、「観光に関する戦略的方策」を市長に提言する。 

○これまでの経過 

・３月  ３日   第１回会議  委員の委嘱、進め方やスケジュールを検討 
・４月１５日  第２回会議  階上・本吉地区を現地調査し、意見交換 
・５月 ８日  第３回会議  唐桑地区を現地調査し、意見交換 
・６月 ８日  第４回会議  大島地区を現地調査し、意見交換 作業部会設置 
・７月 ５日～７日  奥尻島視察研修（８名参加） 
・７月１３日  第５回会議  奥尻島視察報告、高松委員長講話、作業部会報告 
・８月３１日  第６回会議  観光再生基本方針案了承、観光アンケート報告 
・９月２８日  第７回会議  各作業部会の進捗状況報告、観光特区の説明 
・１０月２４日 第８回会議  各作業部会の進捗状況報告、パブリックコメント 
・１１月１日～１４日 パブリックコメントを実施（７名から意見の提出有） 
・１１月２８日 観光再生フォーラム（約１７０名参加・１５名の意見提出有） 

第１部 気仙沼観光アンケートの結果報告 
第２部 パネルディスカッション 

                サブイベント ホヤぼーや「ゆるキャラグランプリ 2102」報告会 
               ホヤぼーやグッズの見本市 
・１２月  ８日  第９回会議 「観光に関する戦略的方策」第１次案を取りまとめ 

○今後のスケジュール 

第１次案をもとに各作業部会でより実効的な観光戦略とするための方策を検討。

その検討結果を最終提言書にまとめ、平成２５年３月に市長へ提言する。 

「観光に関する戦略的方策」第１次案の内容抜粋 

○気仙沼市観光戦略が目指す将来像 

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観光地 

○観光再生に向けた推進体制 

１ 観光戦略の推進に向け、関係者の今後の取り組み意向の共有と各

事業者への支援の場・機会（プラットフォーム）を形成。 

２ 機動的な意志決定の下、自らの裁量において活用可能な資金を有

する組織が、中核的な役割を担う。 

○観光再生に向けた７つの戦略 

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 
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 
３ 観光資源の磨き上げによる観光魅力創造戦略 
４ 観光施設の再整備戦略  
５ 観光市場（マーケット）とのコミュニケーション戦略 
６ 広域観光及び外国人観光客受け入れ体制の強化戦略 
７ 「観光地・気仙沼」を目指した観光受け入れ体制の強化戦略 
○戦略実現に向けた重点プログラムの設定 

１ 水産業活用（海と生きる気仙沼発信）／食ブランド化プログラム 

２ 復興・防災教育／復興過程発信プログラム 

３ 観光情報発信・基盤整備プログラム 
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(4)①災害廃棄物処理事業に係る損壊家屋の建物解体及び基礎撤去 

基礎撤去の状況 
         (12月末現在） 
気仙沼災害廃棄物処理協
議会加盟各社合計（47社） 

受託件数・・・２，２９２件 
撤去完了・・・１，３５０件 
進捗率  ・・・ ５８．９％   

家屋被害状況 
•全壊     ・・・    １６，４５０棟 
•大規模半壊・・・      ２，３０８棟 
•半壊             ・・・       １，８９１棟 
•計      ・・・  ２０，６４９棟 
損壊家屋建物解体申込件数 
•全壊              ・・・ ３，４４０件 
•大規模半壊  ・・・    ２７４件 
•半壊・一部損壊・・・      ９４件 
•計        ・・・  ３，８０８件  

 
 

事業の課題 
①土地境界問題など所有者自身がクリアしなければならない問題
が多く，相当の時間を要する。 
②基礎撤去対象件数に対し，施工業者が不足し，年度内完了は事
実上困難である。 
③復興事業において基礎撤去は必要不可欠なものであり，復興計
画・土地利用計画の事業化（補助採択）に併せ，事業地内の土地境
界調査及び基礎撤去を市が主体的に実施していく必要がある。 
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事業期間の延長が必要 

 



※Ａ工区：向洋高校跡地 Ｂ工区：野田仮置き場

Ｃ工区：沖の田仮置き場付近 Ｄ工区：野田一次仮置き場の一部

- 34 -

12月月月月15日日日日に稼働開始。１月に性能検査を受検予定

階上地区 実施工程表

平成24年12月20日

（４）②災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック(気仙沼処理区））の進捗状況
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小泉地区実施工程表

（４）②災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック(気仙沼処理区））の進捗状況

平成24年12月19日

橋梁工事は10月に開始。12月架設完了。１月下旬供用開始予定。
国道４５号転回場の運用開始は12月月月月20日日日日から暫定運用開始。

橋梁工事

国道４５号転回場



（4）③ 再生可能エネルギーの導入支援・促進事業 

再生可能エネルギー設備の導入を進め、災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの構築を図る 

太陽光発電設置補助制度（H24～26年度） 

個人住宅 

事 業 者 

1kw当たり25,000円、限度額10万円 

1kw当たり25,000円、限度額30万円 

太陽光発電設備を住宅又は事業所に設置する方 

補助金額 

対象者 

H24年度 申請状況（H24年12月末現在） CO2削減量※(見込み） 

個人住宅 204件     960kw 552トン/年 

 

事  業  者 12件     124kw 71トン/年 

①太陽光発電導入促進事業 ①太陽光発電導入促進事業 

 

 

②CO2排出削減対策事業 ②CO2排出削減対策事業 

公共施設太陽光発電設備導入事業（H24～27年度） 

CO2削減量※ 
（見込み） 

195トン/年 

・PHV公用車購入 
・学校施設・都市公園のLED化 

・地球温暖化防止普及啓発事業 
・野生鳥獣対策 

省エネ対策事業（H23・24年度実施分） 

CO2削減量※（見込み）  

  

設置箇所（予定も含む）45施設 

 

合        計 216件 1,084kw 623トン/年 

・鳴砂環境保全事業 

コミュニティ施設 21施設 85.5kw 

公民館 10施設 100.0kw 

小学校 6施設 60.0kw 

中学校 4施設 40.0kw 

その他（本吉病院等） 54.2kw 4施設 

 

339.7kw 

※CO2削減量1トン＝ガソリン431リットル相当 

12トン/年 

①設置効果の周知による導入動機付けの継続が必要 ②地元産業振興との関連性が低い 課 題 
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場所：赤岩杉ノ沢 地内 
 

診療科目・病床 

診療科目：１８科（現在の診療科に麻酔科を追加） 

病 床 数：３４０床（一般３３６床，感染症４床） 

 ※一般３３６床のうち４８床は回復期リハビリテーション病床 

建物の構成・構造：７階建て 免震構造方式 
 

土地利用計画 

開発予定面積：６２，０００ ㎡ 

必要敷地面積：４０，０００ ㎡ 

新病院の概要 

(5)① 市立新病院建設事業 

 本圏域の災害拠点病院である市立病院について，災害救急医療の機能充実をめざし，津波の被害を受けにくい

場所に整備します。 

 
 

 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 

設計業務                         

 用地取得    
 

                    

    造成工事     
    

                

             建築・外構工事        
             

    

 新病院開院                         

 

 

平成２４年 

７月１６日      地権者説明会 

７月２３日～８月５日 各地区住民説明会(１２会場) 

８月２７日～３１日  新病院建設に関する御意見 

カード配布 

  １２月５日      御意見カード回収結果公表 

 

土地利用計画図(案) 

今後の予定 
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進捗状況 

開 院 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム          １施設 

介護老人保健施設           １施設 

認知症高齢者グループホーム      ７施設 

老人デイサービスセンター       ６施設 

居宅介護支援             ８箇所 

訪問介護               ６施設    

訪問看護               ２施設 

軽費老人ホーム            １施設 

障害児通園施設（マザーズホーム）   １施設 

児童デイサービス事業所        １施設 

就労継続支援（B 型）事業所      １施設 

障害者グループホーム・ケアホーム   ４施設 

地域活動支援センター         １施設 

認可保育所              ３施設 

小規模保育所             １施設 

認可外保育施設            ４施設 

児童舘                １施設 

留守家庭児童センター         ３施設 

被災した福祉施設等 

(5)② 被災福祉施設の復旧と保健・医療・福祉・介護の連携 

 被災した福祉施設を災害の影響を受けない安全な場所で復旧するとともに，保健・医療・福祉・介護のネット

ワークを強化し，だれもが安心して生活できる地域環境づくりを推進します。 

 

・認知症高齢者グループホーム１施設，老人デイサービスセンタ

ー２施設が本復旧 

・居宅介護支援７施設，訪問介護６施設，訪問看護２施設は，事

業を再開 

・障害児通所支援施設（マザーズホーム）は，牧沢地区に移転・

再建し，平成 24 年１０月１日から事業を再開 

・児童デイサービス事業所１施設，就労継続支援（B 型）事業所 

１施設，障害者グループホーム・ケアホーム２施設，地域活動 

支援センター１施設は移転し，事業を再開 

・一景島保育所は，牧沢地区に移転・再建のうえ「牧沢きぼう保

育所」と名称変更し，平成 24 年１０月１日から事業を再開 

・階上保育所は，平成２３年５月１２日から事業を再開 

・認可外保育施設１施設は事業再開 

・南気仙沼小学校区留守家庭児童センターは，気仙沼小学校敷地

内に移転・再建のうえ「気仙沼小学校区留守家庭児童センター」

と名称変更し，平成 24 年５月１日から事業を再開 

・鹿折小学校区留守家庭児童センターは，平成 24 年４月１日か

ら事業を再開 

現在までの復旧状況 
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H24年12月現在

被災件数

被災後

再開件数

病　院 6 3 3 3 6 0 100.0%

診療所 28 8 20 15 23 5 82.1%

歯　科 26 11 15 11 21 5 80.8%

合　計 60 22 38 29 50 10 83.3%

※介護等施設内診療所７箇所と保健所、子どもセンターは除外

※１歯科医院について、被災はしなかったが、医師が高齢のため震災後に廃業

被災なし

廃業・未再開件

数

被災状況内訳

（参考）　東日本大震災にかかる市内医療機関の被災状況及び再開状況

震災前件数

震災後

件数

再開率

（震災後／震災前）

・被災した特別養護老人ホームは，新月地内への移転を計画し，平

成２５年度に再開予定 

・被災した介護老人保健施設は，舘山地内への移転工事に着手し，

平成２５年度に再開予定 

・公設の大谷デイサービスセンター及びやすらぎデイサービスセン

ターは，本年度，民設民営によりに整備予定（設置場所＝大谷デ

イ：本吉町窪地内，やすらぎデイ＝西中才地内） 

 

地域包括支援センターの増設 

 

・平成 24 年１０月１日に北部地域（唐桑，鹿折）及び南部地域

（本吉）に，それぞれ１箇所地域包括支援センターを委託によ

り増設 

・センターは，保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員各１人

の３人体制とし，北部地域は東八幡前地内，南部地域は本吉町

津谷松岡地内に事務所を設置 

今後の復旧予定 
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配 分 額 義援金受付団体分 １１０億  ６６８万円                  受 入 額 ７億４，０６５万４，１４２円（平成24年11月30日現在）  

     宮城県分      １６億９，９７０万円                  支給済額 ７億２，５３９万１，０００円（平成24年12月11日現在） 

計      １２７億  ６３８万円（第４次配分まで）  

支給済額          １２６億５，７３８万円（平成24年12月11日現在） 

 

 ■支給内訳                                           ■支給内訳 

支給状況 
区 分 配分額（円） 

件数(件) 金額（円） 

全世帯 10,000 23,995 239,950,000 

死亡・行方不明者 70,000 1,328 92,960,000 人的 

被害 災害障害見舞金対象者 35,000   5 175,000 

単身世帯 30,000 1,796 53,820,000 

２人～４人世帯 50,000 3,799 189,890,000 全壊 

５人以上世帯 70,000 1,000 69,950,000 

単身世帯 23,000 272 6,256,000 

２人～４人世帯 38,000 708 26,904,000 大規模半壊 

５人以上世帯 53,000 182 9,646,000 

単身世帯 15,000 293 4,395,000 

２人～４人世帯 25,000 608 15,200,000 

住家

被害 

半壊 

５人以上世帯 35,000 163 5,705,000 

震災孤児 20,000 17 340,000 

母子・父子世帯 20,000 323 6,460,000 

被災した高齢者施設・障害者施設の入所者 20,000 187 3,740,000 

合   計 34,676 725,391,000 

支給状況 
区 分 配分額（円） 

件数(件) 金額（円） 

死亡・行方不明者 1,150,000 1,328 1,527,200,000 人的 

被害 災害障害見舞金対象者 200,000   5 1,000,000 

全壊 1,070,000 6,596 7,055,910,000 

大規模半壊 800,000 1,162 929,600,000 住家被害 

半壊 530,000 1,064 563,920,000 

全壊 300,000 6,576 1,971,100,000 

大規模半壊 170,000 1,077 183,090,000 

半壊 90,000 604 54,360,000 

津波浸水

区域の 

住家被害 
在宅加算（大規模半壊以上） 100,000 2,284 228,400,000 

震災孤児 500,000 17 8,500,000 

母子・父子世帯 300,000 323 96,900,000 

被災した高齢者施設・障害者施設の入所者 200,000 187 37,400,000 

合   計 21,223 12,657,380,000 

(5)③ 災害義援金の配分 

日本赤十字社等義援金受付団体，宮城県及び気仙沼市に寄せられた義援金について，被災された方等に配分を行っています。 

義援金受付団体・宮城県に寄せられた義援金 気仙沼市に寄せられた義援金 

- 40 - ※義援金の追加配分を辞退された方等がいるため、配分額と件数の乗算が金額と一致しない場合がある。 



（6）① 防災教育の充実

これからの気仙沼の復興を担う子ども達を育成するためには，学校教育における防災教育の充実
を図る必要がある。また，大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組みを築き，子ども達の
自然災害に対する畏敬の念を育てる必要がある。
そのため、各学校に防災主任を配置し，教職員の防災・減災意識をさらに高めるため，計画的に

研修を実施している。また，気仙沼市教育研究員制度を活用し、防災マニュアルや防災教育プログ
ラム、防災マップの開発・作成を行っている。

【平成２３年度】
危機管理課 教育委員会 市立学校長会 持続発展可能な気仙沼独自○防災教育推進委員会の開催（ ， ， ）

の防災教育の構築○『記録「東日本大震災」被災から前進するために』発刊
・気仙沼市立学校長会，教育委員会，宮城教育大学

○気仙沼市教育研究員の○「東日本大震災からの学び～気仙沼の教育現場から見えてきたＥＳＤ
活用と防災教育～」発刊

・気仙沼市教育研究員 ・防災教育の体系的整理
（ＥＳＤとしての防災○地震・津波マニュアルの作成
教育，発達段階に応○防災教育計画の指針確認

・保護者への児童生徒の引渡しや避難所の開設に関すること等 じた防災教育等）
【平成２４年度】

○危機管理課との連携○心のケアへの対応～児童・生徒・教職員～
・スクールカウンセラーの緊急派遣と研修会の実施

○関係機関との連携○防災主任研修会
・ロールプレーイング形式での図上訓練 ・京都大学等専門機関
（災害発生初動期における教職員の対処能力向上） との連携

・講話「これからの防災と災害発生時の意思決定」 ・ＮＰＯとの連携
迅速な意思決定をするためのＩＤＡ理論について） （ＳＥＥＤＳ Ａｓｉａ等）（

・ の講話防災主幹教諭
○気仙沼市教育研究員
・愛媛県西条市を訪問し「子ども防災キャンプ」視察
・京都大学地球環境学を訪問（ショウ・ラジブ准教授）

取組の状況 課題
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気仙沼市義務教育環境検討委員会において，①学校規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方，②学習・教
育環境向上のための具体的な学校配置案，③学校規模・配置の適正化に向けた具体的な方策，④その他義務教育環
境整備に向け必要となる事項について検討を行い，平成２４年１０月２２日に答申された。この間，中間報告のパ
ブリックコメントの実施，全２０小学校区で地域懇談会の開催など，保護者や地域住民の意見や要望を検討委員会
の審議に活かした。 

・平成２５年４月に浦島小学校と鹿折小学校の統合

を行う。 

・気仙沼市義務教育環境検討委員会の答申を受け，

市長部局と協議しながら，具体的な義務教育環境整

備計画を策定する。 

・整備計画の策定及び実施に当たっては，統合を検

討する学校を中心に，保護者や地域住民との懇談を

通して意見・要望を聞きながら理解と協力の下，進

める必要がある。 

・計画実施に当たっては，震災の復旧・復興，特に

出生数や居所状況の動向，通学路の整備状況を見極

めながら，進める必要がある。 

 
（6）② 学校の適正配置 

気仙沼市義務教育環境検討委員会（経過） 

第１回 現状と課題 

第２回 小規模校の課題 

第３回 震災後の状況把握 

第４回 緊急課題の検討 

第５回 適正規模・配置の考え方 

第６回 中間報告の検討 

第７回 パブリックコメント 

実施検討 

第８回～第１２回 

 具体的な学校配置案検討 

第１３回～第１５回 

    答申案検討 

予定 

課題

【平成２３年９月２６日】 

南気仙沼小学校と気仙沼

小学校の統合を提言 

【平成２４年７月２５日】 

浦島小学校と鹿折小学校

の統合を提言 

【平成２４年１０月２２日】 

市長，教育長に答申を提出 



（６） ③ 被災文化財の修理・修復 

 東日本大震災により、国登録文化財や国県市指定文化財をはじめ、未指定の有形・無形の文化財も大きな被害を受けた。地域の貴重な
自然・文化遺産である文化財を保護・活用し、次代に受け継ぐため、NPOはじめ大学や専門機関等の支援・協力を得ながら、国・県等と連携

し、文化財レスキュー事業や文化財復元事業等を推進するとともに、被災した市民の心の支えとなる地域文化や伝統芸能の再興を図る。 

 

これまでの取組の状況 

【指定文化財等修復事業】    
被災した指定文化財等の所有者が行う修復事業への補助や市所有の指定文化財の修理を行う。  
補陀寺六角堂修理（県指定）・木造地蔵菩薩坐像修復（市指定）が終了。木造不動明王坐像・地蔵
菩薩立像（市指定）は修復中。 
今後の予定：文化財標柱・説明板の整備、指定史跡の修築整備、尾形家住宅（未指定）復元等 

【国登録文化財修復事業】  
内湾地区の国登録文化財群の復興プロジェクト（気仙沼風待ち復興検討会）と連携し、文化庁の協
力を得て、国内外の民間団体の支援を受け、被災した国登録文化財建造物の応急措置（曳き家、
補強、仮囲い工事）を実施。内湾地区のまちづくりの方向性をみながら、修復計画を作成し、本格復
元整備を目指す。  
  
 
【文化財レスキュー事業・被災ミュージアム再興事業】                              
文化庁、県、国立歴史民俗博物館等の協力のもと、被災した施設（岩井崎プロムナードセンター、唐
桑漁村センター等）や古民家（尾形家住宅等）で展示・収蔵されていた民俗資料、古文書等を緊急に
保全するため、現地から救出し、応急処置、一時保管、被災資料の再整理、データベース化を行う。 
 
  【文化芸術芸能再興プロジェクト（震災復興市民委員会提案事業）】                       
被災した打ちばやしや虎舞など伝統芸能の再興を図る（民間支援団体ファンドや助成制度とのマッ
チングによる道具や装束類の修理、補充、新調、各種イベント等への情報提供など） 

▲男山本店店舗の曳き家、応急修理状況 

▲水損した民俗資料のクリーニング作業 

    
・国登録・指定文化財の修理・修復には多額の費用がかかることから、引き続き民間財団等への支援を要請するとともに、より一層の国・県 
の関与と財政的・技術的支援策について検討する必要がある。また、建築や民俗学など文化財の専門知識や技術を要する専門職員の確保、
専門家や関係機関等との連携を強化する必要がある。 
・再整理し一時保管している民俗資料等を安定収蔵するための場所の確保、資料の記録作成や展示会などの開催。 
・伝統芸能の後継者の育成、発表公開する機会の確保、芸能の記録資料の作成など。 
 

課  題 
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(７)①仮設住宅での自治組織の設立・運営支援 

 

・自治組織が設立されていない団地が３団地あ
るが，うち２団地は班長制をとっている。今後も
イベントの開催等を通じ組織結成に向け取り組
む必要がある。 

・仮設住宅の代表者は，既存自治会で役員を経
験した人ばかりではないため，団地内での合意
形成や情報共有ができていない団地が多い。 

・代表者から先に仮設住宅を退去する傾向にあ
り，役員改選後の運営サポートが必要になって
いるほか，今後の代表者，役員を担える人材の
不足が懸念される。 

・仮設住宅は一時的な仮住まいであるという意
識が強く，積極的にコミュニケーションを取ろうと
いう人ばかりではないため，自治組織の活動が
円滑に進んでいない団地も見受けられる。 
・コミュニティ形成を得意とするNPOの活動地域
に偏りがあり，特にコミュニティを維持できていな
い市街地の仮設住宅で活動する団体が少ない。 

 グループホームを除く全ての仮設住宅団地において懇談会を開催し，９０団地中８７団地において７４の自治組
織の結成に至っている。また，申請のあった自治組織に対しては，設立補助金として１団地あたり２０，０００円＋
１５０円×世帯数，運営費補助金として６４，０００円＋３００円×世帯数を交付し運営を支援している。 
 また，各種支援団体や関係機関が連携し，自治会活動を支援している。  

課 題 

地域別 団地数 

          

懇談会 
実施済 

      

未実施 
結成 

団地数 
結成 

準備中 
協議中 

気 仙 沼 69 66 64 0 2 0 

( う ち グ ル ー プ 
ホ ー ム ） （3） （－） （－） （－） （－） （3） 

本 吉 14 14 13 1 0 0 

唐 桑 8 8 8 0 0 0 

岩手県一関市 2 2 2 0 0 0 

計 93 90 87 1 2 0 

自治組織結成状況              平成２４年９月３０日現在 
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（７）②減災のためのコミュニティづくり・自治組織同士のコミュニティづくり 

 

・防災集団移転や災害公営住宅の建設によって，既存自治会の統廃合，区域の見直しなど新たなコミュニティ形成が必要となるこ
とが想定される。 

・自治組織の役員の高齢化や後継者不足，会員の減少等により，震災の影響を除いても従前の活動の維持が困難な状況になり
つつあり，財政的な支援と併せ，自治組織同士の連携事業や担い手の育成支援が必要となっている。 

・まちづくりのパートナーとしての自治組織の位置づけを見直すとともに，必要な支援策についての検討が必要である。 

 市内２２３自治組織のうち，気仙沼地域の６組織が解散，１０組織が活動を休止しており，さらに１１組織が今後解散予定または
検討しているなど，特に気仙沼地域の壊滅的な被害を受けた沿岸部においてコミュニティの維持が困難な状況にある。 
 そのため，気仙沼地域においては，各地区自治会長連絡協議会代表者との懇談の場を設け，それぞれが抱える課題の把握に
努めるとともに，生活環境整備補助金交付規則を改正し，これまで運営費補助金を交付していなかった気仙沼地域の自治組織に
補助金を交付してコミュニティ活動の活発化による組織の維持充実を図っている。 

課 題 

地域名 組織数 

         

被災 
なし 

被災 
あり 

被災ありの内訳 

未回答 震災前
と同様 

規模 
縮小 

役員会 
の み 

休 止 解 散 その他 

気仙沼 １７１ ７２ ９２ ２１ ３７ １７ １０ ６ １ ７ 

唐    桑 １２ １ １１ ６ ３ ２ ０ ０ ０ ０ 

本    吉 ４０ １３ ２４ １０ ９ ５ ０ ０ ０ ３ 

合    計 ２２３ ８６ １２７ ３７ ４９ ２４ １０ ６ １ １０ 

自治会等の活動に関するアンケート結果より  （平成２４年８月 震災復興・まちづくり推進課実施） 

○震災前と同様の活
動ができない主な理
由。複数回答可 
※（ ）は回答数 
 
・地区住民がバラバ
ラ（５９） 
 
・集会所が被災し使
えない（４５） 
 
・皆協力できる状況で
はない（３８） 

※アンケート調査後の１自治組織の解散分を反映している 
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　震災後に始めた主な取組
・ 市長記者会見の連日開催（23年３月12日～．現在は原則月・水・金に開催）

・ 広報けせんぬま災害臨時号発行及び避難者への配付開始(23年5月～)

・

・ 記者発表資料のホームページ掲載（23年11月1日～随時）

・ 秘書広報課ツイッターの開始（23年11月～随時）

・ 「広報けせんぬま」のカラー化（24年４月15日号～）

・ 広報けせんぬまモニター会議の開催（24年６月７日・12月21日）

・ 「広報けせんぬま号外版」の発行（24年７月12日～随時）

・ 「けせんぬま復興ニュース」の発行（24年８月１日～月２回）

・ 市政懇談会の開催（24年10月31日～１月・２月にも開催を予定）

・ フェイスブック日本語版｢はまらいんや!気仙沼｣の運用開始(24年11月１日～随時)

・ 市ホームページリニューアルの検討

　市広報や市ホームページ・Facebook(フェイスブック)等を活用し、市民をはじめ市外の方とも正確な情報の共
有化を図るため、情報発信改革プロジェクトを立ち上げ、誰もがわかりやすい情報発信に努める。また、状況の
変化やニーズ、復旧・復興に向けた施策・事業等については、より積極的な広報活動を展開する。さらに見やす
くわかりやすい情報提供を図るため、市広報や市ホームページのリニューアルを適宜実施するとともに、市民
の声を市政に反映させるため、住民と行政の対話づくりに努めている。

「気仙沼市から市民の皆様へお知らせ」を毎日発行（23年３月16日～．現在は記事更新時発行）

(7)③ 情報の共有体制づくり

取組の状況
　ホームページの
リニューアルにつ
いては、プログラ
ム改修に関する
問題点の確認が
必要。

課題

フェイスブック海外版「KESENNUMA-BUILDING FOR THE FUTURE」の運用開始（23年８月８日～随
時）

・
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総額185,092,736千円〔予算全体（212,299,812千円）に占める割合87.2％〕 

産業再生と雇用創出 

【被災農家経営再開支援事業】183,574千円 

【赤岩港地区水産加工団地整備事業】2,900,000千円 

【漁港施設機能強化事業（南気仙沼地区，鹿折地区）】4,914,000千円 

【水産業共同利用施設復興整備事業】8,890,000千円 

【漁業集落防災機能強化事業】66,600千円 【水産物等放射能測定事業】44,447千円 

【水産施設災害復旧事業】3,036,788千円 

【本吉農林水産物直売センター災害復旧事業】42,995千円 

【創造的産業復興支援事業費補助金】75,056千円 

【被災中小企業再開・継続支援事業助成金】30,000千円 

【観光イベント・誘客宣伝支援事業】23,369千円 

【緊急雇用創出事業】1,234,557千円 

市土基盤の整備 

【被災市街地復興推進事業】2,569,256千円 

鹿折・魚町・南町・南気仙沼地区土地区画整理事業等 

【道路（街路）整備事業】930,953千円 

防災集団移転促進事業に伴う道路，避難道路等の整備 

【防災集団移転促進事業】6,035,254千円 

大沢Ａ地区ほか24地区 

【がけ地近接等危険住宅移転事業補助金】2,082,000千円 

【住宅再建支援補助事業（市独自支援事業）】1,688,000千円 

【災害公営住宅整備事業】2,266,730千円 

松岩地区ほか９地区 

【公共土木施設災害復旧事業】10,158,997千円 

(8)  平成２４年度復興関連予算（１２月補正分まで）   

主 な 復 旧 ・ 復 興 事 業 

自然環境の復元・保全と環境未来都市 

（スマートシティ）の実現 

【災害廃棄物処理事業】41,085,441千円 

 被災家屋解体撤去工事等 

【太陽光発電設置補助金】23,000千円 

 １kwあたり25,000円を補助 

【公共施設ＣＯ２排出削減対策】74,847千円 

太陽光発電装置，公園・教育施設のLED化等 

防災体制の整備 

【地域防災計画改定等事業】28,000千円 

 津波避難計画の策定等 

【災害用備蓄倉庫・物資整備事業】42,273千円 

【消防屯所及び消防防災車両等復旧事業】

229,981千円 

 

地域コミュニティの充実と 

市民等との協働の推進 

【自治組織支援事業】29,076千円 

 住民自治組織の設立と運営に係る費用の補助，

「地域支援員」による運営支援等を実施 

保健・医療・福祉・介護の充実 

【災害救助法関連事業】143,600千円 

応急仮設住宅の環境整備等 

【災害援護資金貸付金】1,200,000千円 

【地域支え合い体制づくり事業】92,119千円 

 応急仮設住宅入居者等に対する総合相談・交流活動

支援等を実施 

【社会的包摂「絆」再生事業】140,253千円 

 被災した高齢者，障がい者，離職を余儀なくされた

若年層等に対する見守りや総合相談等を実施 

【私立認可外保育施設保育料減免補助金】14,000千円 

【福祉施設災害復旧事業】146,165千円 

 波路上保育所等の災害復旧事業 

【介護基盤復興まちづくり整備事業補助】90,000千円 

 被災在宅サービス等施設の復旧費補助 

学びと子どもを育む環境の整備 

【就学・学習支援の充実】192,194千円 

就学援助・奨励事業，学び支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等配置

事業，仮設運動場整備事業等 

【文教施設耐震化等事業】153,732千円 

小・中学校，公民館，市民会館の耐震化・老朽

改修を実施 

【文教施設災害復旧事業】13,530千円 

 大谷幼稚園等の災害復旧事業 

※主な特定財源 災害等廃棄物処理事業費補助金36,670,809千円，東日本大震災復興交付金基金繰入金20,873,049千円，災害復旧費国庫負担金8,610,844千円 
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