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この計画は，気仙沼市の区域における国土（以下「市土」という ）の総合的，計画的な利用。

に関する指針とするため，国土利用計画法第８条の規定に基づき，必要な事項を定めるものであ

り，宮城県国土利用計画を基本とし，地方自治法第２条第４項の規定に基づく気仙沼市総合計画

の基本構想に則し策定するものです。

なお，この計画は，社会経済情勢の変化等により，必要に応じて見直しを行うものです。

１ 市土の利用に関する基本構想

(1) 市土の概要

本市は，宮城県の北東端に位置し，東は太平洋に面し，南は南三陸町，西は登米市，岩手県

一関市及び東磐井郡藤沢町，北は岩手県陸前高田市に隣接し，東西約24㎞，南北約29㎞，333.37

㎢の市域を有しています。

地形は，隣接市町境界周辺に広がる北上山地支脈の山地と，山地から海岸部に伸びる斜面，

丘陵地が大半を占め，平地部が少ない地勢となっています。

周囲の山地は，中西部の大森山(760.2m)を最高点として，約200mから500mの稜線で本市を囲

んでおり，太平洋に面した東部の山地は唐桑半島を形成し，一部の山地はその稜線を気仙沼湾

に突き出しています。

また，これらの山地を源とする大川や津谷川などの河川は，山間に狭あいな平地を形成しな

がら，気仙沼湾や太平洋に注いでいます。

海岸部は起伏に富んだリアス式海岸を形成し，太平洋から入り込む気仙沼湾は入江が深く，

湾口には大島が位置するため，四季静穏な天然の良港となっています。

景観の美しさから，昭和39年６月，唐桑半島から大島，岩井崎にかけての区域が，陸中海岸

国立公園に編入され，46年１月には海域公園に指定，さらに54年３月には，本吉町の沿岸一帯

が南三陸金華山国定公園に指定されています。

土地利用は，山林が地域面積の72.2％を占め，田と畑を合わせた農地が6.7％，宅地が4.8％

となっています。

一方，都市として総合的に整備，開発及び保全する必要がある区域として地域面積の14.0％

㎢ ㎢に当たる46.82 を都市計画区域に指定し，うち15.58 について都市計画用途地域を定めてお

り，この区域に本市の商工業，住宅の大半が存し，沿岸部には港湾や漁港・工業施設が立地し

ています。

このように，標高700m級の北上山地から，海岸に至る十数㎞ほどの間に，山や丘，田畑，集

落，海岸段丘，海洋と変化に富んだ，まとまりのある景観が展開し，恵まれた自然環境にあり

ます。

(2) 市土利用の課題

ア 安全・安心の確保

本地域は，海岸線が長いほか，急勾配で延長の短い小規模な河川，急傾斜地が多く，埋



- -2

立・盛土地が分布しているなど，津波・高潮，河川のはんらん，がけ崩れなどの自然災害

の危険をはらんでいることから，市土の保全と災害に対する安全性の確保を図る必要があ

ります。

イ 豊かな景観と自然の保全

本地域は豊かな自然に恵まれ，陸中海岸国立公園や南三陸金華山国定公園，県立自然公

園等に指定されていることから，自然環境の保全や良好な景観の形成，歴史的風土の保存

等に配意する必要があります。

また，市土面積の72.2％を占める森林は，水源のかん養や大気の浄化，生態系の維持な

どの多面的機能を有していることから，持続的な機能の維持を図る必要があります。

農用地についても，環境の保全など，多面的機能維持の視点から，遊休・未利用農地の

有効な活用を図る必要があります。

ウ 市街地の再生

空き店舗の増加や，建物の取壊しにより更地の割合が高くなることで，商店街の連続性

が損なわれつつあり，定住人口の減少と相まって，空洞化が進んでおり，有効な土地利用

が必要となっています。

エ 地域資源の活用

歴史や文化，産業など，地域ならではの資源を見つめ直し，それらを生かしながら魅力

あるまちづくりを進める必要があります。

オ 全市的な土地利用

生活圏や文化圏・経済圏などを一つとする全市的な視点から，企業誘致などの今後の動

きに弾力的に対応しながら，土地利用を進める必要があります。

(3) 市土利用の基本方針

市土の利用にあたっては，公共の福祉を優先し，利用目的に応じた区分ごとの土地需要の

調整や市土利用の質的向上，自然環境の保全を図りながら，地域の自然的・社会的・文化的

及び経済的条件に配意し，健康で文化的な生活環境の確保と 「人と自然が輝く 食彩豊か，

なまち」を目指した市土の均衡ある発展を基本理念として，総合的かつ計画的に進めること

とします。

ア 市土は，現在及び将来において，市民にとって限られた貴重な財産であり，快適な市民

， ，生活及び生産活動のための重要な基盤であるとの認識から 市民の福祉を最優先に考えて

その利用を図るものとします。

イ 自然と人間が永続的に共存すべき一体的な圏域として市土をとらえ，自然と生活，生産

活動が調和した望ましい市土の利用を図るものとします。

ウ 本市の地理的条件や歴史的風土，自然環境などの特性を生かした地域の整備等を推進す

ることにより，市土の均衡ある発展を促進し，うるおいと安らぎのある生活空間の形成に

向け，市土の利用を図るものとします。

， ，エ 都市的土地利用については 未利用地の有効利用や土地の高度利用を促進するとともに

人口減少や少子高齢社会に対応した市街地の形成に努めます。
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農用地や森林等の自然的土地利用については，生産活動やゆとりある自然環境の場とし

て，適正な保全と活用を図ります。

なお，土地利用の転換は，復元が困難であることなどの理由から，低未利用地の利用促

進を図りながら，計画的かつ慎重に行うこととします。

オ 本市では，地勢的制約が都市施設の整備や多様な産業基盤の集積を進めるうえで，大き

な障害となっていることから，特に貴重な公有地については，長期的視点から，教育・福

祉などの公共的施設や産業振興に寄与する施設整備を優先した土地利用を図ります。

カ 災害に備え，治水対策を推進するとともに，適正な土地利用を通じて防災面に配意し安

全性の向上を図ります。

(4) 利用区分別の市土利用の基本方向

ア 農用地

農用地については，農業生産基盤として重要であることから，食糧の安定供給を図るた

めに必要な量的確保に努めるとともに，利用の高度化と効率化を促進し，生産性の向上を

図ります。

また，環境の保全など，多面的機能を有することから，それらの機能が高度に発揮され

るよう配意します。

イ 森林

森林については，木材生産等の経済的機能のほか，市土の保全や水源のかん養，保健休

養，大気の浄化などの公益的機能を有していることから，さらなる保全に努め，森林資源

の整備を計画的に推進します。

また，多様な機能が十分に発揮できるよう，無秩序な開発の防止に努めます。

ウ 原野

， ， ，原野については 生態系や景観の維持等の観点から 貴重な自然環境の保全を図るほか

環境保全に配意しながら適正な利用を図ります。

エ 水面・河川・水路

水面については，水質の保持に努めます。

河川については，防災と安全性の確保の観点から治水対策を進めるとともに，自然環境

の保全や景観に配意しつつ，水空間の有効利用と親水性の向上を図ります。

水路については，農用地の生産性を高める機能を保持するとともに，自然環境との調和

に努めます。

オ 道路

道路については，市土の有効利用と良好な市民生活や経済活動に向けて，必要な用地を

確保し，整備にあたっては，道路の安全性や快適性等の向上に努めるとともに，環境保全

に十分配慮します。
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特に，地域間交流の促進や防災対策，地域振興などを図る上で重要な社会基盤である三

陸縦貫自動車道をはじめ，一般県道大島浪板線（大島架橋）や，主要地方道気仙沼唐桑線

（唐桑最短道）などの市域内幹線道路の早期整備を促進するとともに，国道45号，国道346

号や主要地方道気仙沼陸前高田線・気仙沼本吉線などの主要な道路についても整備促進に

努めます。

また，農道及び林道については，自然環境の保全に配意しながら，農林業の生産性向上

や農用地の高度利用促進に向け，適正な管理に努めます。

カ 宅地

既成市街地については，良好な環境の形成とともに防災対策に配意し，ゆとりある快適

な環境の確保を図ります。

住宅地については，人口，少子高齢化，世帯数の推移や都市化の進展等の動向に対応し

つつ，地域特性に配意した良好な居住環境の形成を図るため，生活関連施設の整備を計画

的に進めます。

工業用地については，生産活動の基盤であり，市内総生産や市民所得の向上，雇用の場

の創出，ひいては定住人口の増大など，市勢の発展に寄与することから，周辺環境への影

響や保全等に配意し，関係団体等の意向を踏まえながら工業生産に必要な用地の確保を図

ります。

事務所，店舗等については，需要動向等を見据えながら必要な用地の確保を図ります。

キ その他の用地

， ， ， ，教育文化施設 公園・緑地 厚生福祉施設 交通施設等の公共的施設の用地については

市民生活上の重要性と人口・世帯の動向や少子高齢化等の社会情勢の変化に伴う市民ニー

ズの多様化・高度化を踏まえ，環境の保全に配意するとともに，必要な用地の確保に努め

ます。

海岸線及び沿岸海域については，リアス式海岸特有の波静かで奥深い入江を形成し，美

， ， ， ，しい海岸線と恵まれた漁場を形成しており 漁業や海上交通 観光 レクリエーション等

多様な利活用が期待されることから，陸域との一体性や地域特性，環境の保全に配意しな

がら，利活用を進めるとともに，市土の保全と安全性の向上に資するため総合的な整備を

図ります。

また，低未利用地については，積極的な有効利用を図ります。

２ 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

(1) 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

ア 計画の基準年次を平成21年，目標年次を平成28年とします。

イ 市土の利用に関して基礎的な前提となる人口については，平成28年において，70,000人

と設定します。
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ウ 市土の利用区分は，農用地，森林及び宅地等の地目別区分及び市街地とします。

エ 市土の利用区分ごとの規模の目標については，利用区分別の市土の利用の現況と変化に

ついての調査に基づき，将来人口等を前提とし，利用区分別に必要な土地面積を予測し，

土地利用の実態との調整を行い，定めるものとします。

オ 市土の利用に関する基本構想に基づく平成28年の利用区分ごとの規模の目標は，次表の

とおりです。

市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

（単位：ha，％）

年次
平成21年 平成28年

構成比

区分 平成21年 平成28年

農用地 2,382 2,234 7.1 6.7

農地 2,240 2,096 6.7 6.3

田 1,190 1,135 3.6 3.4

畑 1,050 961 3.1 2.9

採草放牧地 142 138 0.4 0.4

森林 24,065 24,035 72.2 72.1

原野 13 13 0.0 0.0

水面･水路･河川 336 328 1.0 1.0

水面 27 27 0.1 0.1

河川 247 247 0.7 0.7

水路 62 54 0.2 0.2

道路 1,186 1,230 3.6 3.7

一般道路 903 943 2.7 2.8

農道 123 123 0.4 0.4

林道 160 164 0.5 0.5

宅地 1,610 1,657 4.8 5.0

住宅地 1,089 1,121 3.3 3.4

工業用地 42 47 0.1 0.1

その他の宅地 479 489 1.4 1.5

その他 3,745 3,853 11.2 11.6

合　計 33,337 33,350 100.0 100.0

市街地 639 639 1.9 1.9

注： １．市街地は，「国勢調査」の定義による人口集中地

　区です。平成21年欄の市街地の面積は，平成17年の

　国勢調査による人口集中地区の面積です。

２．市域面積の増加分は，海面埋め立てです。

３．構成比の和は，端数処理の関係で必ずしも合計と

　一致しません。
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(2) 地域別の概要

ア 地域の区分は，市土の土地利用の現況及びその自然的，社会的，経済的諸条件等を勘案

し，中央地域，松岩・階上・面瀬地域，新月地域，鹿折地域，大島地域，唐桑地域，本吉

地域の７地域区分とします。

それぞれの地域の範囲は次のとおりとします。

イ 計画の目標年次は，(1)に準ずるものとします。

ウ 平成28年における市土の地域別土地利用の概要は，次のとおりとします。

地域の範囲

地域の区分 地　域　の　範　囲

①中央地域

九条1･2･3･4･5，田中1･2･3･4，田中前1･2，田谷，本郷 1･2，南郷
1･2，神山，本町1･2，舘山1･2，古町1･2･3･4･5，滝の入1･2，福美

町，新町1･2， 化粧坂， 三日町1･2，沢田，八日町1･2，魚町1･2･

3，陣山， 太田1･2，入沢，南町1･2･3･4，柏崎，港町，河原田1･

2，南が丘，幸町1･3･4， 仲町，魚市場前， 弁天町1･2，潮見町1･
2，内の脇1･2･3，川口町，栄町，新浜町1･2，浜町，本浜町1･2，

錦町1･2，東みなと町，中みなと町1･2，西みなと町，西八幡町，

新城東，※舘森，※前浜，※田柄1，※高屋敷，※表松川

②松岩･階上･ 浜，母体田，三峰，牧沢，浦田，赤岩， 平貝，向原，杉ノ下， 

　面瀬地域 牧，上町，岩井崎，内田，長磯原，長磯浜，七半沢，森前林，長

片浜上，片浜下，古谷館，松崎五駄鱈，後沢1･2･3，金取，羽田，
水梨， 前田，大石倉，石甲， ※舘森，赤岩五駄鱈，老松，※前

磯高， 最知高，川原，尾崎，高谷，鶴巻，上沢，赤田，上沢1･2･
3，下沢，千岩田，青葉が丘，

③新月地域 廿一，下前木，上前木，※表松川，内松川，早稲谷，上八瀬下，
立沢，※田柄1，田柄2･3，※高屋敷，和野，金成沢，下廿一，上

上八瀬上，塚沢，関根，台，下八瀬

④鹿折地域
西中才，日の口1･2，両沢，東中才1･2･3， 浪板1･2，大浦，小々
汐，梶ヶ浦，鶴ヶ浦

⑤大島地域
崎浜，要害，浅根，長崎，高井，田尻，廻舘，浦の浜，磯草，外
浜，新王平，亀山，大初平

⑥唐桑地域 2･3･4･5，舞根1･2，宿1･2･3，石浜1･2･3，只越1･2，舘1･2，大沢 
崎浜1･2，松圃1･2･3，中井1･2･3･4，小鯖1･2･3，中1･2･3，鮪立1･

1･2･3･4

⑦本吉地域

小泉浜1･2，小泉新町，小泉仲町，小泉下町，小泉西，小泉東，馬
籠上沢，馬籠，馬籠町，漆原，松ヶ沢，猪の鼻，表山田，津谷下

町，津谷街，津谷仲町，津谷上町，津谷舘岡，登米沢，風越，津

谷大沢，林の沢，狼の巣，坊の倉，下川内，上川内，高1･2，大谷

前浜，天ヶ沢， 山谷，日門， 三島，大谷南，大谷東，寺谷，中
郷，上郷南，上郷北

　それぞれの地域は，行政区を構成単位としており，※印については，行政区の

一部が含まれていることを示します。
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① 中央地域

本地域は，ＪＲ大船渡線と気仙沼線が合流し，周囲を国道45号が通過する既成市街地

を中心とした地域であり，本市の基幹産業である水産業の生産基盤をなす特定第三種漁

港及び商港が立地し，また，商工業，水産業，観光関連，官公庁等の業務施設や住宅，

店舗等の集中地区となっています。

西部から気仙沼湾に流れ込む二級河川大川とその支流の神山川流域には，住宅地が広

がっています。

本地域は魅力的で集客力のある商店街の形成や産業基盤の整備等について課題を有す

るなど，都市機能の集積や社会経済的需要による土地の高度利用が求められています。

このことから，商店街の近代化や漁港関連施設，幹線道路等の基盤整備などを進める

とともに，立地環境の整備と公共的空間の確保を図り，合理的かつ有効的な土地利用を

促進します。

② 松岩・階上・面瀬地域

， ， ，本地域は 国道45号及びＪＲ気仙沼線が縦走しており 国道沿線や低地部等において

大型小売店などの商業やサービス関連業，住居系等の土地利用がなされ，丘陵地帯は宅

地化が進んでいます。

また，本市の主要な農業地域となっており，土地条件に即した生産活動が行われてい

ます。

さらに，沿岸地域は気仙沼湾西湾に面し，岩井崎地区は陸中海岸国立公園に指定され

ているほか，静穏な海水浴場を有しており，徳仙丈山を中心とする西部丘陵地域ととも

に，宅地化が進んでいる地区を除き県立自然公園に指定され，いずれも観光資源となっ

ています。

今後，自然環境の保全に配意した土地利用を進めるとともに，三陸縦貫自動車道のイ

ンターチェンジ周辺等について，土地の需要動向を見極めながら，適正な土地利用を図

ります。

また，農業地域は，優良農地の保全に努め，沿岸部については，浅海養殖業の基盤整

備を図るとともに，岩井崎周辺においては，沿岸漁業及び観光，レクリエーション等の

利用について，自然環境との調和を図りながら整備を促進します。

③ 新月地域

本地域は，岩手県から流れ込む大川が渓谷を形成し，並行してＪＲ大船渡線，国道284

号が横断しています。

地域的特性から全域が山村振興地域となっており，また，一部を除いてほとんどが県

立自然公園に指定されています。

中央地域に隣接する地区には，国道284号沿線に事業所等の立地が見られますが，本

地域の主要産業は農林業となっており，生産基盤の整備が課題となっています。
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今後は，自然環境の保全に配意し，優良農地の確保と林業生産性の向上を図る一方，

地域の大半を占める森林については，諸開発計画との整合性に配意しながら，公益的機

能が十分発揮されるよう努めるとともに，松岩・階上・面瀬地域に接する丘陵地を市民

が憩える地域として整備を進めます。

さらに，中央地域との隣接地区や，宅地化が進行している丘陵地帯については，都市

的土地利用を図ります。

④ 鹿折地域

本地域は，ＪＲ大船渡線，国道45号，主要地方道気仙沼陸前高田線及び気仙沼唐桑線

が所在し，地域の大部分が県立自然公園に指定され，そのほとんどは急峻な山地という

地勢条件下にあります。山間地帯が農業地域となっているほか，鹿折川沿いに宅地化が

進み，また，沿岸部は造船所や住居等が混在する地区となっています。

今後は，農用地の保全に配意しつつ，高密度に分布する森林の有効利用と秩序ある土

地利用に努めます。

また，住工混在地区の沿岸部については，自然環境の保全に配意しつつ，海域を含め

， 。た土地利用の適正配置と環境整備に努めるなど 高度かつ合理的な土地利用を図ります

さらに，本市交通体系及び地域開発上の視点から，蜂ヶ崎架橋や東環状線等の都市基

盤整備を促進します。

⑤ 大島地域

本地域は，気仙沼湾口に位置する離島であり，北部と東海岸線・南海岸線が陸中海岸

国立公園に，東南部沿岸海域の一部が海域公園に，それらを除く地域全体が県立自然公

園に指定されており，本市観光の拠点の一つとなっています。

また，浅海養殖業を中心に沿岸漁業も盛んです。

このため，自然環境，生活環境の保全と調和に配意しながら，道路や漁港，観光関連

， 。施設などの整備を図り 漁業と観光を中心とした産業振興に向けた土地利用を進めます

地域住民の基礎的生活条件の改善や産業振興を図るため，大島架橋の早期整備を促進

します。

⑥ 唐桑地域

本地域は，北西から南東に細長く，三方を海に臨む地形は長さ20kmの唐桑半島が大部

分を占め，北方に高く南方に緩い山地状で，丘陵が連なり，平坦地が極端に少ない地形

であり，山林が多くを占めており，農用地及び住宅地の割合が低くなっています。

沿岸線は，リアス式海岸特有の個性的で美しい景観を作り出しており，陸中海岸国立

公園，海域公園及び県立自然公園に指定され，本市観光の拠点の一つとなっています。

また，沿岸漁業が盛んで地域内に17漁港を有しています。このため，自然景観や自然

環境の保全を図りながら，観光関連施設や漁港の整備など，漁業と観光の振興に向けた
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土地利用を進めます。

また，地域住民の基礎的生活条件の改善や産業振興を図るため，主要地方道気仙沼唐

桑線（唐桑最短道）並びに一般県道馬場只越線の整備を促進します。

⑦ 本吉地域

本地域は，太平洋に面して湾入し，一帯が南三陸金華山国定公園に指定されており，国

道45号とJR気仙沼線が縦走し，国道346号が内陸部に通じています。

南部と北西部には北上山地の支脈が伸び，森林が地域全体の70％を占め，徳仙丈山や田

束山等が連なっています。中央部に北西から南東に向け二級河川津谷川が流れ，他の小河

川を含む流域と丘陵地が農地や宅地に利用されており，平坦地の少ない地形で，中央部の

津谷地区に市街地が形成されています。

中山間地特有の土地条件から農地は狭小分散し，耕作面積も零細なため，稲作や畜産，

林業，園芸等を中心とした複合経営が行われています。

沿岸には９つの漁港があり，定置網や浅海養殖等が盛んに行われるとともに，静穏な海

水浴場を擁し観光の拠点の一つとなっており，本市の南玄関として自然景観や自然環境の

保全を図りながら，観光関連施設や漁港の整備など，産業振興に向けた土地利用を進めま

す。

また，地域住民の基礎的生活条件の改善や産業活動などに重要な役割を果たす三陸縦貫

自動車道，国道346号本吉バイパスの建設を促進します。

３ ２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は，次のとおりです。

(1) 公共の福祉の優先

土地は限られた資源であり，地域の活性化等と大きく関係することから，公共の福祉を優

先させるとともに，地域の自然や文化等の諸条件を十分に踏まえ，総合的な観点から適正な

土地利用を図ります。

(2) 国土利用計画法等の適切な運用

土地基本法や国土利用計画法をはじめ，都市計画法，農業振興地域の整備に関する法律，

森林法及び自然公園法等の土地利用関係法の適切な運用により，土地利用の計画的な調整を

推進します。

(3) 地域整備施策の推進
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地域の均衡ある発展を図るため，自然環境に配意しながら，道路交通網などの都市基盤や

生活基盤の整備のほか，保健福祉の充実や産業の振興，教育文化の向上など，総合的な施策

を展開します。

(4) 市土の保全と安全性の確保

ア 市土の保全と安全性の確保のため，自然や地域の環境との整合性に配意しながら，海岸

保全や治水・利水施設，防災施設，急傾斜地の整備等を促進するなど，適正な土地利用へ

の誘導を図ります。

イ 森林が有する市土の保全機能の向上を図るため，保安林及び治山施設の整備を進め，森

林の管理水準の向上を図るとともに，生産活動に必要な林道等の施設整備や林業の担い手

の育成，生活環境の向上を図るなど，森林管理のための基礎条件の整備を進めます。

ウ 人口集中地区であり，行政や産業などの諸機能の集積している市街地については，沖積

低地や埋立地である地質条件を考慮しながら，地盤沈下等への対応や防災上の対応に配意

し，適正かつ計画的な土地利用を図ります。

(5) 環境の保全と市土の快適性の確保

ア 環境の保全を図るため，用途区分に応じて，都市機能の効率的・有効的配置に努めなが

ら，適正な土地利用への誘導を推進します。

さらに，騒音や振動等の著しい交通施設等の区域において，緑地など緩衝地帯の措置や

周辺への適切な施設の誘導等により，土地利用の適正化に努めます。

イ 市街地においては，緑地空間及び水辺空間を保全・創出するとともに，美しい街並み景

観の整備等により，ゆとりある快適な環境を形成します。

周辺地域については，森林，農用地等の自然環境や緑空間を自然とのふれあいの場とし

て確保するなど，豊かな人間性を培う環境形成に努めます。

ウ うるおいのある市土を形成するため，国立公園区域や国定公園区域，県立自然公園区域

をはじめとする自然環境の総合的な保全を図りながら，適正な土地利用に努めます。

エ 地域の歴史的風土の保存や文化財の保護等を図るため，土地利用制度の適切な運用に努

， 。めるとともに 必要に応じた土地利用規制の見直しや開発行為等の規制の措置を講じます

オ 良好な生活環境が保持できるよう，大規模な各種開発行為等については，必要に応じて

環境影響評価を実施するなど，土地利用の適正化を図ります。

(6) 土地利用転換の適正化

ア 土地利用の転換を図る場合には，復元の困難性や地下水のかん養域の減少などを十分に

考慮した上で，人口や各種産業のほか，土地利用や社会資本の状況など，周辺への影響を

勘案して適正に行うこととします。

特に，自然条件を勘案し，土地利用の転換が生物の生息・生育環境に与える負荷を最小

限にとどめるように配意します。
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イ 土地利用の転換を図る場合には，土地が持つ防災機能の維持を図るとともに，特に農地

については，経営の安定に留意しつつ，国土利用計画法や森林法，自然公園法等，関係法

令の適正な運用により，周辺の土地利用との調整を図ることとします。

， ， ，ウ 農地の土地利用の転換を図る場合には 食糧生産機能の確保 農業経営の安定に配意し

優良農地等の確保に努めながら，周辺農用地や農業以外の土地利用との計画的な調整を図

ります。

また，農地と宅地の混在する地域については，混在による弊害を防止するため，秩序あ

る共存を図ります。

エ 大規模な土地利用の転換を図る場合には，周辺への影響が大きいことから，地域をはじ

め，河川流域，沿岸地域，地下水等への影響を十分に調査し，地域住民の生活基盤や生活

環境に配意した措置を講じながら，適正な土地利用の転換を図ることとします。

(7) 土地の有効利用の促進

ア 農用地については，多面的機能の維持に配意しながら，先進的な農業経営体への農用地

の集積や農作業の集団化，遊休・未利用農地の有効活用を図ります。

また，中山間地域としての特性を生かしながら，水稲と園芸，畜産などを組み合わせた

複合経営を基本に地域農業を推進します。

イ 森林については，市土の保全や水資源のかん養等の公益的機能の増進とともに，木材生

産等の経済的機能の向上を図るため，森林資源の整備を計画的に推進します。

特に，西部丘陵地域等においては，森林空間を活用した自然とのふれあいの場として，

その整備と利用に配慮します。

ウ 水面・河川・水路

河川については，災害の発生を防止するため，自然環境と生活環境との調和や景観に配

意しながら，計画的な河川改修事業等を促進するとともに，親水性の向上を図るため，水

辺空間の整備を促進します。

特に，主要河川である大川については，流域の安全性の向上と安定した水資源の確保の

ため，適切な治水・利水対策を促進します。

水路については，自然環境の保全に配意しながら維持に努めます。

エ 道路

道路については，産業振興及び市民生活の向上に大きな役割を果たす三陸縦貫自動車道

や一般県道大島浪板線（大島架橋 ，主要地方道気仙沼唐桑線（唐桑最短道）等の早期整）

備を促進するとともに，国道45号，国道346号や主要地方道気仙沼陸前高田線などの主要

な道路の整備を促進します。

また，市民生活と密接な関連を有する市道については，計画的な用地の確保と整備を推

進します。

農道及び林道は，生産基盤の充実と生活環境の向上の観点から，自然環境に配意しなが

ら維持と整備を図ります。

オ 宅地

， ， 。住宅地については 快適な居住環境の確保のため 秩序ある宅地開発の誘導に努めます
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また，既成市街地においては，防災に配慮しながら，ゆとりある快適な環境づくりに努

めます。

工業用地については，自然や地域社会との調和を図り，適正な土地利用への誘導に努め

るとともに，工場の新規立地等の動向に対応した計画的な用地の確保を図ります。

カ その他

教育文化施設や公園，緑地，厚生福祉施設等の公共施設用地については，市民ニーズや

行政需要等に対応して用地の確保と適正配置に努めます。

また，観光及びレクリエーションに供する用地については，自然環境の保全や利用形態

等に十分配意しながら施設配置をするなど，適切な利用を図ります。

キ 低未利用地等

市土の保全及び市土の有効利用の観点から，周辺土地利用との調整を図りながら，農林

業的土地利用又は都市的土地利用への活用を図ります。

(8) 市土に関する調査の推進と成果の普及啓発

市土の適正な利用を図るため，必要に応じて市土の利用状況等の基礎的調査を実施するほ

か，市土の適正な利用について，市民の理解と協力が得られるよう，計画の総合性及び実効

性を高めるため，調査結果の普及と啓発に努めます。


