
第 編 基本構想２
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本市は，リアス式海岸や緑豊かな森林など，豊かな自然に恵まれ，全国屈指の水産都市として，多

くの先人の英知や深い郷土愛，懸命な努力，そして地域の特色を生かしたまちづくりにより栄えてき

ました。

しかし，人口減少や少子高齢化，地方分権化の進展，基幹産業である水産業の低迷など，かつて経

験したことのない時代の潮流に遭遇しており，これまでの経験や従来の発想だけでは，容易に対応で

きない状況にあります。

今後，このような状況を打開し本市が発展していくためには，市民・企業・行政が一体となり，市

民が快適で心豊かに生活できる新たな視点でのまちづくりが必要です。

また，今こそ本市が海と緑の豊かな資源と先人が永年にわたって培ってきた歴史や文化・産業をグ

ローバルな視点で見つめ直し，地域に根ざした特有の価値を誇りとして次の世代に引き継がなければ

なりません。

このことから，市民一人ひとりが地域の資源と潜在能力を生かしながら新たな地域づくりに取り組

んでいく姿勢を基本理念とし 市民と行政の協働のまちづくり 人と人が支えあうまちづくり 人，「 」「 」「

と自然が共生するまちづくり」の三つをその柱とします。

市民が自治の主役として，積極的にまちづくりに参画することが求められており，市民・企業・行

， ， 。政がまちづくりの担い手として それぞれの責任と役割をもって 協働によるまちづくりを進めます

だれもが生涯を通じて安心して生活できるように，お互いを思いやる心，支えあう心をはぐくむと

ともに，市民一人ひとりが地域の課題を見出し，解決していける福祉のまちづくりを進めます。

海や山などの豊かな自然環境を有し，産業や祭りなど暮らしの様々な場面で，自然と深い関わりを

持っていることから，この豊かな自然を市民の財産と位置付け，将来に向けて保全・活用しながら自

然と共生するまちづくりを進めます。

市民と行政の協働のまちづくり

人と人が支えあうまちづくり

人と自然が共生するまちづくり

基本理念第１章
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三つの基本理念によるまちづくりを進め，市民が一体化し，まちが発展する将来の都市像を「人と

自然が輝く 食彩豊かなまち」とします。

当地域は国内有数の漁業基地に水揚げされる水産物をはじめ，豊かな自然環境を背景とした多種多

彩な農作物など，地域の風土に根ざした食文化を有していることから 「気仙沼スローフード」都市，

宣言に基づき，これらのかけがえのない財産を守り，次の世代に伝え，食を生かした個性的で魅力あ

るまちづくりを展開します。

また，第１次から第３次産業までの有機的な連携を図り，活力ある地域産業を創出するとともに，

それぞれの地域が有する伝統・文化，自然環境の優越性，スローフード宣言都市としての付加価値な

ど，様々な地域資源を生かし，その魅力を積極的に情報発信し，国内はもとより世界各地との交流・

連携を増進することによって 「食の宝庫 「食の王国」としての位置付けを確立し，水産と観光のま， 」

ちとして発展する豊かな地域形成を目指します。

人と自然が輝く 食彩豊かなまち

気仙沼市の将来第２章
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まちづくりの主役は市民一人ひとりであり，それぞれの生活基盤である各地域の活性化がまち全体

の活力につながります。自然や伝統・文化など，貴重な地域資源を有効に生かしたまちづくりを進め

るとともに，市民自らがまちづくりに積極的に参画することにより，市民の意見や要望を市政全般に

より良く反映させることが必要です。

このため，市民の自主的な活動を促進する仕組みづくりやコミュニティへの活動支援及び活動拠点

施設の整備・充実を図るとともに，ボランティア団体やＮＰＯ等を育成・支援することにより，市民

の社会参画を推進します。

また，男女が社会のあらゆる分野で平等に参画できる男女共同参画社会の実現に向け，人権の尊重

や平等意識の浸透を図ります。

さらに，参画を促すための広報広聴の充実と個人情報の保護に配慮した情報公開を推進するととも

に，事務の効率化による市民サービスの向上に努めます。

地方分権に対応し，住民自治のまちづくりを確立するため，市民が積極的に行政に参画できる仕組

みづくりと市民の主体的な公益的活動に対する支援を行い，市民・企業・行政の協働に基づくまちづ

くりを目指します。

また，あらゆる分野において，男女が対等な構成員として主体的に参画できる社会の形成とともに

市民ニーズを的確に把握し，最小の経費で最大の効果が得られるよう，より一層効率的な行財政運営

に努めます。

活力ある地域社会を創出するため，市民の交流拠点の整備・充実に努めるとともに，相互扶助・ボ

ランティア意識の高揚を図るなどコミュニティ活動を推進します。

自治会活動の促進を図るとともに，より一層連携を深め，市民組織などとの協働によるまちづくり

を推進します。

ＮＰＯはまちづくりの担い手として，多様な分野で公益的活動を行っていることから，自立的活動

を支援します。

１ 市民の参画機会の拡大

２ コミュニティ活動の推進

３ ＮＰＯ（民間非営利組織）との協働

第１節
参画と協働でともに築くまち

施策の大綱第３章
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また，ＮＰＯの活動についての理解を深め尊重しながら，公共的な課題解決のため，共通認識を持

ち，連携・協力します。

男女が互いの人権を尊重しつつ，責任を分かち合い，性別に関わりなく，その個性と能力を十分に

発揮できる男女共同参画社会の実現に努めます。

市民の意向を踏まえた質の高いサービスを提供するため，人材の育成を図るとともに，行政運営の

効率化や有効性を評価した事業を推進します。

また，長期的な視点に立ち，自主財源の確保や歳出の合理化などにより，健全な財政運営に努めま

す。

国際化に対応した環境整備を進めるとともに，多様な交流事業などを通じて，市民の国際理解を図

り，国際社会と共存する友好関係の形成に努めます。

国内友好都市をはじめとする，様々な地域との多面的な交流により，新たな地域発展の機会の創出

を図ります。

４ 男女共同参画社会の確立

５ 行財政運営の効率化

６ 国際交流・地域間交流の推進

第３章●施策の大綱
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本市は，陸中海岸国立公園に指定されているリアス式海岸特有の海岸美を誇り，緑豊かな森林も多

く，波静かな天然の良港に注ぐ河川を有するなど，豊かな自然環境に恵まれています。

一方で，地理的条件等から，災害に見舞われており，豊かな環境と快適な生活との両立を前提に発

展を続けるためにも，一層の生活環境の整備が求められています。

このため，災害に強いまちづくりによる市民生活の安全確保をはじめ，道路や上下水道など生活基

盤の整備を進め，だれもが安心して快適に暮らせるまちづくりを推進します。

， ， ，また 自然環境の保全や地球環境への負荷軽減の取組について 市民や事業者へ啓発するとともに

ごみの減量やリサイクルなどを推進し，循環型社会の構築を図ります。

地震，津波などの災害に備えた防災対策及び災害を未然に防止するための治山・治水・海岸保全対

策の推進，災害発生時に迅速に対応できる復旧体制の構築に努めます。

また，ハザードマップ の作成や自主防災組織の立ち上げなどにより，市民の防災意識の向上に努※

めるとともに，消防団の活性化や消防施設設備の整備の推進を図るなど，消防・防災体制を充実し，

安心して生活できる環境を形成します。

市民を犯罪や事故から守るため，防犯対策や交通安全対策を推進します。また，消費者保護を図る

など，市民生活相談体制の充実に努めます。

良好な居住環境の形成を図るため，道路や公園などの都市基盤の充実に努めるとともに，主要な道

路や公共施設のバリアフリー化 を推進し，高齢者や障がい者に優しい環境を形成します。※

※また，水源の確保と保全に取り組むとともに，耐震管への更新を進め，災害に強いライフライン

の充実に努めるなど，水道水の安定供給を図ります。

下水道や浄化槽など，地域に適した排水処理施設の整備を推進し，良好な居住環境の形成を図ると

ともに，川や海の水質汚濁防止に努めます。

１ 消防・防災体制の充実

２ 安全な市民生活の確保

３ 快適な居住環境の整備

第２節
安全・安心・快適なまち

第３章●施策の大綱
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自然を大切にする心をはぐくみ，美しい景観を形成する自然を次世代に継承します。市民と行政に

よる総合的な取組により，森林の保全と川や海の水質の改善・維持に努めます。

市民及び事業者は，日常生活や事業活動で環境に影響を与えることから，それぞれが環境問題につ

いての認識を深めて，その役割分担の下，協働によるごみの減量やリサイクル，省エネルギーを促進

するなど，環境負荷の低減に向けたライフスタイルの構築を目指します。

三陸縦貫自動車道の整備促進を図り，大都市圏や三陸沿岸の諸都市との社会・経済・文化の交流機

会を拡充します。

また，内陸部との道路ネットワークの充実を図り，東北縦貫自動車道，東北新幹線などの高速交通

体系とのアクセス強化と交流の拡大に努めます。

さらに，大島架橋や主要地方道気仙沼唐桑線（唐桑最短道）など，地域内道路網の整備を図り，

一体性の向上に努めます。交流の基盤となる公共交通の利便性向上を図り，公共交通の利用を促進し

ます。

行政や市民活動などの情報を共有できる高度情報化社会に対応した，情報ネットワークの基盤整備

を図り，市民の利便性の向上に努めます。

本市域は、長い海岸線や短流路の河川を有するほか、急傾斜地が多数分布し、埋立地が広範囲に及

ぶことから、市土の保全と災害に対する安全性の確保が重要です。

５ 環境負荷の低減に向けたライフスタイルの構築

６ 交通網の整備

７ 高度情報ネットワークの整備

８ 土地利用

４ 自然環境の保全

第３章●施策の大綱
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また、市土の約７割を占める森林については、その公益的・多面的機能の持続を図る必要がありま

す。

さらに、健康で潤いのある生活を送るため、恵まれた自然環境や良好な景観の保全に努める必要が

あります。

このため、市土は市民にとって限られた貴重な財産であり、市民生活や生産活動の重要な基盤であ

るとの認識に立ち、公共の福祉を優先させるとともに、自然環境の保全や景観に配意しながら、都市

基盤や生活基盤の整備を進めるなど、気仙沼市国土利用計画に基づき、総合的・計画的な市土の利用

を目指します。

第３章●施策の大綱
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本市が今後，持続的に発展し活気に満ちたまちづくりを進めるうえにおいても産業振興による経済

基盤の安定が不可欠です。また，産業振興による経済の活性化は，雇用機会の拡大や創出，ひいては

若者の定住促進や人口増加のための重要な条件となります。

このため，本市の最大の特徴である食糧供給基地としての特性を踏まえ 『みやぎの将来ビジョン』に，

おける富県宮城の施策を視野に入れながら，豊かな地域資源や自然を生かした水産業や農業の生産性

を高めるとともに，各種製造業やサービス業における付加価値の高度化を支援するなど，多種多様な

地場産業の一層の振興を図ります。

さらに，観光が食をはじめとする各産業の創造性あふれる連携を図るうえで有効であることを踏ま

え，その振興に重点を置き，地域の自立的な発展を目指します。

遊休農地の有効活用や優良農地の保全，土地条件に適した基盤整備や農地の集積など生産基盤の効

率的利活用に努めるとともに施設整備を進め，複合経営の推進や認定農業者を中心とした生産組織の

育成などに努め，生産性の高い安定した経営の確立を図ります。

森林が持つ水源かん養，国土保全などの公益的機能を重視し，森林施業の計画的推進に努めるとと

もに，林業生産コストの削減による効率的かつ安定的な経営の確立を図ります。

遠洋・沖合漁業における我が国屈指の船籍港として，地元漁船の勢力維持と，三陸沖漁場の拠点水

揚げ基地にふさわしい魚市場機能の充実・整備を進め，水産加工場等のＨＡＣＣＰ 方式の導入を※

一層促進し，新鮮で安全・安心な加工品等の安定供給に努めます。

資源管理型漁業，栽培漁業など沿岸域の高度利用に積極的に取り組むとともに，その基盤となる漁

港や漁場，集落環境などの整備を推進します。

１ 農業の振興

２ 林業の振興

３ 水産業の振興

第３節
地域資源を活用した活力ある産業のまち

第３章●施策の大綱
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既存工業の競争力強化や経営基盤の整備を支援し，地域の活力を生み出す工業の振興とともに，若

者の定住化及びＵターン者等の増加を図るため，企業の積極的な誘致を推進します。

製造業をはじめとする各種産業の活性化を図るため，既存技術の汎用・転用化などによる起業化を

支援するとともに，異業種交流や産学官の連携などによるネットワークの形成に努めます。

地域に密着した商店街の活性化を図るため，経営者の意識向上や経営の近代化，経営体質の強化を

支援し，魅力ある商業環境の形成に努めます。

各種融資制度の整備・拡充に努めることにより，中小企業者が融資を受けやすい環境形成を図り，

経営基盤強化の支援に努めます。

観光ニーズの多様化に対応し，地域の自然・環境・歴史・文化・産業など，あらゆる素材を観光資

源として捉え，その開発・有効利用と観光拠点間のネットワーク化を図り，都市の個性と魅力を積極

的に情報発信するなど観光の振興に努めます。

さらに，観光の持つあらゆる地場の産業伸展の起爆剤としての有効性を踏まえ，重点的に取り組み

ます。余暇利用，休養という観光の側面のみならず，会議・学術・スポーツ等，コンベンション の※

誘致などにより，多様な交流を促進し，新たな交流人口の拡大を図ります。

新鮮な食糧供給基地としての特性を生かしながら，地域の個性や魅力の掘り起こしを行い，新たな

まちづくりの資源として積極的に活用することにより，消費者ニーズの多様化に対応した地域産業の

４ 工業の振興

５ 商業の振興

６ 中小企業者への金融支援

７ 観光の振興・交流の拡大

８ 「食」を中心とした産業の振興

第３章●施策の大綱
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振興を図ります。

産業間の連携や情報提供などにより，生産物の高付加価値化やサービスの高度化，新商品の開発・

起業化などを支援し，新たな地域産業の創出を促進します。

地方の景気回復の遅れに伴い，本市の雇用・労働を取り巻く情勢は厳しい状況にあることから，関

係機関・団体との連携を進め，その改善及び労働環境の向上に努めるとともに，職業能力開発を支援

することにより，人材育成を図ります。

９ 産業間の連携の促進

10労働環境の整備

第３章●施策の大綱
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すべての市民が住み慣れた地域で生きがいと安らぎを実感し，健やかに暮らせるまちづくりを進め

るため，市民が「ともに生き，ともに支えあう」福祉社会の構築に努めます。

また，保健・医療・福祉の連携を一層強化して，医療の充実をはじめ，高齢者や障がい者に対する

支援，健康づくりの推進，少子化時代に対応する子育て支援など，各種施策の充実に努めます。

また，海洋に面している本市の環境特性を生かし，タラソテラピー（海洋療法）の導入について検

討します。

市民がいつでも適切な医療を受けることができるよう，総合的な医療体制を充実するため，気仙沼

医療圏の中核的病院である市立病院の新病院建設を進めるとともに，医療機関の連携を促進し，地域

医療の充実を図ります。

高齢者が健康で生きがいのある生活を送ることができるよう，健康の増進や社会参加を促進するた

めの環境整備を進めるとともに，安心して生活を送れるよう，保健・医療・福祉が連携した総合的な

サービス体制の充実に努めます。

ノーマライゼーション の理念に基づき，だれもが住み慣れた地域で生活できるよう，地域との交※

流機会の拡大を図るとともに，関係機関・団体との一層の連携による地域生活の基盤整備を推進しな

がら，障がい者の自立と社会参加に向けた総合的・継続的な支援体制の構築に努めます。

生活保護制度や国民年金制度等の適正かつ円滑な運用によるセーフティネット の強化を図り，低※

所得者層の生活の安定と自立支援に努めます。

１ 医療の充実

２ 高齢者保健福祉の充実

３ 障がい者福祉の充実

４ 社会福祉の充実

第４節
たがいに支えあい健康に暮らせるまち

第３章●施策の大綱
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地域ぐるみで助け合う相互扶助の意識の醸成やボランティア活動への積極的な参加促進により，地

域コミュニティとしての機能の充実を図るとともに，社会福祉協議会やＮＰＯ等の福祉団体との連携

による地域福祉ネットワークの構築に努めます。

市民が生涯を通じて健康に過ごせるよう，意識啓発や健康相談・指導などの充実を図るとともに，

各種健康診査などの充実に努めます。

安心して子どもを産み育てることができる環境を形成するため，母子保健や育児に関する相談・指

導の充実を図るとともに，少子化時代に対応する児童福祉施設機能の強化と体制の整備に努め，地域

ぐるみでの子育て支援を推進します。

市民の生活の安定を図るため，国民健康保険や老人保健，介護保険の健全な運営に努めます。

また，国民年金の果たす役割を踏まえ，将来にわたって安定した年金制度を確立するよう事業の推

進に努めます。

さらに，平成20年度から始まる後期高齢者医療制度の目的を踏まえ，高齢期における適切な医療の

確保に努めます。

５ 地域福祉の充実

６ 健康づくりの推進

７ 母子保健・子育て支援の充実

８ 社会保障の充実

第３章●施策の大綱
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生涯を通じて自らの個性と能力を伸ばし，生き生きとした人生を送ることができるまちづくりや，

， 。豊かな心や国際的な広い視野 創造力を持った魅力ある人材をはぐくむまちづくりが求められています

このため，豊かな人間性をはぐくむ幼児教育・学校教育，社会教育及び地域に根ざした教育の充実

や教育施設の整備等による教育環境の充実を図ります。

特に，家庭での教育力を高めながら家庭や学校・地域が一体となった教育とともに青少年の健全育

成を進めます。

また，市民一人ひとりが生涯にわたり多様な学習やスポーツ・レクリエーション活動を楽しみ，成

果を生かせる活動の場の提供，生涯学習体制の充実強化，地域で受け継がれている伝統・文化の保護

。 ， ， 。継承を図ります さらに 幅広い交流活動を推進し 人材の育成や個性のある地域づくりに努めます

まちづくりの原点はひとづくりとの視点に立ち，生涯を通じて一人ひとりが個性と能力を伸ばし，

広い視野や豊かな想像力を持った魅力ある人材をはぐくむため，生涯学習体制の整備を図ります。

市民が主体的に学習できるよう生涯学習を推進するシステムの構築を図るとともに，多様な学習機

会と学びの成果が生かされる場を提供し，学習意欲の高揚に努めることで，学習を通じたまちづくり

を推進します。

市民が生涯を通じて気軽にスポーツ・レクリエーション活動を行うことができるよう，施設や指導

体制の充実と参加機会の拡大に努めます。

優れた文化芸術に触れる機会の拡充，文化芸術活動団体への支援や指導者の育成・確保を図り，文

化芸術の振興に努めます。

また，地域に伝わる伝統・文化の保護・継承に努めます。

１ ひとづくり・まちづくりを目指す生涯学習の推進

２ 生涯学習社会の実現

３ 生涯にわたるスポーツの振興

４ 歴史と風土に培われた文化芸術の育成

第５節
学ぶことをとおして豊かさを実感できるまち

第３章●施策の大綱
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人間形成の基礎づくりが幼児期にあることから，家庭・地域との連携を深めながら幼児教育の充実

を図ります。

義務教育においては，将来的な児童生徒数の推移を踏まえた安全・安心な教育施設の充実に努めま

す。

また，21世紀を心豊かにたくましく生きる人間を目標に，児童生徒の心と体の健康増進を図るとと

もに，自ら学び，自ら考え，生きる力に満ちた児童生徒の育成に努めます。

さらに，学校・家庭・地域の連携を深め，地域の良さを生かした特色ある学校づくり，地域に開か

れた信頼される学校づくりに努めます。

５ 豊かな心と社会に資する市民性を育成する学校教育の充実

第３章●施策の大綱
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日本の総人口は，平成17年の国勢調査では１億2,777万人で，平成42年の１億1,522万人を経て，平

成58年には１億人を割って9,938万人になると推計されています。

また，宮城県の人口は，平成17年の約236万人から緩やかに減少し 『みやぎの将来ビジョン』の目，

標年次である平成28年には230万人程度になるものと見込まれています。

※このような中，本市の国勢調査人口は，昭和55年をピークに減少傾向にあり，コーホート変化率法

による推計では，今後も減少を続け，平成28年には56,122人に，また，世帯数は21,421世帯と見込ま

れています。

このような状況から，水産業や観光をはじめとした産業振興により，雇用の安定と確保を図るとと

もに，子育て支援の充実などにより，若年層の流出や少子化に歯止めをかけるなど，総合的なまちづ

くりによる市勢の発展を目指すこととし，本計画の目標年次である平成28年の人口を60,000人と想定

します。

※昭和50年～平成17年 国勢調査

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

世帯

50,000

60,000

70,000

80,000

人

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成28年

19,174
20,714

21,055 21,283
21,659

22,361 22,183
21,421

56,122

77,060 78,863 78,233 75,276
72,276

70,293 66,423 60,000

■人口・世帯数の推移

世帯数

推計人口

国調人口

目標人口

１ 人口・世帯数

主要指標第４章
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本市の人口構成をみると，年少人口は減少する一方，老年人口は増加しており，平成17年の高齢化

率26.7%は，平成28年には36.9%に達すると推計されており，10.2ポイント増加すると見込まれていま

す。これは平成28年の宮城県の高齢化率約25%と比較しても高くなっています。

また，生産年齢人口は，人口減少とともに少子化などの影響により，年々，減少する傾向にありま

す。

※昭和50年～平成17年 国勢調査
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100,000
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昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成28年

19,898 19,076 17,008 13,985 11,759 10,217 8,846 6,122

51,283 52,976 53,202 51,295 48,149 44,644 39,815
29,267

5,879 6,789 8,023 9,996
12,368 15,432

17,762

20,733

■年齢別人口の推移

老年人口 生産年齢人口 年少人口

２ 年齢別人口（年齢３区分別人口）

第４章●主要指標
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就業人口は，人口の減少に伴い平成17年の30,734人が平成28年には29,615人に減少すると見込まれ

ています。

産業別の内訳を平成17年と28年で比較すると，第１次産業は約1,000人，第２次産業は約300人それ

ぞれ減少し，第３次産業は約160人増加します。

構成割合では，第１次産業が11.3％から8.4％に減少し，第２次産業は27.1％でほぼ横ばい，第３

次産業は61.6％から64.5％に増加し，第３次産業の占める割合が高まることが予想されます。

※昭和50年～平成17年 国勢調査

※分類不能は第３次産業に算入した。
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8,292 9,188 9,357 10,237 10,406 10,068 8,313 8,016
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19,876

18,938 19,102

■就業人口の推移

第３次産業 第２次産業 第１次産業

３ 就業人口

第４章●主要指標
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産業別総生産額は，平成12年の2,246億円が平成28年には2,144億円に減少すると見込まれます。

産業別の内訳を平成12年と28年で比較すると，第1次産業が205億円から124億円に，第2次産業が

444億円から246億円にそれぞれ減少する一方，第3次産業は1,597億円から1,774億円に増加します。

構成割合では，第１次産業が9.1％から5.8％，第２次産業が19.8％から11.5％に減少し，第３次産

業が71.1％から82.7％に増加するとされ，第１次・第２次産業の占める割合が低下し，第３次産業の

割合が高まることが予想されます。

※平成2年～12年 宮城県市町村民経済計算。物価変動部分や輸入品に課される税・関税，帰属

利子等は除いた。
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■産業別総生産額の推移

第３次産業 第２次産業 第１次産業

４ 産業別総生産額

第４章●主要指標


