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気仙沼市総合計画審議会条例

平成18年７月７日条例第216号

（設置）

第１条 気仙沼市が定める総合計画及び国土利用計画について，市長の諮問に応じ，調査審議するた

め，気仙沼市総合計画審議会（以下「審議会」という ）を置く。。

（組織）

第２条 審議会は，委員30人以内をもって組織する。

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)知識経験を有する者

(2)公共的団体の役員及び職員

(3)前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める者

（任期）

第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

２ 前条第２項第２号の委員は，その職を失ったときは，委員の職を失うものとする。

（会長及び副会長）

第４条 審議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によって定める。

２ 会長は，審議会を総理し，審議会を代表する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。

（会議）

第５条 審議会の会議（以下「会議」という ）は，会長が招集し，会長がその議長となる。。

２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

（部会）

第６条 審議会に部会を置くことができる。

（資料の提出等の要求）

第７条 審議会は，必要があると認めるときは，関係者に対し，資料の提出，意見の開陳，説明その

他必要な協力を求めることができる。

（幹事及び書記）

第８条 審議会に幹事及び書記を置く。

２ 幹事及び書記は，市の職員のうちから市長が任命する。

（委任）

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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気仙沼市総合計画審議会運営要綱

平成18年７月７日告示第189号

（趣旨）

第１条 この要綱は，気仙沼市総合計画審議会条例（平成18年気仙沼市条例第216号。以下「条例」

という ）の規定に基づき，気仙沼市総合計画審議会（以下「審議会」という ）における部会の設。 。

置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（部会）

第２条 条例第６条の規定により，審議会に次の部会を置く。

(1)総務部会

(2)生活基盤部会

(3)健康・福祉部会

(4)産業部会

(5)教育部会

（定数及び所掌事項）

第３条 部会の定数及び所掌事項は，次のとおりとする。

(1)総務部会 ８人

ァ 審議会の運営に関すること。

ィ 行財政の運営に関すること。

ゥ 各部会の連絡調整に関すること。

ェ 他の部会に属さない事項

(2)生活基盤部会 ８人

ァ 土地利用に関すること。

ィ 河川及び港湾利用に関すること。

ゥ 交通体系の整備に関すること。

ェ 情報・通信体系の整備に関すること。

ォ 上下水道・ガス事業の運営に関すること。

ヵ 防災に関すること。

キ 生活環境の整備に関すること。

ク 市民生活の安全・安心に関すること。

(3)健康・福祉部会 ７人

ァ 福祉の充実に関すること。

ィ 保健衛生の充実に関すること。

ゥ 医療の充実に関すること。

ェ 病院事業の運営に関すること。

(4)産業部会 ８人

ァ 農林業の振興に関すること。

ィ 水産業の振興に関すること。
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ゥ 商工業の振興に関すること。

ェ 観光の振興に関すること。

ォ 労働環境の整備に関すること。

(5)教育部会 ７人

ァ 学校教育の振興に関すること。

ィ 生涯学習の推進に関すること。

（委員）

第４条 部会の委員は，会長が指名する。ただし，総務部会の委員は，第２条第２号から第４号まで

に定める部会の部会長及び副部会長を充てるものとする。

（部会長等）

第５条 部会に，部会長及び副部会長を置き，各部会に属する委員の互選により選任する。

（会議）

第６条 部会の会議（以下「会議」という ）は，会長が必要があると認めるときに招集し，部会長。

がその議長となる。

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

４ 会長及び副会長は，会議に出席することができる。

（合同会議）

第７条 会長は，複数の部会が関連する事項を審議する必要があると認めるときは，合同会議を招集

することができる。

２ 合同会議の議長は，関連する部会長の中から会長が指名する。

（資料の提供等）

第８条 部会における調査又は審議に関し必要があると認めるときは，部会長が関係者に対し資料の

提供，意見の開陳，説明その他必要な協力を求めることができる。

（報告）

第９条 部会長は，部会において調査又は審議した結果を審議会に報告するものとする。

（委任）

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，会長が部会に諮って定める。

附 則

この告示は，公布の日から施行する。
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気仙沼市総合計画専門調査委員会要領

平成18年７月７日告示第191号

（設置）

第１条 気仙沼市総合計画及び気仙沼市国土利用計画（以下「総合計画等」という ）の策定に当た。

り，計画案の調整を行うため，気仙沼市総合計画専門調査委員会（以下「委員会」という ）を設。

置する。

（組織）

第２条 委員会は，委員300人程度で組織する。

２ 委員会の委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)公共的団体又は私的団体の役職員及び構成員

(2)国及び県の関係地方行政機関の職員

(3)知識経験を有する者

(4)一般公募による市民

(5)その他市長が必要と認める者

（任期）

第３条 委員の任期は，総合計画等の策定完了の日までとする。

（任務）

第４条 委員会の任務は，次のとおりとする。

(1)総合計画等の策定に係る調査及び提言に関すること。

(2)計画案の調整に関すること。

(3)その他計画案に関し必要な事項

（分科会）

第５条 委員会に別表に掲げる分科会を置く。

２ 分科会に，分科会長１人及び副分科会長１人を置き，分科会の互選により選任する。

３ 分科会長は，会議を総理し，分科会長に事故があるとき，又は分科会長が欠けたときは，副分科

会長がその職務を代理する。

（会議）

第６条 分科会の会議は，分科会長が招集する。

２ 市長は，必要に応じ，複数の分科会による合同会議を招集することができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は，企画部企画政策課において処理する。ただし，分科会の庶務は，関係部課

において処理する。

附 則

この告示は，公布の日から施行する。
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別表（第５条関係）

部門 分科会名

生活基盤 生活基盤分科会

健康・福祉 健康・福祉分科会

水産分科会

産業 商工観光分科会

農林分科会

教育 教育分科会
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気仙沼市総合計画策定会議要綱

平成18年７月７日告示第190号

改正平成19年３月28日告示第31号

（設置）

第１条 気仙沼市総合計画（以下「総合計画」という ）の策定のため，気仙沼市総合計画策定会議。

（以下「策定会議」という ）を設置する。。

（組織）

第２条 策定会議は，市長，副市長，教育長，区長及び別表策定委員の欄に掲げる者を委員として組

織する。

（所掌事項）

第３条 策定会議の所掌事項は，次のとおりとする。

(1)総合計画に関する調査研究に関すること。

(2)総合計画案の策定に関すること。

(3)その他総合計画の策定に関し必要な事項

（会長及び副会長）

第４条 策定会議に会長及び副会長を置く。

２ 会長には市長，副会長には副市長を充てる。

３ 会長は，会務を総理し，策定会議を代表する。

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。

（専門委員）

第５条 策定会議に専門事項の調査研究及び計画案作成のため，専門委員を置く。

２ 専門委員は，別表専門委員の欄に掲げる者をもって充てる。

（推進員等）

第６条 策定会議に総合計画策定事務の円滑な推進を図るため，推進員を置く。

２ 推進員は，別表推進員の欄に掲げる者をもって充てる。

３ 総合計画策定に係る資料の収集等に従事するため，事務局員を置く。

（部会の設置）

第７条 策定会議に次に掲げる部会を置く。

(1)総務部会

(2)生活基盤部会

(3)健康・福祉部会

(4)産業部会

(5)教育部会

（部会の構成）

第８条 部会は，委員及び専門委員をもって組織し，その部会に属すべき委員及び専門委員は，会長

が指名する。
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２ 部会に部会長及び副部会長を置き，部会の構成員のうちから会長が指名する。

３ 部会長は，部会を総理する。

４ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，その職務

を代理する。

５ 部会に幹事を置き，部会長所属部（所）の連絡調整担当係長の職にある推進員をもって充てる。

６ 部会の幹事は，部会の庶務を担当する。

（会議）

第９条 策定会議及び部会の会議（以下「会議」という ）は，それぞれ会長及び部会長が必要と認。

めるときに招集する。

２ 会長が必要と認めるときは，複数の部会による合同の会議を開くことができる。

３ 会長及び部会長は，会議の議長となる。ただし，前項の規定により合同の会議を開く場合の会議

の議長は，会長が指名するものとする。

， 。４ 策定委員及び専門委員に事故があるときは その職務を代理する者が会議に出席するものとする

５ 会長及び部会長は，必要があると認めるときは，会議に関係のある者の出席を求め，意見を聴く

ことができる。

（顧問）

第10条 策定会議に，必要に応じ，顧問を置くことができる。

（庶務）

第11条 策定会議の庶務は，企画部企画政策課において処理する。

（委任）

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。

附 則

この告示は，公布の日から施行する。

附 則（平成19年３月28日告示第31号）

この告示は，平成19年４月１日から施行する。
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別表（第２条，第５条，第６条関係）

気仙沼市総合計画策定会議構成表

策定委員 専門委員 推 進 員

秘書広報課長 課長補佐，秘書係長

総務課長 ◎課長補佐，行政係長

部長 危機管理課長 長補佐，防災情報係長総務 課

財政課長 長補佐，管理契約係長課

税務課長 長補佐，税制係長課

情報化推進室長，課長補佐，合併管理係長，行政
企画政策課長

部長 改革係長企画

まちづくり推進課長 女共生推進室長，課長補佐男

環境課長 課長補佐，環境衛生係長◎課

生活部長 市民課長 長補佐，市民係長市民 課

保険課長 長補佐，医療給付係長課

健康介護課長 長補佐，高齢企画係長課
保健福祉部長

社会福祉事務所長 長補佐，社会福祉係長課

水産課長 課長補佐，加工振興係長◎

商工課長 長補佐，商工労働係長課
業部長産

観光課長 長補佐，観光係長課

農林課長 長補佐，農政係長課

土木課長 課長補佐，管理係長◎

都市計画課長 街地再開発推進室長，課長補佐，都市計画係長市
部長建設

下水道課長 長補佐，下水道推進係長課

三陸道・大島架橋・ 長補佐，三陸縦貫道促進係長課
唐桑最短道促進課長

管理課長 長補佐，庶務係長課

唐桑水道事務所長 長補佐，給水管理係長課

水道部長 工務課長 長補佐，施設係長ガス 課

浄水課長 質検査室長，課長補佐水

ガス課長 長補佐，営業係長課

教育総務課長 課長補佐，総務係長◎課

学校教育課長 長補佐，学事係長課
次長教育

生涯学習課長 長補佐，生涯学習係長課

唐桑教育センター所 所長補佐，学校教育係長センター
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総務企画課長 務係長総

市民生活課長 衛生係長環境

支所次長 保健福祉課長 介護係長総合 高齢

産業課長 長補佐，水産農林係長課

建設課長 長補佐，土木係長課

総務課長 長補佐，総務係長課
市立病院事務部長

医事課長 長補佐，医事係長課

農業委員会） 事務局長 局次長（ 事務

事務局長
本部消防長消防

気仙沼・本吉地 消防本部次長(
域広域行政事務
合)

（注）◎印は，部会の幹事



気仙沼市総合計画審議会委員

（平成18年8月8日現在、各部会五十音順、敬称略）

会 長 臼　井　賢　志 　 　

副 会 長 吉　田　廣　志

●総務部会

部 会 長 臼　井　賢　志 産業部会 部会長

副 部 会 長 吉　田　廣　志 教育部会 部会長

小野寺　亀　喜 生活基盤部会 部会長

矢　作　一　廣 生活基盤部会 副部会長

猪苗代　盛　貞 健康・福祉部会 部会長

小野寺　　　徹 健康・福祉部会 副部会長

佐　藤　亮　輔 産業部会 副部会長

菅　原　欣　一 教育部会 副部会長

●生活基盤部会

部 会 長 小野寺　亀　喜 気仙沼市緑化推進協議会 副会長

副 部 会 長 矢　作　一　廣 東北電力株式会社気仙沼営業所 所長

石　川　博　也 気仙沼市商店街連合会 監事

今　泉　直　喜 宮城県建築士会気仙沼支部 支部長

笠　沼　　　暹 気仙沼市河川愛護連合会 会長

軍　司　良　行 気仙沼市道路愛護組合連合会 会長

菅　原　正　行 宮城県建設業協会気仙沼支部 副支部長

武　山　文　英 気仙沼市気仙沼消防団 団長

●健康・福祉部会

部 会 長 猪苗代　盛　貞 社団法人気仙沼市医師会 会長

副 部 会 長 小野寺　　　徹 社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会 会長

遠　藤　信　義 気仙沼薬剤師会 副会長

小野寺　　　学 社会福祉法人洗心会 理事長

金　澤　　　洋 気仙沼歯科医師会 会長

齋　藤　正　敏 部会長気仙沼市民生委員･児童委員協議会主任児童委員部会

千　葉　八　郎 気仙沼市老人クラブ連合会 会長

森　　　正　義 気仙沼市身体障害者福祉協会 会長

●産業部会

部 会 長 臼　井　賢　志 社団法人気仙沼商工会議所 会頭

副 部 会 長 佐　藤　亮　輔 気仙沼漁業協同組合 代表理事組合長

吾　妻　八　潮 唐桑町観光協会 副会長

小野寺　庄　市 気仙沼市農業委員会 会長

後　藤　正　人 副議長日本労働組合総連合会宮城県連合会気仙沼地域協議会

白　幡　昇　一 気仙沼市観光協会 副会長

畠　山　幹　男 宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所運営委員会 委員長

村　田　勝　正 気仙沼市水産加工業振興協議会 会長
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●教育部会

部 会 長 吉　田　廣　志 気仙沼市文化協会 理事長

副 部 会 長 菅　原　欣　一 気仙沼市青少年育成支援センター運営協議会 会長

小野寺　征　人 宮城県教育委員会 委員

齋　藤　恒　治 気仙沼市体育協会 会長

佐々木　由輝子 気仙沼市婦人会連絡協議会 会長

坪　内　正　一 唐桑町体育協会 会長
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気仙沼市総合計画専門調査委員会委員

（平成18年12月12日現在、各分科会五十音順、敬称略）

●生活基盤分科会

分 科 会 長 若　杉　市　郎 気仙沼市地震･津波防災検討会議 委員

副分科会長 菅　野　正　浩 社団法人気仙沼青年会議所 直前理事長

安　部　　　守 花と緑のまちを創る連合会 会長

小野寺　成　人 大島架橋促進協議会 会長

小野寺　昌　子 気仙沼市消費者の会 会長

菅　野　一　郎 一般公募

菅　野　　　實 宮城県気仙沼土木事務所 所長

菊　地　ひろ子 ＮＰＯみやぎ環境カウンセラー協会 会員

熊　谷　節　子 一般公募

齋　藤　幸　枝 気仙沼･本吉地方ﾘｱｽﾊｲｳｪｲ女性の集い委員会 委員長

坂　本　　　忍 所長
国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務
所気仙沼国道維持出張所

佐　藤　則　子 元 鹿折地区婦人団体連絡協議会 会長

佐　藤　正　孝 気仙沼警察署 副署長

佐　藤　三　樹 気仙沼地区交通安全協会 会長

鈴　木　清　助 株式会社ミヤコーバス 取締役気仙沼地区支配人

千　葉　清　澄 気仙沼市唐桑消防団 団長

畠　山　幸　美 気仙沼市防犯協会 会長

山　本　せつ子 本吉唐桑商工会唐桑総合支所 女性部常任委員

横　江　正　則 気仙沼海上保安署 次長

吉　川　次　男 宮城県気仙沼保健福祉事務所 環境公害班長

後 任 委 員 阿　部　孝　雄 宮城県気仙沼保健福祉事務所 環境公害班長

岩　渕　　　誠 所長
国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務
所気仙沼国道維持出張所

大　内　章　由 宮城県気仙沼土木事務所 所長

千　葉　昭　雄 気仙沼警察署 副署長

津　幡　　　司 気仙沼海上保安署 次長

畠　山　　　宏 面瀬地区緑化推進協議会 会長

●健康・福祉分科会

分 科 会 長 船　渡　明　朗 気仙沼市民憲章推進協議会松岩地区部会 部会長

副分科会長 藤　田　正　廣 社団法人気仙沼市医師会 事務長

青　野　繁　清 社会福祉法人洗心会 地域生活プランナー

小野寺　朱　美 気仙沼管内栄養士会 理事

小　山　たつ子 若草幼児園 副園長

小　山　瑞　夫 一般公募

菅　野　英　子 気仙沼商工会議所女性会 会長

柏　木　茂　彦 社会福祉法人憲心会 事務局長

川　島　和　子 気仙沼市食生活改善推進員連絡協議会 会長

菊　田　迅　人 社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会 参事兼次長兼総務課長

菅　原　　　昭 社会福祉法人旭が丘学園 園長
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鈴　木　すみ子 気仙沼市福祉協力員 気仙沼市福祉協力員

千　葉　富　一 社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会 唐桑支所長

千　葉　陽　子 気仙沼第二保育所 副所長

芳　賀　孝　成 気仙沼市介護保険運営委員会 委員長

畠　山　洋　子 気仙沼薬剤師会 総務

平　田　冨喜子 一般公募

藤　田　アイ子 宮城県看護協会気仙沼支部 会員

村　上　浩　之 気仙沼･本吉地方介護サービス法人連絡協議会 事務局長

米　倉　康　城 気仙沼歯科医師会 専務理事

●水産分科会

分 科 会 長 斎　藤　徹　夫 気仙沼漁業協同組合 理事

副分科会長 畠　山　悦　子 宮城県漁業協同組合女性部連絡協議会 会長

阿　部　泰　浩 気仙沼市水産加工業振興協議会 地域HACCP部会長

長　田　　　穣 宮城県気仙沼地方振興事務所 水産漁港部長

加　藤　寿三夫 宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所 鹿折出張所長

亀　谷　寿　朗 宮城県北部船主協会 会長

菊　田　初　男 気仙沼冷凍水産加工業協同組合 常務理事

菊　田　みゆき

佐　藤　秀　一 気仙沼魚問屋組合 組合長

鈴　木　一　朗 気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合 組合長

鈴　木　芳　枝 宮城県漁業協同組合唐桑支所 女性部長

田名部　保　之 全日本海員組合気仙沼支部 支部長

村　田　憲　治 気仙沼鮮魚仲買組合 組合長

村　田　次　男 気仙沼漁業協同組合 代表理事専務

和賀井　達　夫 宮城県缶詰協会気仙沼支部 支部長

●商工観光分科会

分 科 会 長 小野寺　忠　義 気仙沼鉄工機械協同組合 理事長

副分科会長 加　藤　英　一 気仙沼市観光協会 宣伝事業部会長

大久保　山　人 事務局長日本労働組合連合会宮城県連合会気仙沼地域協議会

小野寺　昭　英 一般公募

川　村　英　也 唐桑町観光協会 監事

菊　池　　　興 気仙沼市商店街連合会 会長

斎　藤　紀　弘 本吉唐桑商工会唐桑総合支所 支所長代理

斉　藤　　　郁 気仙沼市観光協会 理事

菅　原　昭　彦 気仙沼商工会議所 副会頭

鈴　木　敦　雄 活性化集団 代表゛粋゛

宝　田　和　夫 黄金海道キャンペーン実行委員会 幹事長

田　村　節　子

千　葉　紀　雄 社団法人気仙沼市シルバー人材センター 常務理事

藤　村　敏　明 三陸縦貫自動車道実現の会 会長

横　山　陽　子 社団法人気仙沼市シルバー人材センター 鹿折地区会計
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●農林分科会

分 科 会 長 菅　原　啓　介 市有部分林組合連絡協議会 会長

副分科会長 熊　谷　榮之助 社団法人松岩愛林公益会 会長理事

遠　藤　若　子

男　乕　くら子 サンフレッシュ 会長

小野寺　冨士郎 ＪＡ南三陸ほうれん草部会 部会員

熊　谷　　　勝 ＪＡ南三陸花卉部会 部会長

小　松　　　正 清流蔵の華廿一会 副会長

西　城　紀　一 気仙沼市葉たばこ生産振興会 理事

佐　藤　文　彦 市有林野看守人 市有林野看守人

佐　藤　美千夫 階上生産組合 組合長

佐　藤　喜　久 ＪＡ南三陸いちご部会 部会員

藤　田　裕　喜 一般公募

藤　村　勇太郎 気仙沼市和牛改良組合 理事

藤　原　勝　志 宮城北部森林管理署気仙沼森林事務所 首席森林官

吉　田　高　美 気仙沼市森林組合 業務課長

●教育分科会

分 科 会 長 白　幡　勝　美 気仙沼市図書館 館長

副分科会長 武　山　美　加 気仙沼市文化協会 会員

秋　山　善治郎 一般公募

伊　藤　百合子 気仙沼管内栄養士会 会長

岩　渕　孝　幸 唐桑小学校ＰＴＡ 会長

臼　井　嘉　男 私立幼稚園連合会 会長

小　山　健治郎 古谷舘自治会 会長

加　藤　ミ　チ 気仙沼不登校を考える会 会長

菊　田　義　子

菊　池　正　好 気仙沼市文化協会 常任理事

境　　　由紀夫 気仙沼市体育協会 副会長

佐　藤　政　男 気仙沼市青少年指導員 青少年指導員

谷　山　友　夫 自然塾 塾長

藤　田　孝　子 一般公募

吉　田　あつ子 気仙沼市社会教育委員 社会教育委員
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第１次気仙沼市総合計画の策定経過

摘要 開催日 内　　　容

■総合計画審議会

審議会

平成18年 ８月８日 第１回審議会

平成19年 ７月10日 第２回審議会

７月24日 第３回審議会

部会

平成19年 ７月10日 生活基盤部会

健康・福祉部会

産業部会

教育部会

７月20日 総務部会

■市民意向調査

平成18年 ９月19日 対象：5,499人（男2,625人　女2,874人）

～10月2日 回収：2,412人（男518人　女653人　無回答29人　率43.9%）

■地区懇談会

平成18年 10月23日 面瀬地区懇談会（面瀬地域ふれあいセンター）

10月24日 中井地区懇談会（中井公民館）

10月26日 新月地区懇談会（市民健康管理センター）

10月30日 大島地区懇談会（大島公民館）

10月31日 小原木地区懇談会（小原木中学校）

11月１日 気仙沼地区懇談会（気仙沼中央公民館）

11月２日 松岩地区懇談会（松岩公民館）

11月７日 階上地区懇談会（階上公民館）

11月９日 唐桑地区懇談会（唐桑体育館）

11月10日 気仙沼地区懇談会（地域交流センター）

11月13日 鹿折地区懇談会（総合市民福祉センター）

■総合計画専門調査委員会

全体会

平成18年 12月12日 第１回総合計画専門調査委員会

生活基盤分科会

平成19年 ２月６日 第１回分科会

２月20日 第２回分科会

３月27日 第３回分科会

４月19日 第４回分科会

５月10日 第５回分科会

５月17日 第６回分科会

５月25日 第７回分科会

５月31日 第８回分科会

健康・福祉分科会

平成19年 ２月１日 第１回分科会

２月22日 第２回分科会

３月27日 第３回分科会

４月12日 第４回分科会

４月27日 第５回分科会

５月16日 第６回分科会

５月30日 第７回分科会
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水産分科会

平成19年 １月23日 第１回分科会

２月16日 第１回加工業小委員会

２月22日 第１回漁船漁業小委員会・魚市場小委員会合同会議

２月27日 第１回沿岸・内水面漁業小委員会

５月10日 第２回沿岸・内水面漁業小委員会

５月17日 第２回漁船漁業小委員会・魚市場小委員会合同会議

５月25日 第２回分科会

商工観光分科会

平成19年 １月23日 第１回分科会

２月13日 第２回分科会

２月13日 第１回商工小委員会

２月13日 第１回観光小委員会

２月26日 第２回商工小委員会

３月26日 第２回観光小委員会

４月23日 第３回商工小委員会

５月８日 第４回商工小委員会

５月16日 第３回観光小委員会

５月23日 第５回商工小委員会

５月23日 第３回分科会

農林分科会

平成19年 １月23日 第１回分科会

２月７日 第２回分科会

２月21日 第３回分科会

５月11日 第４回分科会

５月25日 第５回分科会

教育分科会

平成19年 ２月２日 第１回分科会

２月20日 第２回分科会

３月26日 第３回分科会

４月10日 第４回分科会

４月17日 第５回分科会

４月24日 第６回分科会

５月10日 第７回分科会

５月18日 第８回分科会

■唐桑町地域協議会

平成19年 ７月18日 平成19年度第２回唐桑町地域協議会

■総合計画策定会議

専門委員・推進員合同会議

平成18年 ９月29日 第１回専門委員・推進員合同会議

策定会議

平成19年 ６月14日 第１回策定会議

７月23日 第２回策定会議

幹事会

平成18年 12月25日 第１回幹事会

平成19年 １月15日 第２回幹事会

２月８日 第３回幹事会

４月23日 第４回幹事会

７月５日 第５回幹事会

８月６日 第６回幹事会
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第１次気仙沼市総合計画策定に係る市民意向調査 

報告書(単純集計) 

 

 

 

１．市民意向調査の概要 

 

（１）調査目的 

 この調査は、市民の皆様のまちづくりへの意見や要望を把握し、現在策定中の「第１次気仙沼

市総合計画」に反映させることを目的とするものです。 

 

（２）実施概要 

ア．調査期間：平成18年９月19日～10月２日 

イ．調査対象：20歳以上の市民（平成18年９月１日現在54,988人）の10パーセント 

        (5,499人) 

ウ．抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出 

エ．調査方法：郵送による配付及び回収。調査票は自記式。 

オ．回収数(率)：2,421票(44.02パーセント) 

 

２．この報告書について 

 

 この報告書は、回答者全体の中で何人の人がその選択肢を選んだかを実数及び比率で示したも

ので、全体の傾向を見ることができます。（性別や年齢などの属性別の傾向を知ることはできま

せん。） 
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  問1 あなた自身のことについて、あてはまるものを選び、番号に○をつけてください。 

(N=2,421) 

(1) あなたの性別は？ 

・女 1,340 55.35% 

・男 1,019 42.09% 

・無回答 62 2.56% 

 

  (2) あなたの年代は？ 

・７０歳以上 663 27.39% 

・６０代 531 21.93% 

・５０代 437 18.05% 

・４０代 325 13.42% 

・３０代 274 11.32% 

・２０代 162 6.69% 

・無回答 29 1.20% 

 

  (3) あなたの世帯構成は？ 

・親子 861 35.56% 

・親子孫     616 25.44% 

・夫婦 561 23.17% 

・単身 142 5.87% 

・その他 144 5.95% 

・無回答 97 4.01% 

 

  (4) あなたの職業は？ 

・無職 682 28.17% 

・勤め人（会社員、店員、工員、作業員、団体職員、 

 公務員、教員など） 
671 27.72% 

・家事 364 15.04% 

・アルバイト・パート 215 8.88% 

・農林漁業以外の自営業・自由業 209 8.63% 

・農林漁業 152 6.28% 

・学生 12 0.50% 

・その他 72 2.97% 

・無回答 44 1.82% 

Ⅰ あなた自身のことについて 
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  (5) お住まいの地区は？ 

・気仙沼 822 33.95% 

・唐桑 333 13.75% 

・松岩 310 12.80% 

・鹿折 309 12.76% 

・階上 171 7.06% 

・面瀬 158 6.53% 

・新月 153 6.32% 

・大島 145 5.99% 

・無回答 20 0.83% 

 

    (6) 気仙沼に住んで、通算何年になりますか？ 

・２０年以上 2,166 89.47% 

・１０年以上２０年未満 113 4.67% 

・１年以上５年未満 53 2.19% 

・５年以上１０年未満 45 1.86% 

・１年未満 24 0.99% 

・無回答 20 0.83% 

 

    (7) あなたは気仙沼市(旧気仙沼市・旧唐桑町を含む)以外の市町村に住んだことはありますか。 

・ない 1,209 49.94% 

・ある 1,188 49.07% 

・無回答 24 0.99% 

 

 問２ あなたは、現在お住まいのところに住み続けたいと思いますか。次の中から１つ選び番号 

   に○をつけてください。(N=2,421) 

・ずっと住み続けたい 1,316 54.36% 

・仕事や家庭の事情が許す限り住み続けたい 464 19.17% 

・市内の他の場所に転居したい 246 10.16% 

・市外に転居したい 211 8.72% 

・わからない 184 7.60% 
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  問３ 住み続けたいとお考えの方（１または２に○をつけた方）は、その理由をお聞かせくださ

い。次の中から２つまで選び、番号に○をつけてください。(N=1,780) 

・先祖代々の土地（家）があるから 669 37.58% 

・住んでいる地域に愛着があるから 564 31.69% 

・自然環境がよいから 555 31.18% 

・居住環境がよいから 315 17.70% 

・人間関係がよいから 208 11.69% 

・老後も安心して暮らせそうだから 171 9.61% 

・買い物に便利だから 132 7.42% 

・防災面（地震・津波等）で安心だから 131 7.36% 

・働く場所があるから 105 5.90% 

・通勤、通学に便利だから 96 5.39% 

・食べ物がおいしいから 94 5.28% 

・医療体制が安心だから 33 1.85% 

・子育て環境がよいから 22 1.24% 

・その他 31 1.74% 

・無回答 57 3.20% 

 

 問４ 転居したいとお考えの方（３または４に○をつけた方）は、その理由をお聞かせください。

次の中から２つまで選び、番号に○をつけてください。（N=457） 

・居住環境がよくないから 98 21.44% 

・災害（地震・津波等）が不安だから 83 18.16% 

・働く場所がないから 83 18.16% 

・医療体制が不安だから 76 16.63% 

・買い物に不便だから 74 16.19% 

・老後の生活が不安だから 73 15.97% 

・通勤、通学に不便だから 66 14.44% 

・家族の都合 48 10.50% 

・人間関係がよくないから 41 8.97% 

・自然環境がよくないから 18 3.94% 

・子育て環境がよくないから 18 3.94% 

・郷里に帰りたいから 12 2.63% 

・食べ物がおいしくないから 1 0.22% 

・その他 50 10.94% 

・無回答 35 7.66% 
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問５ あなたは、気仙沼市の行政施策などについて、どのように感じていますか。また、今後の取り組みと

して、どのくらい重要だとお考えですか。各項目ごとに満足度と重要度をそれぞれ１つ選び、番号に

○をつけてください。(N=2,421) 

Ⅱ 参画と協働でともに築くまちについて 

満 足 度 重 要 度 

  
満足 

やや 

満足 

やや 

不満 
不満 

わから

ない・

無回答 

重要 
やや 

重要 

あまり

重要で

はない 

重要で

はない 

わから

ない・

無回答 

(1) 広報紙やホー

ムページなど

による行政情

報の提供 

352 962 389 160 558 875 731 201 46 568 

(2) まちづくり

への市民参

画の機会 
82 488 496 312 1,043 667 705 170 49 830 

(3) 市政に対す

る意見や要

望の反映 
48 315 608 674 776 1,100 531 84 20 686 

(4) 自治会などに

よるコミュニ

ティ活動 
252 774 434 195 766 562 794 309 70 686 

(5) ＮＰＯやボ

ランティア

活動 
105 500 363 142 1311 527 725 192 44 933 

(6) 市民活動の

情報提供 135 619 500 239 928 613 767 245 37 759 

(7) 市民活動にお

ける行政の相

談窓口の充実 
103 469 472 383 994 901 608 131 34 747 

(8) 男女共同参

画の社会づ

くり 
82 433 451 207 1,248 510 621 287 75 928 

(9) 市の行政改

革への取り

組み 
83 310 478 726 824 1,288 364 68 19 682 



 

- 222 - 

問６ あなたは、まちづくりに関心をお持ちですか。あてはまるものを次の中から１つ選び、番号に○をつ

けてください。(N=2,421) 

 

 

問７ あなたは、どのようなまちづくり活動に参加したい（すでに参加しているものを含む）と思いますか。

次の中からあてはまるもの全て選び、番号に○をつけてください。(N=2,421) 

 

問８ 気仙沼市が行財政改革を進めるうえで、どのような取り組みが重要だと思いますか。次の中から２つ

まで選び、○をつけてください。(N=2,421) 

 

・事業内容や財政状況などを積極的に公開し、行財政運営の透明性を図る。 818 33.79% 

・民間で行った方が効率的・効果的なものは、民間にまかせる。 803 33.17% 

・社会情勢に応じた組織機構の見直しや定員管理の適正化を図る。 695 28.71% 

・高度化・多様化する行政ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる人材を育成する。 442 18.26% 

・市民や団体などと協働し、公共的サービスを提供する。 388 16.03% 

・市税などの徴収率の向上に努める。 262 10.82% 

・事務事業全般や補助金などの整理合理化を図る。 230 9.50% 

・使用料などの見直しなど、受益者負担の適正化を図る。 180 7.43% 

・その他 48 1.98% 

・わからない、無回答 395 16.32% 

 

 

・少し関心がある。 1,118 46.18% 

・とても関心がある 726 29.99% 

・あまり関心がない。 348 14.37% 

・全く関心がない。 73 3.02% 

・無回答 156 6.44% 

・防災や防犯、交通安全など、暮らしの安全・安心に関する活動 934 38.58% 

・緑化や清掃など、地域の美化に関する活動 809 33.42% 

・高齢者や障がい者への支援などの福祉活動 740 30.57% 

・ごみの減量やリサイクルの推進などの活動 716 29.57% 

・健康づくりに関する活動 705 29.12% 

・地域のお祭りや運動会などのイベント活動 530 21.89% 

・子育て支援活動 488 20.16% 

・地域の伝統文化や伝統芸能を子供たちに伝える活動 375 15.49% 

・市内来訪者への観光案内活動 202 8.34% 

・その他 55 2.27% 

・特にない、無回答 444 18.34% 
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Ⅲ 安全・安心・快適なまちについて 

 

問９ あなたは、居住している地域の生活環境や都市基盤整備などについて、どのように感じていますか。

また、気仙沼市の今後の取り組みとして、どのくらい重要だとお考えですか。（N=2,421） 

 

満 足 度 重 要 度 

  
満足 

やや 

満足 

やや 

不満 
不満 

わから

ない・

無回答 

重要 
やや 

重要 

あまり

重要で

はない 

重要で

はない 

わから

ない・

無回答 

(1) 消防・防災対策 
320 1,065 363 187 486 1,684 296 27 7 407 

(2) 防犯対策 
135 813 615 277 581 1,577 372 34 8 430 

(3) 交通安全対策 
205 902 525 230 559 1,444 477 53 9 438 

(4) 消費者保護対策 
58 472 571 284 1,036 855 694 171 23 678 

(5) 公園や広場、

緑地などの整備 
107 588 633 558 535 666 954 258 41 502 

(6) 公営住宅や住

宅地の整備   
75 407 490 308 1,141 477 726 325 70 823 

(7) 水道水の安定

供給 
753 882 183 126 477 1,519 356 55 13 478 

(8) 下水道や浄化槽で

の排水処理対策 
251 589 448 487 646 1,280 543 61 14 523 

(9) 騒音や悪臭などの

公害防止対策  
186 633 526 385 691 1,004 731 130 18 538 

(10) 道路や公共施設の

ﾊ゙ﾘｱﾌﾘー化（高齢者・障

がい者への配慮) 

67 416 665 657 616 1,238 607 69 16 491 

(11) 幹線道路(国・

県道など)の整備 
72 356 560 1,000 433 1,428 460 64 21 448 

(12) 生活道路(身近

な道路)の整備 
101 387 556 1,028 349 1,422 497 65 20 417 

(13) 公共交通(鉄道・

バス･船)の利便性 
103 440 536 904 438 1,214 681 93 22 411 

(14) ｲﾝﾀー ﾈｯﾄやｹー ﾌ゙ ﾙﾃﾚ

ﾋ゙ などの情報通信

基盤整備 

129 548 369 296 1,079 547 738 263 59 814 

(15) 自然環境の

保全対策 
100 625 556 283 857 981 737 114 19 570 

(16) 家庭ごみの収集

や減量化の推進 
234 790 554 411 432 1,344 606 74 11 386 
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問 10 あなたは、日常生活において、ごみの減量化や省エネルギーの推進など、環境の保全を意識した行

動をどの程度行っていますか。次の中から１つ選び、番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・ある程度行っている。 1,485 61.34% 

・積極的に行っている。 483 19.95% 

・あまり行っていない。 276 11.40% 

・全く行っていない。 62 2.56% 

・無回答 115 4.75% 

 

問 11 地域の環境を守るために、市として、どのようなことに力を入れたらよいと思いますか。次の中か

ら２つまで選び、番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・むやみな開発の規制やごみの不法投棄の防止など、自然環境の保全を図る。 1,000 41.31% 

・下水道や浄化槽などの排水処理施設の整備を進め、水質汚濁を防止する。 980 40.48% 

・工場などに対する監視を強め、騒音や悪臭などを防止する。 475 19.62% 

・学校教育などの場で環境教育、環境学習を充実する。 470 19.41% 

・市民の環境に対する意識啓発活動を行う。 356 14.70% 

・市民や企業の自発的な環境保全活動を促進する。 349 14.42% 

・工業地域と居住地域を区分するなど、用途に応じた土地利用を図る。 258 10.66% 

・街路樹や花壇を整備するなど、緑化を推進する。 203 8.38% 

・広告や看板の設置を規制するなど、自然と調和した景観整備を進める。 141 5.82% 

・その他 22 0.91% 

・わからない、無回答 211 8.72% 
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問 12 あなたは、気仙沼市の産業施策などについて、どのように感じていますか。また、今後の取り組み

として、どのくらい重要だとお考えですか。（N=2,421） 

 

満 足 度 重 要 度 

  
満足 

やや 

満足 

やや 

不満 
不満 

わから

ない・

無回答 

重要 
やや 

重要 

あまり

重要で

はない 

重要で

はない 

わから

ない・

無回答 

(1) 農業の振興 

51 397 434 274 1,265 792 690 112 20 807 

(2) 林業の振興 

33 249 395 244 1,500 543 674 206 35 963 

(3) 水産業の振

興(水産加工

業含む) 

128 532 482 434 845 1,262 460 54 9 636 

(4) 工業の振興 

31 241 478 452 1,219 790 654 118 18 841 

(5) 商業の振興 

30 220 582 683 906 1,007 628 75 8 703 

(6) 観光の振興 

44 408 590 663 716 1,226 533 63 17 582 

(7) 中心市街地

の活性化 33 155 517 1,046 670 1,100 526 168 52 575 

(8) 企業誘致の

推進 23 119 389 955 935 1,129 440 95 28 729 

(9) 新たな地域

産業や起業

家への支援 

23 130 415 602 1,251 835 582 139 40 825 

(10) 就業機会

の拡大と雇

用の安定 

22 80 447 1,230 642 1,547 289 29 14 542 

(11) 賃金や労

働時間など

の労働環境 

26 126 396 1,213 660 1,486 335 31 16 553 

 

Ⅳ 地域資源を活用した活力ある産業のまちについて 
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問 13 あなたは、地元や県内でとれた農林水産物を意識して購入していますか。あてはまるものを次の中

から１つ選び、番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・どちらかといえば購入している。 1,079 44.57% 

・こだわって購入しない。 487 20.12% 

・特に選んで購入している。 444 18.34% 

・わからない、無回答 411 3.76% 

 

問 14 あなたは、気仙沼市の農林水産業の振興を図るために、どのようなことが重要だと思いますか。次

の中から２つまで選び、番号に○をつけてください。(N=2,421) 

 

・三陸縦貫自動車道をはじめとする高速交通網の整備 1,140 47.09% 

・後継者の確保・育成 832 34.37% 

・豊かな恵みを育む自然環境の保全 480 19.83% 

・生産力を高めるための基盤整備（ほ場や農林道、漁港、漁場の整備など） 455 18.79% 

・ブランドの確立と未利用資源の活用及び販売ルートの拡充 382 15.78% 

・地産地消（地元で生産されたものは地元で消費すること）の推進 365 15.08% 

・協業化・共同化など、生産組織の育成・強化 272 11.24% 

・異業種交流や産・学・官の連携 135 5.58% 

・農林漁業体験や工場見学などを通じ、生産者と消費者の相互理解を深めること 111 4.58% 

・食に関するイベントの充実 103 4.25% 

・その他 27 1.12% 

・わからない、無回答 216 8.92% 

 

問 15 あなたは、気仙沼市の観光の振興を図るために、どのようなことが重要だと思いますか。次の中か

ら２つまで選び、番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・三陸縦貫自動車道をはじめとする高速交通網の整備 1,285 53.08% 

・既存の観光資源の保全と観光施設の整備・充実 709 29.29% 

・食や体験を生かした魅力的なまちづくり 685 28.29% 

・新たな観光資源の掘り起こし 431 17.80% 

・観光イベントの充実 298 12.31% 

・仙台・松島・平泉などの観光地との広域連携 287 11.85% 

・市民一人ひとりの観光意識の向上 276 11.40% 

・国内外への観光ＰＲ活動の充実 164 6.77% 

・全国的な会議や大会の誘致 123 5.08% 

・その他 44 1.82% 

・わからない、無回答 203 8.38% 
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Ⅴ たがいに支えあい健康に暮らせるまちについて 

 

問 16 あなたは、気仙沼市の保健・医療・福祉などについて、どのように感じていますか。また、今後の

取り組みとして、どのくらい重要だとお考えですか。（N=2,421） 

 

満 足 度 重 要 度 

  
満足 

やや 

満足 

やや 

不満 
不満 

わから

ない・

無回答 

重要 
やや 

重要 

あまり

重要で

はない 

重要で

はない 

わから

ない・

無回答 

(1) 病院や救急医療

対策の充実 140 621 570 755 335 1,881 174 5 3 358 

(2) 保健・医療・福

祉サービスの情

報や相談窓口 

95 641 655 424 606 1,423 525 30 7 436 

(3) 高齢者への福祉

サービス 107 627 579 370 738 1,284 592 63 13 469 

(4) 障がい者への福

祉サービス 84 457 498 300 1,082 1,177 606 46 8 584 

(5) 母子・父子家庭

への福祉サービ

ス 

68 393 390 225 1,345 801 749 132 44 695 

(6) 子育て支援・保

育サービス 42 429 506 365 1,079 1,039 650 78 16 638 

(7) 保育施設などの

福祉施設の整備 57 491 553 336 984 945 725 107 19 625 

(8) 地域ぐるみで助

け合う相互扶助

の体制 

70 488 550 327 986 897 701 163 31 629 

(9) 各種検診 
446 988 297 121 569 1,196 640 98 10 477 

(10) 予防接種 
372 872 250 87 840 1,035 675 119 12 580 

(11) 食生活改善な

どの栄養指導 110 634 398 164 1,115 655 804 268 42 652 

(12) 健康相談や健

康づくり支援 134 708 415 181 983 799 785 197 32 608 
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問 17  あなたは、気仙沼市の高齢者対策として、どのようなことに力を入れるべきだと思いますか。次の

中から２つまで選び、番号に○をつけてください。(N=2,421) 

 

・自宅で受けられる福祉サービスの充実 1,039 42.92% 

・寝たきり老人や一人暮らし老人の身の回りの世話をするマンパワーの充実 743 30.69% 

・養護老人ホームなどの入所施設の整備 620 25.61% 

・趣味の機会を増やすなど、生きがいづくりの充実 554 22.88% 

・医療・福祉対策と連携した高齢者向け集合住宅の整備 384 15.86% 

・働く場所や機会の拡充 375 15.49% 

・デイサービスセンターなどの施設の充実 302 12.47% 

・高齢者などの利用に配慮した道路や公共施設の整備 271 11.19% 

・バリアフリー住宅の導入の促進 79 3.26% 

・その他 34 1.40% 

・わからない、無回答 176 7.27% 

 

問 18  あなたは、気仙沼市の少子化対策として、どのようなことに力を入れるべきだと思いますか。次の

中から２つまで選び、番号に○をつけてください （N=2,421） 

 

・経済的支援（児童手当などの養育手当てや、乳幼児・児童医療給付の拡充、 

 教育費の負担の軽減など） 
1,256 51.88% 

・若者の就労支援 760 31.39% 

・企業への働きかけ（育児休業や短時間勤務、再就職などの促進） 663 27.39% 

・独身者に対する出会いの機会の提供 517 21.35% 

・産科医療や小児医療の充実 447 18.46% 

・保育サービスの充実               367 15.16% 

・地域における子育て支援ネットワークの構築 216 8.92% 

・住宅対策、居住環境の改善 97 4.01% 

・その他 31 1.28% 

・わからない、無回答 198 8.18% 
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問 19 あなたは、気仙沼市の生涯学習や学校教育について、どのように感じていますか。また、今後の取

り組みとして、どのくらい重要だとお考えですか。（N=2,421） 

 

満 足 度 重 要 度 

  
満足 

やや 

満足 

やや 

不満 
不満 

わから

ない・

無回答 

重要 
やや 

重要 

あまり

重要で

はない 

重要で

はない 

わから

ない・

無回答 

(1) 公民館や市民

会館などの集会

施設 
232 865 455 246 623 718 880 210 26 587 

(2) 図書館などの

文化施設 153 723 453 332 760 668 882 217 23 631 

(3) 総合体育館な

どのスポーツ施

設 
308 824 360 257 672 725 836 213 34 613 

(4) 各種講座・教

室など、生涯学

習活動の機会 
103 654 460 175 1,029 481 890 279 36 735 

(5) 音楽や演劇な

どの芸術鑑賞の

機会 
87 467 531 422 914 435 829 352 66 739 

(6) 地域の伝統・

文化の保存・継

承 
153 669 423 153 1,023 702 828 158 27 706 

(7) 小・中学校施

設の整備 103 509 515 529 765 1,228 512 66 13 602 

(8) 子どもの教育

環境 91 564 544 416 806 1,373 404 32 9 603 

(9) 青少年の健全

育成 57 469 596 315 984 1,209 475 69 15 653 

(10) 国際的な交流

の機会 63 453 415 216 1,274 503 748 267 67 836 

Ⅵ 学ぶことをとおして豊かさを実感できるまちについて 
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問 20 あなたは、気仙沼市の歴史や文化財に関心をお持ちですか。あてはまるものを次の中から１つ選び、

番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・少し関心がある。 1,083 44.73% 

・あまり関心がない。 556 22.97% 

・とても関心がある。 380 15.70% 

・全く関心がない。 96 3.97% 

・無回答 306 12.64% 

 

問 21  あなたは日ごろ、どのようなことを学びたいとお考えですか。次の中から２つまで選び、番号に○

をつけてください (N=2,421) 

 

・保健衛生、健康に関すること 673 27.80% 

・文学、音楽、絵画、園芸、盆栽などの芸術、趣味に関すること 637 26.31% 

・パソコンやインターネットに関すること 422 17.43% 

・衣食住、育児など、身近な生活に関すること 403 16.65% 

・防犯や防災に関すること 350 14.46% 

・職業や生産活動に関すること 326 13.47% 

・郷土の歴史、文化財などに関すること  313 12.93% 

・まちづくりや地域振興に関すること 261 10.78% 

・スポーツ、レクリエーションに関すること 248 10.24% 

・ボランティア活動に関すること 163 6.73% 

・語学の習得や他国の文化など、国際的な教養に関すること 153 6.32% 

・その他 20 0.83% 

・特にない、無回答 349 14.42% 

 

問 22  あなたは、生涯学習を進めるうえで、市として、どのようなことに力をいれるべきだと思いますか。

次の中から２つまで選び、番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・公民館・図書館などが主催する講座、教室などの充実 950 39.24% 

・生涯学習に関する講演会の開催など、生涯学習の啓発活動 749 30.94% 

・学習情報の提供・相談の充実 493 20.36% 

・自主的活動団体などへの支援 488 20.16% 

・生涯学習ボランティアの育成・支援 432 17.84% 

・大学などの高等教育機関との連携 273 11.28% 

・学習成果を発表する機会の充実 114 4.71% 

・放送大学の活用・促進 72 2.97% 

・その他 32 1.32% 

・特にない、無回答 529 21.85% 
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Ⅶ 気仙沼市のまちづくり全般について 

 

問 23 現在、気仙沼市は、多様な重要課題を抱えておりますが、あなたが重視するものは何ですか。次の

中から３つまで選び、番号に○をつけてください。（N=2,421） 

 

・市立病院の整備 1,418 58.57% 

・三陸縦貫自動車道の整備促進 1,257 51.92% 

・若者の定住促進 939 38.79% 

・保健・医療・福祉の充実 631 26.06% 

・大島架橋の建設促進 605 24.99% 

・産業の振興 461 19.04% 

・行財政改革の推進 341 14.09% 

・快適な生活環境の充実 248 10.24% 

・学校教育の充実 219 9.05% 

・消防・防災体制の充実 182 7.52% 

・教育施設の整備 115 4.75% 

・自然との共生 92 3.80% 

・生涯学習環境の充実 47 1.94% 

・情報化の推進 33 1.36% 

・住民自治の確立 32 1.32% 

・その他 45 1.86% 

・特にない 17 0.70% 

・わからない、無回答 93 3.84% 
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用 語 解 説

●あ行

【アイドリングストップ】

停車中にエンジンを停止することで燃料消費・

排ガス出力を抑えること。

【ｅ-Ｊapan戦略】
イージャパン

すべての国民が情報通信技術を活用し，その

，恩恵を最大限に享受できる社会の実現に向けて

平成13年１月に策定された政府の基本戦略。ま

た，15年７月には，ＩＴ基盤が整備されつつあ

ることを受け，IT利活用のための方策を示した

e-Japan戦略Ⅱが策定されています。

【Ｍ Ｒ Ｉ(MagneticResonanceImaging：核
エムアールアイ

磁気共鳴画像法)】

核磁気共鳴現象を利用して生体内の内部の情

報を画像化する方法。断層画像という点でＸ線

ＣＴと一見よく似た画像が得られますが，ＣＴ

で得られない情報が多く得られます。

【温室効果ガス】

地球は太陽から日射を受ける一方，地表面か

ら赤外線を放射しています。大気中に赤外線を

吸収する気体があると，地表は日射による加温

以上に温まり，温室効果がもたらされます。こ

，うした性質を持った気体を温室効果ガスといい

二酸化炭素やメタン，亜酸化窒素，フロンなど

があります。

●か行

【経常収支比率】

地方税，普通交付税のように使途が特定され

ておらず，毎年度経常的に収入される財源のう

ち，人件費，扶助費，公債費のように毎年度経

常的に支出される経費に充当されたものが占め

る割合

【合計特殊出生率】

15～49歳までの女子の年齢別出生率を合計し

たもの。

【コーホート変化率法】

コーホートとは，同じ年（期間）に生まれた

人々の集団を指し，各コーホートについて過去

の人口動態から変化率を求め，それに基づき将

来人口を推計する方法

【コンベンション】

各種団体・企業の大会や会議，イベントなど

の催し。

●さ行

【産業クラスター】

関連企業や大学，研究機関等の関連機関，関

係団体等が産学官連携や企業間による産産・異

業種間連携の広範的なネットワークを形成し，

知的資源等の相互活用によって地域を中心とし

て新産業・新事業が創出される状態

【三位一体改革】

地方分権を進めるに当たって，地方自治体の

財政基盤や自立性の強化を実現するため，①国

庫補助負担金の削減 ②国から地方への税源移

譲 ③地方交付税の見直しを一体的に行うこと

を内容とする改革

【実質公債費比率】

地方税，普通交付税のように使途が特定され

ておらず，毎年度経常的に収入される財源のう
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ち，公債費や公営企業債に対する繰出金などの

公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相

当額（普通交付税が措置されるものを除く ）に。

充当されたものの占める割合の前３年度の平均

。 ， ，値 地方債協議制度の下で 18％以上の団体は

地方債の発行に際し許可が必要となります。さ

らに，25％以上の団体は地域活性化事業等の単

独事業に係る地方債が制限され，35％以上の団

体は，これらに加えて一部の一般公共事業債等

についても制限されることとなります。

【新エネルギー】

自然エネルギーを利用したり，今まで捨てら

れていた資源などをエネルギーとして有効に活

用するもの。具体的には太陽光発電，クリーン

エネルギー自動車，風力発電等があります。二

酸化炭素の排出量の少ない新エネルギーは，地

球温暖化対策に有効であるばかりでなく，大気

汚染物質の排出が少なく地域環境の改善につな

がる環境負荷の少ないエネルギーです。

【スプロール化】

都市近郊が無秩序・無計画に発展し，住宅化

していくこと。

【セーフティネット】

経済的な危機に陥っても，最低限の安全を保

障してくれる，社会的な制度や対策

●た行

【ＴＡＣ(TotalAllowableCatch：漁獲可能量)
タ ッ ク

制度】

水産資源の持続的利用を図るため，資源の維

持または回復を目的として漁獲量を直接的に管

理する制度

【地方分権一括法】

平成９年７月に成立した「地方分権の推進を

図るための関係法律の整備等に関する法律」の

ことで，平成12年４月に施行されました。これ

に伴い，国と地方公共団体は対等・協力の新し

い関係に立つことになり，各地方公共団体は自

らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政

を実践していくことが期待されています。

【デスティネーションキャンペーン】

ＪＲグループが地元と協力して行う大型観光

キャンペーン

【ドメスティック・バイオレンス】

配偶者，恋人その他親密な関係にある男女間

において行われる身体的・精神的苦痛を与える

暴力その他の行為

【トリアージ】

医療機能が制約される中で，一人でも多くの

傷病者に最善の治療を行うため，傷病者の緊急

度や重傷度によって治療や後方搬送の優先順位

を決めること。

【トレーサビリティ】

食品の生産・流通などの情報について，消費

者がいつでも入手できる仕組み。

●な行

【ノーマライゼーション】

障がい者，高齢者など社会の中でハンディキ

ャップを持つ市民は，本質的に障がいを持たな

い市民と平等であるという観点から，共に社会

の一員として同等の生活を送ることを志向する

考え方

●は行

【ＨＡＣＣＰ(HazardAnalysisandCritical
ハ サ ッ プ

ControlPoints：危害分析重要管理点)】
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食品の製造または加工に当たり，特に重点的

に管理する必要のある箇所を常時集中的に管理

し，工程全般を通じて製品の安全確保を図る方

法

【ハザードマップ】

自然災害による被害を予測し，被害範囲を地

図化したものです。予測される災害の発生地点

や被害の拡大範囲，被害程度，避難経路，避難

場所などの情報が既存の地図上に図示されてい

ます。

【パートナーシップ】

。 ，対等な関係のもとでの協力という意味 市民

事業者，行政等が対等な関係に立ち，連携をと

ってそれぞれが責任を持って行動すること。

【パブリックコメント】

行政機関が政策の立案等を行う際，事前に内

容を公表し広く市民・事業者等から意見や情報

を提出してもらう機会を設け，提出された意見

等を参考にして意志決定を行う手法

【バリアフリー化】

歩道の段差をなくしたり，幅の広い歩道を整

備することなどによって，高齢者や障がい者な

どが安全でスムーズに通行できるようにするこ

と。

【標準財政規模】

地方公共団体の標準的な状態で通常収入され

るであろう一般財源の総量（規模）

【フィルム・コミッション】

映画等の撮影場所誘致や撮影支援をする公的

機関

【ブロードバンドサービス】

ケーブルテレビ(ＣＡＴＶ)や光ファイバーな

どの高速・大容量の通信回線を使用し，動画

ニュース，音声・映像付きの電子書籍，映像・

音楽等が利用できるサービス

【プロバイダー】

インターネット接続業者

●ま行

【マルシップ】

日本船籍で，日本の船主が船体だけを外国船

主に貸し出し，外国船員を乗り組ませて再び日

本企業がチャーターする船

●や行

【ユニバーサルデザイン】

年齢や男女の別，障がいの有無などにかかわ

らず，最初からできるだけ多くの人が利用可能

なデザイン

●ら行

【ライナック】

体の外から放射線を照射し腫瘍の治療を行う

装置です。高エネルギーのＸ線と電子線が選択

でき，体の表在部でも深部でも治療が可能で，

体の正常な部分をほとんど傷つけず，機能を損

なわずに治療できます。

【ライフライン】

， ， ，水道 ガス等の供給処理施設 電気通信施設

交通施設など，人間の生命や生活の維持に直結

した構造物

【ローリング方式】

施策・事業の見直しや部分的な修正を，定期

的に行う手法
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市章

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 （平成18年３月31日制定）。


