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Ⅱ 将来像を実現するための「まちづくり」の目標
１  産業　地域の魅力を磨き，全国・全世界とつながり，挑戦し続ける産業のまち

現状・課題

(1) 地場産業や地元企業の競争力を強化し，市場を海外にも求め，持続可能な地域経済を
構築します。

① 基幹産業として水産業の振興

・本市は，遠洋・沖合漁業の根拠地として全国屈指の水揚高を誇るとともに，沿岸域では
養殖漁業や定置網漁業，小型漁船漁業が営まれており，水産業を基幹産業として発展し
てきました。

・気仙沼市魚市場の水揚げ量は，昭和 53 年の 15 万９千トン，水揚げ金額は昭和 57 年の
369 億円をピークに相次ぐ減船や国際規制の強化，資源の減少，魚離れなどにより，平
成 29 年には７万３千トン，188 億円といずれもピーク時の約半分となっています。

・漁船漁業の現場では，気仙沼港を基地とする遠洋・沖合漁船数が魚市場の水揚げ以上に
減少しています。加えて，漁船の高船齢化，就業者の減少と高齢化が進行しており，代
船の建造や新たな就業者の確保が課題となっています。

・沿岸漁業では，漁業従事者の高齢化が進行しており，適正な漁場管理などにつなげるた
めにも後継者の確保が課題となっており，内水面漁業では，放流種苗の小型化や種苗生
産のための採卵数に年毎による変動が見られ，種苗の安定生産及び放流について注視す
る必要があります。

・水産加工品生産額は，平成５年の 679 億円をピークに減少し，平成 28 年には 369 億円
とピーク時の約半分となっており，未だ震災前の水準まで回復していません。
・水産加工業では，震災で失った販路の回復と従業員の確保が課題となっているほか，国
民の食の安全・安心への関心が高まっており，水産物の品質・衛生管理の高度化の確保
に向けた流通・加工体制の整備が求められています。

● 魚市場水揚げの推移（昭和 50年～平成 29 年）

資料：気仙沼の水産
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施策の方向性

　全国的に水産業が衰退する中で，特徴である日本一の水産クラスターを進化させ，全国
の漁業者，消費者から信頼され，地域経済を支える産業としての復活を目指します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

カテゴリーB　　　自然現象など，様々な要因があり，取組だけでは改善できない数値目標

指標項目

指標項目

目標設定の考え方

目標設定の考え方

目標 2020（H32）現状 2016（H28）

現状 2016（H28） 目標 2020（H32）

水産加工品生産額

気仙沼市魚市場取扱数量

ＨＡＣＣＰ※１
認定・認証施設数

地理的表示（ＧＩ）
保護制度※２登録商品

水産加工施設の本格稼働，高付
加価値商品の開発や販路拡大を
推進し，東日本大震災前 10 年
間平均の 10％増を目指す

新魚市場の整備等漁港機能の強
化による漁船誘致などにより，
東日本大震災（H22）の水準
（103,609 トン）を目指す

HACCP 導入に取り組む事業者
を支援し，年間 10 施設の認定・
認証取得を目指す

地域特性の高い水産加工品等の
登録を目指す

500 億円

100,000 トン

44 施設

2商品

369 億円

75,666 トン

4施設

0商品

● 水産加工品生産額の推移（平成 2年～平成 28 年）

資料：気仙沼の水産　※ 2011(H22) は震災による未調査のため不明
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気仙沼市魚市場取扱金額

水産物・水産加工品輸出量

沿岸漁業生産数量

沿岸漁業生産金額

水産物の高品質化やブランド化
の推進による魚価の向上と過
去 20 年間の平均魚価を勘案し，
現状の 15％増を目指す

海外輸出に取り組む団体を支援
し，東日本大震災前（H21）の
水準の倍増を目指す

適正な漁場の利用により，東日
本大震災前（H22）の水準 (11,906
トン ) を目指す

漁場環境を守り，品質の高い
養殖水産物を生産し，現状の
10％増を目指す

12,300 トン

230 億円

8,552 トン

9,346 トン 12,000 トン

199 億円

31 億円 35 億円

資料：気仙沼の水産

主な取組（市民 , 地域・事業者 , 行政）

・地元の水産業，豊かな水産物の魅力を理解し，市内外の人に伝えます。
・地元水産物・水産加工品の消費に努めます。

・漁業活動の継続のため資源管理を遵守し，水産物の安定供給に努めます。
・業界団体等を通じて国内外の資源管理，漁業管理を推進します。
・消費者が求める安全・安心かつ新鮮で良質な水産物及び魅力ある水産加工品の安定的
　な供給に努めます。
・労働条件の改善を図り，雇用促進に努めます。
・地元の水産業，豊かな水産物及び水産加工品の魅力を磨き上げ，気仙沼ブランドとし
　て全国に発信します。

市民

行政

地域・
事業者

・資源問題や漁船誘致活動，魚市場の高度衛生化に積極的に取り組み，魚市場水揚の北
　日本最高位を目指します。
・本市の水産業や水産物の魅力を市内外に宣伝します。
・人材の確保・育成を図るため，平成 31 年度内の供用開始を目指す水産振興センター
　や水産研修センターの整備するとともに，自動車メーカーの協力を得て実施する生産
　性向上改善支援事業による省力化の推進等により，就労環境の改善を図ります。
・地域資源を活かした新産業の創出と併せ，水産と観光の融合を推進します。
・若手経営者の育成や産業，教育の活性化のため，東京海洋大学との連携事業を進めます。
・地域水産業の実情を的確に反映させた課題の解決を図るため，国立研究開発法人水産
　研究・教育機構との共同研究に取り組みます。
・魚食健康都市宣言，「気仙沼スローフード」都市宣言に基づく，食を中心とした産業
　の振興に努めます。

水産業の総合的推進
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行政

・資源問題を基幹産業の最重要課題と認識し，国や県，国際機関等に適正な資源管理の
　実施を求めます。
・漁業者等が行う収益性の改善・回復を目指した取組を支援します。
・新規就業者確保や船舶職員養成に係る取組を支援します。
・地域拠点を活かし漁船漁業の経営安定のため，国立研究開発法人水産研究・教育機構
　との共同研究に取り組みます。

・資源減少により海洋漁業の不安定性が増す中，増養殖漁業を一層推進します。
・海中林造成事業への支援と併せ，貝類や藻類等の沿岸域における水産資源の生息環境
　改善及び保全を図るため，研究機関と連携し効果的な対策を検討します。
・地先海域での育成に適したワカメやホタテ等の種苗の安定的な確保のための生産技術
　の習得を支援し，技術普及ができる人材の育成を促進します。
・宮城県，宮城県漁業協同組合等と連携し，漁業後継者の確保対策に取り組みます。
・漁業者等が行う６次産業化に関する取組を支援します。
・漁業者等の協力を得ながら養殖漁場や漁業施設利用上の支障となる漂着物等の撤去に
　取り組みます。
・河川の資源特性を考慮した計画的なさけ増殖事業の推進を図るとともに，遊魚対象魚
　種の放流事業を支援し，魚族資源の保護に努めます。

・加工原料の安定確保のため，水揚げ主要魚種の漁船誘致に努めるとともに，前浜物や
　未利用資源の活用促進を支援します。
・食品の安全・安心を確保するため，ＨＡＣＣＰ方式やトレーサビリティー※３を導入す
　る事業者への支援と放射性物質検査を継続実施します。
・水産資源を多角的に利用し，付加価値の高い商品を作り出す試みを支援します。
・販路の回復・拡大を図るため，水産物の需要が拡大している海外市場への輸出を促進
　します。
・地元で生産された安全・安心で高品質な加工品のブランド化の取組を支援します。
・従業員を確保するため，事業者の宿舎整備に対する支援と併せ，外国人材の更なる受
　入れ拡大について，引き続き国に働きかけます。

・新魚市場〔（仮称）気仙沼市魚市場ＣＤ棟・Ｅ棟〕の整備をはじめとする受入態勢の
　強化と併せ，積極的な漁船誘致活動により，幅広い漁業種の水揚げを促進し，水揚量
　の確保に努めます。
・新魚市場を起点とした品質・衛生管理の推進やトラックターミナルの整備による流通体制
　の迅速化・効率化により，安全・安心で高鮮度な魚の全国への供給体制を強化します。
・高度衛生管理の推進により経費が増加する産地市場の健全経営を図るため，卸売業者
　等への支援制度の創設について，引き続き国に働きかけます。

・長期にわたる魚離れをくい止め，観光とも連携し魚食普及を推進するため，魚市場内
　に設置される「（仮称）クッキングスタジオ」を活用します。

遠洋・沖合漁業の振興

沿岸・内水面漁業の強化

水産加工業の振興と地域ブランドの確立

魚市場の水揚量の確保と流通整備
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行政

・漁港施設等の整備により，漁業就労環境，生産性及び安全性の向上を図ります。
・漁船の大型化に対応するため，魚市場南端から商港北端を結ぶ岸壁を水深 7.5 ｍ以深
　としての整備を目指します。
・漁港施設の長寿命化及び対策コストの縮減・平準化のための機能保全計画※４を平成
　32 年度までに策定し，対策工事を実施します。
・現在，整備中の新魚市場〔（仮称）気仙沼市魚市場ＣＤ棟・Ｅ棟）〕建設工事については，
　平成 30 年度の竣工に向け進めます。
・魚市場の既存施設については，ハード部分での衛生管理レベルを底上げするため，新
　施設完成後，必要な部分を改修します。
・気仙沼漁港における岸壁利用者の利便性と観光客等の誘導のため，観光資源ともなる
　岸壁のナンバリング表示を県とともに平成 33 年度までに整備します。

漁港施設等の整備

※１ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and CriticalControl Points：危害分析重要管理点）　　

※2  地理的表示（ＧＩ）保護制度　　

※3  トレーサビリティー　　

※4  機能保全計画

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のことをいいます。

地域で長年培われた特別な生産方法で高い品質と評価を獲得した農林水産物・食品の名称（地理
的表示）を知的財産として保護する制度です。

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の
ことをいいます。

長期に渡り漁港施設の機能を保全するための維持管理計画のことをいいます。

気仙沼市は，全国屈指の水産都
市として，国民の動物性たんぱ
く質の供給につとめています。
豊かな海の幸である水産物は，
米とともに私たちの食生活に
とって欠かせない食糧です。
米と魚を基本とした伝統的な日
本型食生活は，各国から高く評
価され，とりわけ我が国におい
ては，魚食普及による健康の維
持・増進が図られつつあります。
水産業を基幹産業としている
本市は，極めて栄養的に優れて
いる魚をとり入れた食生活によ
り，市民がこぞって健康で快適な
生活をおくることを願い，ここ
に魚食健康都市を宣言します。

平成 18 年 9 月 27 日 議決
　　　　　　　気仙沼市 平成 18 年 9 月 27 日 議決　　　　　　　　　　　　　　　　気仙沼市

ふるさとを愛する私たちは，美しいリアスの海と緑豊かな山や川など，恵まれた
自然環境と共生しながら，地域固有の食文化と生活を大切にしてきました。
しかしながら，近年，食を育んできた自然や伝統的な文化は，便利さを優
先する生活様式の変化により，失われつつあります。
地域のかけがえのない財産である風土と食文化を守り，次の世代に伝えて
いくこと，そして多様性を認めあう心豊かな人間性を育み，自然と調和す
る住みよいまちにしていくことが私たちの願いです。
この願いを実現するため，私たちは，心をひとつにして，ここにスローフー
ド運動の精神に基づき，自然と文化を守りながら，食を活かした個性的で
魅力あるまちづくりを進めることを宣言します。

・地域の豊かな食材を育む海や山，川などの自然環境を守り，次の世代に
　引き継いでいきます。
・地域の風土が育んだ，伝統的な食材や料理技法，質の良い食べものと飲
　みものを守り，工夫し，提供していきます。
・安全で安心な質の良い食材を生産する人々を守り，育てていきます。
・子供たちを含め，人々に，食の楽しさや味覚の大切さ，真の心の豊かさ
　を伝えていきます。
・地域や国，信条の違いを超えて，それぞれのもつ食の多様性を認めあい，
　交流を通して相互の理解を深めながら，世界の平和に寄与していきます。

魚食健康都市宣言　　 「気仙沼スローフード」都市宣言　　
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現状・課題

② 農業の振興

・本市の農業は，気候や地理的特性により県内陸部に比べて不利な生産条件であり，近年
　では，担い手の減少・高齢化が進んでいることや，平成 30 年度から水稲の生産調整制
　度の廃止に伴い，国から支給されていた「米の直接支払交付金」が廃止されるなど，そ
　の環境は一層厳しい状況となっています。
・東日本大震災の被災を契機に，東日本大震災農業生産対策交付金事業，被災地域農業復
　興総合支援事業及び園芸特産重点強化整備事業による補助金を活用した施設整備を進め
　ていますが，栽培管理技術の向上や施設整備，販路確保が課題となっています。
・ニホンジカやハクビシンなどの野生鳥獣による農作物被害は深刻な状況にあります。本
　市における被害額は約 1,464 万円（平成 28 年度）となっており，そのうちニホンジカに
　よる被害は約３割を占めています。

施策の方向性

主な指標

　専業農家はもちろんのこと，本市農家の 9割を占める兼業農家について，農業を事業と
して継続・発展できる環境づくりを目指し，地元農畜産物の消費拡大を図ります。

カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方現状 2015（H27）

経営耕地面積
現状の面積（837ha）に，今後災害復旧事業
等で整備される面積（249ha）を足した面積
とし，現状面積の維持を目標とする

837ha 1,086ha

● 農家数（農業経営体数）の推移 ● 経営耕地面積の推移

資料：農林水産省統計部「農業センサス」，宮城県震災復興・企画部統計課「農業基本調査」【5年毎の調査】
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主な取組（市民 , 地域・事業者 , 行政）

・地元農業（農畜産物）の魅力を理解し , 市内外の多くの人に伝えます。
・地元農畜産物の消費を心掛けます。

・自己所有農地の積極的な耕作や耕作をしていない農地は農地中間管理機構等を通して
　地域の担い手へ貸し付けることにより，耕作放棄地の解消に努めます。
・消費者が求める安全・安心かつ新鮮で良質な農産物の安定的な提供に努めます。
・減農薬栽培など , 環境負荷の低減に努めます。
・野生鳥獣被害の効果的な防除対策等を学び，被害軽減に取り組みます。

市民

行政

地域・
事業者

・本市の実情に即した農業構造の確立に向け，地形や気候などの地域の特性を生かし，
　イチゴ・トマト・ねぎなどの産地化を図るとともに，水稲・園芸・畜産を基幹とした
　経営を促進します。
・認定農業者等への農地集積を進め，作付の集団化や農業機械の共同利用等による集落
　営農を推進します。
・地域の特性を生かした特産作物の生産の推進により，遊休農地の有効活用を図ります。
・集落営農の推進や農地の貸借，農作業の受委託による農地流動化を推進し，優良農地
　の活用と保全に努めます。
・低農薬・無農薬や有機農法による良質で安全な農産物の栽培を推進します。
・農業関係機関・団体と連携し，これからの担い手として期待でき，最新技術・情報化
　に対応できる新規就農者の育成に努めます。
・自主的研究組織の育成と活動の充実を図るとともに，国や県，農業団体等関係機関と
　連携し，高度な技術と優れた経営能力を持つ農業後継者の育成に努めます。
・国や県，農業体験等関係機関と連携し，農作物販売の場の充実や 6次産業化の促進を
　図り，また，農地を維持している，多くの小規模兼業農家を支援します。
・後継者が安心して就農できるよう，融資制度や青年就農給付金事業の周知・活用促進
　など，関係機関と連携して就農を支援します。
・学校農園の活動を支援し，児童・生徒の農業体験活動を推進します。
・市民農園を開設し，市民の農業に対する関心と理解を深めるとともに，健康増進や生
　きがいづくりの場として活用します。

・本市の農業や農産物の魅力を市内外に宣伝します。
・農業者の進める「6次産業化」を，6次産業化ネットワーク活動交付金等の補助金な
　どを活用し支援します。
・消費者ニーズに応える良質な南三陸米の安定生産と販路拡大に努めるとともに，飼料
　用米等新規需要米の生産拡大を図ります。
・振興作物や施設園芸を推進し，市場性の高い特産作物の生産拡大と周年栽培により，
　安定的な良質野菜生産による所得向上と経営の安定を図ります。
・転作田や草地を利用した飼料作物を導入し，飼料作物の自給率向上を推進します。

地域農業の振興と担い手対策の推進

農畜産物の生産振興と販路拡大
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行政

・市土地改良事業補助などの助成施策を継続し，用水路改良及び小規模な耕地区画整理
等による農業生産基盤の整備を推進します。

・農地中間管理機構が借り入れている農地について，農業者からの申請によらず，都道
府県が，農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業を実施できる制度を推進し
ます。

・野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため，気仙沼市鳥獣被害対策実施隊や宮城県
猟友会気仙沼支部への委託，侵入防止柵設置費助成，電気柵無償貸与等により，ニホ
ンジカやハクビシンの捕獲等を強化します。

・家畜導入資金の貸付や，家畜導入経費の補助により，計画的に優良繁殖牛を確保し，
安定的な市場への供給を図ります。
・モ～ランド・本吉を拠点にして牛乳・乳製品の宣伝と消費拡大を推進します。

農業生産基盤整備の推進

鳥獣被害対策
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現状・課題

③ 林業の振興

・本市の森林面積は 23,870ha で，所有形態別では国有林 4,259ha，民有林 19,611ha（うち
　市直営林 4,301 ha）となっています。民有林の人工林率は 64％で，標準伐期齢 35 年生
　以上の森林がその 88％を占めています。
・森林資源が成熟し，利用可能な段階に入っていますが，森林経営の魅力低下等により，
　伐採が行われず放置されている森林が増加しています。
・伐採が行われた森林も，伐採後の再造林や間伐等の森林整備が低迷しています。
・森林資源の循環活用を促し，木材の生産だけでなく，地球温暖化防止機能など森林の持
　つ多面的な機能の発揮するため，伐採・再造林・間伐等の適切な森林施業を行うことが
　必要です。
・市内民間事業者により，間伐材などを活用した木質バイオマス発電プラントが 2016 年
　3月から本格稼働しており，安定的な原料供給が必要です。
・防風や潮害防止，景観維持等の役割を担う松林において，松くい虫被害が拡大しています。

施策の方向性

主な指標

　森林資源の循環活用による，持続可能な林業生産活動を目指します。

カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方目標 2020（H32）現状 2016（H28）

民有林間伐施業面積

民有林造林面積

おおむね 5％増を目指す

おおむね 5％増を目指す

199ha

23ha

210ha

25ha

・地元木材の利用やキノコ・山菜等の林産物の消費を心掛けます。
・地元木材や林産物の魅力を広く市内外の人に伝えます。

・森林所有者は，間伐等森林施業の集約的・一体的な実施に努めます。
・事業者は，地元木材の安定的な提供に努めます。
・事業者は，生産活動に利用する林道や作業道の維持・保全に努めます。

市民

行政

地域・
事業者

※宮城県森林整備事業実績面積

・全国森林計画及び宮城北部地域森林計画との整合性を保ちながら，気仙沼市森林整備
　計画に基づき，環境や国土保全など森林の持つ多面的な機能を考慮しつつ，適切な森
　林整備の推進に努めます。
・伐採跡地を更新する際は，適地適木に配慮しつつ，多様な森林の整備に努めます。

森林整備の推進と森林資源の保全

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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・林業関係団体等と連携し，地元木材や林産物の魅力を宣伝するほか，地元無垢材の利
　用促進も含め，需要拡大を推進します。
・伐採跡地を更新する際は，適地適木に配慮しつつ，多様な森林の整備に努めます。
・地域おこし協力隊を活用し，木質バイオマス発電事業における間伐材の利用促進や自
　伐林業家からの相談対応等を行います。

・間伐等の森林施業を集約的に実施するため，既設林道の改良及び施業対象地と既設林
　道を連絡する作業道の整備を促進します。
・森林施業の効率化による生産性の向上を図るため，機械化を促進します。

・被害状況調査を継続的に行い，保全すべき松林においては，国や県，地元関係者と連
　携し，薬剤による「予防対策」や被害木の伐倒くん蒸の「駆除対策」等を実施すると
　ともに，周辺松林では広葉樹等への樹種転換を推進します。

・森林整備事業の補助制度を活用し，団地化の促進など生産性の高い計画的・効率的な
　森林施業を推進するとともに，松くい虫による被害の防除等により森林資源の保全に
　努めます。

地元木材の需要拡大と森林資源の活用

林業生産基盤整備の推進

松くい虫被害対策
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現状・課題

【製造業】

【商業・サービス業】

【中小企業・小規模事業者】

④ 商工業・サービス業の振興

・本市は，水産業が基幹産業であり，製造業に占める食料品製造業の割合が高く，また食
　料品製造業に占める水産加工業の割合も高い特徴がありますが，震災前と比べ，事業所
　数・従業者数・製造品出荷額のいずれも回復傾向にはあるものの，未だ震災前の水準に
　は及んでいない状況にあります。
・被災事業者の中には，早期に再建を果たし，展示商談会や物産展等への参加による販路
　回復・拡大，新分野への展開，新商品開発等に積極的に取り組む事業者がいる一方で，
　まだ本格再建に至らず，震災により失われた販路・売上の確保が課題となっている事業
　者もいることから，各事業者の状況やニーズに対応した支援を継続していく必要があります。
・本地域の水産物，農産物，加工品等は，他地域に劣らない特色を持つ産品が数多く存在
　することから，他地域産品との差別化を図りながら，商品力を一層強化し，地域ブラン
　ド化による認知度向上を図るとともに，魚食健康都市やスローフード宣言都市としての
　食育推進や「食」のまちのイメージを浸透させ，市内外の消費者に支持される地場産品
　の提供に努めていく必要があります。
・造船関連産業においては，震災により施設設備に被害を受けた造船業者が，造船業の高度・
　集約化を図り，漁船建造に限らない幅広い事業展開を目標に，関連産業とともに水産ク
　ラスターとしての進化を目指しています。

・本市の商業・サービス業については，被災地区における土地の嵩上げ等の基盤整備の進
　捗により，商店街を再生するなど事業者の自助努力が続いていますが，震災により変化
　した商圏や消費者ニーズの変化に対応した新しい商店街の形成や被災商業施設の再建が
　求められています。
・人口減少や少子高齢化の進行，消費者ニーズの変化やライフスタイルの多様化などによ
　り，各地域に形成された既存の商店街や地域に密着して立地する中小の商店を取り巻く
　環境は厳しい状況にあります。

・中小企業・小規模事業者は，人口減少に伴う需要の減退や消費・流通構造の変化による
　競争の激化，生産年齢人口の減少に伴う人手不足，後継者不足，事業承継などの課題に
　直面しており，販売力強化，業務プロセスの改善，組織力強化等に向けた生産性の向上
　が求められています。
・市内事業者は，震災以降，事業所被災・顧客減少等の状況下において，販路の回復・拡
　大を進めていることから，経営改善や経営基盤の強化が求められています。
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施策の方向性

・水産物，農産物，加工品等における気仙沼ブランドや高付加価値化を推進し，地域資源
を生かした食品関連産業の振興を図ります。

● 製造品（全体・食料品製造業）の出荷額等の推移

● 製造品（全体・食料品製造業）の事業所数及び従業者数の推移

● 卸売業・小売業の年間商品販売額，事業所数及び従業者数の推移

資料：工業統計，経済センサス-活動調査
※従業者 4人以上の事業所

資料：工業統計，経済センサス-活動調査
※従業者 4人以上の事業所

資料：商業統計
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主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方目標 2020（H32）現状 2015（H27）

求評見本市バイヤー数

食料品製造業出荷額等

製造品出荷額等

震災前の水準を目指す

食料品製造業出荷額のうち水産
加工品は，製造施設の本格稼働，
販路拡大推進を図りながら震災
前より伸長を目指すが，水産加
工品以外は，製造施設の稼働が
途上であることから，全体とし
ては震災前の８割強を目指す

食料品製造業以外の出荷額で
は，震災復興事業関連製造業の
比率が高いことから，本計画期
間中は平成 27 年と同程度と見
込み，食料品製造業出荷額と併
せて震災前の９割強を目指す

280 社 500 人

451 億円

763 億円

320 社 540 人

680 億円

980 億円

・地場産品等について理解を深め，地元商店等での消費に努めます。
・地元商店街のイベント等への参加を通して，地域の魅力に触れながら，賑わいを創出
　します。

・消費者から支持される商品の開発と販売促進に努めます。
・各事業所における生産性の向上を推進します。
・地場産品等のブランド化を進め，市内外の消費者へその素晴らしさを伝えます。
・市内外で開催する展示商談会や物産展等へ積極的に参加し，地場産品の販路回復・拡
　大を図ります。
・本市が水産物，農産物，加工品等を中心としたスローフードの「食」のまちであるこ
　とを市内外に広くＰＲします。
・店舗販売，通信販売等により，地場産品等を消費者に直接届ける体制を整え，消費者
　の求める買い物環境の整備に努めます。
・商店街としての結束力を高めながら，集客につながる活動を通して，商店街の賑わい
　の創出に努めます。
・金融機関等の支援機関は，中小企業・小規模事業者の経営課題に対応した適切な経営
　支援（事業・経営戦略，販路開拓，事業再生・引継ぎ等）を行います。

市民

行政

地域・
事業者

・気仙沼の物産品販路拡大等事業や地場産業再生支援事業等を通して，地場産品等のプ
　ロモーションを図りながら，気仙沼発の地場産品のブランド化を目指します。

気仙沼ブランドの推進，販路回復・拡大

・住民の生活や暮らしを支える地域商業の活性化や賑わいの再生に取り組みます。
・中小企業・小規模事業者の生産性の向上や事業活動の継続・成長を推進します。

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・地域商業施設等復旧整備事業等を通して ,被災商業者の再建を支援します。
・大島浦の浜地区に，地場産品物販施設，観光案内所及び駐車場等の機能を備えた「（仮
　称）大島ウェルカム・ターミナル」を大島架橋事業における県道（磯草～浦の浜間）
　開通までのできるだけ早い時期に整備し，市民や観光客の利便性の向上を図ります。 
・内湾地区の賑わいの再生・創出に向けて，まちづくり会社や民間が行う商業施設の整
　備や，朝市，マルシェ等の取組を支援します。 
・道の駅「大谷海岸」を整備し，観光情報の発信と併せて，市内の水産物，農産物，加
　工品等の販売体制を強化し，地域の玄関口としての機能充実を図ります。

・地域商業等計画策定事業等を通して，商店街活性化に向けた計画の策定を支援すると
　ともに，商店街再生加速化支援事業等を通して，商店街の先進的な取組に対する施設
　整備等への支援を実施します。
・集客や賑わい創出につながる魅力ある店舗の存続や出店を支援しながら，商店街の活
　性化を目指します。

・地域経済の牽引役である中小企業，小規模事業者の振興に関する条例の制定に向けた
　取組を推進します。
・気仙沼商工会議所や本吉唐桑商工会，金融機関，国・県等の関係機関と連携し，支援
　機関等が行う経営支援に係る周知を図ります。
・経営体質の強化に資する制度融資の継続と，国・県等の各種融資制度の情報提供を行
　います。
・提携金融機関への預託により，円滑な資金融資を促進します。

・市内外で開催する展示商談会や物産展等へ数多く参加するとともに，気仙沼市アピー
　ルショップ「気仙沼ＰＯＲＴ」（横浜みなとみらい地区）等を通じた地場産品等やサー
　ビスの発掘・発信並びに販路拡大を図ります。
・求評見本市等の商談会を通して，地場産品を国内外のバイヤーとマッチングする機会
　を創出し，販路の回復・拡大を図ります。
・本市で開催される産業まつり，お菓子フェアなど市内外で開催するイベントや物産展
　等への積極的な参加を促します。
・本市がスローシティの認定を受け，水産物，農産物，加工品等を中心としたスローフー
　ドの「食」のまちであることを市内外に広く浸透させます。
商業施設等の再建と商業環境の整備

商店街に対する支援

中小企業，小規模事業者の支援
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現状・課題

⑤ 地域経済循環の強化（ローカルファースト）

・人口減少が進む地方や地域では，「人口減少が地域経済の縮小を呼び，地域経済の縮小
が人口減少を加速させる」という負のスパイラルに陥ることが懸念されています。
・地域経済の縮小に歯止めをかけるためには，域外への資金流出を防ぎ，域内経済の資金
循環を好循環させる仕組みづくりが求められています。

・本市においては，東日本大震災の復興事業により，一時的に公共事業などが本市経済を
支えていますが，長期にわたる遠洋漁業の衰退，水産物を中心とした食料品製造業出荷
額の減少により，域外からお金を獲得する力が急速に衰えているうえ，復興事業の進展
に伴う公共事業の減少により，これまでの構造を前提とした経済循環システムでは，地
域経済が一層縮小していくことになります。

・地域経済の活性化や雇用の創出を図るためには，海外への輸出や国内他地域への移出に
より，域外からお金を獲得する産業の再構築と企業誘致を促進し，得た資金を域内で多
く消費することを繰り返すことで域内需要を拡大する必要があります（地域経済循環※１

の強化）。
・労働力不足に伴う生産能力の縮小は，域内の生産を下げることから，新卒者をはじめと
する若者やＵＩＪターン※２が呼び込める魅力ある雇用の場を提供する産業を構築して
いく必要があります。

・域外からお金を獲得する仕組みを再構築し，域内経済を好循環させるためには，気仙沼
商工会議所，本吉唐桑商工会及び金融機関等との連携により，競争力強化や域内調達の
拡大に向けた産業分析を行うとともに，企業誘致や地域資源の活用等の戦略的な取組が
求められています。

・平成 29 年４月から，気仙沼版ＤＭＯ※3 の中心的な役割を担う気仙沼観光推進機構に
より「気仙沼クルーカード（実証実験中）」が運営されており，地域全体で稼ぐ仕組み
づくりや，カード利用者の顧客データベースの構築とマーケティングへの活用が期待さ
れています。
施策の方向性

主な指標

　域外からお金を獲得するとともに，域内調達・消費を増やし，域内の資金循環を拡大さ
せ，地域経済の活性化を目指します。

カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方目標 2020（H32）現状 2013（H25）

地域経済循環率 震災前と同水準を目指す33.7% 80％
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行政

・地域経済の循環構造（ヒト，モノ，カネ）の流れを客観的に捉えるため，国，県等の
関係機関と連携して分析を進めます。

・域内・域外それぞれで購入した場合の経済効果等について分析し，その結果を分かり
やすく情報発信する仕組みづくりを構築します。

・資金を獲得するため，事業者が行う国内他地域への販売や海外への輸出の取組を支援
するとともに，企業誘致を積極的に進めます。
・市が発注する公共工事や物品調達などについては，引き続き地元事業者への発注に努
めます。

・カードの実証実験の成果及び結果について検証します。
・会員と加盟店の新規獲得に向けた取組を支援します。
・カードの利用を通して，会員の顧客データベースの構築とマーケティングを行い，地
元商品の購入促進に関する仕組みづくりを支援します。
・気仙沼関連のイベント情報や加盟店の情報をメールマガジン等を通して発信し，会員
のカード利用の取組を支援します。

地域経済循環の分析と強化

気仙沼クルーカードの活用促進

・市内での購入を心掛けます（ローカルファースト）。
・気仙沼クルーカードの目的や役割を理解し，その取得や利用に努めます。

・地元で生産された物や地元企業が販売する物の調達量に配慮します（ローカルファー
スト）。

・商品力や生産性の向上を図るとともに，国内他地域への販売や海外への輸出による事
業展開を目指します。
・気仙沼クルーカードの目的や役割を理解し，加盟店として活用します。

市民

地域・
事業者

※１地域経済循環

※２ＵＩＪターン

※３ＤＭＯ

地域経済政策の最終的な成果は，地域住民の方々の所得額であり，この所得額を向
上させる経済構造が地域経済循環構造です。
　地域経済循環の好循環構造とは，地域において「生産（売上）→分配（所得）→
支出（消費）」の３面で所得が循環しており，地域外への所得の流出を防ぐとともに，
地域外からの所得の流入を増加させることです。
大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のことで，Ｕターンは出身地に戻る
形，I ターンは出身地以外の地方へ移住する形，Jターンは出身地の近くの地方都
市に移住する形のことです。
「Ｄ estination：デスティネーション ( 目的地 ) ／Ｍ arketing・Ｍ anagement：マー
ケティング ( 顧客ニーズ調査 )・マネジメント ( 経営・管理 ) ／Ｏ rganization：オー
ガナイゼーション ( 組織 )｣ の略で，顧客目線と経営的視点から「観光で稼げる地
域経営」を行う仕組み・組織のことです。

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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● 地域経済循環図 2010 年（平成 22 年）

● 地域経済循環のイメージ

※地域指定：宮城県気仙沼市
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● 地域経済循環図 2013 年（平成 25 年） ※地域指定：宮城県気仙沼市

【出典】RESAS（地域経済分析システム）
環境省「地域産業連関表」，「地域経済計算」（株式会社価値総合研究所（日本政策投資銀行グループ）受託作成）
【注記】
本データの詳細な分析方法については，以下ＵＲＬを参照。
http://www.vmi.co.jp/reca/
・「地域経済循環率」とは，生産（付加価値額）を分析（所得）で除した値であり，地域経済の自立度を示
　している。※値が低いほど他地域から流入する所得に対する依存度が高い。
・「雇用者所得」とは，主に労働者が労働の対価として得る賃金や給料等をいう。
・「その他所得」は，財産所得，企業所得，交付税，社会保障給付，補助金等，雇用者所得により構成される。 
・「その他支出」は，「政府支出」＋「地域内産業の移輸出・移輸入」により構成される。例えば，移輸入が
　移輸出を大きく上回り，その差が政府支出額を上回る場合（域外からの財・サービスの購入を通じた所得
　流出額が政府支出額よりも大きい場合）は，「その他支出」の金額がマイナスとなる。
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現状・課題

(2) 市内外の力を結集し，新たな産業と挑戦する人材を創出します。　

① 産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進 

・本市は水産業に関係する事業者が多く，漁業への依存度が極めて高い産業構造となって
　いるため，国際的な漁業規制や資源管理の困難さ，中長期の海洋環境の変化などによる
　資源の減少，年による海況の変化などによる水揚の変動，消費者の魚食離れ，水産加工
　の労働力不足等による生産力の低下など，水産業を取り巻く環境の変化に大きな影響を
　受けることが課題となっています。
・市内の事業者に対し行った「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関するアン
　ケートによると，回答した企業 647 社のうち，「人口減の克服，活力ある社会実現のた
　め，重要な施策は何か」の問いに対し，「水産業だけに頼らない産業構造の構築」が 344
　社で 53.2％と最も多く，次いで「企業誘致や起業支援による新たな雇用の創出」が 212
　社で 32.8％となっており，基幹産業である水産業以外の新産業創出が求められています。
・地方創生“高校生アンケート”によると，気仙沼市への帰郷・定住意向については，「帰
　郷したい」が「したくない」を上回っている一方で，帰郷し定住するために必要な環境
　として，多くの生徒が「安定した収入」，「職種の幅を増やす」等と回答しており，若者
　が活躍できる多様な業種を創出し，本市への帰郷・定住を促進する取組が望まれています。
・気仙沼市の将来に向けては，基幹産業である水産業を強みとしながら，水産業から食品
　産業への領域の拡大や他分野での産業振興，新産業誘致，起業支援など幅広い産業創出
　への施策が必要です。
・国の認定を受けた創業支援計画に基づき，商工会議所，商工会，金融機関と連携し，創
　業セミナーや創業スクールの開催など，創業・起業者を支援するとともに，平成 24 年度，
　27 年度，29 年度に創造的産業復興支援事業を実施し，19 事業者の新規創業等を支援し
　てきましたが，各事業者は，概ね順調に事業を継続しているものの，人材確保や育成，
　販路の確保・拡大に課題を抱えています。
・国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致実現を図り，本市に新たな地平を開く新産業の
　創出が望まれています。
・企業誘致については，地域未来投資促進法（旧企業立地促進法）及び企業立地奨励制度
　の優遇措置を活用し企業の誘致に努めてきましたが，立地の前提となる工業団地用の平
　地は狭隘な地形であることなどから整備が容易でない状況にあります。
・ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したテレワークオフィスなど新しい働き方を創出し，Ｉ
　ＣＴ関連産業のサテライトオフィス誘致や起業・創業者の事業拠点整備を小原木公民館
　（旧小原木中学校）の空室を利用する取組を進めており，平成 29 年度においては市外か
　ら３事業者の進出が予定されています。
・大規模な企業（工場等）などの誘致活動（ホームラン）は継続しつつ，地場産業の進化
　や転換への支援を積極的に行うとともに，ＩＣＴ企業やベンチャー企業等の誘致，創業・
　起業者支援（ヒット・バント）を重ねながら就労の場を確保していく必要があります。
・2015 年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）※１は，日本
　も含め，世界各国において，企業がビジネスとして，どのように目標達成に取り組んで
　いくか関心が高まっています。



70

基
本
施
策 

＝ 
産
業

3

その他
観光・交流の促進
移住・定住の促進

医療・福祉サービスの充実
非婚化・晩婚化対策

企業誘致や起業支援による新たな雇用の創出
水産業だけに頼らない産業構造の構築

5.9%(38)

13.6%(88)

17.6%(114)

17.2%(111)

17.5%(113)

32.8%(212)
53.2%(344)

無回答
その他
わからない
したくない
せざるをえない
したい

せざるをえない
したくない
したい

● 水産業を中心とした産業

● 地方創生 ー 企業・事業者アンケート ー

● 地方創生 ー 高校生アンケート ー

資料：「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関するアンケート（企業・事業者）【クロス集計・分析版】

資料：地方創生ー高校生アンケートー

者
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施策の方向性

　本市の地勢を活かした産業を進化させるとともに，起業・創業への支援や企業誘致によ
り新たな産業を創出します。

主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方現状 目標 2020（H32）

市の創業支援件数

市の誘致による
企業立地件数

H24 ～ H28 の実績を継続

H23 ～ H28 の実績を継続

5事業者／年

1事業者／年

14 件（H24 ～ H28）

6 件（H23 ～ H28）

行政

・企業・創業者や新規事業を展開する事業者，地域課題の解決に取り組む事業者等を支
　援し，市民が活躍できる新たな産業と雇用を創出します。
・異業種や大企業との連携，小規模事業者の協業化等を推進し，地元企業の経営基盤強
　化や新たな産業の創出と職種構成の多様化を図ります。

・トップセールスをはじめ，ゴーヘイ気仙沼の開催や企業立地セミナー，宮城県東京事
　務所との連携を通して，気仙沼の情報や魅力を発信し，本市に関心を持つ企業を掘り
　起こすとともに，積極的に企業訪問を行い立地につなげるなど，幅広い分野の企業誘
　致を展開します。
・気仙沼の魅力を伝える動画を活用したシティプロモーションを広く内外に展開し，起
　業・創業や企業誘致，移住・定住の推進を図ります。
・様々な効果が期待できる専門学校などの教育機関の誘致を進め，若者が集まることに
　よる賑わいの創出や本市の情報発信効果，地元での就職・起業による移住・定住促進
　など，地域の活性化を図ります。
・三陸沿岸道路の開通など，新たな交通体系により，流通の利便性，通勤できる地域の
　拡大による雇用確保など，本地域のおける優位性を強くアピールし，戦略的な企業誘
　致を進め，UIJ ターンを促進します。
・本市に事業所を新設又は増設する企業に対し国の民間投資促進特区制度や県の奨励制
　度，市の企業立地奨励制度など，企業向け優遇制度の活用とともに，建設用地の斡旋
　を行うなど，事業者に寄り添いながら企業立地の促進を図ります。

企業・創業への支援

企業誘致の推進

・地域の産業をよく知り，就労・応援します。
・新たな産業創出に挑戦する事業者を応援します。

・地元の高校生や大学生，社会人など，積極的にインターンを受け入れます。
・異業種間・産学官連携強化に努めます。
・地元産業の技術をさらに発展させ，新分野での活用に努めます。
・消費者ニーズの把握など，マーケティングを行い新商品の開発，販路拡大に努めます。
・ＳＤＧｓを国際社会や人々に課せられた使命として捉え，企業活動に活かします。

市民

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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※１ＳＤＧｓ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）　社会・経済・環境面における「持
続可能な開発」を目指す，先進国も途上国も含めた国際社会共通の目標

行政

・国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致実現を図り，ＩＬＣ建設に関連する施設や企業，
　研究・実用に関係する企業誘致を進め，研究者等そこに携わる人々の居住や交流の拡
　大を図ります。

・企業誘致等を推進するため，防災集団移転促進事業の移転元地や漁港背後地等の活用
　を進めるとともに，工業団地等の整備を検討します。
・学校等跡施設や空き家，空き店舗を積極的に利活用し，製造業などの既存事業はもと
　よりテレワークやソーシャルビジネスに対応したオフィス拠点などの誘致促進を図ります。

・都市部から地方への人や仕事の流れの創出，時間や場所を有効的にできる柔軟な働き
　方の実現，地元企業や地域課題の解決を推進するため，ＩＣＴ関連産業の起業・創業
　の促進や企業誘致を図ります。
・ＩＣＴ関連産業が地域に根ざすための人材育成を図ります。

・関係機関・団体等と連携し，ＳＤＧｓの普及・啓発や 2016 年 12 月に政府が示した持
　続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針に沿った取組を展開します。

産業用地等の整備

ＩＣＴ関連産業の推進

ＳＤＧｓの取組

● 8 つの優先課題と具体的施策

●ビジョン：「持続可能で強靭，そして誰一人取り残さない，経済，社会，環境の統合的向上が実
　　　　　　 現された未来への先駆者を目指す。」

●実施原則：①普遍性，②包摂性，③参画性，④統合性，⑤透明性と説明責任

●フォローアップ：2019 年までを目処に最初のフォローアップを実施。

① あらゆる人々の活躍の推進 ② 健康・長寿の達成

③ 成長市場の創出，地域活性化，科学技術イノベーション ④ 持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備

⑤ 省・再生可能エネルギー，気候変動対策，循環型社会 ⑥ 生物多様性，森林，海洋等の環境の保全

⑦ 平和と安全・安心社会の実現 ⑧ SDGs 実施推進の体制と手段

●一億総活躍社会の実現 ●女性活躍の推進 ●子供の貧
困対策 ●障害者の自立と社会参加支援 ●教育の充実

●薬剤耐性対策 ●途上国の感染症対策や保健システム強
化，公衆衛生危機への対応 ●アジアの高齢化への対応

●有望市場の創出 ●農山漁村の振興 ●生産性向上 ●科
学技術イノベーション ●持続可能な都市

●国土強靭の推進・防災 ●水資源開発・水循環の取組 
●質の高いインフラ投資の推進 

●省・再生可能エネルギーの導入・国際展開の推進 ●
気候変動対策 ●循環型社会の構築 

●環境汚染への対応 ●生物多様性の保全 ●持続可能な
森林・海洋・陸上資源

●組織犯罪・人身取引・児童虐待等の対策推進 ●平和
構築・復興支援 ●法の支配の促進

●マルチステークホルダーパートナーシップ ●国際協力
における SDGs の主流化 ●途上国の SDGs 実施体制支援

持続可能な開発目標（SDGs）実施指針の概要

資料：2016 年 12 月発表資料（首相官邸ホームページより）
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② 雇用の安定と労働環境の充実

・東日本大震災後の平成 24 年 9 月以降，復興事業の影響や，生産年齢人口の減少・流出な
　どから，求人数が求職者数を上回り，各事業所においては，労働力の確保が困難な状況
　が続いています。また，職種による求人・求職のミスマッチも顕著な状況となっています。
・求人内容は，正規雇用よりも非正規雇用が多い状況にあり，安定的な雇用を確保するた
　めには，正規雇用者の拡大に向けた取組が必要となっています。
・新規高卒就職希望者は，近年ほぼ 100％の就職率となっていますが，地元就職率（ハロー
　ワーク気仙沼管内）は 50％前後で推移しており，新卒者をはじめとする若者の地元就職
　と就業定着が求められています。
・人口減少による地域の産業力・経済力の低下が懸念される中，中小企業・小規模事業者
　が人材を確保するためには，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）のとれた
　職場環境を整備し，雇用の質の向上を図ることが不可欠です。
・本市においては，中小企業・小規模事業者の占める割合が高いこと，平均賃金が低いこと，
　復興途上であることなどを背景に，給与面や処遇面で都市部との格差があり，労働者の
　確保のためには，企業はもとより国・県の関係機関や団体と連携した労働条件の改善が
　求められています。
・子育てや介護等をしながら働き続けることができるよう，これまでの雇用形態に捉われ
　ない新しい働き方に対応した労働環境の整備が必要となっています。
・団塊世代の退職，第一次産業の担い手不足から，技術者，後継者不足が深刻化しています。
・職業教育に関する高等教育機関は，気仙沼市立病院附属看護専門学校，気仙沼市医師会
　附属高等看護学校及び宮城県立気仙沼高等技術専門校のほか，実業高等学校として宮城
　県気仙沼向洋高等学校の４校があり，それぞれ入学者の確保とともに，地元雇用へつな
　げる取組が必要となっています。

施策の方向性

　安心して働くことのできる労働環境の整備を促進し，地域産業を支える人材の育成・確
保を図ります。

● 有効求人倍率・有効求人数・有効求職者数の推移（ハローワーク気仙沼管内，常用分）

資料：宮城労働局
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主な指標
カテゴリーB　　　様々な要因があり，取組だけでは改善できない目標数値

指標項目 目標設定の考え方目標 2020（H32）現状 2016(H28）

高校新卒就職者のハローワーク気仙沼管内就職率 ５％の増を目指す60％55％

行政

・（一社）住みよさ創造機構や民間の人材紹介会社等と連携し，新卒者をはじめとする
　若者やＵＩＪターン者の地元就職と人材の育成を支援します。
・国や県，産業界などと連携し，離職者はもとより，女性や高齢者，障害者，生活困窮
　者等の就労機会の拡大を図ります。
・人生 100 年時代を見据え，国や県，産業界などと連携し，企業の人材採用の多元化や
　多様な形での高齢者雇用，何歳になっても学び直しができるリカレント教育※１の環
　境整備などに取り組みます。
・シルバー人材センターの運営支援などにより，高齢者の就業機会を拡大し，生きがい
　の充実や社会参加を促進します。

・事業者をはじめ，ハローワークや（公社）宮城労働基準協会など，国・県の関係機関や
　団体と連携して，新卒者を含む労働者の地元定着や労働条件の改善を促進します。
・勤労青少年ホームの再建や運営を通して，勤労青少年の福祉の増進を図るための事業
　を実施します。
・勤労者の生活安定を図るため，勤労者生活安定資金融資制度を継続します。

・各種技能講習に係る情報発信や離職者の資格取得にかかる支援を行い，再就職機会の
　拡大を図ります。
・商工業の発展に寄与した技能者の功労を讃え顕彰し，技能者の社会的地位の向上と技
　能者が育つ環境の醸成を図ります。
・ＷＥＢ系在宅ワーク支援事業などを通して，時間と場所に捉われない新しい働き方に
　対応した労働環境を整備します。
・宮城県立気仙沼高等技術専門校と連携し，同校の職業訓練等に関する情報発信に努め，
　産業界のニーズに適応した人材の育成を促進します。

雇用の創出

労働環境の充実

職業能力の開発

・地元で働くことに誇りを持ち，若者，新卒者の地元就職，就業定着を応援します。
・自らの技術・技能で地域の産業振興に貢献するよう努めます。
・自らの技術・技能を伝承し，後継者の育成に努めます。

・労働関係法令を正しく理解し，高い意識を持って遵守します。
・優れた技術・技能の伝承と発展，人材育成に努めます。
・積極的にインターンなどを受け入れ，自分の企業を知ってもらうよう努めます。
・労働環境や福利厚生の充実により，労働者が意欲的に働くことができる職場づくりに
　努めます。
・女性や高齢者，障害者等が働きやすい職場づくりに努めます。

市民

地域・
事業者

※１リカレント教育 生涯にわたって教育と就労を交互に行う教育システムのことをいいます。

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

③ 国際リニアコライダー等を契機とした産業振興

・国際リニアコライダー ( ＩＬＣ ) プロジェクトは，本市を含む東北全体での新しい産業
　の創出や技術革新，次世代を担う人材育成のほか，科学技術分野における教育水準の向
　上が期待されます。
・本市では，市民や地域の一層の機運醸成のため，市国際リニアコライダー推進協議会や
　教育現場などの協力を得ながら，講演会の開催やパンフレットの配布などの啓発事業を
　行っています。
・ＩＬＣの誘致実現に向けては，東北ＩＬＣ推進協議会を中心として，宮城県や岩手県の
　関係自治体，関係機関・団体と連携を図りながら，国へ積極的な働きかけを行っています。
・本市においては，ＩＬＣ整備に係る主要機材の搬入・保管・検査・輸送拠点や外国人研
　究者等の居住区設定など生活環境の整備に対する役割，地元企業の関連産業への参入な
　どが期待されています。
・本市において，ＩＬＣの果実を本格的に得るためには，関連技術を活用する産業の誘致
　と地元企業の新分野への進出が必要です。
・加速器関連プロジェクトの一つとして東北大青葉山キャンパスに建設される東北放射光
　施設は，物質の成分や構造を詳細に分析・解析できる研究施設であり，学術利用だけで
　なく産業にも幅広く活用することができ，新製品や新技術の創出に大きく寄与すること
　が期待されます。

施策の方向性

・ＩＬＣを契機として，関連産業の創出や次世代を担う人材の育成，国際化の推進など，
　新たな産業やまちづくり分野への展開を図ります。　
・東北放射光施設の利活用による新商品や新技術の開発を促進し，地場産業の高度化とグ
　ローバル化を図ります。

出典：東北 ILC 準備室
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行政

・ＩＬＣの誘致活動を積極的に行います。
・ＩＬＣに関するイベント等の開催や啓発活動に取り組むとともに，中学生の最先端科
　学体験研修など学びの機会を提供します。
・ＩＬＣ整備に係る主要機材の受入態勢の整備に向けた準備を進めます。
・外国人研究者とその家族等の生活環境整備の検討や観光面の受入れに向けた準備を進
　めます。
・ＩＬＣに関する派生技術開発や東北放射光施設の利活用を行う企業を誘致し，また，
　市内事業者の新規分野への参入を誘導します。

・ＩＬＣ講演会やサイエンスカフェへの参加などを通して，ＩＬＣへの理解を深めます。

・ＩＬＣに関する技術セミナー等に積極的に参加します。
・ＩＬＣ誘致により派生する関連産業の創出や技術革新に努めます。
・東北放射光施設を利活用し，新製品の開発や技術革新に努めます。

市民

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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現状・課題

(3) 世界に開かれた観光・交流都市を実現します。　

① 観光振興に向けたＤＭＯの推進

【 観光再生による「魅力的なまちづくり」に向けた中核的 2大戦略 】
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 大戦略を下支えする「基盤整備」 】

【 2 大戦略を補強し発展させる「個別戦略」 】

戦略 1

戦略3

戦略4

戦略6
戦略5

戦略7

観光まちづくりに向けた基盤強化戦略（ハード・ソフト両面）

観光資源の磨き上げによる観光魅力創造戦略

「観光地・気仙沼」を目指した観光客受け入れ体制の強化戦略
観光市場（マーケット）とのコミュニケーション戦略

広域観光プログラム開発及びインバウンド対策の強化戦略

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

・本市は，三陸復興国立公園・海域公園※１や県立自然公園，日本ジオパーク，みちのく潮
　風トレイル，宮城オルレなどの指定を受けるリアス海岸の魅力ある景勝地に加え，日本
　有数の水産都市として新鮮な魚介類が豊富であることと，特有の地形から海山両方の幸
　に恵まれ，国内初の「スローフード都市」を宣言し，「食」を重要な観光資源と位置付
　けるとともに，自然や産業を活かした体験学習等の誘客に取り組んできました。
・東日本大震災で自然景観や観光施設，観光事業者の多くが被災し，観光産業は危機的状
　況に陥りました。また，水産業を中心とした地場産業も甚大な被害に見舞われ，人口減
　少と地域経済の低迷に一層拍車が掛かる事態となりました。
・平成 24 年３月に「観光戦略会議」を設置し，平成 24 年 12 月に ｢観光に関する戦略的
　方策バージョン１｣，平成 25 年３月に ｢同バージョン２｣ として取りまとめ，以下７つ
　の戦略を掲げました。

・平成 25 年６月に上記 ｢観光に関する戦略的方策｣ を推進する組織として，民間を主体
　とし市も参画する形で ｢一般社団法人リアス観光創造プラットフォーム｣ が設立され，
　主に観光における企画部門を担い，コンテンツ開発や市民意識醸成等の戦略的活動の実
　践を開始しました。
・平成 27 年４月のニュージーランド視察（クイーンズタウン他）では，「アクティビティ」
　の開発と運営体制の構築が重要であること，天候に応じた豊富なプログラム，ニーズに
　合わせた柔軟なコーディネート，高い安全性の確保，担い手育成が必要であることなど
　を学びました。
・一方で，観光に携わる各種団体相互の連携・調整が必ずしも十分に図られないまま，各々
　が事業を計画し展開していたことで，事業の重複やマーケティング（顧客ニーズ調査）
　に基づく誘客戦略の設計が欠落していることなどの課題が浮き彫りになってきました。
・また，復興に伴い観光客入込数は回復傾向にあるものの，平成 28 年数値においても対
　平成 22 年比で 53％程度の水準に止まり，宿泊者数についてもいわゆる復興特需が終わ
　りを迎えています。

● 気仙沼市の観光に関する戦略的方策バージョン 2（平成 25 年 3月策定）
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・平成 27 年度に，国の地方創生において「ＤＭＯ※３」の考え方が提起され，同年 12 月よ
　り本市も検討を開始し，平成 28 年３月にスイス・ツェルマットを視察し，情報の一元管
　理とマーケティングの徹底，これに基づく顧客の囲い込み，関係者が一堂に会しての観光
　戦略の意思決定の仕組み等を学び，この重要性を深く認識したことで，「気仙沼版ＤＭＯ
　構想」について関係団体と協議を重ね，平成 29 年４月に「気仙沼観光推進機構」を設立
　するに至りました。
・同時に，「気仙沼観光推進機構」の事務局を担うとともに，マーケティングや観光コンテン
　ツ開発等を進めるための実働部隊として「一般社団法人気仙沼地域戦略」を設立しています。　　
・「気仙沼観光推進機構」は，市，観光コンベンション協会，気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工会，
　一般社団法人気仙沼地域戦略の各代表者で構成する幹事会を主体とし，農協，漁協等の関
　係団体も参画する団体です。この枠組みの下，各関係団体の役割分担を明確にした上で重
　要テーマ部会と主管団体を定め，市民，関係事業者，各種団体等の多様な参画の下，各テー
　マについて検討し実行していきます。進捗・成果の報告は定期的に開催する幹事会に集約
　し，これに基づき的確な経営判断と意思決定を行いながら，市全体の観光予算の戦略的張
　り付けも協議しています。
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● 平成 22 年～平成 28 年までの観光客入込数推移

● 平成 22 年～平成 28 年までの観光客宿泊者数推移

資料：気仙沼市観光客入込数調査※２（観光客宿泊数については復興関連及び二次避難者数を除く）
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・誘客戦略の土台となるマーケティングについては，一般社団法人気仙沼地域戦略が担当
　し，観光客アンケートや宿泊動向，物販施設利用者数等の各種統計調査と気仙沼クルー
　カード導入実証実験を組み合わせたデータの収集・分析・編集を行い，これに基づき，
　気仙沼観光推進機構としての「観光施策の意思決定」につなげて行きます。また，マー
　ケティングレポートとして各事業者に提供しています。

● 気仙沼観光推進機構

● マーケティングに基づく戦略策定と推進のイメージ

※気仙沼版DMO構想の中核組織（H29.4.24 設立）
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施策の方向性

・｢交流人口｣ の拡大による人口減少の補完及び外貨獲得に貢献する観光産業を，水産と
　並ぶ基幹産業として強化・発展させていきます｡
・「気仙沼観光推進機構」を司令塔に「気仙沼版ＤＭＯ」を推進することとし，具体的に
　は市全体を一つの会社と見立て，マーケティングに基づく戦略策定と付加価値の高い観
　光商品の開発・提供等による「観光で稼げる地域経営」，「地域経済の循環拡大」及びこ
　れらの「持続的展開」の具現化に取り組みます。

主な指標
カテゴリーA　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方目標 2020（H32）現状 2016（H28）

左記４指標は観光庁への DMO法人登録に
際し，参考指標として掲げられているもの
であるが，旅行消費額の測定手法及び各項
目の KPI の設定については気仙沼観光推進
機構で検討し定める予定

観光宿泊者数

旅行消費額

来訪者満足度

リピーター率

55％

未測定

2.5％

78.1％
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・気仙沼版DMOの司令塔である気仙沼観光推進機構の幹事会を構成する立場で，地域
　経営の視点に立った観光振興施策を立案し，KPI の達成に向けた事業展開を進めると
　ともに，PDCAサイクルによる事業の見直しを行いながら，より良い観光施策を実施
　します。
　※気仙沼観光推進機構において，一般社団法人気仙沼地域戦略が担当する「マーケティ
　ング」に加え，次の 5部会を中心に検討を進めます。

・魚市場を核としたスローフードの理念を学ぶ教育旅行を誘致します。
・震災遺構等（気仙沼向洋高校旧校舎等）を防災・減災教育の拠点として位置づけ，教育・
　視察・研修旅行を誘致します。

　① 「地区戦略」部会　　：地内各地区の強みを活かした地区毎の戦略立案，観光施設　　
　　　　　　　　　　　　　の適正配置，二次交通のあり方等
　② 「観光意識醸成」部会：地域資源の発掘・再発見，市民意識醸成，ガイド育成等
　③ 「商品開発」部会　　：アクティビティ開発やおみやげ開発等
　④ 「インバウンド」部会：訪日外国人誘客に向けた旅行エージェントへの売り込み，　
　　　　　　　　　　　　　受入環境整備等
　⑤ 「稼げる食」部会　　：食の商品開発，飲食店ガイドブックの作成，スローシティ
　　　　　　　　　　　　　ならではの取組等（地域固有の風土や伝統及び豊富な食材
　　　　　　　　　　　　　の活用等）

基本方針

基盤整備・誘客施策

・当地を訪れた観光客が気持ち良く過ごし，良い思い出が残るよう地域の環境美化に努
　めるとともに，おもてなしの心を持って来訪者に接し親切な観光案内に努めます。
・世代や職種を超え，幅広く相互に交流することなどを通して，地域の良さの再発見に
　努めます。
・普段よりＳＮＳ等を活用して，気仙沼の良さの積極的な情報発信に努めます。
・友人知人を市内に呼ぶなど，市民一人一人が観光ＰＲに取り組みます。
・宿泊形態の多様化に伴う民泊ニーズに対応するための空き家（空き部屋）を活用した
　民泊を検討します。

・魅力ある観光商品の開発と競争力のあるサービスを提供します。
・気仙沼ならではの地域資源を柔軟な発想で利活用することで，観光客が繰り返し来訪
　したくなる「イベント」をつくっていきます。
・地域資源の商品化と観光客への提供を進めます。
・ＳＮＳ等を活用して，地域の良さを積極的に情報発信します。
・マーケティングレポートなどを活用し，観光客のニーズに応じたサービス・商品を開発・
　提供します。
・訪日外国人旅行者の誘客を図るため，店内の多言語表示や英語での接客対応など，受
　入環境整備に取り組みます。

市民

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・内湾エリアにおいて，公共・公益施設や浮見堂の再建整備を行うとともに，岸壁にナ
　ンバリング表示を施すことで，市外からの入港船や観光客の利便性向上を図り，合わ
　せて，粋な港町のイメージづくりに役立てます。
・「気仙沼大島大橋」と「（仮称）気仙沼湾横断橋」の２つの湾岸ブリッジを活用し，展
　望スポットの紹介とともに，橋そのものがフォトジェニック※４としてＳＮＳ等で話
　題を呼ぶような取組を進めます。
・「気仙沼大島大橋」及び県道整備と一体的に（仮称）大島ウェルカム・ターミナルを
　整備するとともに，亀山の眺望を活かした観光客の誘致を図ります。
・観光拠点施設として道の駅「大谷海岸」の整備を進めます。
・環境省快水浴場百選に認定されていた小田の浜，御伊勢浜，大谷海岸，小泉海岸の４
　つの海水浴場を再整備し，かつての賑いを取り戻します。
・みちのく潮風トレイルや宮城（唐桑）オルレ等のトレッキングコースを活用した誘客
　促進を図ります。
・安波山については，その眺望を活かし，自然に親しみつつトレッキング等が楽しめる
　山として整備します。
・徳仙丈山については，平成 32 年度末までにアクセス道路を舗装化し，誘客のポテンシャ
　ルを高めるとともに，魅力づくりに努め，通年にわたり経済効果を生み出すことがで
　きる観光地にします。
・国内外の富裕層をターゲットとしたクルーズ船の誘致に取り組むとともに，ヨットや
　プレジャーボートの積極的な受入れを図るなど，海洋観光の充実に努めます。
・インバウンド推進のため，案内看板や公共サイン等の整備，Ｗｉ‐Ｆｉの設置，旅行エー
　ジェントへの売り込み，外国人旅行サイトへの投稿，外国人向けの商品開発，受入態
　勢整備等を推進します。

・クルーカードや観光客アンケート等を活用したマーケティングデータの収集と分析・
　編集を行い，マーケティングレポートとして事業者に提供します。
・事業者や市民団体等が主催する本市ならではの地域資源を活用した誘客イベントが
　次々と生まれることを喚起するため，補助金等で支援します。

・観光情報を発信し，案内や問い合わせに対応するワンストップ窓口を構築します。
・観光ガイドの育成・事業化により，観光客の満足度向上に努めます。

・宮城県及び県内 14 市 20 町１村等で構成する仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会
　とともに，県内統一の観光宣伝活動を官民一体で実施します。
・宮城・岩手の三陸沿岸８市６町３村等で構成する「三陸復興国立公園協会」や，仙台
　藩ゆかりの宮城，岩手，山形３県の６市４町等で構成する「伊達な広域観光推進協議会」
　の枠組みの中で，本市と各地域の魅力を組み合わせ，県境を越えた広域周遊ルートの
　検討や教育旅行の誘致に取り組みます。
・南三陸町，平泉町，一関市，陸前高田市等，近隣自治体と勉強会を随時開催し，ドラ
　イブマップの作成等，それぞれの観光資源やイベントに関する情報共有を図りながら，
　圏域として有効な誘客手段を検討します。

事業者支援

受入案内

広域連携
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・涌谷町，平泉町，陸前高田市と連携し，黄金文化に関する日本遺産の認定を目指すと
　ともに国内外からの誘客に活用します。
・環境省が青森から福島までの区間を徒歩による旅のコースとして設定する「みちのく
　潮風トレイル」や，地球の歴史を学べるエリアとして，八戸市から本市までの区間が「三
　陸ジオパーク」として認定されていることなども活用します。
・サイクルイベントのツール・ド・東北の開催エリアである３市２町と連携し，国内外
　からライダーを受け入れ，大会開催を通じ震災の教訓と復興への歩みについて情報を
　発信するとともに，通年型のライダーの受入体制，環境整備，サイクルコースの選定
　等を検討します。

※１三陸復興国立公園・海域公園　　

※２気仙沼市観光客入込数調査

※３ＤＭＯ　　

※４フォトジェニック
　 （photogenic）

昭和 30（1955）年に陸中海岸国立公園という名称で環境省が指定
したもので，本市は昭和 39（1964）年に唐桑半島，大島及び岩井
崎周辺が編入指定を受け，昭和 46（1971）年に唐桑半島と大島の
沿岸海域の一部が海中公園に指定されています。なお，海中公園は
平成 22（2010）年に海域公園に名称変更されています。
　平成 25（2013）年に青森県の種差海岸階上岳県立公園及び八戸
市鮫町を編入の上「三陸復興国立公園」に名称変更されました。続
いて平成 27（2015）年に南三陸金華山国定公園が編入されています。

平成 28 年の観光客入込数は 135 万人であり，平成 22 年比で 53％
程度の水準に止まっています。宿泊者数は平成 28 年で 44 万人（観
光客 21 万＋復興関連 23 万）となり，このうち観光客については震
災前と同水準となったものの，復興関連については大規模な工事の
完了が進んできたことで減少傾向にあります。

「Ｄ estination：デスティネーション ( 目的地 ) ／Ｍ arketing・
Ｍ anagement：マーケティング (顧客ニーズ調査 )・マネジメント (経
営・管理 ) ／Ｏ rganization：オーガナイゼーション ( 組織 )｣ の略で，
顧客目線と経営的視点から「観光で稼げる地域経営」を行う仕組み・
組織のことをいいます。
「写真映えする」という意味を持ち，「写真」を意味する（photo）と「～
に適した」を意味する（-genic）を掛け合わせた言葉です。
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現状・課題

② 地域間交流・国際交流の推進

・人口減少が続く中，地域の活力を維持していくためには，交流人口の増大を図ることが
　必要です。
・岩手県一関市，東京都目黒区とは友好都市のほか災害時相互援助協定を締結しており，
　隣接している一関市とは観光や産業などの幅広い分野で連携した事業を展開しています。
・大分県臼杵市とは災害時相互援助協定を締結しており，目黒さんま祭において交流を行っ
　ています。
・和歌山県新宮市とは，かつお漁法の伝承などの歴史や文化の面において交流があります。
・中国浙江省舟山市とは友好都市を，コスタリカ共和国プンタレナス市とは姉妹都市を締
　結しており，加えて，米国シアトル港湾局とは友好港の提携を行っています。また，旧
　本吉町では中国吉林省吉林市昌邑区と友好都市を締結していました。
・震災時には舟山市をはじめ，米国やインドネシア，台湾などから多くの支援をいただい
　ています。
・震災後，市外の自治体や大学，企業，ＮＰＯ，ボランティア団体など多くの方々が訪れ，
　様々な支援をいただいています。これらの方々との結びつきを大切にするため「気仙沼
　ファンクラブ」を創設し，市内店舗における各種サービスや気仙沼の旬な情報等を会員
　に提供しています。
・本市に居住する外国人は，震災により一旦は減少したものの，復旧・復興事業の進捗に
　伴い，年々増加しており，特にインドネシア人が増加しています。
・多くのインドネシア人が水産加工業や建設業において技能実習生として就労しているほ
　か，遠洋近海マグロ船等の漁船員として本市の経済活動に大きく貢献しています。
・在住外国人は，外国の風習や文化に触れる身近な存在であり貴重な人材です。在住外国
　人の生活上の不便や不安の解消には，相談窓口や地域との交流が必要です。
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● 在住外国人数（各年 3月末時点）

資料：気仙沼市
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施策の方向性

　交流人口の増大により賑わいのある「世界の港町」を目指します。
主な指標
カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

指標項目 目標設定の考え方現状（H29.3.31） 目標 2020（H32）

気仙沼ファンクラブの
会員数

直近３か年平均増加数の２割増
を目安としたもの

13,000 人8,226 人

行政

・宿泊施設等へのポスター掲示や市内外でのイベントにおけるチラシの配布，会員特典
　の提供などにより，気仙沼ファンクラブ会員の増加に努めます。
・気仙沼ファンクラブ会員には，「ファンクラブ通信」を通して，観光，物産，イベント，
　気仙沼クルーカード等に関する情報を発信し，気仙沼とのつながりの維持・拡大に努
　めます。
・一関市や目黒区，臼杵市との交流を深め，イベント時において本市の魅力を発信します。
・歴史・文化・経済等で縁のある他自治体との交流・連携を進めます。
・震災からの復旧，復興への支援を契機とした全国の自治体，大学，企業，団体等との
　つながりを大切にし交流に努め，大学や企業等が持つ能力やノウハウなどを活かした
　取組を行います。

・在住外国人の母国の風習や文化などを紹介した情報誌を発行します。
・公共施設の施設案内を英語，中国語，インドネシア語などの表示に取り組みます。
・在住外国人を対象に気仙沼市小さな国際大使館による日本語教室の開催や相談業務を
　行うとともに，気仙沼市国際交流協会と連携して交流会の開催などを行います。

地域間交流

国際交流

・本市の魅力をＳＮＳなどを通して広く発信するよう努めます。
・市外の友人や知人に対し，気仙沼ファンクラブ会員への勧誘に努めます。
・在住外国人の母国の風習や文化などの理解に努めます。
・在住外国人との交流会に参加するよう心掛けます。
・在住外国人を市民として，仲間として接します。
・全国，海外から訪れた方々をおもてなしの心を持って迎えます。

・震災からの復旧・復興への支援を契機とした全国の大学，企業，団体等とのつながり
　を大切にし，交流に努めます。
・飲食店や小売店等の業者は，気仙沼ファンクラブ会員が再訪されるよう，料金割引な
　どの会員限定サービスの提供に協力します。
・在住外国人との交流会などを開催し，地域内での交流に努めます。
・事業者は，外国人従業員と共に従業員の母国との交流に努めます。
・事業者は，外国人従業員に対して宗教や風習等を尊重した職場環境の整備に努めます。
・事業者は，店舗内の情報を英語，中国語，インドネシア語などで表示するなど外国人
　顧客への対応向上に努めます。

市民

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

・人材登録制度を設け，多くの在住外国人が地域や学校，外国人旅行者受入れに活躍で
　きるよう支援します。
・友好都市の舟山市をはじめ，米国やインドネシア，台湾等とのつながりを大事にし，
　市民と一体となった交流に努めます。

・立命館ＡＰＵ大学との連携協定を活用し，広く東南アジアなどとの交流の可能性を広
　げます。

その他


