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総合計画は , 将来のまちの姿やまちづくりの基本的な方向性を示し , それを実現
するための施策を定めた長期的な計画をいいます。

　本市が誕生してから約 12 年，また，東日本大震災から約７年が経過し，
この間，震災前からの課題であった人口減少や少子高齢化が一層進行すると
ともに，主要産業である水産業においては，全国的な漁獲量の低迷等により
厳しい経営環境下に置かれるなど，本市を取り巻く社会経済情勢は著しく変
化しています。
　これらに迅速かつ効果的な対応を図るために , 市の最上位計画として各種
施策を総合的かつ計画的に実行することが求められます。そのため , 第２次
気仙沼市総合計画は ,「地域社会全体の計画（公共計画）」とし，市民や地域，
事業者，行政の各々の取組を示した上で，同じベクトルで行動していくため
の指針として策定しました。

　総合計画は , 将来像やまちづくりの方向性を示す基本構想とそれを実現す
るための基本計画で構成しています。

第 2 次気仙沼市総合計画を策定しました！

なぜ, 総合計画をつくるのですか？

この計画はどのような構成ですか？

○基本構想

○基本計画

基本
構想

基本
計画

地域の
まちづくり計画

市の各種
個別計画

将来像 , 将来フレーム（人口・土地利用），
基本目標

基本目標を施策ごとに細分化し，それ
ぞれ「現状・課題」，「施策の方向性」，

「主な指標」，「主な取組」を記載

「市が分野ごとにつくる個別計画」や
「地域がつくるまちづくり計画」は，
総合計画と整合性を図っていきます。

Q.

Q.
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　この総合計画の期間は 2017（H29）年度から 2026（H38）年度までの 10
年間を基本としています。なお , 各種個別計画 , 実施計画については , それ
ぞれの目的に応じて期間を定めています。

　本計画は，公共計画としての位置付けの下，総合計画審議会をはじめ，「これからの気
仙沼を描く市民ワークショップ」等における意見や提言等を踏まえながら，市民と行政職
員が目線を合わせながら策定しました。

計画期間はどうなっていますか？Q.

年度

※人口ビジョンの対象期間は 2040（H52）年まで

※気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略（地方創生総合戦略）は，現行計画の期間のみ記載

第 2 次
総合計画

震災復興
計画

地方創生
総合戦略

新市建設
計画

新市基本
計画

2017
（H29）

2018
（H30）

2019
（H31）

2020
（H32）

2021
（H33）

2022
（H34）

2023
（H35）

2024
（H36）

2025
（H37）

2026
（H38）

基本構想 10 年間

前期基本計画 4 年間

地方創生総合戦略 5年間
(H27〜H31)

後期基本計画 6年間

震災復興計画 10年間  
（H23〜H32）

新市建設計画 合併年度及びこれに続く 20年間  
（H18 〜H37）

新市基本計画 合併年度及びこれに続く 20年間  
（H21 〜H41）
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気仙沼市の人口推移

　2016（平成28）年度に策定した気仙沼市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンでは，2025（平
成 37）年の設定人口を 61,191 人，2030（平成42）年の設定人口を 58,286 人としています。こ
のことを踏まえ，本計画の目標年度である2026（平成38）年の将来人口は60,600人としてます。

資料：平成 27 年以前 各年国勢調査（合併前は市町合算値） 平成 32 年以降 気仙沼市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

※不詳（139 人）を除く。

（単位：人） （単位：人）

※不詳（436 人）を除く。

参考   国勢調査ピラミッド2010（平成 22）年・2015（平成 27）年の比較

● 2010（平成 22）国勢調査 ● 2015（平成 27）国勢調査



4

土地利用の方向性

　土地利用の方向性については，市内の各拠点を結ぶ都市軸及び生活軸の２つのネット
ワークを強化するとともに，市域を市街地，環境共生及び自然環境保全の３つのゾーンに
分け，さらに沿岸環境軸の視点を追加し，それぞれの地域特性を活かした土地利用を図る
ことにより，市域全体の一体的な発展を目指します。

(BR
T)

JR
大

船
渡

線
(B

RT
)

気仙沼市都市計画マスタープラン 2014（平成 26）年 3 月引用
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市民が主役のまちづくりを推進します

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

一人一人が生きがいを持ち，健康で暮
らせるまち

安全で安心できる住み続けたいまち

(1) 地域リーダー育成を基礎とし，住民と行政，営利（産業）と非
　 営利が世代や立場を超え，対話を通じ進むべきベクトルを合わ
　 せながら，共創，協働を行う住民参加によるまちづくりをまち
　 まるごと大学「まち大学構想」として展開します。

(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) 心身ともに健康で，いつまでも自分らしく生活できるまちにします。

(1) 安全で安心して生活できるまちにします。

(1) たくさんの笑顔に包まれる，幸せあふれるまちにします。

(1) 教育環境を整え，子どもの生きる力を育みます。

(1) 自助・共助・公助による災害死ゼロを目指します。

(1) 自然を「知り」，「残し」，「活かす」社会をつくります。

(1) 誰もが自分らしく暮らせる福祉のまちにします。

(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。

(2) いつでも安心して医療が受けられるまちにします。

(2) 誰もが快適で暮らしやすいまちにします。

(2) 働きながら子育てができ，子どもの健やかな成長を地域みんな
　 で支えるまちにします。

(2) 人生 100 年時代を見据え，生涯学ぶことができ，スポーツ・文
　 化活動に親しめるまちにします。

(2) スローシティ・スローフードを推進し，豊かな食材を更に活か
　 すとともに，食文化を次世代に継承します。

(2) コミュニティ活動を活発にし，地域，ＮＰＯ，行政等とのパー　
　 トナーシップの下，地域課題を解決します。

(3) 世界に開かれた観光・交流都市を実現します。

(2) 地域の資産・資源を有効活用し，賑わいと産業を創出することにより，　
　 域外からのお金を呼び込み，経済の地域内循環を活発にします。

(1) 健全で効率的かつ効果的な行財政運営を行います。地域の資産・資源を活かした持続可能
なまちづくりを推進します

結婚・出産・子育ての希望を叶えるまち

人間力・挑戦する心・地域愛を育むまち

高い防災力を維持する災害に強いまち

豊かな自然や食文化を大切にし , 誇り
に思い，語ることができるまち

自分らしさを生かしながら，思いやり，
支え合えるまち

対話・　
共創・
協働

産業

保健・
医療

暮らし

地域
経営

結婚・
子育て

教育

防災

自然・
環境・
 食

福祉・
地域コミュ
ニティ

１

１

５

８

２

２

３

７

４

６

将来像

基本目標 Ⅰ

体系図

世界とつながる　豊かなローカル

基本構想  10年間【 2017（H29）～ 2026（H38） 】

誰もが挑戦できるまち 子どもの笑顔を育めるまち

健康で心豊かに安らげるまち 人と人とがつながるまち

Ⅰ 将来像を実現するための「仕組みづくり」の目標

Ⅱ 将来像を実現するための「まちづくり」の目標
基本目標 Ⅱ

　　

　　

施策の柱

施策の柱
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① 産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共創の場の活用　② 住民自治と協働の推進
③ 公民館の多機能化・まちづくりセンター化の検討　④地域コミュニティの多機能化の推進
⑤ コミュニティビジネス，ソーシャルビジネスの促進　⑥ 男女共同参画，女性活躍の推進

① 効率的な行政運営と人材育成　② 財政運営の健全化　③ 地方公営企業の経営健全化
④ 市政の「見える化」の推進　⑤ 大学連携の推進　⑥ 広域連携の推進　

① 基幹産業として水産業の振興　② 農業の振興　③ 林業の振興
④ 商工業・サービス業の振興　⑤ 地域経済循環の強化（ローカルファースト）

① 教育環境の充実　② 義務教育環境の整備　③ 地域の特色を生かしたＥＳＤの推進　④ 英語教育の推進

① 自然環境・生活環境の保全　② 低炭素社会の創造と再生可能エネルギーの利用　③ 循環型社会を目指す廃棄物処理

① 地域包括ケアシステムの推進　② 高齢者福祉の充実　③ 障害者福祉の充実　④ 低所得者の自立支援

① 平和行政の推進　② 国民保護の推進　③ 交通安全対策と防犯対策の充実　④ 市民相談体制の充実　
⑤ 消費者の安全・安心の確保
① 道路網の整備　② 市街地の整備　③ 公園整備と緑化推進　④ 住環境の充実　⑤ 上水道の整備　⑥ 生活排水処理の推進と下水道の整備　
⑦ 墓地・斎場の整備　⑧ 公共交通網の整備　⑨ 地域情報化の推進

① 観光振興に向けたＤＭＯの推進　② 地域間交流・国際交流の推進

① 結婚活動への支援（プロジェクト 1.90 の推進）

① 妊娠・出産・子育て支援の充実（プロジェクト 1.90 の推進）　② 児童福祉の充実

① 生涯学習の推進　② スポーツの振興　③ 文化芸術の振興と地域文化の継承

① スローシティ・スローフードの推進　② 食育・地産地消の推進

① 防災対策の充実　② 消防体制の充実

① 地域コミュニティ活動の推進　② 市民活動の推進　③ 移住・定住の促進

① 健康づくりの推進

① 医療の充実

① 産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の推進　② 雇用の安定と労働環境の充実
③ 国際リニアコライダー等を契機とした産業振興

① 市有財産の適正管理と有効活用　② シェアリングエコノミーの推進

前期基本計画において横断的に取り組む重点施策

東日本大震災からの復興

地方創生

市民が主役のまちづくり

前期基本計画  ４年間【 2017（H29) ～ 2020（H32) 】

 

 

基本施策

基本施策
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基本構想 将来像

　これまで本市では，第１次気仙沼市総合計画（改訂版）で『世界に羽ばたく産業
のまち 日本で一番住みたいまち』を，また，まち・ひと・しごと創生総合戦略では『地
方にある「世界の港町」』を将来像等に掲げ，グローバル（世界規模，国際的）とロー
カル（地方，地域）の両方を併せ持った視点の下，市民，産業界，行政等が一体と
なり，震災からの復興や地方創生などに取り組んできました。
　具体的には，グローバルな視点として，ＩＣＴ時代を背景に世界市場を相手にし
た産業振興やインバウンドなどを推進するとともに，ローカルな視点として，恵ま
れた自然を背景とした海の恵み，山の恵み，加えて，気仙沼の先人たちから受け継
いだ生活やコミュニティから成る地方らしいリズムの中で生きること，即ち気仙沼
に暮らす心地良さを大切にしていくことが重要と考えます。
　本計画に掲げる将来像においても，このグローバルとローカルの視点を持ち続け，

『世界とつながる 豊かなローカル』を目指します。
　また，「これからの気仙沼を描く市民ワークショップ」から提案のあった「市民
が住み続けたいまち」，「都会に出た若者が帰りたいまち」，「全国・全世界の方々が
行ってみたい・住んでみたいと思えるまち」として必要と思うまちの要素「挑戦」，「笑
顔」，「安心」，「つながり」を基に，多くの市民がイメージできる，あるべきまちの
姿として，『誰もが挑戦できるまち』，『子どもの笑顔を育めるまち』，『健康で心豊
かに安らげるまち』，『人と人とがつながるまち』の４つを掲げます。

誰もが挑戦できるまち

子どもの笑顔を育めるまち

健康で心豊かに安らげるまち

人と人とがつながるまち

世界とつながる  豊かなローカル
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基本構想

市民が主役のまちづくりを推進します

1 対話・共創・協働

地域リーダー育
成を基礎とし，
住民と行政，営
利（産業）と非営
利が世代や立場
を超え，対話を
通じ進むべきベ
クトルを合わせ
ながら，共創，
協働を行う住民
参加によるまち
づくりをまちま
るごと大学「ま
ち大学構想」と
し て 展 開 し ま
す。

産業人材・まち
づくり人材の育
成，対話・共創
の場の活用

住民自治と協働
の推進

公民館の多機能
化・まちづくりセ
ンター化の検討

地 域 コ ミ ュ ニ
ティの多機能化
の推進

男女共同参画，
女性活躍の推進

コミュニティビジ
ネス，ソーシャル
ビジネスの促進

・自ら学び，行動する人材を育成するプロ
　グラムをはじめとした学びの機会を作り，
　提供するとともに，その学びを基礎とし，
　市民が集い，議論し，共創・協働を行う
　プラットフォームを創出し，まちの進む
　べき方向を合わせながら様々な活動が展
　開される仕組みを作ります。

・市民，自治会・まちづくり協議会・ＮＰＯ
　等の団体，行政が相互にその特性を活か
　し，地域の課題解決や活性化に取り組む
　協働のまちづくりを進めます。

・公民館を地域のニーズに合った機能を備
　え，市民に開放された施設とし，地域コミュ
　ニティ活動の活発化を推進します。

・公共の担い手として多機能な自治運営を
　行う地域コミュニティの形成を推進し，地
　域の維持，活性化を目指します。

・男性も女性も，自らの意欲に応じてあら
　ゆる分野で活躍できる男女共同参画社会
　の実現を目指します。

・地域や社会における課題を解決するため，
　コミュニティビジネスやソーシャルビジ
　ネスを担う事業者の起業を促進・支援し，
　併せて雇用の創出を図ります。

施策の柱 基本施策 施策の方向性

基本目標Ⅰ

　第２次気仙沼市総合計画の本編に記載しております主な指標（数値目標）や主な取組（市民，地域・
事業者，行政）などは，市ホームページ（www.kesennuma.miyagi.jp）や市内公共施設で閲覧できます。
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基本構想

地域の資産・資源を活かした持続可能なまちづくりを推進します

2 地域経営

健全で効率的か
つ効果的な行財
政運営を行いま
す。

効率的な行政運
営と人材育成

財政運営の健全化

地方公営企業の
経営健全化

・創意工夫による財源の発掘・確保を図る
　など，歳入の拡大を追及します。
・徹底した歳出の削減を断行します。
・事務事業の洗い直しを行い，事業の選択
　と委託の推進を図ります。
・市民・団体との協働を推進します。
・人間力に溢れ，社会・経済情勢の変化に柔
　軟に対応できる職員の育成を進めます。

・まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総
　合戦略に基づき，人口減や少子化対策，産
　業振興，雇用の拡大など，税収の増加につ
　ながる各種事業を展開するとともに，市税等
　各種未収金対策の強化や未利用資産の処
　分等を進め，自主財源の増加に努めます。
・行財政改革を推進し，人材と予算を配分
　する選択と集中，創意工夫による財源の発
　掘・確保，人口減少を見据えた公共施設
　の在り方，事務事業の見直しなどを行い，
　事業効果や効率性の向上を図ります。
・各特別会計・企業会計において，受益者
　負担の適正化や経営の健全化，効率化を
　推進し，繰出金の縮減を図ります。

○ 上水道
・水道事業会計は , 給水人口の減少に対応
　した経費削減や復興期間後の料金改定も
　含めた財源確保を検討し，経営の健全化
　に取り組みます。
○ 下水道
・下水道事業におけるサービスの提供を安
　定的に継続できるよう，健全化・経営改
　善に取り組みます。
・汚水処理経費の節減に努めるとともに，下
　水道事業の受益者負担の適正化を図り，一
　般会計からの繰入金の縮減を図ります。

施策の柱 基本施策 施策の方向性

基本目標Ⅰ
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健全で効率的か
つ効果的な行財
政運営を行いま
す。

地域の資産・資
源 を 有 効 活 用
し，賑わいと産
業を創出するこ
とにより，域外
からのお金を呼
び込み，経済の
地域内循環を活
発にします。

地方公営企業の
経営健全化

市有財産の適正
管理と有効活用

シェアリングエ
コノミーの推進

市政の「見える
化」の推進

大学連携の推進

広域連携の推進

○ ガス
・ガスの安定供給と一層の安全確保に努め

るとともに，黒字化の早期達成に向けて
事業経営の改善に取り組みます。

○ 病院
・地域の中核的な病院として，救急医療を

はじめ災害時における医療の確保など，
より安心で良質な医療を提供していくた
め，「気仙沼市立病院新改革プラン」に基
づき，経営の健全化，効率化を推進します。

・公共施設等総合管理計画に基づき，長期
的視点をもって施設の更新，統廃合，長
寿命化に取り組みます。

・施設類型毎の個別施設計画を早期に策定
し，計画を推進します。

・活用されていない市有財産について，売
却処分を含めた有効活用を推進します。

・地域課題解決の手法として，シェアリン
グエコノミーの普及促進に努め，持続可
能な地域を目指します。

・市政の見える化をより一層推進し，市民の
声を積極的に伺い市政に反映させるととも
に，市民が意見・提言しやすい環境づくり
に努め，市民と協働のまちづくりを進めます。

・大学など学術研究機関の知見を生かす取組
を推進し，地域の持続的な発展と各種分野
で活躍できる幅広い人材の育成を目指し
ます。

・広域的な視点の下で各自治体が有する共
通課題の解決に向けて，自治体や民間団
体，ＮＰＯ等，多様な主体がそれぞれの
地域特性や機能を活かし，補完し合いな
がら，連携した取組を実施します。

　第２次気仙沼市総合計画の本編に記載しております主な指標（数値目標）や主な取組（市民，地域・
事業者，行政）などは，市ホームページ（www.kesennuma.miyagi.jp）や市内公共施設で閲覧できます。




