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復旧・復興事業の取組状況と課題 
資料２ 



※ 一次造成工事着手前に関係機関との調整，立木伐採，埋文調査等を実施。 

※ 終了時期は本市が定める完了予定時期である。 

津波による甚大な被害を受けた集落を中心に，住宅立地を制限する区域を設けるとともに，住民
意向を踏まえて，津波災害を受けない高所の既存集落内及びその周辺の低未利用地や高台等を利
用した新たな居住環境の整備を図り，安全な居住空間を形成する。    

現在整備予定戸数：910戸                                        

事業の概要 

 

・平成30年8月末までに46団地902区画の宅地引き 

渡しを開始しており，残りの土地区画整理事業 

において整備する市誘導型の南気仙沼団地は平成 

31年2月までの引き渡しに向けて事業を進める。 

（土地契約済戸数：853戸，建築完了戸数：817戸 

・移転予定者の意向変化における辞退により空き

区画が発生しており，随時追加募集を行ってきた

が，解消が見込まれないことから，平成29年7月 

より，順次対象範囲を拡大し一般募集を行ってい

る。 

事業の状況・今後の見通し 移転地区別の進捗状況 
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１ｓｔプロポーザル地区（6地区） 

概算総事業費：約577億円 
整備箇所数 ：38地区 
            （46団地） 
整備予定戸数：910戸 

準備工

一次造成

二次造成

凡　例

地区名 工種

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

現在整備
予定戸数

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

2 大沢Ａ地区

1 舞根２地区

4 階上長磯浜地区

3 大沢Ｂ地区

6 小泉町地区

5 登米沢地区

25

30

17

64

6

65

済

済

済

済

済

済

(1)① 防災集団移転の進捗状況(その１) 

年度 団地数
各年度末における

完成区画数の割合

H25  1団地 　6区画 0.6%
H26  9団地 117区画 13.5%
H27 32団地 733区画 94.1%
H28 5団地 39区画 98.4%
H29  1団地  6区画 99.01%
H30  1団地  9区画 100.00%
合計 46団地 910区画

※団地数は，同一団地で引き渡し予定年度が複数に分かれているため合致しません。

区画数

済

済

済

済

済



※ 一次造成工事着手前に関係機関との調整，立木伐採，埋文調査等を実施 
※ 事業の進捗により，スケジュールが変更になる場合がある。 
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※ 一次造成工事着手前に関係機関との調整，立木伐採，埋文調査等を実施    
※ 一次・二次造成工事を併せて発注。終了時期は本市が定める完了予定時期 

準備工

一次造成

二次造成

凡　例

３ｒｄプロポーザル地区（14地区） 

(1)① 防災集団移転の進捗状況(その２) 

２ｎｄプロポーザル地区（18地区） 

地区名 工種

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

298

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

41

20

7

6

15

52

22

15

67

56

7

23

10

40

5

17

7

13

7

29

6

9

13 大谷第２地区(大谷前浜，

長根台，大谷南，日門）

14 浦の浜地区

　所沢住宅団地

　面瀬住宅団地

　松岩南住宅団地

　松岩北住宅団地

　赤岩杉ノ沢住宅団地

　九条住宅団地

　九条四反田住宅団地

　鹿折北住宅団地

12 市誘導型

　南気仙沼住宅団地
　（土地区画整理区域内）

11 田尻地区

10 面瀬地区

9 津谷大沢地区

8 最知川原第２地区

7 浪板一忍沢地区

6 浪板一区地区

5 松崎丸森地区

4 大谷地区

3 宿地区

2 笹が陣地区

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度

1 鮪立地区

Ｈ２５年度現在整備
予定戸数

（ 平成31年2月引渡し予定）

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

一部済

地区名 工種

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

一次造成

二次造成

10

5

35

7

5

11

5

25

20

12

19

5

5

5

14

6

12

8

20

18 小泉浜地区

17 小泉東地区

16 本吉町津谷地区

15 松崎浦田第二地区

14 松崎浦田地区

13 赤岩小田地区

12 大谷向山地区

11 最知川原地区

10 松崎前浜地区

9 波路上杉の下地区

波路上内田地区
（杉の下住宅団地）

8

波路上内田地区
（内田住宅団地）

7 浪板２区地区

6 小々汐地区

5 梶ヶ浦地区

4 大浦地区

3 舞根１地区

2 小鯖地区

1 只越地区

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度現在整備
予定戸数

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済



進 捗 状 況 

整 備 地 区 

(1)② 災害公営住宅の状況 （その１） 

28地区 
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 平成24年10月31日に公表した災害公営住宅整備方針では，市内全体で約

2,000戸の災害公営住宅を整備することとし，これに基づき平成25年6月か

ら7月にかけて入居希望者の仮申込みを実施した。 

 仮申込みの結果，整備戸数を超える約2,200件の申し込みがあり，地区に

よって申込数にかたよりがあることから，整備戸数の見直し等を行った。 

◆整備予定戸数（仮申込みを踏まえた検討戸数） 

【集合住宅】13地区（1,327戸） 

 ①鹿折地区 ②気仙沼内湾(魚町･入沢)地区 ③気仙沼内湾(南町)地区 

 ④気仙沼内湾(八日町)地区 ⑤気仙沼駅前地区 ⑥四反田地区 

 ⑦南気仙沼(幸町)地区 ⑧南気仙沼(内の脇)地区 ⑨南郷地区  

 ⑩舘山地区(公募買取型) ⑪九条地区(公募買取型) 

 ⑫赤岩五駄鱈地区(公募買取型) ⑬切通地区(公募買取型)   

【戸建・長屋住宅】15地区（760戸） 

 ①大沢地区 ②只越地区 ③宿(明戸)地区 ④宿(旧唐桑小跡)地区  

 ⑤鮪立地区 ⑥小鯖地区 ⑦大浦地区 ⑧牧沢地区 ⑨面瀬地区 

 ⑩階上地区 ⑪大島地区 ⑫大谷地区 ⑬山谷地区 ⑭津谷地区 

 ⑮小泉地区 

 

 

 

１  入居地区確定状況等について 

 仮申込みを踏まえた申込者の入居地区確定については，各地区の整備戸

数見直しとあわせて作業を進めてきた。 

 申込数が整備戸数内であった地区や入居が優先される「特に配慮が必要

な世帯」については平成25年10月末に入居地区を確定し，整備予定戸数を

超える申込みがあった地区については，抽選等により選考を行い，入居地

区の確定を行った。 

 また，第一・第二希望で確定できなかった約300世帯については，各団地

の空き状況をお知らせし12月10日から20日まで「二次募集」を行い，整備

戸数を超える申込みがあった地区について12月下旬に抽選会を実施し，入

居地区を確定した。 

  

  

 二次募集でも入居地区が確定できなかった約100世帯については，平成

26年１月下旬に個別相談会を実施し，個々の状況等を伺いながら空き団地

等への入居意向について確認した。 

 平成27年1月には本市で完成第1号となる市営南郷住宅で入居を開始し,

平成29年5月末まで全ての住宅（28地区35団地2,087戸）が完成した。 

 各地区で災害公営住宅の完成による入居開始や本申込みが進む中で再建

意向の変更により，入居辞退や申し込みの取り消しが生じている。一方，

応急仮設住宅等に入居している方で新たに災害公営住宅へ入居を希望して

いる方もいることから，住宅再建未確定世帯等の早期解消を図るため平成

27年12月に追加募集を実施し，平成28年5月に2回目，同年11月には「住ま

いの相談会」の実施に合わせ，3回目の追加募集を実施している。 

 既に入居を開始している世帯なども含め約1900世帯の入居が確定してい

るが,災害公営住宅への入居を希望しながらも未だに手続きをしていない

世帯や応急仮設住宅等の入居者で住宅再建意向が決定していない又は把握

できていない世帯などもあることから，これらの方々に引き続きコンタク

トをとりながら，必要に応じて個別訪問なども行い，住宅再建方法未確定

世帯の早期解消に努める。 

 

 ２ 工事等の進捗状況について 

 災害公営住宅整備については，当初，国の集中復興期間である平成28年

3月までの全地区の完成・入居を目指し，事業を進めてきたが，地区に

よっては，用地取得等に時間を要したほか，復興事業の集中により作業員

等の確保が難しい状況が続いていることなどから，平成26年6月，平成27

年1月，同年6月の3回目にわたり全体的な工程見直しを行い，これに沿っ

て進捗管理を進めてきた。 

 年度ごとの完成状況は次のとおり。 

概算総事業費：約820億円 
整備地区数 ：28地区 
整備予定戸数：2,087戸 

年 度 完成戸数 累 計 進捗率 

平成26年度 185戸 185戸 8.9％ 

平成27年度 496戸 681戸 32.6％ 

平成28年度 1,231戸 1,912戸 91.6％ 

平成29年度 175戸 2,087戸 100.0％ 



(1)② 災害公営住宅の状況 （その２） 

■ 各地区の状況（平成30年３月１日現在） 
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【市街地部】                    【郊外部】                      

  

 
戸建 26
長屋 2
戸建 11
長屋

戸建 13
長屋 3
戸建

長屋 14
戸建 7
長屋

戸建 16
長屋

戸建 18
長屋

戸建 44
長屋

戸建 57
長屋 79
戸建 64
長屋

戸建 51
長屋 58
戸建 20
長屋

戸建 37
長屋 19
戸建 18
長屋

戸建 12
長屋

１工区 戸建 11 平成２８年２月　入居開始済み

２工区 長屋 4 平成２８年３月　入居開始済み

３工区 戸建 23 平成２８年４月　入居開始済み

戸建 67
長屋 5
戸建 11
長屋 2
戸建 12
長屋 4
戸建 8
長屋 7
戸建 16
長屋 21
戸建 542戸
長屋 218戸

合計 760戸

合計 35団地

小計 15地区 19団地

28 小泉地区 平成２７年８月　入居開始済み 小泉

28地区 2,087戸

27 津谷地区
１工区・街 平成２８年４月　入居開始済み 津谷街

２工区・下町 平成２７年１２月　入居開始済み 津谷下町

25 大谷地区 平成２８年9月　入居開始済み 大谷

26 山谷地区 平成２８年7月　入居開始済み 山谷

３工区・前林 平成２８年9月　入居開始済み 森前林
　-

24 大島地区 大島

先工区　平成２７年７月　入居開始済み
後工区　平成２７年10月　入居開始済み

長磯浜北

２工区・下原 平成２８年6月　入居開始済み 長磯原
　-

面瀬中央

23 階上地区

１工区・長磯浜 平成２７年３月　入居開始済み 長磯浜南
　-

１工区・七半沢

平成２９年３月　入居開始済み
　-

22 面瀬地区 平成２８年１１月　入居開始済み

21 牧沢地区

１工区 平成２８年12月　入居開始済み

牧沢

　-

２工区 平成２９年3月　入居開始済み

３工区

20 大浦地区 平成２８年４月　入居開始済み 大浦
　-

19 小鯖地区 平成２８年３月　入居開始済み 小鯖
　-

宿浦

18 鮪立地区 平成２８年9月　入居開始済み 鮪立
　-

16 宿（明戸）地区 平成29年1月　入居開始済み 宿明戸

17 宿（旧唐桑小跡）地区
　-

平成29年３月　入居開始済み

15 只越地区 平成２７年８月　入居開始済み 只越
　-

14 大沢地区 平成２７年８月　入居開始済み 唐桑大沢

No. 地区名 整備戸数 進捗状況 住宅名

１工区 集合 110 平成２８年7月　入居開始済み

２工区 集合 150 平成２８年9月　入居開始済み

３工区 集合 24 平成２８年12月　入居開始済み

入沢地区（先工区） 集合 38 平成２９年２月　入居開始済み

入沢地区（後工区） 集合 21 平成２９年５月　入居開始済み

魚町地区（共同化） 集合 15 平成２８年８月　入居開始済み 魚町二丁目

一丁目（共同化） 集合 36 平成２８年10月　入居開始済み 南町一丁目

二丁目（共同化） 集合 24 平成２９年４月　入居開始済み 南町二丁目

4 気仙沼内湾（八日町）地区（共同化） 集合 11 平成２８年7月　入居開始済み 八日町

先工区（第Ⅰ期） 集合 64 平成２８年10月　入居開始済み

後工区（第Ⅱ期） 集合 130 平成２９年５月　入居開始済み

6 四反田地区 集合 70 平成２７年９月　入居開始済み 四反田

7 南気仙沼（幸町）地区 集合 176 平成２８年３月　入居開始済み 幸町

8 南気仙沼（内の脇）地区 集合 144 平成２８年8月　入居開始済み 内の脇

先工区 75 平成２７年１月　入居開始済み

後工区 90 平成２７年３月　入居開始済み

10 舘山地区 集合 30 平成２７年１０月　入居開始済み 舘山

集合 18 平成２８年１１月　入居開始済み 田中

戸建 8 平成２８年６～7月　入居開始済み 九条北

12 赤岩五駄鱈地区 集合 21 平成２７年７月　入居開始済み 赤岩五駄鱈

A工区 12 平成２８年２月　入居開始済み

C工区 9 平成２８年３月　入居開始済み

B工区 21 平成２８年４月　入居開始済み

D工区 30 平成２８年６月　入居開始済み

集合 1,319戸

戸建 8戸

合計 1,327戸

3
気仙沼内湾（南
町）地区

2
気仙沼内湾（魚
町・入沢）地区

1 鹿折地区

南郷

進捗状況 住宅名

鹿折南

11 九条地区

5 気仙沼駅前地区

9 南郷地区 集合

No. 地区名 整備戸数

魚町入沢

気仙沼駅前

表松川

小計 13地区 16団地

13 切通地区 集合



 鹿折地区・南気仙沼地区盛土嵩上げゾーンではT.P+3.0m～5.5mの盛土嵩上げに
よる安全な住居系市街地の整備を行い，低地ゾーンではT.P+1.8mの高さを基本と
した盛土により商業・工業系市街地の整備を行う。 
 市の中心市街地を形成していた魚町・南町地区では，魚町地区T.P+1.8m以上，
南町地区T.P+1.3m以上の盛土嵩上げを行い，店舗併用住宅を含む商業系市街地の
形成を図るとともに一部Ｌ2対応の住宅エリアを設け，活気ある商業地及び観光地
の早期復興を図る。 
 松崎片浜地区は，防災集団移転促進事業の移転元地（市有地）と混在する民有
地を集約し，共同利用等により一団の産業系の土地利用を誘導し，商業地等の市
街地の形成を図る。 
 
 
 
 
 

事 業 の 概 要 

今 後 の 予 定 

 (1)③気仙沼市土地区画整理事業の状況（その１） 

 ① ライフライン移設整備等に係る工程調整 
 ② 公共事業からの安定的な盛土材の確保 
 ③  賑わいや利便性の確保，まちの活性化が図られる魅力あるまちづくりの実現 

課  題 

【鹿折地区，南気仙沼地区，魚町・南町地区】 
 ①仮換地指定（随時）②造成工事等 ③換地処分 
【松崎片浜地区】 
 ①事業計画案の説明会 ②事業認可 ③仮換地指定 ④造成工事等  
 ⑤換地処分 

 

  鹿折地区 南気仙沼地区 魚町･南町地区 松崎片浜地区 計 

事業費 約247.5億円 約300.8億円 約163.7億円 約2.7億円 約714.7億円 

整備面積 約42.0ha 約32.5ha 約11.3ha 約4.8ha 約90.6ha 

総事業費  ：約714.7億円 
地区数   ：４地区 
総整備面積 ：約90.6ha 
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鹿折地区  
約42.0ha 

魚町･南町地区 
約11.3ha 

南気仙沼地区 
約32.5ha 

事 業 区 域 

凡   例 

市役所 

安波山 

松崎片浜地区
約4.8ha 



6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3
H30年度 H31年度 H32年度H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

事業計画作成

事

業

認

可

事

業

計

画

縦

覧

移転補償

仮
換
地
指
定

仮
換
地(

案)

の
個
別
説
明

仮
換
地(

素
案)

の
個
別
説
明

換
地
要
望

等
の
調
整

順 次 建 築
建築
開始

災害公営住宅 完成

造成工事着手

造成工事着手 基盤整備工事

造成工事着手 基盤整備工事

造成工事着手 基盤整備工事

換
地
処
分

3.9 ha

7.8ha

16.6 ha

8.4 ha

造成工事着手 基盤整備工事 5.3 ha

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

事業計画作成

事

業

認

可

事

業

計

画

縦

覧

移転補償

仮
換
地
指
定

仮
換
地(

案)

の
個
別
説
明

仮
換
地(

素
案)

の
個
別
説
明

換
地
要
望

等
の
調
整

順 次 建 築
建築
開始

災害公営住宅 完成

造成工事着手

造成工事着手 基盤整備工事

造成工事着手 基盤整備工事

造成工事着手 基盤整備工事

換
地
処
分

2.4 ha

3.0 ha

10.6 ha

造成工事着手 基盤整備工事 4.7 ha

造成工事着手 基盤整備工事 4.6 ha

7.2 ha

(1)③気仙沼市土地区画整理事業の状況（その２） 

鹿折地区 事業スケジュ－ル 施行期間：平成24年度～平成31年度 

魚町・南町地区 事業スケジュ－ル  施行期間：平成25年度～平成32年度 

南気仙沼地区 事業スケジュ－ル 施行期間：平成24年度～平成32年度 

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3
H32年度H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H3１年度

事業計画作成
事

業

認

可

事

業

計

画

縦

覧

移転補償 順 次 建 築

建築

開始

共同建替え(買取型災害

公営住宅の整備を含む)

施工同意

換地設計

区画整理
審議会

※１

0.2 ha

0.9 ha

２．１ ha

換
地
処
分

換地希望調査

※１

※１ １．８ ha

仮
換
地(

素
案)

個
別
説
明(

共
同
建
替)

仮
換
地
指
定

※１ 基礎撤去・造成工事着手 基盤整備工事

※１

４．１ ha※１

仮換地
（素案）
個別説明

２．０ ha※１

０．２ ha※１6 



公益 
施設 

公益施設 

公益 
施設 

災害公営住宅 
(福祉施設) 災害公営 

住宅 

住 宅 地

商 業 地

工 業 地

公 益 施 設

公 園 ･ 緑 地

盛 土 嵩 上 げゾ ーン
低 地 ゾ ー ン 境

凡例

工事展開図 土地利用計画図 

鹿折地区 約42.0ha 

嵩上げエリア 
計画 TP+3.0～+5.5m 
現況 TP-0.1～+4.2m 

低地エリア 
計画 TP +1.8ｍ～ 
現況 TP-0.4～+1.5m 

(1)③気仙沼市土地区画整理事業の状況（その３） 

平成30年9月 更新 
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災害 
公営住宅 

公益 
施設 

公益施設 

災害公営 
住宅 

低地エリア 
計画 TP +1.8m～ 
現況 TP-0.2～+1.8m 

土地利用計画図 

南気仙沼地区 約32.5ha 

工事展開図 

(1)③気仙沼市土地区画整理事業の状況（その４） 

嵩上げエリア 
計画 TP+3.5～+5.2m 
現況 TP-0.1～+3.2m 

平成30年9月 更新 

8 



工事展開図 土地利用計画図 

(1)③気仙沼市土地区画整理事業の状況（その５） 

魚町・南町地区 約11.3ha 

盛土嵩上げエリア 
計画TP+1.8m～ 

災害公営 
住宅 

南町地区 
計画TP+1.3m～ 

魚町地区 
計画TP+1.8m～ 

盛土嵩上げエリア 
計画TP+2.0m～ 

平成３０年９月 修正 

9 
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土地利用計画図 

(1)③気仙沼市土地区画整理事業の状況（その６） 

松崎片浜地区 約4.8ha 

松崎片浜地区 事業スケジュ－ル  施工期間：平成30年度～平成31年度 

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

区画整理 仮換地指定

企業誘致 仮換地指定

H29年度 H30年度 H3１年度 H32年度

換
地
処
分

8 .1 ha

商業施設建設工事
建築

開始

事業計画作成・企業誘致のための合意形成

事

業

認

可

事

業

計

画

縦

覧

換地設計

区画整理
審議会

仮
換
地
指
定

造成工事着手・基盤工事

8 .1 ha 8 .1 ha

企業誘致募集

事業者

公募

借地・売

買契約の

協議

商業施設建築計画



(1)④ 災害危険区域内の移転元地の状況 

 
災害危険区域面積   約1,390ha  
 
移転促進区域面積    約192ha   
  
 うち買取希望があった移転元地 
        3,403筆，約112ha ･･･① 
 
 うち買取契約済   
       3,403筆，約112ha  ･･･②   
 
 進捗率 (②／①)   100.0％（筆数）               
              （Ｈ30年9月1日現在） 
 

 土地利用については，公共事業用地への活用や民間事業
者への譲渡・交換，地元自治会等への賃貸借など，まちづ
くり団体や企業の要望なども踏まえ，幅広く検討する。 

※  買取対象：災害危険区域内の被災宅地（住  
      宅用地）で建物の基礎や所有権以 
      外の権利のない更地 
※  住宅用地の要件：居住を目的とした一般住 
      宅・共同住宅・併用住宅のほか， 
      貸家･賃貸住宅（社宅や寮なども 
      含む）の敷地。居住を目的とした 
      ものであれば，震災当時に居住し 
      ていない敷地も該当 

１ 移転元地は沿岸部に点在しているものの，効率的な 
 集約方法がない。 
  → 筆毎の交換では，多くの時間と手続きが必要。 
    平成28年4月から平成33年3月までの間に移転元地を 
    利用して復興整備事業を行うため，市有地と民有地 
    を交換した場合，登録免許税及び不動産取得税が免 
    税となったが，時間と手続きの簡素化にはつながっ 
    ていない。 

２ 公共事業等の土地利用計画がない地域の移転元地は， 
 有効活用が難しいうえ，除草等の管理費用等の財政負 
 担が生じる。 

課  題 

取組方針 現 況 

取組内容 
平成25年9月のガイダンスの改正，平成26年6月の復興交

付金要綱の変更により，譲渡・交換が可能となり，財産処
分の手続き等が示された。 

 → 平成26年12月，一部の移転元地の部分完了手続き 
  を実施し，平成27年1月に完了通知を受ける。 
 → 平成27年６月に事業代替地として財産処分承認を    
  受ける。 
 → 引き続き，必要に応じて部分完了の手続きを行う。 

11 



(1)⑤ 事業地区以外の土地の嵩上げ 

○土地区画整理事業 
 ・事業期間長期化による再建時期の遅延 
 ・計画夜間人口１ha当たり40人の盛土要件・他事業や制度との調整 
○水産基盤整備事業 
 ・漁港区域のみに適用される国の公共事業 
 ・漁港区域であることから水産関連施設のみの立地 
○漁業集落防災機能強化事業 
 ・水産関連用地等公共用地のみの嵩上げ（周辺・民地は非適用） 
○津波復興拠点事業 
 ・１自治体２箇所（１箇所あたり20haまで）の制約 
○低地ゾーン土地利用促進事業 
 ・権利者の同意及び他事業との調整 
   

各 制 度 の 課 題 

制度を活用して嵩上げができる土地 約190.5ha ②  
 ○土地区画整理事業 （居住）冠水対策   ：90.6ha ○水産基盤整備事業 冠水対策      ：29.2ha 
 ○漁業集落防災機能強化事業 冠水対策  ：13.3ha ○津波復興拠点整備事業 冠水対策      ：15.9ha 
 ○低地ゾーン土地利用促進事業 冠水対策 ：31.4ha  〇公園・広場整備事業          ：10.1ha 
  ○防潮堤や道路用地などの公共事業用地となる土地 
 ○農地など，低地でも利用可能な土地 
 ○既に住宅等が密集している土地 

 

 今回の震災においては，地盤沈下が広範囲に起きていることから，高潮や大雨時のみならず，日常の潮位変動に
おいても冠水被害が発生している。まちの復興のため，また，今後の津波，高潮等による冠水被害対策として，広
範囲に土地の嵩上げや排水対策が必要であるが，土地の嵩上げについて，国では 「個人の資産形成に資する」も
のへの公費投入は原則認めていない。現状では，民地において純粋に嵩上げに着目した復旧制度・支援はない。 

嵩上げが求められている地域 

（例）漁業集落のイメージ 

防潮堤や河川堤防等に囲まれた民地がくぼ地となる。 

T.P 1.8m未満の土地 約745ha ①  既存の制度では 

嵩上げができない民地等（①－②－③）約122.0ha   

12 

今後，将来的な土地利用見込み等を踏まえ，地域

毎に嵩上げの必要性などについて再度精査する。  



慰霊碑モニュメント 

年度 26 27 28 29 30 31 32 

事業 
内容 

測量設計 

用地補償 

工 事 

◆防災公園整備事業（松崎尾崎地区）  

《工程表》 

《事業概要》 《計画平面図》 

《断面図①-①‘》 

(1)⑥-1 都市公園整備事業の状況（その１） 

 復興交付金を活用し事業実施している，現在， 
 測量設計，用地取得が完了し，工事を進めてい  
 る。 

《現況》 

 周辺事業の影響を受けるため，事業間調整を密  
 に行い，進めていく必要がある。 

《課題》 

○整備目的：平常時における日常的な公園利用の他， 

         津波襲来時に避難が遅れた人の一時避 

         難地として，避難築山を含む防災公園を 

         整備する。  

○事業期間：平成２６～３２年度 

○全体面積：約２．９ｈａ 

○総事業費：約５．３億円  

○整備内容：避難築山、多目的広場，四阿、トイレ 
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慰霊碑モニュメント 

年度 26 27 28 29 30 31 32 

事業 
内容 

測量設計 

用地補償 

工 事 

◆防災公園整備事業（南気仙沼地区）  

《工程表》 

《事業概要》 《計画平面図》 

《断面図①-①‘》 

(1)⑥-1都市公園整備事業の状況（その２） 

 復興交付金を活用し事業実施している。現在， 
 測量設計が完了し，用地取得を進めている。 

《現況》 

 周辺事業の影響を受けるため，事業間調整を密  
 に行い，進めていく必要がある。 

《課題》 

○整備目的：平常時における日常的な公園利用の他， 

         津波襲来時に避難が遅れた人の一時避 

         難地として，避難築山を含む防災公園を 

         整備する。  

○事業期間：平成２６～３２年度 

○全体面積：約２．０ｈａ 

○総事業費：約５．１億円  

○整備内容：避難築山、広場，四阿、トイレ 
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慰霊碑モニュメント 

年度 26 27 28 29 30 31 32 

事業 
内容 

測量設計 

用地補償 

工 事 

◆南気仙沼復興市民広場整備事業  

《工程表》 

《事業概要》 《計画平面図》 

《断面図①-①‘》 

(1)⑥-1 都市公園整備事業の状況（その３） 

 復興交付金を活用し事業実施している。現在， 
 測量設計が完了し，用地取得，工事を進めてい  
 る。 

《現況》 

 周辺事業の影響を受けるため，事業間調整を密  
 に行い，進めていく必要がある。 

《課題》 

○整備目的：東日本大震災により市内中心部で失わ 
         れた公園・広場等を集約して，地域の憩  
         いの場，子供の健全な育成の場，競技・ 
         スポーツや健康運動の場など多目的に   
         活用できる広場を整備する。 
○事業期間：平成２６～３２年度 
○全体面積：約５．２ｈａ 
○総事業費：約９．０億円  
○整備内容：多目的グランド、多目的広場、 
          駐車場、トイレ、四阿 
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(1)⑥－２ 復興祈念公園の整備について 

【整備の目的】 
 東日本大震災による犠牲者に対する追悼と鎮魂の場であるとともに，防災
への想いを新たにする場，地域の再興を実感しつつ，未来永劫の安寧を祈る
場として，復興祈念公園を整備します。 

 第１８共徳丸の打ち上げに象徴され
るような大津波や，津波火災等で壊
滅的な被害を受けた鹿折地区・内湾
地区を眼下に望み，湾奥から湾口ま
でをも一望できます。 

 また，市のシンボルの１つである安
波山の麓に位置し，昔から市民に親し
まれ，市街地からほど近い場所にあり
ます。 

B B’ 

【整備予定地】 

 復興祈念公園は，平成２７年度に市内１０箇所の候補地を抽出して行った適地
選定の結果から，被災地域に囲まれ，一方で将来的にも津波浸水のおそれがな
く，海を望むことができ，地域再興が実感できる「陣山」を整備予定地としました。 
 
 
 
 

面積： 約2.3ha 
施設： 祈りの場，モニュメント等／銘板／震災の記憶を伝えるもの／ 

 駐車場／トイレ／休憩施設／夜間照明／待避所 等 
時期： 平成32年度中（復興期間内の供用開始） 

整備 
計画 

陣山 

Aアングル 

陣山の特徴 

計画イメージ図 

※陣山高台の3Dイメージ 

時空翔（奥尻町） 西宮震災記念碑公園 
（西宮市） 

災害公営住宅 
（鹿折地区） 

鹿折地区被災市街地復興 
土地区画整理事業区域 

水産加工施設等集積地 
（鹿折地区） B B‘ 水産加工施設等集積地 

（南気仙沼地区） 
亀山 

気仙沼内湾 

気仙沼魚市場 

神明崎 

魚町・南町地区被災市街地 
復興土地区画整理事業区域 

安波山 

三陸沿岸道路 
（仮称）気仙沼湾横断橋 

慰霊と復興のモニュメント（神戸市） 

妙見メモリアルパーク 
（小千谷市） 

陣山からの眺望 
（360°パノラマ） 

祈りの場・モニュメント等の整備事例 

トイレ 

駐車場（A=1,820㎡） 

駐車場（A=230㎡） 

園路（W=2.0m L=260m） 

園路（W=6.0m L=135m） 

階段 
（W=2.0m L=50m） 

【祈りの場（A=約750㎡）】 

モニュメント（祈りの場・祈
りの対象） 
     等の整備を検討 

整備予定地 

Aアングルから見た陣山 

【整備計画】 

 四方を見渡せる地勢を活かし，海及び復興するまちなみへの眺望を確保します。
また高齢者等が苦労なく通えるよう整備を目指します。 

 また，公園内に配置する「祈りの場」「モニュメント」等は，有識者，地域代表者，
行政により構成する復興祈念公園施設検討委員会（H29.11設立）において検討し
ます。 

 整備に当たっては復興交付金を活用するほか，モニュメント等は寄附による整備
を目指します。 
 なお，3.11追悼式等の大規模行事を当公園で行うことは考えておりません。 
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(1)⑦ 海岸防潮堤等の整備 

 海岸防潮堤の整備については，漁業集落防災機能強
化事業における漁港の利便性や将来の土地利用の方向
性の検討と合わせ，地域との合意形成を図り，合意の
得られた箇所から工事に着手している。 
  



•  堤防の建設はやむを得ないとしても，堤防の場所を内陸に移し，堤高を低くする，港機能を維持する，景観に配慮する，海浜
（磯）資源等に配慮する，海水浴場等の砂浜を回復する等の意見が見られる。 

•  一方で，漁港を中心として，一刻も早い生産活動の復旧のため，早期の整備を求める声もある。 

課 題 
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（平成３０年６月３０日現在）

L１ 原形 前出し 現状 引き堤

気仙沼市 C 漁港海岸 23 35 29 6 6 6 23 35 0 4 2 24 5

100.0% 0.0% 11.4% 5.7% 68.6% 14.3%

宮城県気仙沼地方振興

事務所農業農村整備部
A 農地海岸 7 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0 7

宮城県気仙沼地方振興

事務所水産漁港部
B 漁港海岸 13 13 12 1 1 6 6 13 0 0 0 13 0

D 建設海岸 23 29 18 11 9 12 8 29 0 0 1 13 15

E 港湾海岸 4 5 3 2 0 3 2 5 0 0 0 3 2

宮城県気仙沼地方振興

事務所農林振興部
F 治山施設 6 6 1 5 0 6 0 6 0 0 0 1 5

林野庁東北森林管理局

宮城北部森林管理署
G 治山施設 8 9 9 0 4 1 4 9 0 0 0 7 2

61 69 43 26 14 35 20 69 0 0 1 37 31

100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 53.6% 44.9%

84 104 72 32 20 41 43 104 0 4 3 61 36

100.0% 0.0% 3.8% 2.9% 58.7% 34.6%

合計

復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（全体）

※　事業見送り ：長崎漁港・蔵内漁港(草木沢)（気仙沼市）計2箇所　

復旧

箇所数

（ア）

防潮堤の高さ 復旧位置
事業調整中

測量・

概略・

詳細設計中

発注準備中 工事施工中 工事完了

※　防潮堤の高さ及び復旧位置は，１つの海岸で複数の形態があるため，地区海岸数と復旧箇所数の合計値が異なっています。

※　高さ・復旧位置合意数は，各管理者が設置方針案を地元に説明し，概ね合意を得た箇所数です。

※　事業廃止：磯草漁港（気仙沼市），社松(さつま)海岸（農業農村整備部）計2箇所

復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（市管理分）

宮城県気仙沼土木

事務所

小計

復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（国・宮城県管理分）

防潮堤整備の進捗状況について

管理者 施設名 海岸数

復旧計画
高さ・

復旧位置

合意数

進捗状況



(1)⑧ 総合交通政策 その１ 
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◎ 市立新病院の移転・開院に伴う公共交通の再編 
 平成29年11月の気仙沼市立病院（以下「新病院」という）の移転・開院に合わせた市
内の公共交通（路線バス等）の再編について，平成29年7月26日に開催した平成29年度第
3回気仙沼市地域公共交通会議で承認 

◎ 気仙沼市総合交通計画 

震災後の
居住環境
の変化 

市立病院
移転新築 

大島架橋
事業 

三陸沿岸
道路の延

伸 

 震災後のまちの変化に対応し，持続可能で市民生活に有益な公共交通体系を構築するため，地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律に規定された「地域公共交通網形成計画」として平成29年6月に策定 
 この計画は，復興関連事業などを踏まえた市の将来を見据えて，公共交通が果たすべき役割を明確化し，地域の課題解決に
向けた取り組みなどをまとめたもの 

＜基本理念＞ ＜計画年数＞ ＜計画区域＞ 
 ５年（平成29年度～平成33年度）  気仙沼市全域 

震災後の 
まちづくり 
に対応 

持続可能な 
公共交通 

 新たな住宅団地等の交
通空白地の移動需要へ
の対応策 
              など 

＜主な課題と対応方針＞ 

早
急
に
実
施 

平
成
29
年
11
月 

 新病院への公共交通機
関でのアクセス確保  
（ＢＲＴの病院経由や
市内循環バス等の導入
を検討）    など 

 架橋までの大島航路
の維持確保，架橋後の
大島と市街地を結ぶバ
ス路線設置   など 

平
成
30
年
度
末 

段
階
的
に
実
施 

 延伸に合わせた仙台
アクセスの改善（高速
バスの増便や気仙沼～
仙台の直通運行）など 

行政負担
の増加 

早
急
に
実
施 

 バス路線等の見直
し，公共交通の経費
負担のあり方の検討 
       など 

公共交通
のわかり
にくさ 

早
急
に
実
施 

 時刻表の改善や公
共交通マップの作成，
利用しやすい環境整
備等の利用促進策の
実施     など 

市民生活に 
有益な 

交通体系 

（１）ＪＲ気仙沼線ＢＲＴの新病院経由便の設定 
（２）新病院を経由する市内循環バスを新設 
（３）既存路線バスの運行を次により再編 
 ①乗換拠点における市内循環バス等への乗り換えによる新病院へのアクセス 
 ②現市立病院の玄関前を経由している路線のうち，一定以上の乗降 
  がある路線は，１日１往復以上の新病院への直通運行を確保 
 ③一部路線の乗合タクシー化による新病院への直接乗り入れ便の確保 

健康管理センター前

気仙沼市立病院

粋活街西口

(仮)海の市前

気仙沼駅前

Ｎ

(仮)田谷本郷
(市立病院入口)

保健所前

不動の沢 (仮)幸町

(仮)内の脇

(仮)南郷住宅入口

条南中学校前

粋活街東口

東新城一丁目

赤坂橋

新城大橋

古町

新町

三日町

気仙沼市役所前

港町

(仮)南町
(気仙沼案内所)

（起終点）

市内循環バス 

 路線再編の効果を検証する
ため，平成30年1～2月に利用
者等を対象として，公共交通
アンケートを実施 
 
アンケート意見については，
平成30年4月16日ダイヤ改正に
反映 



(1)⑧ 総合交通政策 その２ 
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◎ ＪＲ気仙沼線･大船渡線のＢＲＴによる本格復旧受入れ（平成28年3月14日） 
 沿線首長会議後，市民からの意見聴取を行いながらＪＲ東日本と協議を重ね，その内容をまとめてＪＲ東日本に対し 
要望書提出 

・ＪＲ大船渡線ＢＲＴ新駅「八幡大橋（東陵高校）駅」
の設置（平成29年4月1日開業） 

・ＪＲ気仙沼線ＢＲＴ新駅「気仙沼市立病院駅」の設置
（平成29年11月2日開業）※実証運行 

気仙沼駅 八幡大橋駅 
（東陵高校） 

長部駅 奇跡の 
一本松駅 

鹿折唐桑駅 

上鹿折駅 

ＢＲＴによる本格復旧受け入れの際のＪＲ東日本との合意内容に基づき，以下についてＪＲと協議 
 ＢＲＴ新駅の設置・ルート変更，新幹線経由の仙台への割引切符の導入，大船渡線経由の仙台直通快速列車の運行 等 

（１）ＢＲＴ新駅設置 （２）新幹線利用での気仙沼～仙台間の往復割引切符 
 ＪＲ気仙沼線の快速列車が果たしていた仙台アクセスの代
替機能として，気仙沼駅～仙台駅へＪＲ大船渡線・東北新幹
線を利用して往復するときに利用できる割引切符が発売 

・名  称 「気仙沼発 仙台往復きっぷ」 
・価  格 大人7,700円（小人3,850円） 
       ※通常価格9,720円から約20％割引 
・販売期間 平成29年 9月1日～平成30年9月27日 
・利用期間 平成29年10月1日～平成30年9月30日 

気仙沼 一ノ関 

仙台 

ＪＲ大船渡線 

（３）気仙沼～仙台間の臨時快速列車の運行（第２弾） 

≪運行日≫平成30年7月7日(土)，8日(日)，28日(土)，29日(日) 
         8月6日(月)，7日(火) 
         9月8日(土)，9日(日)，29日(土)，30日(日)     

上記要望の一部について，次のとおり実現 

気仙沼駅 不動の沢駅 南気仙沼駅 
気仙沼 

市立病院駅 

松岩駅 最知駅 

（２）と同様に仙台アクセスの利便性向上のため，Ｈ29年秋に運行した気仙沼駅～仙台駅間を直通運
行（片道約3時間）する臨時快速列車が，再び期日を限定して１日１往復で計10日運行。 



(1)⑨ 道路整備事業，災害復旧・改良復旧等の状況 

 

【道路整備事業】 
  震災では市道幅員が狭隘のため，沿岸などから避難に支障をきたしたことから，
避難施設や高台までの市道を整備する。また，都市計画道路の拡幅改良により，渋
滞緩和，産業・経済の活性化等により安全安心な居住空間を形成する。 

【災害復旧・改良復旧事業】 
 震災により損傷・流出した，市管理の市道・河川・橋梁等の土木施設を被災前の
機能に復旧を行い，日常生活の安定を図る。また，常時冠水地域においては，市道
の嵩上げを行い安全な通行を確保，さらに，復旧時に合わせ拡幅・位置の変更等を
行い，本市の災害復興を促進していく。 

【道路整備事業】（平成30年9月1日現在） 

 津波浸水区域から避難施設までの道路     3路線 

 防災集団移転促進事業に伴う道路整備     23地区 

 都市計画道路（街路整備事業）         8路線 

【災害復旧・改良復旧事業】 

 市道   456箇所 

 橋梁    28箇所   計 529箇所 

 河川    45箇所 

 注）防潮堤，区画整理事業等との重複箇所を除く 

 
○  避難道路整備については，復興交付金で認められた路線については随時着工しており，未着手路線についても着手するよ

う準備を進めている。 
○  市道の整備並びに復旧にあっては，防潮堤や河川堤防並びに三陸沿岸道路・県道大島浪板線との事業調整などの理由によ

り，時間を要し，工事着手に遅れが出ている箇所がある。 
○ 事業用地取得について，相続等により取得までに時間を要している箇所がある。 

契約実績による発注路線（箇所）数（平成30年9月1日現在） 

【道路整備事業】 

 津波浸水区域から避難施設までの道路    3路線 

 防災集団移転促進事業に伴う道路整備   23地区（14地区完了） 

 都市計画道路（街路整備事業）       8路線 

【災害復旧・改良復旧事業】 

 災害復旧工事              367箇所（完了） 

 災害復旧業務委託(測量調査設計) 294箇所 

  

事業の予定 事業の概要 

事業箇所数 

課 題 

事業の進行状況 
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予 定 表 

年
度 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 

事
業 
内
容 

測量調査・設計 

用地取得，整備工事・復旧工事 



(1)⑩ 公共下水道事業の状況 

事
業
概
要 

対
象
地
区 

 

進 

捗 

状 

況 

今 

後 

の 

予 

定 

課 

題 

●鹿折地区   約  72ha 

●魚町南町地区 約  26ha  

●南気仙沼地区 約 119ha  

快適な生活環境と海域の水質保全のため，復興まち
づくりに合わせた下水道施設の復旧・復興を行う。 

①終末処理場 水処理･汚泥処理施設 復旧       平成26年3月完了 

➁鹿折汚水中継ポンプ場 復旧              平成28年10月完了 

③川口雨水ポンプ場 復旧                     平成26年3月完了 

④南郷雨水ポンプ場・雨水幹線築造工事         平成27年8月着手 

⑤低地ゾーン土地利用促進事業区域内（鹿折）汚水管渠  

 復旧工事                      平成26年3月着手 

⑥低地ゾーン土地利用促進事業区域内(南気仙沼) 

 雨水幹線・汚水管渠復旧工事               平成26年7月着手 

⑦水産加工施設等集積地整備事業区域内（鹿折・南気仙沼）  

 雨水幹線・汚水管渠復旧工事             平成26年5月着手 

⑧土地区画整理事業区域（鹿折・南気仙沼） 

 雨水幹線・汚水管渠復旧工事              平成26年7月着手                                                  

⑨土地区画整理事業区域（魚町・南町）汚水管渠復旧工事 平成28年7月着手 

⑩雨水函渠の復旧（魚市場前地区） 平成29年11月着手 

①港町地区低地冠水対策事業   平成30年10月着手予定 

①地盤沈下による既設汚水管への浸入水対策 

②関連する復旧・復興事業との工程などに関する事業間調整  

位置図 

南郷雨水ポンプ場 

鹿折地区 

魚町南町地区 

整備地区数 ： ３地区 整備面積：約217ha 
見込総事業費： 371億円  事業の進捗度:76％   

0          50          100 

南気仙沼地区 
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％ 

川口雨水ポンプ場 

P 

終末処理場 

鹿折汚水中継ポンプ場 

P 

P 



(1)⑪ ガス事業の状況 

事
業
概
要 

対
象
地
区 

進
捗
状
況 

今
後
の
予
定 

課 

題 

●鹿折地区   整備延長 17.2km 供給面積約 58ha  

●魚町南町地区 整備延長  7.7km 供給面積約 13ha  

●南気仙沼地区 整備延長 24.3km 供給面積約 91ha   

被災区域のインフラ整備のため，復興まちづくりに合わ
せた都市ガス導管の復旧・整備を行う。 

①ガス事業の継続を決定（平成24年12月） 

②被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金創設 

 (経済産業省補助金) 

③被災都市ガス導管の整備計画（右図） 

④整備済延長  鹿折地区   16.7km（97.3％） 

        魚町南町地区  1.0km（13.5％） 

                南気仙沼地区 17.2km（70.7％） 

               計    34.9km（全体計画比 71.0％） 

対象地域の本体復興事業に合わせてガス導管の再整備を進める。 

各種復興事業及びライフライン関連機関との工程調整  

鹿折地区 

整備地区数 ：３地区 
整備延長  ：約49.2km    
供給面積  ：約162ha 

被災都市ガス導管整備計画図 

計画延長＝49.2km 
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魚町･南町地区 

南気仙沼地区 



（１）⑫ 市営墓地の整備 （鹿折公営墓地整備事業） 

【目 的】 

 市民の墓地需要に対応するため，大峠山地内に
新たに公営墓地を整備する。 

 併せて，鹿折公営墓地に至る市道東中才線を拡
幅改良し，交通の安全を図る。  

 

【事業内容】 

 ・全体面積        １．６  ｈａ 

 ・一般墓所        ５１７ 区画 

 ・集合墓所        ２１６ 基分 

 ・駐車場，トイレ，四阿，水汲場， 納骨堂等の整備 

 ・道路拡幅改良及び待避所整備 

 

【事業スケジュール】 

 平成２９年 １月  工事着工 

 平成３０年 ５月  墓地本体工事完了 

 平成３０年 ６月  墓地使用者募集開始 

 平成３０年１２月  道路改良工事完了予定 

 

鹿折公営墓地航空写真 
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 国・県の防災計画修正や震災の教訓などを踏まえ，平成26年3月及び平成27年1月に市地域防災計画を修正
した。さらに，災害対策基本法などの改正に伴い，平成28年5月に「防災を考える日」の指定や避難準備情報
の活用、早期避難勧告等の発令などの修正を行った。 

(2)① 気仙沼市地域防災計画の見直し（地域防災計画の概要） 

 
 
◎情報の収集伝達体制の強化（通信手段の多ルート化，情報通信設備の停電対策) 
◎市の防災体制の強化 (活動拠点となる施設の強化，業務継続計画の見直し) 
◎食料や生活物資，燃料などの備蓄や調達の充実・強化(分散備蓄の推進など) 
 
 
◎住民等の避難の迅速化 (津波ハザードマップ整備，避難標識等の整備) 
◎緊急避難場所・津波避難ビルの拡充 (避難場所の確保，津波避難ビルの指定) 
◎地区津波避難計画の策定 
◎避難誘導従事者の安全の確保(津波到達予想10分前の退避完了ルールの徹底) 
 
 
◎災害に強いひとづくり(「防災を考える日」の指定による啓発や防災教育推進) 
◎災害に強い地域コミュニティの育成・強化 (自主防災組織の強化など) 
◎災害教訓の伝承 
◎防災訓練の強化 (総合防災訓練や避難・誘導等の訓練の充実) 
 
 
◎避難所開設体制の強化(迅速な開設体制の確保，避難者の支援体制の強化) 
◎避難所運営体制の強化(マニュアルの整備，避難者による主体的運営への支援） 
 
 
◎避難行動要支援者（※）の支援対策の強化(名簿作成，避難支援計画の作成) 
◎災害時の安否確認の充実(避難行動要支援者への安否確認の迅速な実施) 
◎福祉避難所の充実・強化(福祉避難所の整備など） 
 
 
 

地域防災力の向上 

津波対策の充実強化 

避難者支援，避難所対策の強化 

高齢者，障がい者などの要配慮者対策の強化 

災害応急活動体制の充実 

(※)避難行動要支援者とは，災害時に自ら避難することが困難な者であって， 
  円滑かつ迅速な避難のため特に支援を必要とする者のことをいう。 

 
 
◎特別警報の周知徹底，地域の水防の担い手の確保 
◎震災により地盤沈下した沿岸部の監視の強化 
◎土砂災害警戒情報，竜巻注意情報の住民への伝達，   
 防災知識の普及など， 
◎大川の水位等を利用した避難勧告等の実施 
 
 
■災害の想定 
 福島第一原子力発電所事故を踏まえ，女川原子力  
 発電所の事故による放射性物質の放出を想定。 
■原子力災害に特有の対策を実施 
 ◎原子力防災に関する知識の普及，啓発 
 ◎原子力防災訓練の実施 
 ◎放射性物質のモニタリングによる必要な防護措 
  置の実施 
 ◎住民等の退避，避難，立入制限並びに飲食物の 
  摂取制限  
 ◎緊急時医療活動に対する県への協力 
 ◎放射性物質の除去及び除染作業 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

風水害・土砂災害対策の強化 

原子力災害対策の新規追加 

①防災を考える日の指定 
②避難準備情報の活用 
③早期避難勧告の活用 
④土砂災害強化対策 
⑤県水防計画改訂の反映など 

平成28年5月修正内容 



(2)② 防災・消防関係の災害復旧等 

○防災行政無線の災害復旧（同報系） 
 事業概要：デジタル統合卓・中継局の整備，屋外子局等45局の

設置，既設アナログ方式と復旧する子局のデジタル
方式との併用運用（デジ・アナ方式） 

 事業完了：平成25年3月 
  
○防災行政無線既設設備のデジタル化等（同報系） 
 事業概要：平成26年度に既設アナログ局をデジタル設備に更新 
      （153局），難聴地域等に新設（17局）。平成27年度 
      は防集事業等による新たな住宅地域に新設（24局） 
 事業完了：平成28年3月 
 
○防災行政無線テレフォンサービス 
 事業概要：防災行政無線の難聴対策として，平成27年６月より 
      テレフォンサービスを開始（0226-28-9119） 
      平成28年4月よりフリーダイヤル化（0120-26-9119）  
 
○防災行政無線（デジタル移動系）の整備 
 事業概要：災害時の通信手段の確保を図るため，移動系の防災

行政デジタル無線を，避難所となる小・中学校等の
公共施設と病院等の102箇所に配備 

 事業完了：平成25年3月 
  
○災害情報伝達手段の多様化実証実験の実施 
 事業概要：緊急速報メール，ツイッター，災害ＦＭなど，多様

なメディアによる災害情報配信を行うため，消防庁
実証実験においてシステムを整備。 

 事業完了：平成25年3月 
  
○災害用備蓄倉庫 
  避難所開設時に食料等を迅速に提供するため備蓄倉庫を整備 
  （H24～H27年度まで：39箇所整備） 
 ※ NPO法人の支援により，平成23・24年度で備蓄倉庫を16箇所の 
  小中学校に整備した。（所管：教育委員会） 

○被災消防施設の災害復旧 
 <気仙沼消防署> 
 事業概要：被災した南町出張所の復旧として古町出張所を新設 

        (平成26年7月開所) 
     ：被災した唐桑出張所の復旧として只越地内に移転 
      （平成28年6月開所） 

 <消防団> 
 事業概要：消防屯所の仮復旧として18カ所に消防車両格納用 
      仮設テントを設置 ：平成25年3月完了 
 事業概要：災害復旧事業により軽量鉄骨2階建の消防屯所を建設 
      消防屯所完了16箇所/計画26箇所 

      ※他の被災屯所は，市有地の活用等により随時建設
を進める。 

 <消防水利> 
 事業概要：耐震性防火水槽  2基 平成29年9月完了 
      消火栓完了箇所 142基/計画箇所259基 

 
○老朽化した消防団屯所の更新(消防団拠点施設整備） 
 事業概要：地域の防災拠点となる消防団屯所を建設     

馬籠消防屯所  ：平成26年 9月完了 
       本町消防屯所 ：平成27年 2月完了 
       上川内消防屯所：平成27年 5月完了 
       松川前消防屯所：平成27年12月完了 

 
○消防車両等の災害復旧 
 事業概要：被災した消防団車両等を購入 
  消防ポンプ車３台，多機能型積載車６台，普通積載車３台， 
  軽積載車１台，小型動力ポンプ(車載)11台，広報車１台 
 （平成25年度で配備完了） 
 

防災関係 消防関係 
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●現在行われている震災伝承の取組や展示等 
 

・震災アーカイブ構築事業 ⇒平成27年4月公開 

・リアス・アーク美術館 
     -常設展示 東日本大震災の記録と津波の災害史 

・唐桑ビジターセンター-津波体験館 

・海の市シャークミュージアム-震災の記憶ゾーン 

・東日本大震災３Ｄ記録映像の上映 
・震災復興語り部 
・防災・減災教育プログラム（防災主幹・主任教諭 
 の配置，防災学習シートの作成・配布） 
・津波避難計画の策定 
 
●気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 
 

◇開催期間：平成25年11月～平成26年3月 
◇報告書：平成26年5月に提出。今後の伝承の取組の 
 基本的姿勢や方向性を示す内容。 

(2)③ 震災伝承の取り組み 

 震災の恐ろしさや教訓を後世に伝え，将来の防災・減災につなげるため，各種震災伝承の取り組みを行うと
ともに，震災遺構を保存整備する。 

 
① 遺構・遺物等現物での保存 
② 写真・動画・音響などアーカイブ化 
③ 語り部・証言による伝承  など 

伝承のための資料や情報 

震災伝承に向けた取り組み 

 

■気仙沼市震災遺構保存整備事業 
◇方針 
 気仙沼向洋高校旧校舎等を震災遺構として保存する。 
◇保存整備の意義 
 ・東日本大震災の記憶や教訓を伝承する場 
 ・防災・減災教育の拠点 
 ・気仙沼の歴史や地域性を伝える場 

●保存調査事業 
 ・保存事業計画の策定（事業完了：平成27年3月） 

●東日本大震災遺構検討会議 
 ・有識者，地元関係者を含めた委員で構成。計６回   
  開催 (平成27年3月終了) 

●気仙沼市震災遺構保存整備に係る設計 
 ・基本設計（平成28年1月完了） 
 ・実施設計（平成29年3月完了） 
 ・保存工事着手（平成30年1月） 
 ⇒平成30年度内にオープン予定 
 

震災遺構についての取り組み 
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 津波浸水被害を受けた農地は「農地・農業用施設災害復旧事業」により，
宮城県において復旧事業を進めている。 

(3)① 農地の災害復旧 

○被災状況等 
 震災により本市耕地面積3,005haのうち648ha（21.6％）が浸水被害。 
 648haのうち521ha（田346ha，畑175ha）は国災査定済。査定額10,044,956千円（農地・農業用施設合計）。 
○復旧の状況 

 
 ○農地復旧工事に必要な盛土材の確保 
    ・復旧工事に必要な盛土材，特に表土（耕作土）に使う良質な客土材の確保が難しく，農地復旧工事を行うにあたっ

て支障となっている。 
  ・復興関連業務から搬入した盛土材の石礫混入率が高く，その除去に苦慮している。 
 

課 
題 

概算総事業費：約100億円 
整備地区数 ：46地区 
対象区域面積：約521ha 

①② ①

②農地復旧施工中

320.8ha 273.5ha

③未着手

（農地復旧の意向確認中） 着手率 進捗率

99.9% 85.2%

④農地転用等（予定含）
（復旧復興関連事業用地・農地復旧の意向無）*注② ①②④ ①④

521.1ha 473.8ha

99.9% 90.9%

200.3ha
農地転用面積分は，国庫補助災から取

下げを予定

農地＋非農用地としての

進捗（復旧）率
521.3ha

計　農地災害認定面積（国庫補助災）
　    注①他事業での復旧は，災害廃棄物処理事業（小泉・野田・沖ノ田等）による復旧や防災集団移転促進事業の残土盛土による畑地復旧等
      注②復旧復興関連事業は，防潮堤・防災林用地や河川・道路用地等

復旧の区分
浸水面積

(ha)
着手済

(ha)
復旧済

(ha)
備　考

①農地復旧済
（自力・他事業復旧含）*注①

273.5ha

ほ場整備事業実施区域（最知・大
谷・田の沢・杉ノ下）面積を含む

今後とも農地として利活用する意
向のある土地を対象として算出

47.3ha

0.2ha

321.0ha
小計　（農地復旧対象面積）
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 本市では，被災農家が早期に営農再開し農業生産量を回復することに向けて，農業生産施設
の復旧や農業機械・生産資材などの再整備を支援する方針。 

事業内容 

●  農業協同組合や農業生産組合が共同利用施設及び共同利用機械，生産資機材の再整備をするために活用
する国の補助事業「東日本大震災農業生産対策交付金」の補助残分に対し，県と市が嵩上げ補助を実施。 

各事業ごとの補助率 

● 国：東日本大震災農業生産対策交付金（対象事業費の１／２） 

● 市：農業生産復旧緊急対策事業補助金（対象事業費の１／10） 

● 農業協同組合，３戸以上で半数以上が被災農家で組織する農業生産組合  

(3)② 被災農業施設等の復旧（農業生産復旧緊急対策事業） 

●農業者の高齢化による 
 営農再開意欲の低下 
●後継者・担い手不足の 
 解消 

農業生産量の早期回復を 
目指すうえでの課題 

● 県：農業生産早期再興対策事業補助金（対象事業費の１／４，ただし肥料・農薬など消耗品は対象外） 

補助対象者 

これまでの整備内容 

● H23：高設いちご栽培施設・生産資材，水稲育苗パイプハウス，トラクター，田植機，コンバイン，枝豆生産機材 
● H24：ライスセンター，いちご栽培生産資材 

● H26～H27：高設トマト栽培施設・生産資材 

トマト栽培用鉄骨ハウス 

● H25：高設いちご栽培施設・生産資材 

トマト高設養液栽培 
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 本市では，南気仙沼地区と鹿折地区の一部を水産加工施設等の集積地と
して整備し，基幹産業である水産業，特に水産加工業の早期復旧・復興を実
現し，雇用の回復と拡大を図る方針 

水産加工施設等集積地の整備方法について 【気仙沼漁港平面図】 

● 平成24年6月に漁港区域が拡大され，その区域内を漁港
施設用地として活用することで，国の公共事業（水産基
盤整備事業）による盛り土・嵩上げ工事を行い水産加工
施設等を集積する。 

 

水産加工施設等の集約について 

● 現在，南気仙沼地区55社，鹿折地区22社，合計77社の立地を予定。平成30年8月末までに63社が施設整備工事に着手し， 
うち62社が稼働している。 

● 水産加工施設の集約促進のため，水産加工業者が参入しやすい仕組みを導入。 

①市が譲渡する土地については，貸し出すことも可能（水産加工施設に限る） 

②集積地内に新たに建設する水産加工施設に対して補助 （水産業共同利用施設復興整備事業，補助率7/8以内） 

水産加工業の早期復旧・復興を目指す 

10.8ha 

18.4ha 

魚市場 

(3)③ 水産加工施設等の集積 

課 題 

● 平成26年3月末までに盛り土・嵩上げ工事を完了したほ
か，市道及び下水道等の基盤整備は平成28年3月末まで
に完了している。平成28年3月末現在の市による用地取
得も約99％の進捗となっている。 

● 土地については，市が地権者から直接買い取ることが可能であり，買い取った土地は水産関連業者に買い取り価格と同額で
譲渡。 
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概算総事業費：約120億円 
       (造成費等) 
整備地区数 ：2地区 
事業対象面積：約29.2ha 

 事業者への土地譲渡等の迅速化とともに，整備した施設がフル稼働できるよう，従業員
の確保や販路の回復・拡大に向けた支援が必要。 

  



 被災した主要産業の復興に資するため，国の震災交付金である「津波復興
拠点整備事業」を活用し，Ｌ２の津波に対しても安全な水産加工団地を整備し，
雇用の回復と拡大を図る。 

 Ｌ２対応の基盤整備（嵩上げ）が可能な限られた手法である津波復興拠点整備事業を活用し復興を加速さ
せたいが，1自治体2箇所（1箇所当たり20haまで）との見解が示されている。当市としては，他の複数地区で
の活用を模索していることから，箇所数・面積について柔軟な運用を国に求めている。 

(3)④ 赤岩港水産加工団地（津波復興拠点整備事業） 

【赤岩港水産加工団地平面図】 

課 題 

近況 

• 造成工事は平成28年9月に，基盤整備工事は平成28年11月に完了。 

• ５事業者が稼働中（２事業者が稼働準備中） 

概算総事業費：約122.8億円 
総事業面積 ：約19.9ha 
進出予定企業数：14社 
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分譲予定用地 12.2ha 

 

進捗状況・工程管理表 H30.6.1時点

第1回申請（H23：調査費） 第9回申請（H26：工事費）

第4回申請（H24：調査費・用地取得費・補償費）

第5回申請（H25：調査費・工事費）

都市計画決定（11/27） 第１回変更（8/14） 第２回変更（2/18） 第３回変更（12/15） 第４回変更（12/21）

事業認可（3/28） 第１回変更認可（9/30) 第２回変更認可（3/18）

調査測量設計 調査測量設計④

調査測量設計② 調査測量設計⑤

調査測量設計③

造成工事入札（公募型プロポーザル） 造成工事 街路灯外整備工事

基盤整備工事 排水樋管吐口工事

排水機場工事

排水樋管工事

地権者説明会 地権者説明会

戸別訪問

用地取得

立地希望事業者懇談会①立地希望事業者懇談会④ 進出企業フォロー

懇談会② 懇談会⑤

懇談会③ 懇談会⑥

交付金

区分
H23

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
4期

都市計画

調査・測
量・設計

造成
工事等

用地取得

進出企業
フォロー

既実施

今後予定



(3)⑤ 漁港の整備状況 

 本市には，漁港が38港あり，東日本大震災で全て被災した。これら漁港について，漁港施設災害復旧事業
を活用して早期復旧を図っている。 

気仙沼市の漁港 

気仙沼市の漁港  38港 

第１種漁港（市管理）・・31港 

第２種漁港（県管理）・・ 6港 

特定第３種漁港（県管理） 1港 

漁港施設災害復旧事業 

 第１種漁港(市管理)の災害査定決定状況 

   漁港施設    208件  9,115,312千円 

   海岸保全施設  16件  15,789,510千円（※1） 

     計     224件  24,904,822千円 

            ※1 海岸保全施設で1件合冊 

市管理漁港災害復旧工事の 
スケジュール(予定)等 

【市管理漁港の工事予定  H29～H32年度】 

●第１種漁港31漁港の復旧予定 
 漁港施設：H24～H32年度（※2） 
 海岸保全施設：H24～H32年度 
  ※2 漁港施設の復旧において，海岸保全施設と 
    同時施工となる施設等があるため，一部， 
    復旧完了予定を平成32年度まで延長。 
●完成箇所 → 漁港施設：29漁港175施設（H23応急本工事（泊地・航路の浚渫）17施設を含む） 
        海岸保全施設：3漁港4施設（原形） 

概算総事業費：約250億円 
整備予定漁港数：31漁港 
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

蔵内漁港 漁港施設 完了

二十一浜漁港 漁港施設 完了

今朝磯漁港 漁港施設 完了

大沢（津谷）漁港 漁港施設 完了

土台磯漁港
漁港施設 復旧工事調整中

海岸保全施設（防潮堤等）

前浜漁港 漁港施設 完了

赤牛漁港 漁港施設 完了

要害漁港
漁港施設 完了

海岸保全施設（防潮堤等）

大谷漁港 漁港施設 完了

横沼漁港
漁港施設 ※2

海岸保全施設（防潮堤等） 完了

駒形漁港
漁港施設 完了

海岸保全施設（防潮堤等）

磯草漁港 漁港施設 完了

長崎漁港 漁港施設

川原漁港
漁港施設 ※2

海岸保全施設（防潮堤等）

杉ノ下漁港 漁港施設 ※2

宿舞根漁港
漁港施設 ※2

海岸保全施設（防潮堤等）

鶴ヶ浦漁港
漁港施設 ※2

海岸保全施設（防潮堤等） ※1

長浜漁港 漁港施設

津本漁港 漁港施設 完了

神止浜漁港 海岸保全施設（防潮堤等） 完了

笹浜漁港 漁港施設

滝浜（唐桑）漁港 漁港施設

石浜（唐桑）漁港 漁港施設 ※2

馬場（唐桑）漁港 漁港施設 完了

只越漁港
漁港施設 ※2

海岸保全施設（防潮堤等）

金取漁港 漁港施設 完了

載鈎漁港 漁港施設 完了

小田浜漁港 漁港施設 完了

館漁港 漁港施設 完了

岩井沢漁港 漁港施設 完了

備　考

大沢（唐桑）漁港
漁港施設 完了

海岸保全施設（防潮堤等）

漁港名 施設区分
H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度



(3)⑥ 気仙沼市魚市場整備 

  北日本最高位の水揚げを目標に掲げ，密閉型低温売場を有した高度衛生管理対応型の魚市場として再整備

し，水産業の復興と活性化を図る。 

【 全体計画平面図 】 【整備方針案】 
(1) 施設整備（ハード）部分の取り組み 

 ①閉鎖型荷捌所，低温売場，排水処理施設の整備 

    高度衛生管理による気仙沼ブランドの確立 

  ②荷捌所の拡張，トラックヤードの整備 

    荷捌き作業の効率化による流通・販路の拡大 

  ③水産振興ｾﾝﾀｰ，貸し事務所の整備 

    船員の福利厚生の向上による漁船誘致 

  ④ｸｯｷﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ，見学ｽﾍﾟｰｽ，展望ﾃﾞｯｷの整備 

    観光客誘致による魚食普及の推進 

  ⑤避難場所，防災備蓄倉庫の整備 

    津波対策にも配慮 

(2) ソフト部分の取り組み 

 高度衛生管理実施体制の構築，HACCPの取得等を検討 

 

 高度衛生管理の確立により，対米や対EUへの輸出等， 

 販路拡大の可能性 

 
    

(1) 水産基盤整備事業の補助対象外となる観光機能施設の事業手法 
  の検討    
(2) 高度衛生管理を実現するための体制づくり・ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ等    

【事業の進捗状況と今後のスケジュール】 

  H24年度    計画策定，各種設計業務の発注 
 H25年度    計画策定，都市計画決定 
 H26～28年度 用地取得，浄化施設建設工事 
  H26～30年度 臨港道路工事 
  H27～30年度 C･D，E棟建設工事，ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ工事  

課 題 

概算総事業費：約190億円 
施設整備延長：330ｍ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

【 完成イメージ図 】 

浄化施設 
Ｅ棟 

Ｃ・Ｄ棟 

33 



(3)⑦ 沿岸養殖漁業の復旧状況 

   震災により，沿岸漁業に欠かすことのできない漁港施設をはじめ，養殖施設，漁船，作業場等のほと

んどが被災したところであるが，国，県の補助事業等を活用し，施設の復旧を進めている。 
 また，養殖業の早期再開と生産量の回復を図る目的で創設された「がんばる養殖復興支援事業（地域
で策定した計画に基づき，共同化することで生産費用，資材費等の必要経費を国から助成を受けられる
制度）」も一部の地区で進められている。 

 
 
○復旧・整備に係る補助事業 
 １.水産業共同利用施設復旧支援事業 
  （機器類の修繕・整備） 
 ２.水産業共同利用施設復旧整備事業 
  （養殖施設等の整備） 
 ３.養殖施設災害復旧事業（激甚） 
  （養殖施設の整備） 
 ４.共同利用漁船等復旧支援対策事業 
  （漁船，漁具，定置網等の修繕・整備） 
○補助率 
 ・5/6(国:2/3，県:1/6)(1，2，4の事業) 
  ※市の独自支援については次ページ参照 
 ・95/100(国:90/100，県:5/100)(３の事業) 
○復旧状況 
 ・養殖施設：ワカメ・コンブについては，震災前と    
  同程度まで復旧，その他については9割程度の復 
  旧となっている。 
  ・漁漁船船： 約9割の復旧状況となっている。 

養殖施設・漁船 

○復旧・整備に係る補助事業 
 １.水産業共同利用施設復旧支援事業 
  （機器類の修繕・整備，仮設作業場の整備） 
 ２.水産業共同利用施設復旧整備事業 
  （カキ処理場等の共同利用施設の整備） 
○補助率 
 ・5/6(国:2/3，県:1/6) 
  ※市の独自支援については次ページ参照 
○復旧状況 
 ・ワカメやカキ等の養殖に必要な養殖施設や処理機        
  器，集約化を図ったカキ処理場等，約9割の復旧状  
  況となっている。今後，各漁港復旧に合わせ，荷 
  揚げクレーン等の関連機器を整備する。  

共同利用施設 

 養殖施設，漁船の復旧については，充足数を満たしつつあるが，今後も復旧を進めると
ともに，生産基盤である漁港施設の早期整備が必要。 

課 題 
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(3)⑧ 水産業の復旧に係る市の独自支援 

   施設復旧に取組む漁業者・水産関連事業者の負担軽減を図るため，市が独自に必要な費用の一部を補

助する。 

【概要】 
 漁業協同組合等が，国・県の補助事業を活用して実施し
た，共同利用施設，共同利用漁船等の整備を対象に，市が
独自に嵩上げ補助を実施する。 
 
【対象者】 
 漁業協同組合・漁業生産組合 等 
 
【補助率】 
 補助対象経費の5/100以内 
 

沿岸漁業共同利用施設等復旧事業補助金 

【概要】 
 施設や漁船等に甚大な被害を受け，その復旧にあた
り国・県の補助事業を活用していない漁業者及び水産
関連業者に対し補助金を交付する。 
 
【対象者】 
 漁業者・水産関連事業者 
 ※ 水産業共同利用施設復旧整備（支援）事業・共 
  同利用小型船建造事業・共同利用漁船等復旧支援 
  対策事業により整備された施設・漁船等を利用し 
  ている者を除く。 
 
【補助率等】 
 補助対象経費の2/3以内 
 ※補助金下限額 1,000千円 
  補助金上限額 3,000千円   

水産業施設等復旧整備事業補助金 

 
【概要】 
 水産加工団体等が，国・県の補助事業を活用して実施し
た，共同利用施設の整備を対象に，市が独自に嵩上げ補助
を実施する。 
 
【対象者】 
 漁業協同組合・水産加工業協同組合・事業協同組合 等 
 
【補助率】 
 補助対象経費の5/100以内 
 

水産業共同利用施設等復旧事業補助金 

 漁業者，水産関連事業者の事業再開の状況は
様々であり，状況に応じた制度の継続が求めら
れる。 
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課 題 



 
 
 
○ 市内38漁港の漁港背後集落について，意見交換会を実施した。 
○  意見交換会の結果を基に，防潮堤等の事業について各関係機関との調整   
  を行い，「要望図」「基本計画図」を作成した。 
○ 事業計画のある32地区について復興庁に申請を行い，順次，測量･設計， 
  用地買収及び工事を進めている。 
 ※ 地域によっては，代表者意見交換会及び全地域住民を対象とした意見交 
   換会を数回実施している。 
 

                  市内38の漁港に関係する漁業集落において，安全安心な住居環境を確保するための生活基盤     
         や防災安全施設の整備等を実施し，災害に強い漁業地域づくりを推進する。 

 
           
    
 ①漁業集落道②防災安全施設：避難路 
 ③防災広場④土地利用高度化再編整備
（水産関係用地）⑤用地整備（集会施  
  設） 

 

 
 
 
○ 詳細設計が完了したものから，順次，    
  用地買収・工事に着手し，早期完成 
  を目指す。 
 
 
○ 防潮堤の影響範囲が確定していない箇

所については，防潮堤計画が確定した
後，実施可能な施設の検討・調整を行
う。 

  

     ①事業範囲が限定的である。 
     ②地盤沈下や被災した低地部の民地の整備は事業対    
      象とはならないことから，嵩上げ手法がない。 

(3)⑨ 漁業集落防災機能強化事業 

主要事業内容 進 捗 状 況 

今後の予定 

課 題 

事 業 目 的 

概算総事業費：約91億円 
事業数   ：19事業 
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≪燃油施設の早期復旧及び津波災害対策≫ 
• 市が用地整備及び東日本大震災級の地震・津波に対応する強固な構造の津波防護

対策施設を整備，燃油事業者が施設を整備し，共同で利用することにより，事業
性と安全性を両立 

• 気仙沼港の燃油供給需要に適した 

  施設規模とすることにより，効 

   率性や採算性を向上 

 今後の津波災害においても「造船機能」，「燃油供給機能」を維持できる施
設を整備するための用地を造成し，本市の基幹産業である水産業・水産加工業
の早急な災害復旧・復興体制を構築するもの。 

 引き続き，関係機関・団体等と協議を進め，早期完成を図る 。 

(3)⑩ 朝日町地区造船・燃油施設整備事業（津波復興拠点整備事業） 

課題と今後の対応 

概算事業費：約60.1億円 
事業面積：約5.8ha 

・うち造船施設用地：約4.07ha 
・うち燃油施設用地：約1.18ha 

造船施設用地 

近況 

• 都市計画事業認可（平成28年2月26日） 

• 造成工事着手（平成28年8月1日） 

• 造船事業者決定（平成28年6月29日） 

• 燃油事業者決定（平成28年12月9日） 

燃油施設用地 

【燃油タンクスペック】 
 施設数 990KL×5基 
 燃油施設の総容量 4,950KL 
 取扱油種 A重油 
 付帯施設 出荷設備，消防設備，管理棟 完成イメージ図 

【シップリフト方式先進事例】 

㈱アイ・エス・ビー（千葉県）） 

進捗状況・工程管理表 H30.6.1時点

 第6回申請（H25：予備調査費）  第15回申請(H28：補償費等）

 第8回申請（H26：調査費・用地取得費）  第17回申請（H28：補償費，H29：工事費）

 第12回申請（H27：工事費）

都市計画決定(3/31)

事業認可(2/26)

予備調査

調査測量設計

用地取得 用地取得

造成工事

臨港道路外工事

津波防護施設 事業化検討・基本設計 実施設計 基礎外/防護壁設置工事

津波防災拠点施設 設計・設置工事等

造船施設 事業者公募・決定 施設整備工事

燃油施設 事業者公募・決定 施設整備工事

造成工事等

H28年度 H29年度 H30年度

交付金

都市計画

調査・測量・
設計

区分 H25年度 H26年度 H27年度

既実施

今後予定



 
○平成26年4月2日 
    気仙沼「海の市」2階に，『気仙沼市観光サービスセ 
  ンター』を開設し，観光の総合拠点として活用 

 
□２大戦略 
   １  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  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  
□２大戦略を支える基盤強化 
    Ａ．ハード面の基盤整備：観光施設等の整備 
    気仙沼「海の市」再開                 
    (平成26年4月2日ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ，7月19日ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ） 
    Ｂ．ソフト面の基盤整備：推進体制構築，観光特区活用 
       一般社団法人「リアス観光創造プラットフォーム」 
       の設立 （平成25年6月24日 理事長：菅原昭彦氏） 

 
○平成25年6月11日  国により復興推進計画認定 
    目的:税額控除等の特例により，観光関連産業の復旧・ 
     復興と集積化を図る 
    対象:復興産業集積区域内で対象業種の事業を行う法人 
         又は個人事業者 
○平成30年9月1日現在，90事業者を指定     

 
○平成24年3月3日   
    市震災復興計画を受け，観光戦略会議を設置。  
    市内外の識者等24名で構成 
    （委員長：㈱JTB総合研究所 高松正人 常務取締役） 
○平成25年3月29日 
    「観光に関する戦略的方策」取りまとめ 
○平成25年10月18日   
    観光庁の「沿岸地域活性化プロジェクト」の推進組織とし 
  て，市内の観光・水産関係者等で構成する 『観光チーム      
  気仙沼』を設置。 観光資源の発掘や磨き上げ，情報発 

信力の強化を推進 

(3)⑪ 観光振興に向けたＤＭＯの推進 

観光推進特区の認定 

「観光に関する戦略的方策」の推進 

観光サービス拠点の設置 

戦略会議・観光チーム気仙沼の設置 

    「気仙沼版ＤＭＯ」を推進することで，「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」の具現化を図る。 
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○平成29年4月24日  

    総合的な観光施策の意思決定の場として「気仙沼観光推進 
  機構」設立。  
    気仙沼市，気仙沼観光コンベンション協会，気仙沼商工会 
  議所，本吉唐桑商工会等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組織。 
○平成29年3月31日 
  気仙沼観光推進機構の事務局を担う，一般社団法人「気仙 
  沼地域戦略」設立（理事長：菅原昭彦氏）。 
○平成29年8月8日 
  「地区戦略」,「観光意識醸成」,「商品開発」,「インバ

ウンド」,「稼げる食」の５つの部会を設置。重点テーマ
を設け，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・提供等の事業を展開。 

気仙沼版DMO推進体制の整備      



 緊急雇用創出事業等を活用して雇用の確保を推進するとともに，「産業人材の育成」を図る。  

(3)⑫ 雇用の確保と産業人材育成 

 
１ 実践型地域雇用創造事業 
  ■概要 

 地域の特性を活かした職業能力の開発，産業人材の育成，新製品の
開発などに取り組み雇用の拡大を目指すもので，厚生労働省からの委
託事業として実施。(事業期間は平成25年度から平成27年度まで) 

    ■事業主体 

    気仙沼市雇用創造協議会 
※気仙沼市，気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工会，気仙沼観光コ

ンベンション協会，本吉町観光協会，宮城県気仙沼地方振興事
務所の6団体で構成 

    ■事業内容 

 エネルギー分野，食分野，観光分野を重点分野として，事業主を対
象とした雇用拡大のための講座や求職者を対象とした人材育成講座，
事業主と求職者のマッチング事業を行うとともに，食の新メニュー・
新商品の開発や観光資源の発掘などを行い，地域の雇用を創造する。
※平成27年度実績(平成28年5月末現在）:15事業実施 
  受講者250名のうち70名が就職・創業 
  

２ 外部専門家の協力による人材育成支援事業 
 ■概要 
  震災後に経済同友会の協力を得て開始した「人材育成道場『経営未  
 来塾』」では，4大監査法人と戦略・金融の専門家による講義で，復興 
 を担う経営者の意識の醸成・事業構想の立案を支援。平成29年度から 
 は，有限責任監査法人トーマツの協力を得て，市として「気仙沼経営 
 人材育成塾」を開講し，数字に強い経営者の養成を目指す。 
 ■事業内容 
 ・「経営未来塾」 
  第1期:平成25年 4月～ 10月 16人，第2期:平成26年2月～  8月 19人 
  第3期:平成26年10月～翌3月 16人, 第4期:平成27年8月～翌2月 15人 
  第5期:平成28年 4月～ 10月 19人 （卒塾生数） 
 ・「気仙沼経営人材育成塾」 
  第1期：平成29年11月～翌3月 11人 （塾生数） 

産業人材育成  
 
１ 緊急雇用創出事業（平成28年度末で終了） 
 ■事業の概要 
    失業者等の雇用機会を創出するため，県又は市町村による直接雇 

 用又は業務委託により雇用の受け皿を創り出す。 

 ■対象者 
    震災等の影響による失業者 

 ■実施要件 
    事業費に占める新規雇用する失業者の人件費割合が1/2以上など。 

 ■気仙沼市での実施状況 
   特に平成23年度以降，震災による失業者等への雇用の場の創出 

 や，被災者支援や復旧・復興関連業務の推進等のため積極的に活 

 用され，平成28年度をもって事業終了している。 

 
２ 事業復興型雇用創出事業 
 ■事業の概要 
  安定的な雇用の創出を推進するため，被災者求職者等を雇い入れ 

 た事業所や，労働者に対する住宅支援の取組みを行った事業所に対 

 し，その経費の一部を助成する。 

 ■雇入費助成 
  雇い入れた労働者1人あたり最大120万円を3年間にわたって助成 

 する。（平成27年度までは最大225万円） 

 ■住宅支援費助成 
  住宅支援の取組み（従業員住宅の新規又は追加借上げや，住宅手 

 当制度の新設または拡充）に要する経費の3／4に相当する額を最大 

 3年間助成する。（年額上限240万円） 

  ■対象事業所の要件 
  ・国，県又は市が行う産業政策の支援対象となっていること 

  ・平成29年3月1日以降に被災求職者等を新規雇用していること 

  ・雇用保険の対象事業所であること など 

失業者等に対する雇用の確保 
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(3)⑬ 企業誘致推進 

 企業立地用地が不足しており，立地場所に苦慮している。このため，産業用地の整備が課題となって
いる。当面，企業には， 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」等の優遇制度の活用を
ＰＲしていくが，並行して買い取った被災宅地の活用について検討を進めていく。 

 本市では，製造業の多くが沿岸部に立地していたことにより，東日本大震災による津波で甚大な被害
を受けた。こうした立地上のリスク回避と多様性ある産業構成による発展を目指し，新たな企業の誘致
及び地元企業の取引拡大を図るため，トップセールスなどにより，市・県外の企業訪問を行う。 

課題と今後の対応 

○取組状況（折衝件数） 
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【産業集積地位置図】 

年度 

宮城県企業立地セミナー 情報発信活動 

企業誘致 

東京 名古屋 
ゴーヘイ！ 
気仙沼の会 

ビジネスリンク 

23 １０社 ２１社 － － 1社 

24 ２７社 ２２社 
９０社 

（2回開催） 
２６社 1社 

25 ２７社 ２７社 
４０社 

（1回開催） 
２８社 1社 

26 ２６社 ４６社 
８３社 

（1回開催） 
４７社 1社 

27 ３０社 ２０社 － ２７社 1社 

28 ３４社 ２４社 － ２７社 1社 

29 ３９社 ２１社 
３９社 

（1回開催） 
－ 4社 

30 ４０社 ー ー ー ー 

◎水産・食品加工施設等集積地 
 ①鹿折地区 ②南気仙沼地区 ③赤岩港地区 

＜水産・食品加工施設等集積地＞ 
 ①鹿折地区 ②南気仙沼地区 ③赤岩港地区 

3 

2 

1 



 復興のリード役となり得る中小企業等のグループが，復興事業計画を作成して県の認定を受けた場合，施設・設備の

復旧整備について国と県が連携して支援する。（所管省庁：中小企業庁） 
     １．対 象 者  中小企業グループ，商店街振興組合，まちづくり会社 等 
     ２．対象経費  施設費，設備費，商業等の賑わい創出のためのイベント等の事業費 等 
     ３．補 助 率   ３／４（国１／２，県１／４） ※事業者負担となる１／４相当分は高度化融資（無利子）の利用が可能。  

(3)⑭ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 

本市におけるグループ補助の状況  

○H23～26年度分（13次まで）対象事業者：759者，補助額474億2千800万円 
（宮城県｢現状・課題みえる化シート概要 気仙沼市版 H27.12.16更新｣より) 
 
○直近の状況（Ｈ27年度～Ｈ30年3月末まで） 
  第14次認定 ・気仙沼施設住宅メンテナンスグループ       8事業者 
  第15次認定 ・かもめ通り商店街                13事業者 
  第17次認定 ・事業連携によるコミュニティの創出・ 
                   街づくりグループ    6事業者 
        ・魅力ある漁業・活力ある産業 
                 海からの復興グループ    7事業者 
        ・わかめの芯抜き作業場集積により，地域 
          高齢者との共生を図る海藻加工グループ  16事業者 
        ・新気仙沼観光産業復旧グループ        1事業者 
  第18次認定 ・さかなのまち気仙沼復興グループ         11事業者 
        ・南気仙沼地域商業等を考える会          3事業者 
        ・内湾南町商店街                1事業者 
       （平成29年4月追加認定） 
        ・中みなとかもめ通り商店街          2事業者 
  第19次認定 ・タクバイ（TAXI＆Bicycle）+グループ         2事業者 
                ・気仙沼内湾南町商店街            1事業者 
        ・鹿折かもめ通り商店街            3事業者 
        ・わかめの芯抜き作業場集積により，地域 
          高齢者との共生を図る海藻加工グループ   2事業者 
        ・南気仙沼地域商業等を考える会               2事業者 
  第20次認定 ・気仙沼風待ち復興文化財グループ       2事業者 
        ・さかなのまち気仙沼振興Bグル―プ      2事業者 
        ・気仙沼地域の被災事業者の事業再開， 
          被災者への生活再建を支援するグループ   1事業者 
      
 

 

 

 

 

 

①商店街型に対する制度拡充（平成25年度～） 
 平成25年度から商店街型の制度拡充が図られ，市内の商業者において当
該制度の活用が検討されており，鹿折地区（かもめ通り商店街）について
は平成27年度に認定されている（第15次）。 
 
 
② グループ補助制度継続にかかる運用の拡充（平成26年度～） 
 土地基盤整備等の遅れにより工事未着手となっている補助対象者につい
て，事業着手の目途が立った時点で補助金交付が受けられるよう県に要望
し，平成26年度から，外的要因等により工事未着手となっている補助対象
者についても，再交付手続きにより事業実施が可能となった。 
 
 
③資材等価格の高騰に対する対応（平成26年度～） 
 事業用地の嵩上げ等を待つ間に，労務単価や建築資材価格の高騰によってグ
ループ補助の契約が出来ない事業者に対する支援として，資材価格等の高騰分
を追加交付するもの。施設費の未契約部分を増額契約変更の対象とする。 
 
 
④新分野需要開拓等に対する対応（平成27年度～） 
 グループ補助で復旧する際に，従前の施設等への復旧では事業再開や継続，
売上回復が困難な場合には，これに代えて，新分野需要開拓等を見据えた新た
な取組（「新商品製造ラインへの転換」，「新商品・サービス開発」，「新市場開拓
調査」，「生産効率向上」，「従業員確保のための宿舎整備」等）の実施を支援する
もの。ただし，事業未着手（契約前）のものに限る。 

これまでの課題と国の対応状況 
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 「仮設施設整備事業」により被災事業所等の早期再開を支援するとともに，「復興特区制度」の税
額控除等の特例措置を行うことにより，早期復旧・復興を図っている。  

(3)⑮ 産業再生支援（その１） 

 

１．気仙沼市「海と生きる」観光特区 
 ■概要／指定件数 
    観光関連産業の復旧・復興と集積化を図るため，平成  
  33年3月までに本市が指定する地域において，当該事業 
  実施者には税額控除等の特例措置を実施。 

   平成25年6月11日特区認定 90事業所指定(H30.9月1日現在） 

 

２．民間投資促進特区 

 （ものづくり産業版，IT産業版，農業版） 

 ■概要／指定件数 
     ものづくり産業，IT産業の集積・振興及び地域農業の 
   復興を図るため，平成33年3月までに本市が指定する 
   地域において，当該事業実施者には税額控除等の特例 
   措置を実施。 
   ①ものづくり産業版：平成24年2月9日特区認定 
            112件95事業所指定（H30.7月末) 
   
    ②IT産業版：平成24年6月12日特区認定 
             3事業所指定（H30.8月末） 
   
    ③農業版：平成24年9月28日特区認定 
             1事業所指定（H30.8月末） 

復興特区  
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■事業の概要 
  中小企業者等の速やかな事業再開を支援するため，市の 
要請に基づき中小企業基盤整備機構が仮設工場，仮設店舗 
などを整備し，市を通じて被災した事業者に貸与する。 

■入居者 
  被災した中小企業者等 

■貸与期間 
  最大で5年間。ただし平成30年度末までに完成後5年を経過
する仮設施設は土地所有者の了解が得られれば30年度末まで
延長する。 
 ※貸与期間満了後は一定の条件を付けて無償譲渡または解
体・撤去を想定。 

■整備状況（気仙沼市分）     ※H30.9.1現在 
  申込み67件中，完成67件(うち撤去21件・無償譲渡17件)， 
  入居96事業者 

 ■事業例 
   復興屋台村，南町紫市場，福幸小町，復幸マルシェ， 
    母体田地区水産加工団地など。 

◎課題 
   土地区画整理事業や防潮堤，道路拡幅などの公共事業や 
 土地所有者の意向により，やむを得ず退去せざるを得ない 
 入居者に仮設施設の再整備（いわゆる仮設の仮設）を行っ  
 ているが，個別に状況が異なっており課題が多い。 

仮設施設整備・貸与事業  

産業再生戦略課 
担当部分 



 震災後，厳しい経営状況にある中小企業に対して利子補給や，生産者において失った販路を取り戻
すために必要な活動資金に対し，市が支援する。 

(3)⑮ 産業再生支援（その２） 

 
■事業の概要 
 震災により大きな被害を受けた生産者が，販路を失っ 
たことにより売上が減少していることに対応するため， 
商談会や展示会，物産展等の販路開拓・拡大やＰＲ等に 
取り組む生産者に対し，必要な費用の一部を補助する。 

■対象者 

 商談会や物産展等に参加するなど販路拡大に取り組  
む生産者や食品等の特産品製造業者または商談会や物産  
展等を開催する団体 

■対象となる経費 

 商談会や物産展等，販路開拓・拡大に取り組む経費 

■補助率 

 ○商談会等に参加する方 

    1/2以内 補助限度額上限 50万円 

 ○商談会等を開催する方 

    1/2以内 補助限度額上限150万円 

■実績 
 平成25年度 12件 補助金額1,971千円 

 平成26年度  31件 補助金額5,440千円 

 平成27年度 37件 補助金額8,133千円 

 平成28年度 47件 補助金額8,694千円 

 平成29年度 49件 補助金額8,896千円 

 

 
■事業の概要 
 震災により厳しい経営状況にある中小企業の方々の事業
再建推進のため，「保証料補給」と「利子補給」を行う。 
■事業内容 
 ○保証料補給 
  信用保証料の全額を市が負担する。 
 ○利子補給 
  融資に係る利率のうち0.9％相当分を市が制度利用者に 
  還付補給する。（補給期間は，平成25年11月1日以降， 
  通算36ヶ月を限度とする。） 
■実績 
○保証料補給 平成25年度 201件 57,975千円 
      （うち全額補給対象分 170件 55,277千円） 
       平成26年度 228件 40,682千円 
       平成27年度 229件 44,340千円 
       平成28年度 183件 30,492千円 
       平成29年度 175件 27,852千円 
○利子補給  平成25年度 316件 10,016千円 
       平成26年度 429件 34,751千円 
       平成27年度 491件 38,045千円 
       平成28年度 510件 32,637千円 
       平成29年度 310件 14,130千円 
■実施時期 
○保証料全額補給:平成32年度まで 
○利子補給:平成32年度まで 

中小企業振興資金制度  気仙沼の物産品販路拡大等事業補助金  
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 震災により被害を受けた事業者が再開や継続を行うための施設・設備の復旧費用や，被災した商店
街を再生するために商店街が行う計画策定に対して市が支援する。 

(3)⑮ 産業再生支援（その３） 

 
■事業の概要 
   震災により被害を受けた事業者の方々が事業の再開や継続 
 を行えるよう施設・設備復旧に必要な費用の一部を補助する。 

■対象者 
 ○卸売業，小売業，飲食業，運輸業，建設業，製造業，情 
   報通信業，不動産業，宿泊業，サービス業等 
 ○施設の被害が全壊・大規模半壊であること 
 ○市内で事業継続すること 
 ○国・県・市が実施する補助制度を利用していないこと 
  ただし，下記制度との併用は認める。 
   ・市「被災中小企業再開・継続支援補助金」 
   ・県「地域商業等事業再開支援補助金」 
 ○補助対象経費が150万円以上であること 
  ※グループ補助や仮設入居者の併用は認めない。 
 ○着工前の事業であること（平成27年度受付分より） 

■対象となる経費 
 施設・設備の復旧に要する経費 

■補助率 
 補助対象経費の2/3以内 
 補助上限額 300万円/500万円(仮設施設から本設に移行する事業者) 

■実績 
 平成25年度 128件 補助金額：297,574千円 
 平成26年度  38件 補助金額： 79,377千円 
 平成27年度  10件 補助金額： 27,778千円 
 平成28年度  18件 補助金額： 42,551千円 
  平成29年度  18件 補助金額： 63,379千円 

■実施時期 
 平成25年度から平成32年度まで 

地域商業施設等復旧整備事業補助金  
 
■事業の概要 
  震災により大きな被害を受けた商店街の再生を支援するた 
め，グループ補助等を活用しながら商店街の形成を図る商店 
街組織を対象に，その計画策定事業に必要な費用の一部を補 
助するもの。 

■対象者 
 商店街振興組合，事業協同組合等の商店街組織や任意団体 
も対象 

■対象となる経費 
 商店街組織が商店街を形成するための計画策定に要した経費 

■補助率 
 補助対象経費の5/6以内 
 補助限度額上限500万円，下限50万円 

■実績 

 平成26年度  2件 補助金額：8,145千円 

 平成27年度  1件 補助金額：5,000千円 

 平成28年度  1件 補助金額：5,000千円 

 平成29年度  1件 補助金額：5,000千円 

■実施時期 
 平成26年度から平成32年度まで 

 
 

 

 
  
 

地域商業等計画策定事業補助金  
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○平成２４年度に基本構想、平成２５年度に基本計画を策定。 
 

○平成２７年度に県・市・島民による「復興懇談会」を計５回開催し、県事業
（磯草道路、防潮堤）及び大島ウェルカム・ターミナル事業の整備場所等に
ついて合意形成を進めた。 
 

○整備場所の変更に伴い、平成２８年度に「大島ウェルカム・ターミナルに
関する懇談会」を立ち上げワークショップを実施。導入機能・レイアウト・運
営方法などの基本的な考え方をまとめ、基本計画を改めて策定。 
 

○平成２９年度に地質調査や用地測量を実施し、平成３０年度に造成工事
に着手、平成３１年度中の供用開始を目指す。 

(3)⑯（仮称）大島ウェルカム・ターミナルの整備 
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 大島の観光の玄関口となる浦の浜地区において，「産地直売所」「駐車場」「民間商業施設（モール）」などを主とした 
「（仮称）大島ウェルカム・ターミナル（以下，「WT」という。）」を整備する。 
 市で整備する「ウェルカム施設」には，農水産物の販売スペース，研修・待合・情報発信など多目的な活用ができるス
ペースなどを配置し，また，隣接して民間商業施設（モール）が整備される予定となっている。 

事業スケジュール（想定） 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

基本計画策定 運営計画策定・地質
調査・用地測量・造成
実施設計 

造成実施設計（外構工事設計）・用地
取得・建築詳細設計・造成工事・建築
工事 

大島WTの供用 
（供用開始時期は運営主体の 
 決定状況や関連事業の進捗 
 などを勘案し決定する） 



 

●道の駅「大谷海岸」の整備 
 ・平成32年度末までに施設整備完了を目指す。 
 ・民間のノウハウを最大限に活用し，市・地域が   
  一丸となった未来志向の道の駅づくりに取組む 
    

●公共交通結節点としての整備 
 

 ・被災したＪＲ大谷海岸駅機能の移転や，大谷Ｉ   
  Ｃ近接という立地条件を活かしたＢＲＴ乗降場   
  など，公共交通結節点としての整備を推進 
 

（3）⑰道の駅「大谷海岸」整備への取り組み 

 道の駅を核とした本吉エリアを，観光ゲートウエイとして，気仙沼の産業と観光をＰＲする場，交通結節点，
防災の拠点として様々な人々が行き交う場，賑わい創出の場として，観光交流拠点の形成を図る。 

 
① 今よりもさらに地域に愛される，日常利用の生活拠点 
② 産業振興の拠点形成による，更なる出荷者出品者の利益向上，地域経済の活性化 
③ 「海と生きる」観光ゲートウェイとして，気仙沼市全体の観光振興の引き上げ 
④ 持続可能な地域発展                      

道の駅「大谷海岸」運営方針 

施 設 整 備 方 針 

 

平成30年度 道の駅「新・大谷海岸」検討委員会に  
      おいて，基本計画及び詳細設計を決定 
平成31年度 管理運営受託者の決定 整備着工 
平成32年度 工事完了⇒リニューアルオープン  

今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル 
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● 大谷里海づくり検討委員会により大谷海岸地区のま   
   ちづくりについて地域・市・県・国が互いに連携・ 
   検討し，防潮堤背後地の活用方法について協議中 
● 道の駅「新・大谷海岸」検討委員会を設置し，委員 
   会と市で新たな道の駅「大谷海岸」の整備について   
  協議中 

大 谷 地 区 検 討 状 況 

【大谷海岸地区整備計画配置イメージ図】 



(4)① 災害廃棄物処理事業 

 

当初推計量                   

 環境省公表（推計量）   １３６．７万トン 
 

H25.1 気仙沼市災害廃棄物処理計画見直し数量 

 全体処理量 （推計量）  １７１．６万トン 

  災害廃棄物 １４４．６万トン 

  津波堆積物    ２７万トン 
 

H26.3.31 処理実績 

 全体処理量（推計量）  １９８．７万トン 

  災害廃棄物 １０４．９万トン 

  津波堆積物  ９０．２万トン 

  その他     ３．６万トン 
 

  ≪内訳≫ 

   市独自処理量（推計量） ３０．２万トン 

    災害廃棄物  ２８．２万トン 

    津波堆積物   １．２万トン 

    その他     ０．８万トン 
 

   県委託処理量（推計量） １６８．５万トン 

    災害廃棄物  ７６．７万トン 

    津波堆積物  ８９．０万トン 

    その他     ２．８万トン 

一次仮置き場復旧業務 

 

環境省の東日本大震災に係る災害廃棄物の処理
指針（マスタープラン）に基づき処理業務を推
進 

平成26年3月で災害廃棄物処理完了 

一次仮置き場復旧業務は平成28年3月に完了 

災害廃棄物処理実績 

経過と現況 

概算総事業費 1,115億円 
  市独自処理費 343億円 
 県委託費   772億円 

H27.3.31 完了 

• 二十一浜工区（１．３０ha） 

• 小鯖工区（１．３０ha） 

• 川口町他２工区（５．４１ha） 

• 田中浜工区（０．４２ha） 

H28.2.29 完了 

• 沖の田工区（８．２０ha） 

H28.3.31 完了 

• 野田工区（１７．６８ha） 
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 再生可能エネルギー設備の導入を進め，災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの構築を図る。 

個人住宅 １kW当たり25,000円，限度額10万円 

太陽光発電設備を住宅に設置する方 

補助金額 

対象者 

H24～30年度 設置状況（H30年9月1日現在） CO2削減量※(見込み） 

個人住宅 1,170件 6,157.2kW 3,527トン/年 

事 業 者(H24～26)  31件    426.1kW 249トン/年 

②CO2排出削減対策事業 

公共施設太陽光発電設備導入事業（H24～30年度） 

CO2削減量※ 
（見込み） 

275トン/年 

・PHV公用車購入 

・学校施設･都市公園･街路灯のLED化 

・地球温暖化防止普及啓発事業 

省エネ対策事業（H23～29年度実施分） 

CO2削減量※ 

設置箇所(予定も含む) 54施設 

合    計 1,201件  6,583.3kW 3,776トン/年 

コミュニティ施設 21施設 101.9kW 
公民館 11施設 111.6kW 

小学校 ８施設 80.8kW 
中学校 10施設 100.6kW 

その他（本吉病院等） 50.8kW ４施設 

445.7kW（H30年3月現在） 

※CO2削減量1トン＝ガソリン431リットル相当 

49トン/年 

①設置効果の周知による導入動機付けの継続が必要 ②地元産業振興との関連性が低い 課 題 

①太陽光発電導入促進事業 
太陽光発電設置補助制度（H24～30年度） 

(4)② 再生可能エネルギーの導入支援・促進事業 
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(5)① 被災福祉施設の復旧と保健・医療・福祉・介護の連携 

 被災した福祉施設を災害の影響を受けない安全な場所で復旧するとともに，保健・医療・福祉・介護の
ネットワークを強化し，だれもが安心して生活できる地域環境づくりを推進する。 

区分 
震災前 
件 数 

被災状況内訳 
備考 

被災件数 再開件数 
特別養護老人ホーム 6 1 1 H26. 7. 1 恵心寮が下八瀬地内に新築移転 
介護老人保健施設 4 1 1 H25. 7. 1 リバーサイド春圃が舘山地内に新築移転 
認知症高齢者グループホーム 12 7 7   

老人デイサービスセンター 20 6 4 H25. 4. 1 やすらぎデイサービスが西中才地内に新築移転 
H25. 4. 1 大谷デイサービスが本吉町窪地内に新築移転 

居宅介護支援 21 8 7   
訪問介護 13 6 6   
訪問看護 3 2 2   
軽費老人ホーム 3 1 1   

児童デイサービス事業所 2 2 2 H24.10. 1 マザーズホームが松崎柳沢地内に新築移転 
H25. 6. 3  オレンジキッズが東新城地内に新築移転 

就労継続支援（B型）事業所 4 1 1 H25.10. 1 幸町ブランチが松崎面瀬地内に新築移転 
障害者グループホーム・ケアホーム 10 4 3   
地域活動支援センター 2 1 1   

認可保育所 11 3 3 
H23. 5.12 階上保育所再開 
H24.10. 1 牧沢きぼう保育所開所（一景島保育所移転，名称変更） 

H26. 4. 1  新生保育園が東新城地内に移転新築 
小規模保育所       ※ 9 1 1 H26. 4. 1 波路上保育所が波路上原地内に移転新築 
認可外保育施設 8 4 1   
児童館 5 1 1 H29.12. 2 鹿折児童館移転新築（鹿折こども園との複合化）   

学童保育センター 
（留守家庭児童センター） 

11 3 3 

H24. 4. 1 鹿折学童保育センター（鹿折小学校区留守家庭児童センター）再開 
H24. 5. 1 気仙沼学童保育センター（気仙沼小学校区留守家庭児童センター）再開 
H26. 4. 1 大谷学童保育センター（大谷小学校区留守家庭児童センター）が小学校地内 
               に新築移転 

福祉センター 1 1 1 
H28.12.21 気仙沼市市民福祉センター引渡し 
H29. 4. 1 気仙沼市市民福祉センター供用開始 

被災した福祉施設等の復旧状況（H30.6.1現在） ※ 震災前からの休所施設を除く 
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 場所：赤岩杉ノ沢８番地２ 
 診療科目・病床  
  診療科目：18科 
  病 床 数：340床 
     （一般336床，感染症4床）    
 ※一般336床のうち48床は回復期リハビリテーション病床 

 建物の構成：地上6階地下1階建て 
 構造：免震構造 
 延 床 面 積 ：28,957.17㎡ 
 敷 地 面 積 ：52,247.53㎡ 
   

新病院の概要 

(5)② 市立新病院建設事業 

 本圏域の災害拠点病院である市立病院について，安全高地に移転新築
し災害救急医療の機能充実を図るとともに，住民の生命と健康を守る中
核的医療機関として整備した。 

平成26年 9月 9日 起工式 
平成29年 4月28日 建物工事完了 
     5月～   医療機器他設置 
     10月29日 開院 
     11月 2日 外来診療開始 

新病院の外観 

経過 

 

 

   

 

 

 

概算総事業費：約243億円 
事業対象面積：約5.2ha 

西側（国道45号）より 

うみねこモール 

北側より（空撮） 

病室 

新病院の内観 
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◎ 「絆」再生事業  
  事業内容：生活支援相談員・復興支援コーディネーターを 
        配置し，被災者と地域コミュニティとのつながり                
        を支援しながら交流活動を実施するとともに，被  
              災地域における支え合い活動を実施します。  
  委 託 先：社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会 

                    (平成30年4～7月分） 

( 5 ) ③ 応 急 仮 設 住 宅 等 で の 高 齢 者 等 の 見 守 り 事 業 

◎ 応急仮設住宅入居者等サポートセンター事業 
  事業内容：応急仮設住宅入居者に対する総合相談の実施や

交流活動により，孤立化，ひきこもり等を防止
し，安心した生活が送られるよう支援している。 

  委 託 先：市内社会福祉法人等(2事業所） 
                    (平成30年4～7月分） 

 
              

◆ 気仙沼市高齢者数（平成30年7月末現在） 

人  口 64,176人 

高齢者数 23,642人 

高齢化率 36.8％ 

◆ 応急仮設住宅高齢者数（平成30年7月末現在） 

入 居 世 帯 数 107世帯 

入 居 者 数 238 人 

高 齢 者 数   59 人 

高 齢 化 率   24.8 ％ 

◆ 民間賃貸(みなし仮設)入居者数 
           （平成30年7月末現在） 

入 居 者 数 125人 

（平成28年4月～県内他市町村の公営住宅等を含む) 

 再建先未定者の意思を尊重し寄り添った支援及び被災者と地域コミュニティとのつながりを支援する
ことが今後も重要となるが，自立生活を促すため，依存心が強くなり過度の支援とならないような支援
の工夫が必要となっている。 

課題 

51 

回数 参加人数（延）
みなし仮設住宅・

在宅 仮設住宅

40 637 1,239 101 24

交流事業 訪問件数
相談件数

訪問（延件数） 相談（延件数） イベント（延回数）

3 681 412 234 35 11

相談チーム数 活動延件数
内　　　訳

要継続訪問者



災害公営住宅 

・バリアフリー化 

・緊急通報システム 

災害公営住宅 

・バリアフリー化 

・緊急通報システム 

防災集団移転 
・緊急通報システム 

滞在 
巡回 

・地域包括支援センター・社会福祉協議会 
・介護サービス事業者 ・民生委員 ・自治会 等 

 

緊急時の対応 

・安否確認 
・生活相談 

支援 支援 

災害公営住宅 
・バリアフリー化 

・緊急通報システム 

◆災害公営住宅における高齢者数・世帯数 
     （年齢区分：平成30年7月末現在）  

◆ 災害公営住宅・防災集団移転先におけるＬＳＡ 

 （生活援助員）の配置について 

 再建先での孤立化やひきこもり防止の為，特に高齢独居や日中独居となる方の見守り体制の強化が重
要であり，訪問時になかなか会えない方への対応を工夫し，関係機関との連携を推進していくことが必要
である。 

課題 

凡例 

ＬＳＡ（生活援助員） 

高齢者相談室 
（ＬＳＡ事務所） 

災害公営住宅各地区 

防災集団移転地区 

(5)④ 災害公営住宅や防災集団移転団地での高齢者等の見守り事業 

◎ 生活援助員（ＬＳＡ）事業 
 
 事業内容：災害公営住宅や防災集団移転団地の整備に 
      対応し，高齢者等の生活再建や自立生活を 
      支援するため，仮設住宅を含めて，巡回訪 
      問し，安否確認や見守り・声がけ・相談等 
      を行う「生活援助員」（ＬＳＡ）を配置し 
      ている。  
 委 託 先：市内民間事業所等（7事業所） 

     （平成30年4～7月分） 
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区　分 世帯数 入居者数 高齢者数 高齢化率

災害公営住宅入居 1,924世帯 3,521人 1,527人 43.4％

世帯数 世帯比率

1,171世帯 60.9%

815世帯 42.4%

高齢者単身世帯 550世帯 28.6%

区　　分

高齢者含む世帯

高齢者のみの世帯

住宅

問題

健康

問題

心の

ケア

家族

問題

経済

問題

交流

活動
その他 計

8,265 98 174 7 18 9 36 145 487 142

傾聴
訪問

（延件数）

相　　談



市民の健康づくりを支援するため，健康調査や健康教育・相談，訪問による健康状態の把握や保健指導，心のケアの普及啓発等を図る。 

健康教育・健康相談  心のケアの普及啓発等 

健康調査 （アンケート調査：宮城県・気仙沼市共同実施） 

年度 件数 

平成29年度 1,114 

平成30年度 320 

＊健康調査結果要フォロー者や仮設住宅・民間  
 賃貸（みなし仮設）住宅入居者・災害公営住 
 宅入居者等を訪問（訪問健康相談を含む） 

年度 回数 参加延人数 

平成29年度 37 600 

平成30年度 13 137 

対  象 実施年度 対象世帯数 回答世帯数 回収率 
有効 

回答者数 
要確認者数 

専門職による 
要フォロー者数 

継続 
フォロー数 

民間賃貸(みなし仮設)
住宅 

平成28年度 475 237 49.9 509 61 8 1 

平成29年度 103 53 51.5 127 7 現在確認中 現在確認中 

災害公営住宅 
防災集団移転団地 

平成28年度 417 196 47.0 310 92 14 2 

平成29年度 1,497 545 36.4 974 173 現在確認中 現在確認中 

年度 回数 参加延人数 

平成29年度 64 1,625 

平成30年度 31 849 

＊生活習慣病予防，健康体操，栄養相談会， 
 歯とお口のセミナー，生活不活発病予防， 
 介護予防の講話や個別相談等実施 

＊こころの健康セミナー，災害時スタッフ研修会，自殺 
 予防研修会，心カフェ（交流会）,断酒を目指す会， 
 遺族支援（グリーフケア会・わかちあい会）等の開催 

＊ハイリスク者：心の項目で点数が高い方，飲酒に問題のある方，医療中断の方等 
＊専門職による要フォロー者：市・みやぎ心のケアセンターと連携した訪問等により，継続的な健康指導を行っている。 

健康調査後の 
健康支援 

(5)⑤ 被災者の健康づくり支援 （平成30年9月1日現在） 

    震災後の生活環境変化に伴い，生活不活発病，ストレスによる健康状態の悪化等，被災者の健康管理・ストレス対策
が重要になっている。 

課 題 

家庭訪問 
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訪問健康相談  

対  象 実施年度 対象戸数 
相談実施 
戸数 

実施率 
相談実施 
人数 

災害公営住宅 
平成29年度 1,257 410 32.6 774 

平成30年度 847 143 16.9 263 

防災集団移転 
平成29年度 611 258 42.2 830 

平成30年度 353 40 11.3 132 



（5）⑥ 応急仮設住宅の集約 

 災害公営住宅整備事業や防災集団移転促進事業等の進捗により，平成27年度以降，本格的な住宅再建が進むこと
から，学校施設等早期開放に向け，応急仮設住宅の集約に取り組み，平成31年度までの全団地解消を目指す。 

 ●学校施設，民有地，公共事業用地等の優先的解消   ●入居者・自治会等の合意形成 

 ●拠点団地の設置                  ●コミュニティの維持と形成 

 ●入居者の精神的・経済的負担の軽減         ●円滑な団地間転居の調整と実施 

 ●コミュニティ，防犯，利便性など生活上の諸要件   ●自立再建未定者への対応と支援 

   

 
 ●応急仮設住宅集約化スケジュール 期間：平成26年度～平成31年度（6年間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

 平成26年度  平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度 平成31年度 

 
 
 
 
 
 
 

入 居 率 Ｈ28.3末 62.1％ Ｈ29.3末 24.4％ Ｈ30.3末 5.7％ Ｈ31.3末 0.7％ Ｈ32.3末 0.3％  

集約化計画策
定 

  現地調整 
（住民説明会等） 

 集約開始（学校施設等早期開放） 

■今後の予定 

■課 題 

災害公営住宅（H29年度），防災集団移転（H30年度)，土地区画整理事業(H32年度) 

 現地調整（随時） 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

入居率推移 

％ 
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【平成23年度】 
○防災教育推進委員会の開催（危機管理課，教育委員会，市立学校長会） 
○『記録「東日本大震災」被災から前進するために』発刊 

○「東日本大震災からの学び～気仙沼の教育現場から見えてきたＥＳＤと防災教育～」発刊 
○地震・津波マニュアルの作成及び防災教育計画の指針確認 
【平成24年度】 

○心のケアへの対応 スクールカウンセラーの緊急派遣と研修会の実施 
○防災主任研修会(ロールプレイング形式での図上訓練の実施） 
○気仙沼市教育研究員（愛媛県西条市「子ども防災キャンプ」視察，京都大学地球環境学を訪    

 問，研究主題「東日本大震災を踏まえた気仙沼市の防災計画・防災教育の改善」発表） 
【平成25年度】 
○防災マニュアルの自校化 

○防災担当主幹教諭・主任研修会（(図上訓練の実施） 
○気仙沼市教育研究員（三重県尾鷲市・兵庫県神戸市での視察研修，研究主題「東日本大震災の教訓を踏まえた学校の防災計画・ 
  防災教育の改善」発表） 

【平成26年度】 
○防災担当主幹教諭・主任研修会（地区防災研修，ワークショップ実施）         
○気仙沼市教育研究員（愛媛県西条市「子ども防災キャンプ」児童４名参加体験発表， 

 研究主題に基づき，気仙沼防災シートを活用した授業モデル等発表） 
○みやぎ防災教育推進事業推進協力校（階上小）における地域連携の構築・授業実践 
【平成27年度】  ○防災担当主幹教諭を中心とした，幼小中防災主任研修会の実施（危機管理課 講話「気仙沼市の防災への備え」） 

         ○地域と連携した防災体制の整備・運用に向けた協議（防災担当主幹教諭・危機管理課・地域自主防災組織代表との協議） 

          自主防災組織代表との協議） 
         ○気仙沼市防災フォーラムの開催（H28.1.28） 参加者130名 

【平成28年度】  ○安全担当主幹教諭研修・会議の実施 
         ○幼小中防災主任研修会の実施（３回）（第１回講話「気仙沼市の防災への備え」 
          第２回緊急時ワークショップ 第３回講話「気象災害の特徴と減災へ向けての取組」，防災マニュアル点検） 

         ○気仙沼市防災フォーラム「市民みんなで考える防災」の開催（H29.1.27） 参加者120名 
【平成29年度】  ○安全担当主幹教諭研修・会議の実施 
         ○幼小中防災主任研修会の実施（３回）（第１回講話「気仙沼市の防災への備え」） 

                           （第２回講話「地域との結び付きを意識した自主防災組織の活動」 
                                  「学校と連携した防災によるコミュニティづくり」） 

                           （第３回研修「防災ダ・ズ・ン」，防災マニュアル点検） 

         ○気仙沼市防災フォーラム ワークショップテーマ「震災を風化させない私たちの取組」の開催（H30.1.24）参加者100名 

 
 

取
組
の
状
況 

 
 
 
持続発展可能な防災教育の構築 
 

○各校の防災マニュアルの改善  
   

○市危機管理課及び東北大学災     

 害科学国際研究所との連携に 
 よる防災体制・防災教育の整 
 備と実践 

  
○地域と連携した防災体制の整 

 備と運用 

 

(6)① 防災教育の充実 

課 題 

 各学校では，東日本大震災の教訓を踏まえ，「防災学習シート」や「みやぎ防災教育副読本」を活用した防災の授業改善に取り組んで
いる。また，保護者への引き渡し訓練や地域合同防災訓練など，災害に適切に対応する能力の基礎を培うことを目指した実践的な学習が
推進されている。さらに，教職員の指導力の向上を図るために，安全担当主幹教諭（８名）が中心となり，各幼小中学校の防災主任を対
象とした防災研修の充実を図っている。また，学校・家庭・地域・行政との連携強化に向けた体制整備を推進している。 
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気仙沼市義務教育環境整備計画の策定に関する経過 

気仙沼市義務教育環境検討委員会において，①学校規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方，②学習・教育環境向上のための具
体的な学校配置案，③学校規模・配置の適正化に向けた具体的な方策，④その他義務教育環境整備に向け必要となる事項について検討を行
い，平成24年10月に答申が提出された。教育委員会ではこの答申を基に，パブリックコメントと地域懇談会による保護者・地域住民の声を
踏まえながら，平成25年6月27日に気仙沼市義務教育環境整備計画を策定した。今後は整備計画を基に統合を推進していく予定である。 

 
 ○ 気仙沼市義務教育環境整備計画に基づき，学校統  
    合に向けて懇談会を継続していく。 
 
・ 第２段階対象校のうち学校統合が確定していない 
    学校の保護者や地域住民との地域懇談会を定期的に  
  開催し，保護者や地域からの学校統合への理解と協  
  力を求める。 
 
 ・ 第３段階対象校については，第２段階対象校の方 
  向性を示した後に取り組む。 
 

 
 
 

 
 
 ・ 整備計画に基づく推進に当たっては，統合対象校  
 の保護者や地域住民との懇談を通して，地域住民の 
 理解と合意，協力が得られるよう努めていく必要が 
 ある。 
 ・ 整備計画の実施に当っては，震災の復興状況,出 
  生数と児童・生徒数の変化，居所状況の動向，地域 
   コミュニティーの変化を見極めながら，検討，実施 
   していく必要がある。 

今後の予定 

課 題 

(6)② 学校の適正配置 

 

【平成23年9月26日】 

南気仙沼小学校と気仙沼小学校の統合を提言 

【平成24年5月15日】 

義務教育環境「中間報告」公表 

【平成24年5月15日～29日】 

中間報告へのパブリックコメント募集 

【平成24年7月25日】 

浦島小学校と鹿折小学校の統合を提言 

【平成24年10月22日】 

「答申」を市長，教育長に提出 

「気仙沼市義務教育環境整備計画」に基づく学校適正化の推進 
◆浦島小と鹿折小（平成25年4月統合） 
◆落合小と新城小（平成26年4月統合） 
◆白山小と鹿折小，小原木中と唐桑中（平成27年4月統合） 
◆馬籠小と津谷小，小泉中と津谷中（平成29年４月統合） 
◆小原木小と唐桑小（平成30年４月） 

 

検討委員会の経過 
 
【平成25年3月1日】 

 ・整備計画(案)の策定・公表 

 ・パブリックコメント募集 

【平成25年3月～6月】 

 ・整備計画(案)の説明・懇談 

【平成25年6月27日】 

  「義務教育環境整備計画」決定 

【平成25年7月以降】 

 ・整備計画の説明・懇談 

 ・策定した整備計画を説明 

 ・市長の考えを説明(第１段階対象校並びに第 

  ２段階対象校の一部) 

 ・統合相手校での説明・懇談 

 ・統合後の児童生徒の様子等についての懇談 

 

 

 

 

 

地域懇談会等の経過 
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 (6)③ 被災文化財の修理・修復 

 東日本大震災により，国登録文化財や国県市指定文化財をはじめ，未指定の有形・無形の文化財も大きな被害を受けた。地域の
貴重な自然・文化遺産である文化財を保護・活用し，次代に受け継ぐため，NPOはじめ大学や専門機関等の支援・協力を得ながら，
国・県等と連携し，文化財レスキュー事業や文化財復原事業等を推進するとともに，被災した市民の心の支えとなる地域文化や伝
統芸能の再興を図る。 

これまでの取組の状況 

【指定文化財等修復事業】    
 「十八鳴浜及び九九鳴き浜」（国指定天然記念物）の清掃及びパトロールを実施するとともに，刻々と変
化している浜の状況を調査し，今後の保護・活用策を検討している。 

 小々汐尾形家住宅（未指定）は，「尾形家修復保存会」や（公財）日本ナショナルトラストと連携し，部材
の修復作業を進めている。 

【国登録文化財修復事業】  
 「内湾地区国登録文化財群復興プロジェクト」（気仙沼風待ち復興検討会）と連携し，国内外の民間財団
の支援を受け，被災建造物の修復・復原事業を進めている。 

 男山本店店舗，千田家住宅は，復原工事に向けて設計中。 
 角星店舗，小野健商店土蔵，三事堂ささ木，武山米店店舗は，修復復原完了。             
 
 
  
 

【被災ミュージアム資料整理保全事業】  
文化庁，県，国立歴史民俗博物館等の協力のもと，被災した施設や古民家で展示・収蔵されていた民俗
資料，古文書等をレスキューし，現在，被災資料を再整理し，データベースを作成し，一時保管している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

【文化芸術芸能再興プロジェクト】 
被災した伝統芸能の再興を図るため，支援ファンドや助成制度とのマッチングによる道具や装束類の修
理，新調を行い，各種イベント等への出演支援，情報提供などを進めている。 

▲十八鳴浜の変化の状況を調査 

▲復原された文化財（武山米店店舗） 

    
 文化財の修理・修復には多額の費用や専門的な技術が必要である。民間財団，国県等の支援を引き続き要請するとともに，内湾地区の土
地区画整理事業との調整や，関係機関・団体と協議しながら事業の推進を図る必要がある。 

 埋蔵文化財調査のほか，文化財建造物の復原事業など専門職員の確保や専門家等の技術的支援が必要である。 
 文化財（民俗資料，古文書等）の収蔵・展示公開施設の確保，資料の記録作成や活用が課題である。 
 被災した文化財に限らず，地域文化や伝統芸能は市民の心の支えになる。伝統芸能の後継者の育成，発表の場，映像等記録作成など，持
続的な活動への支援が必要である。 
 

 

課  題 
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（6）④社会教育施設の復旧・再建 

 

 

 

住民の交流と生涯学習の拠点として公民館機能を有する 

（仮称）鹿折地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（鹿折公民館）を整備する。 

 建設場所：鹿折地区被災市街地復興土地区画整理地内 

 構造階数：鉄骨造平屋建て 

 延床面積：997.95㎡ 

 施設構成：会議室，和室，研修室，調理実習室，軽運動場 

        ラウンジ（図書・展示コーナー），事務室 等 

 ※今後の予定  平成30年 9月 竣工予定 

 

 

 

 東日本大震災により，気仙沼中央公民館，鹿折公民館は２階まで浸水し使用不能となった。生涯学習の
場の提供と活動の支援を図るため，早期の復旧・再建に努める。 

 
 
 
 
地域コミュニティ及び生涯学習の拠点施設として整備する。 
 建設予定地：南気仙沼地区市街地復興土地区画整理地内 
 建設面積：約3,159㎡（被災施設と同規模を想定） 
 ※今後の予定  平成30年度：地質調査・設計業務 
            平成31・32年度：建設工事 
            平成32年度：供用開始 

鹿折公民館 気仙沼中央公民館 
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※イメージ図 建設予定地 

大川 

市営内の脇住宅 

市営幸町住宅 



(7)① 仮設住宅での自治組織の設立・運営支援 

地域別 
結 成 組 織 数 

うち活動中 うち解散・休止 

気仙沼 54 3   51 (43) 

唐 桑 6 0    6 ( 6) 

本 吉 12 1   11 ( 9) 

一 関 2 0    2 ( 2) 

計 74 4   70 (60) 

一関雇用促進住宅 2 0    2 ( 2) 

合計 76 4   72 (62) 

１ 自治組織設立状況   （Ｈ30年9月1日現在） ２ これまでの支援状況 

(1)地域支援員（10人）の配置 
 ○コミュニティの形成支援及び維持・継続の支 
  援 
 ○仮設住宅と既存自治会の交流・情報交換等の 
  支援 
 ○支援団体や関係機関等との連携によるコミュ 
  ニティ支援 
 ○復興事業等に係る情報収集及び情報提供 
(2)仮設住宅代表者連絡会議の開催 
(3)自治組織運営費補助金の交付 

(1) 仮設住宅内の住民同士が互いに支えあうコミ 
  ュニティが維持されるよう，地域支援員によ 
  る自治組織等への支援を継続する。 
(2) 復興事業等の情報提供に努めるとともに，自 
  治組織等が抱える問題等の解決に向けて継続 
  した相談業務を実施する。 
(3) 支援団体や関係機関と連携し，自治組織の維 
  持継続に努める。 
(4) 自治組織への運営費補助金の交付を継続し， 
  コミュニティ活動の維持と活発化を図る。 

４ 今後の支援方針 

３ 課  題 

(1) 自立再建や災害公営住宅・防集団地の完成等に 
  より，入居者が減少し自治組織の維持が難しい 
  状況になっている。 
(2) 仮設住宅集約に伴う，住民同士のコミュニティ 
  づくりの支援が必要である。    

当初は９１団地中８８団地で７６組織が結成された。（３団地は組織未結成） 

解散・休止 ： 役員改選時に役員が決まらない，入居者の減少等により自治組織とし 

        て活動が困難などにより解散または休止している組織だが，班長制や 

        連絡員・窓口係体制をとり,団地内で連絡・情報伝達が行われている。 
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  ※（ ）は団地の解体や住民の退去により解散した組織数 



 (7)② 減災のためのコミュニティづくり・自治組織同士のコミュニティづくり 

１ 自治組織の現状 

２ 現在までの支援状況 

(1) 集会施設の被災状況や自治組織の活動状況の把握 
    （アンケート調査の実施・自治会長からの聞き取り調査） 
(2) 自治組織運営支援（地域支援員による相談） 
(3) 自治組織代表者会議の開催（地区単位） 
(4) 市政懇談会の開催（地区単位） 
(5) 自治組織の運営費補助金・老朽化施設整備補助金の交付 
(6) 防災集団移転事業を活用したまちづくり支援 
       →まちづくりに係る専門家・コーディネーター等の招へ 
         い費用等を負担する「まちづくり総合マネジメント事 
         業」の創設(平成25年度～) 
(7) 主体的な地域づくりに取り組むまちづくり協議会等への支援 
       →復興まちづくり協議会運営費補助の創設(平成25年度～) 
       →地域活性化支援員の設置（平成29年度～） 
(8) 被災自治組織の集会施設再建のための補助金の交付 

３ 課題と今後の取り組み方針 

(1) 行政区の再編・統合によるコミュニティ
形成や，防集・災害公営住宅の移転地区
の既存自治会と移転住民とのコミュニ
ティの醸成などの支援がまだまだ必要で
あり，関係団体，関係機関と協議しなが
ら連携して支援する。 

(2) 気仙沼地域の基盤整備地区においては今
後，事業が完了次第，早期にコミュニ
ティの醸成が必要なことから，関係団
体，関係機関と協議しながら連携してコ
ミュニティ形成の支援に努める。 

(3) 自治組織の役員の高齢化や後継者不足，
会員の減少等により，震災の影響を除い
ても従前の活動の維持が困難な状況に
なっているため，引き続き運営費補助な
どの支援を継続するとともに，各組織が
抱える課題の解決に向けての支援が必要
である。 

 
 
 

地域名 
自治組織数
（震災前） 

解散組織数 
組織数 

（Ｈ30年9月1日現在） 

気仙沼 171 19 154 

唐 桑  12 0  12 

本 吉  40 0  38 

計 223 19 204 

●気仙沼地域は19組織が解散したが， 
 解散しない自治会でも，震災前の活 
 動には至っていない自治会がある。 
●大規模な災害公営住宅や防災集団移 
 転団地において，新たな自治会が設 
 立されてきている。     

●行政区再編等により９組織が新規結成
し，２組織が１組織に統合，６組織が１組織
に統合した。 
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●行政区再編により５組織が２組織に統合
し， 
 １組織が新規結成した。 



 (7)③ 情報の共有体制づくり 

市広報紙や市ホームページ・Facebook(フェイスブック)等を活用し，市民をはじめ市外の方とも情報の共有
化を図り，誰もがわかりやすい正確な情報発信に努めている。また，状況の変化やニーズ，復旧・復興に向け
た施策・事業等については，より積極的な広報活動を展開する。さらに見やすくわかりやすい情報提供を図る
ため，市広報紙や市ホームページのリニューアルを適宜実施するとともに，市民の声を市政に反映させるため，
住民と行政の対話づくりに努めている。 

震災後に始めた主な取組 
• 市長記者会見の連日開催（23年3月12日～．現在は原則火・金曜日に開催） 

• 「気仙沼市から市民の皆様へお知らせ」を毎日発行（23年3月16日～．23年5月29日か

ら発行頻度を減らし印刷は24年7月で終了。以後市ホームページに掲載） 

• 広報けせんぬま災害臨時号発行及び避難者への配付(23年5月～．23年9月からは通常号で発行) 

• フェイスブック海外版「KESENNUMA-BUILDING FOR THE FUTURE」の運用（23年8月8日～随時実施） 

• 記者発表資料のホームページ掲載（23年11月1日～随時実施） 

• 秘書広報課ツイッター（23年11月～26年6月） 

• 「広報けせんぬま」のカラー化（24年4月15日号～） 

• 広報けせんぬまモニター会議の開催（年2回程度） 

• 「広報けせんぬま号外版」の発行（24年7月12日～27年まで17回発行済み） 

• 「けせんぬま復興ニュース」の発行（24年8月1日～（月2回発行）） 

• 市政懇談会等の開催（市内９会場のほか、24・25年度は仮設住宅入居者との懇談会を開催） 

• フェイスブック日本語版｢はまらいんや!気仙沼｣の運用(24年11月1日～随時実施) 

• 市ホームページのリニューアル(25年6月28日，28年9月26日） 

• 復旧・復興事業に係る全体図の作成・公表（25年12月27日～随時更新） 

• コミュニティエフエムを利用した市政情報番組の放送（29年7月～） 

• ケーブルテレビを利用した市政情報番組の放送（30年４月～） 

今後も一層の内容充実を図る必
要がある。 

取組の状況 課題 
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(8)① 平成29年度復興関連予算（２月追加補正分まで） 
総額749億8,192万円〔予算全体（1,061億5,174万円）に占める割合70.6％〕 

 
 

市土基盤の整備 
 

【被災市街地復興推進事業】     140億1,882万円 
 鹿折・南気仙沼・内湾地区土地区画整理事業等 
【防災公園・復興市民広場整備事業】  1億8,910万円 
【道路（街路）整備事業】      54億4,349万円 
【防災集団移転促進事業】      28億 876万円 
【がけ地近接等危険住宅移転事業】   1億6,634万円 
【住宅再建支援補助事業(市独自支援事業)】 
                  13億1,898万円 
【災害公営住宅整備事業】      61億3,766万円 
【公共土木施設災害復旧事業】    12億9,092万円 
【大谷海岸地区まちづくり事業】   3億4,743万円 

        産業再生と雇用創出 
 

【赤岩港水産加工団地造成事業】       4,884万円【創造的産業復興支援事業費補助金】 
【「海の市」復旧整備事業補助金】    2,000万円                2,503万円 
【水産加工施設等集積地基盤整備事業】 1億4,834万円【造船・燃油施設整備事業】 10億5,919万円 
【漁業用施設整備事業】         1億6,655万円【地域商業施設等復旧整備事業補助金】 
【水産流通基盤整備事業】            2億  913万円                     １億円 
【漁業集落防災機能強化事業】     22億1,722万円【気仙沼版ＤＭＯ構築事業】   3,642万円 
【海岸保全施設整備事業】           25億9,022万円【観光交流広場等整備事業】 1億4,762万円 
【漁港施設等災害復旧事業】          55億6,274万円【農山漁村地域復興基盤総合整備事業】 
【被災地域農業復興総合支援事業】    5億7,943万円                 4,764万円 
【観光物産センター災害復旧事業 
・優良建築物等整備事業（南町海岸地区） 
・勤労青少年ホーム災害復旧事業】  15億2,747万円                       

 防災体制の整備 
 

【災害用備蓄物資整備事業】          370万円 
【消防防災施設災害復旧事業】     1億4,175万円 
【復興祈念公園整備事業】      1億4,170万円 
【震災遺構保存整備事業】      2億5,355万円 
【（仮称）震災伝承館整備事業】     4,046万円 
 

自然環境の復元・保全と環境未来都市 
（スマートシティ）の実現 

 
【浄化槽設置補助金】          1,575万円 
【低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業費補助金】  
                       7,711万円 
【太陽光発電設置補助金】           1,500万円 

保健・医療・福祉・介護の充実 
【「絆」再生事業】      1億335万円 
 被災した高齢者，障がい者，離職を余儀な 
 くされた若年層等に対する見守りや総合相 
 談等を実施 
【応急仮設住宅入居者等サポート事業】 
                4,791万円 
 応急仮設住宅入居者等に対する総合相談・ 
 交流活動支援等を実施 
【生活援助員（ＬＳＡ）事業】1億1,139万円 
  仮設住宅や災害公営住宅の訪問相談や高齢 
 者相談室の設置 
【被災者の健康づくり支援事業】 1,402万円 
【災害援護資金貸付金】    1億8,000万円 
【応急仮設住宅維持管理費】 1億6,649万円 
【鹿折児童館災害復旧事業】   4,543万円   

学びと子どもを育む環境の整備 
【スクールバス運行業務】       4,716万円 
【被災児童生徒就学援助事業】       4,211万円 
【気仙沼図書館災害復旧事業】   6億2,230万円 
【（仮称）鹿折地区コミュニティセンター 
 （鹿折公民館）整備事業】    1億4,230万円 

地域コミュニティの充実と市民等との 
協働の推進 

 
【まちづくり支援総合マネジメント事業】 
                   3,000万円 
【復興まちづくり協議会運営費補助金】  400万円 
【「地域支援員」による自治会活動支援・ 
 担い手育成支援事業】         3,569万円 
【集会施設災害復旧事業】        6,212万円 
【被災集会施設再建事業補助金】   8,460万円 

※主な特定財源 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 309億7,379万円，災害復旧費国庫負担金 60億7,696万円             
（表示桁未満切り捨て）           

主な復旧・復興事業 

Ｈ28年度 総額1,198億3,178万円〔予算全体（1,505億7,086万円）に占める割合79.6％〕 
Ｈ27年度 総額1,442億2,218万円〔予算全体（1,733億  286万円）に占める割合83.2％〕 

平成30年3月31日現在 

【（仮称）大島ウェルカム・ターミナル 
 整備事業】         2,982万円 
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※主な特定財源 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 301億6,511万円，災害復旧費国庫負担金 107億56万円              
（表示桁未満切り捨て）           

(8)① 平成30年度復興関連予算（６月補正分まで） 
総額 648億5,973万円〔予算全体（948億9,417万円）に占める割合68.3％〕 

 
 

市土基盤の整備 
 

【被災市街地復興推進事業】    148億  841万円 
 鹿折・南気仙沼・内湾地区土地区画整理事業等 
【防災公園・復興市民広場整備事業  1億9,016万円 
【道路（街路）整備事業】     39億  452万円 
【防災集団移転促進事業】     12億1,857万円 
【がけ地近接等危険住宅移転事業】  2億4,836万円 
【住宅再建支援補助事業(市独自支援事業)】 
                 21億8,422万円 
【公共土木施設災害復旧事業】   33億8,566万円 

    産業再生と雇用創出 
 

【水産業共同利用施設復興整備事業補助金】    【「海の市」復旧整備事業補助金】     2,000万円 
                 7億1,412万円【漁業集落防災機能強化事業】     22億1,722万円 
【海岸保全施設整備事業         35億5,984万円【漁港施設等災害復旧事業】        82億5,088万円 
【被災地域農業復興総合支援事業 】4億2,663万円【農山漁村地域復興基盤総合整備事業】  5,171万円 
【創造的産業復興支援事業費補助金】  3,003万円【造船・燃油施設整備事業】     21億9,141万円 
【地域商業施設等復旧整備事業補助金】8,500万円【気仙沼観光推進機構事業補助金】    7,268万円 
【道の駅「大谷海岸」災害復旧事業】 5,624万円【御伊勢浜海岸再生事業】       7,177万円 
【（仮称）大島ウェルカム・ターミナル広場整備事業】 
                    3億37万円 
【波路上杉ノ下地区コミュニティ広場整備事業】 
                  8,785万円 
                           

 
防災体制の整備 

 
【災害用備蓄物資整備事業】         260万円 
【消防防災施設災害復旧事業】    1億  746万円 
【復興祈念公園整備事業】        3,952万円 
【震災遺構保存整備事業】     2億6,298万円 
【（仮称）震災伝承館整備事業】  1億6,363万円 
 

自然環境の復元・保全と環境未来都市 
（スマートシティ）の実現 

 
【浄化槽設置補助金】          1,575万円 
【低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業費補助金】  
                    1億3,478万円 
【太陽光発電設置補助金】         1,500万円 
【再生可能エネルギー活用推進事業】  2,570万円 

保健・医療・福祉・介護の充実 
【「絆」再生事業】       9,681万円 
 被災した高齢者，障がい者，離職を余儀なく
された若年層等に対する見守りや総合相談等を
実施 
【応急仮設住宅入居者等サポート事業】 
                4,029万円 
 応急仮設住宅入居者等に対する総合相談・交
流活動支援等を実施 
【生活援助員（ＬＳＡ）事業】 
                            1億1,223万円 
  仮設住宅や災害公営住宅の訪問相談や高齢者
相談室の設置 
【被災者の健康づくり支援事業】 1,275万円 
【応急仮設住宅維持管理費】 1億1,968万円   

学びと子どもを育む環境の整備 
【スクールバス運行業務】     1億4,599万円 
【被災児童生徒就学援助事業】       4,211万円 
【中央公民館災害復旧事業】      6,752万円 
【（仮称）鹿折地区コミュニティセンター 
 （鹿折公民館）整備事業】      6,494万円 
【仮設運動場整備事業 
（返地に係る原形復旧工事）】    9,979万円 

地域コミュニティの充実と市民等との 
協働の推進 

 
【まちづくり支援総合マネジメント事業】 
                   3,000万円 
【復興まちづくり協議会運営費補助金】  300万円 
【「地域支援員」による自治会活動支援・ 
 担い手育成支援事業】         1,189万円 

主な復旧・復興事業 

Ｈ29年度 総額 749億8,192万円〔予算全体（1,061億5,174万円）に占める割合70.6％〕 
Ｈ28年度 総額1,198億3,178万円〔予算全体（1,505億7,086万円）に占める割合79.6％〕 

平成30年9月1日現在 



(8)② 復興事業に係るマンパワー確保 

ピークを迎えている土地区画整理事業，市道等災害復旧復興事業，防潮堤及び漁業集落防災機能強化事業，
公共施設復旧復興事業等，大規模な復興関連事業を進めていくには，今後もマンパワーの確保が必要。 

『予算額の比較（普通会計 歳出）』  
            
                      【単位：億円】 

約 4.0倍 

『予算額の比較（普通会計 投資的経費）』 
               
                       【単位：億円】 

約20.2倍 

大規模な復興事業！ 

 
 平成30年度においても，市土基盤整備等の
復興関連事業はピークを迎えており，継続し
た職員の確保が必要。 
 
★平成30年度必要数  264名（H30.9.1現在） 
 
  → 平成30年9月1日現在，236名 
    (派遣職員等140名，市任期付96名)の応援 
     をいただいています。 
 
★必要数確保に向けた取組 
 
  → 市任期付職員の採用 
  → 業務委託等，必要数を削減するための取組 
  → 引き続き，総務省スキーム等活用し，継続     
       派遣要請等も含め，各自治体，団体等に職 
       員派遣を要請 

膨大な事業量 職員確保の状況 

 マンパワーの確保を図るために，これまでの職員派遣の要請に加え，以下の分野についても取組みを進
めていく必要がある 
 ◆ 再任用職員の任用及び派遣要請    ◆ 復興庁期間業務職員や民間企業からの職員派遣要請 
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H30年度予算 949 

H22年度当初予算  

270 

H30年度 

H22年度 

（H30年6月追加補正時点） 

H30年度 

H22年度 

H29年度からの繰越予算 187 

H29年度からの繰越予算 187 

（H30年6月追加補正時点） 

H21年度からの繰越予算 12 

H21年度からの繰越予算 12 
H22年度当初予算 25 

H30年度予算 562 





復興祈念公園の基本設計案（園内頂上部） 

銘板イメージ ※頂上部西側広場 

②アングル（上空から） 

【検討状況】 

・公園整備のアイデアを広く市
民や関係者から募集（コンペ） 

・優秀賞を受賞した神戸大学大
学院准教授の「槻橋修」氏に監
修を依頼し，復興祈念公園施設
検討委員会にて基本設計案を検
討 

 
【概要】 

・頂上部中央には，公園全体の
シンボルとして，コンペに寄せ
られた多くの作品の思いを包み
込んだゲート型のモニュメント
を配置 

・頂上部西側には，各地区の方
向に向けた犠牲者の銘板を配置
するほか，市民参加の花壇を配
置 

・頂上部東側には，散歩やピク
ニックなど日常的な利用ができ
る憩いの場（再生の広場）を整
備 

・公園内の数箇所に，彫刻と言
葉で震災から復興への歩みを語
り伝える「伝承のオブジェ」を
配置 

・モニュメントの製作費として，
市民や関係者の多くの思いを寄
せていただけるよう寄附を募る。 

 
【今後の進め方】 
・11月3日(土)  市民説明会の開催 
・H30年12月 基本設計の確定 
          →実施設計着手 
・H31年度中 整備工事 
・H32年度中 公園完成 

基本設計として採用された案（平面図） 

【再生の広場】 

①アングル 

①アングル（上空から） 

モニュメントイメージ ※頂上部中央広場 

（人の目線から） 

【追悼と伝承の広場】 

②アングル 

モニュメント 

銘板 

唐桑 

市民参加花壇 

伝承のオブジェ 

中井 
大島 

階上 
面瀬 

松岩 大谷 
小泉 

津谷 

気仙沼 

新月 

鹿折 

小原木 
銘板 

銘板 

伝承のオブジェ 

モニュメント 

市民参加花壇 

銘板 

伝承のオブジェ 

伝承のオブジェ 

伝承のオブジェ 

銘板 

銘板 

市民参加花壇 

伝承のオブジェ 

別添 


