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政策目標（Ⅰ） 
育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新た
な雇用」を創出する 

 

◆ 水産資源の多角的利用による新産業創出や創業支援などの取組みのほか，被災した工場の再建が

進んだことなどにより，製造品出荷額は目標値の 950 億円に迫る 908 億円に増加した。 

◆ 創業支援の取組みや地域活動の活性化によって，新規法人登記件数は目標値を上回る件数で推移

している。 

◆ 企業誘致については，県と連携した企業訪問，トップセールスなどにより，昨年度は１社を誘致

した。 

◆ 上記の取組みなどを行うことによって，市民の総所得金額は目標値 681 億円を上回っているが，

今年度は減少に転じた。復興事業が落ち着いてきたことなどが要因と考えられる。 

◆ 高校新卒就職者は，依然として市外に仕事を求める割合が高く，地元就職率は 40％～50％台で推

移している。 

  



2 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

◆ 日本全国と東アジア全域で仕事をしているが，その中で痛切に感じていることは，ほとんどの産

業で毎日売り上げが下がっているということ。人口が増えていれば，シェアを取っている分増える

が，人口減なので毎日下がる。顕著なのが食品。人口が減るから当然減る。対策として，①他分野

への進出，②海外への進出（輸出，海外生産）がとられている。 

海外進出の先として今顕著なのがミャンマー。日本にとってはフロンティアだが，そういうとこ

ろに日本の問題がシャープに出る。日本の代表的な食品会社が一斉にミャンマーに出ている。これ

までは中国，ベトナム，タイなどいろいろあったが，必ず安い労働力を求めてメーカーがまず先に

出て，そこから関連産業が出て，ある程度豊かになってくると国内市場を求めた商圏ができる。そ

こまで大体 10～15 年かかっていた。ところが，今ミャンマーにはメーカーからサポートする産業，

ミャンマーの市場を求めるところまで一気に出ている。これは経験したことがない。それは，日本

にとって最後のフロンティアがミャンマーだから。この 30 年で日本企業も海外に慣れてきたので，

「ここだ」ということで一気に出ている。 

日本は人口が減っている，食品は毎日へこんでいく産業だということを含めて，次の気仙沼の産

業をどうしていくか議論していかないといけない。 
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政策目標（Ⅱ） 
人と自然が共生するまちをつくり，気仙沼ファンを育て，
新たな人の流れをつくる 

 

◆ 移住・定住支援センターや市内のまちづくり団体などが，移住予備軍となる関係人口づくりなど

を行い，実際に移住に繋がる成果を上げているが，若年層を中心とした人口流出に歯止めがかから

ず，人口の社会動態は 348 人の減となった。東京のみやぎ移住サポートセンター等からの移住あっ

せん数も５件にとどまった。 

◆ ふるさと納税の寄附受付を行うサイトを増やしたことや，昨年度ブームになった缶詰製品を返礼

品と求める寄附者が増えたことなどにより，寄附件数，寄附金額とも増加した。 

◆ 気仙沼版ＤＭＯ構想の中核組織「気仙沼観光推進機構」を中心に，体験型コンテンツの開発など

を行い誘客に努めたが，観光宿泊客は 19.6 万人に減少した。 

◆ 市外避難者に対して，気仙沼とのつながりを継続するため，広報けせんぬまやけせんぬま復興ニ

ュースを送付した。 

 



4 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

◆ 観光宿泊者数が減少した原因は何か。 

→ 観光施設への聞き取り調査によると、ビジネス客の減少と三陸道の延伸により日帰り圏が広が

ったことから減少した。観光宿泊者数を増加に向けた施策を強化する。 

◆ ビジネス客の減少は理解した。ビジネス客か観光客かは分析していただきたい。 
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政策目標（Ⅲ） 
やさしさと安心に満ちたくらしを実現し，若い世代の 
結婚，出産，子育ての希望をかなえる 

 

◆ 総合的な結婚，出産，子育て支援施策を「プロジェクト 1.90」と称し，結婚を希望する若い世代

に対する結婚支援や，特定不妊治療費助成などの出産支援，子育て世代包括支援センターの開設や

ワクワク子育てプログラム事業，ファミリー・サポート・センター事業などの子育て支援等を行っ

ているが，合計特殊出生率及び出生数は２年連続で減少した。 

◆ 保育士不足や保育ニーズとのミスマッチなどにより，保育施設待機児童の解消には至っていない。 

◆ 高齢者の健康づくりや介護予防の取組みが，健康寿命の延びに寄与していると考えられる。 

 

  



6 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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政策目標（Ⅳ） 
協働と参加による自立した社会をつくり，安心で豊かな
くらしを大切にする風土と心を育む 

 

◆ 転入者を対象としたアンケート調査において幸福感についても調査した結果，平成 27 年度調査の

平均値よりも高い値となった。 

◆ 低炭素社会対応型浄化槽の設置費を補助するなど汚水処理人口の普及を図り，普及率は目標値を

ほぼ達成している。 

◆ 防災講座や防災指導員養成講習の開催，防災訓練の実施，防災資機材の整備，防災マップの作成

等を行い，津波浸水地域の自主防災組織率は増加したが，避難訓練を実施する自治会は減少した 

◆ 市内の全ての小中学校において，地域人材を活用した授業，防災教育，環境教育，郷土芸能学習

を行っている。そのうち海洋教育に取り組んでいる学校は，26 校中 11 校であった。 

 

  



8 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

◆ 幸福感調査とは，どのような調査か。 

→ とても幸せを 10，とても不幸を０として記載してもらう。国は過去に３回の調査を行った。気

仙沼市はその際の全国平均 6.7 を目指している。平成 27 年の調査の結果，気仙沼市は全国平均よ

り下であり，対して，避難で市外に移住した人は，気仙沼市より上であった。全国平均を目標と

している。 

◆ 自主防災組織率が上昇したのに対し，避難訓練実施自治会が減少した理由は何か。 

→ 主要な避難訓練の会場の違いがあった。平成 30 年度は気仙沼地区であり，活動できない自治会

等が多い地区であったことと分析している。 

◆ 自主防災組織率 100％を目標としても，避難訓練ができていないのでは本質が伴っていない。 

◆ 自主防災組織は自治会が担っているのか。 

→ 必ずしも一致しない。自治会マニュアルにも記載があるが，共助のための組織であれば自治会

単位でなくてもよい。 

◆ 環境負荷軽減に関して，CO2 削減の目標値は総合戦略の中に出てこないか。 

→ CO2 削減は総合戦略上に指標を掲げていない。別に計画を立てて，市役所内部では取り組んでい

る。 

 



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-1 

施策１ 基幹産業の進化 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－1－① ○地場産品全国プロモーション事業 商工課 

目的等 

地元食材や地場産品を全国に情報発信すべく，産地と飲食店を結ぶ各種プロモーション事業を実施

し，気仙沼食材のブランドイメージ向上や消費・販路拡大につなげる。 

内容 事業主体 

・首都圏飲食店及びシェフ等を対象に「気仙沼メニューフェア」「食材探

しツアー」を実施 

・株式会社横浜インポートマートと協力連携協定を締結したことに伴い，

横浜ワールドポーターズ内飲食店をはじめ，横浜圏での飲食店において

「気仙沼食材フェア」を実施 

市が民間へ委託 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規取引件数 

（期間累計） 
件 - 20 9 16 13 9  

実施内容 

継続した地元食材の情報発信と，アピールショップとして設置した「気仙沼ＰＯＲＴ」事業に関連

し，横浜圏の店舗に協力をいただき，「食材フェア」を実施した。 

また，今後の食材フェアでの新たなメニュー開発を模索するため，H31.1 に横浜中華街の飲食店を

気仙沼市に招き，気仙沼食材視察（市内事業者４店舗を視察）を行った。 

KPI の達成状況や取組状況等 

Ｈ30 年度末までに取引があった店舗：９店舗 

今後の方針 

気仙沼の食材等に関する情報発信に努め，更なる販路開拓を目指す。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-2 

施策１ 基幹産業の進化 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－１－② 
○水産資源の多角的利用による新産業創出 

【地方創生推進交付金事業】 
水産課 

目的等 

新たな産業と雇用の創出に向け，気仙沼で水揚げされる全国的にシェアの高い水産資源，地域で生

かしきれていない水産資源を活用し，機能性食品，化粧品などの高付加価値事業を構築し，「産・学・

官」が連携した水産クラスターの形成を目指す。 

また，新規市場を開拓し，地域産業の振興を図るため，水産食品の需要が拡大している海外市場で

の販路拡大・開拓を目指す団体を支援する。 

内容 事業主体 

（実績例） 

・サメコラーゲンを活用した化粧品等の商品開発や既存商品を含めた販売

プロモーション等の実施。 

民間団体と 

市のコラボレーション 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

商品開発数 アイテム - 10 3 5 7 4  

商品売上金額 千円 - 30,000 7,089 16,400 17,748 18,622  

農林水産物輸出量 トン - 10,400 7,103 8,552 13,138 20,565  

実施内容 

地域素材の検討及び成分分析，地域資源や未利用資源を活用した商品開発，共通ロゴ等による販売

開拓，農林水産物等輸出拡大支援 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 30 年度の気仙沼水産資源活用研究会の取組状況は，市内や首都圏における商談会への参加や海

外販路の拡大に向けたプロモーションを実施するとともに，化粧品４種類の開発等により，売上金額

は前年度よりも約 1,000 千円増加した。 

また，輸出拡大支援については，海外市場への販路開拓を図る市内４団体に対し，海外商談会や試

食展示会，輸出商品の試作費用等の支援を行った。 

今後の方針 

 気仙沼水産資源活用研究会については，地域資源や未利用資源を活用した研究・商品開発の更なる

活性化を図るとともに，既存商品を含めた商品の販売促進を継続的に行い，地域に根ざした地域ブラ

ンド商品の確立と高収益企業群の形成，雇用の創造に取り組む。 

 また，輸出拡大については，本市からの水産物輸出量は水揚げ量や国際相場に左右されやすい原料

魚の輸出がほとんどを占めている状況にあり，付加価値が高い水産加工品の輸出拡大を図るためには，

輸出先国の市場調査や現地の嗜好に合わせた商品開発等を継続して行う必要がある。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-3 

施策２ 起業しやすい環境・新産業への挑戦 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－２－① ○創業支援事業 産業再生戦略課 

目的等 

創業しやすい環境の整備，創業意識の醸成により「まち」の活性化を図る。 

また，起業者や地域資源等を活用して新たに事業展開する事業者に対し，必要な経費を補助するこ

とで，地域に新たな産業を興し，雇用の場を創出する。 

内容 事業主体 

・起業推進に向けた本市の魅力を広く紹介する映像を作成 

・起業や地域資源等を活用した新商品開発に要する費用の一部を補助 
市，民間 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規創業者数（期間累計） 件 - 5 0 0 3 7  

実施内容 

・魅力を紹介する映像制作のための撮影を実施 

・創造的産業復興支援事業費補助金として，最大 1,000 万円（補助率２分の１）を交付する補助金の

公募を実施。平成 30 年度は４月と 10 月に公募を実施した。 

KPI の達成状況や取組状況等 

・撮影したＰＲ動画は細かな調整を行い，戦略的かつ効果的なＰＲに向け準備を行った。 

・補助金交付決定事業者のうち，新規創業者は４者であり，これをもって目標値を達成した。 

今後の方針 

・目標値は達成したが，令和元年度においても創造的産業復興支援事業費補助金の公募を行い，本市

において起業する事業者に対し，必要となる経費の補助を継続する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-4 

施策２ 起業しやすい環境・新産業への挑戦 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－２－② 
○自治体広域連携によるローカルベンチャー推進事業 

【地方創生推進交付金事業】 
震災復興・企画課 

目的等 

起業型人材誘致に先進的な取組を行っている他の自治体と連携し，首都圏の優秀な起業型・経営型

人材を新たな担い手として受け入れ，地域資源を活用した新たな市場や経済を創出する。 

内容 事業主体 

・起業型・経営人材の母集団形成，マッチング 

・支援チームの育成，プログラム・仕組みの協働開発 
市が民間に委託 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規事業数 

（期間累計） 
事業 - 10 0 0 1 3  

起業型人材の地域

へのマッチング数 

（期間累計） 

人 - 20 - - 1 3  

実施内容 

・起業型・経営人材の母集団形成，マッチング 

 広域連携の中央事務局が実施する「ローカルベンチャーラボ」という半年間の起業家人材育成プロ

グラムでは， H30 年度は 55 人が輩出。気仙沼からも３名の起業志望者が受講・修了した。 

 地域事務局としては，首都圏で開催される起業型・経営型人材とのマッチングイベントへの参加や，

気仙沼でのフィールドワークの企画・実施を通し，人材と気仙沼の接点づくりを行った（マッチング

イベント３件参加，フィールドワーク１件実施／累計参加者 879 人）。また，起業型人材と市民のマッ

チングイベント「気仙沼チャレンジャーズピッチ」を２回開催した（累計参加者 89 人） 

 全国的な副業への関心の高まりを受け，NPO 法人 ETIC.が提供している副業人材マッチングサービス

「yosomon!」を市内企業に紹介し，１企業２人のマッチングを実現した 

・支援チームの育成，プログラム・仕組みの協働開発 

市内のコーディネーター人材の育成のため，創業期支援と中小企業の経営革新支援をテーマにコー

ディネーター講座を開催した（２回／累計参加者 29 人）。また，市全体の起業支援の仕組みづくりを

学ぶ視察合宿に参加した（２回／島根県雲南市・岩手県釜石市開催） 

KPI の達成状況や取組状況等 

・新規事業数 

① H29 年度に実施したフィールドワーク参加者が市内で起業した 

② 地域おこし協力隊２名が参画し，合同会社を立ち上げた 

③ 地域事務局参画者が，起業家支援のための個人事業を立ち上げた 

・起業型人材のマッチング数 

 yosomon！経由のマッチング数（市内企業の新規事業の実践支援を担当）     ２件 

 ローカルベンチャーラボ参加者のマッチング数（唐桑地域の漁業の IT 化を検討） １件 

今後の方針 

首都圏の起業型人材の育成や，市内企業・個人とのマッチングについては，広域連携の枠組みによ

る情報発信の場を活用して進めていく。また，市内での母集団形成・マッチング，支援チームの育成

については，講座やチャレンジャーズピッチを継続実施するとともに，起業家同士のコミュニティー

形成による相互支援の仕組みの構築を進めていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-5 

施策３ 企業や教育・研究機関等の誘致 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－３－① ○企業誘致・新産業振興事業 
産業再生戦略課 

水産課 

目的等 

新たな産業の創出・振興のため，企業のみならず教育・研究機関，政府関係機関等も含めた幅広い

誘致を推進する。 

内容 事業主体 

・宮城県東京事務所への職員派遣による企業訪問 

・政府関係機関（水産研究・教育機構）の誘致申請 
市，経済団体 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規立地事業所数（期間累計） 社 - 10 1 2 6 7  

新規立地教育・研究機関及び

政府関係機関（期間累計） 
機関 - 2 0 0 0 0  

実施内容 

【産業再生戦略課】 

・県と連携した企業訪問，トップセールス，宮城県企業立地セミナー（東京・名古屋），宮城県ＩＴセ

ミナーへの参加，ゴーヘイ！気仙沼の会による市のＰＲを実施する。 

【水産課】 

・水産研究・教育機構と地域拠点を活かした共同研究を展開する。 

KPI の達成状況や取組状況等 

【産業再生戦略課】 

・継続的な誘致活動により，食品加工会社の立地が決定した。 

・立地可能性が見込まれる用地の地下水の水質及び地質，地盤にかかるボーリング調査，不動産鑑定

等を実施し，工場等の適地確保に努めた。 

【水産課】 

・H29 年度に引き続きニーズ把握のため，情報収集を行った。 

今後の方針 

【産業再生戦略課】 

・多様な産業の創出による働く場の確保のために，企業訪問や各種イベントでの情報収集を通じ，戦

略的な企業誘致を推進していく。 

【水産課】 

・共同研究テーマの検討を継続する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-6 

施策３ 企業や教育・研究機関等の誘致 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－３－② ○ＩＣＴ関連産業誘致推進事業 産業再生戦略課 

目的等 

ＩＣＴ（情報通信技術）関連産業に係る企業誘致や地元起業・創業者支援するためのオフィス拠点

整備，次代を担う子どもに対するプログラミング講座を実施し，ＩＣＴ関連産業が地域に根ざすため

の取組を推進する。 

内容 事業主体 

・ＩＣＴオフィスワーク拠点整備 

・子どもたちにプログラミング講座を実施 
市，民間 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

ＩＣＴ企業誘致数（期間累計） 社 - 5 - - 3 3  

実施内容 

・学校跡施設をＩＣＴオフィスに改装し，サテライトオフィスやコワーキングスペースを創出した。 

・宮城県ＩＴセミナーへの参加により，ＩＣＴ企業にターゲットを絞った誘致活動を展開した。 

・小学生，中学生以上，シニアを対象とした３種類のプログラミング等教室を開催した。 

KPI の達成状況や取組状況等 

・整備したＩＣＴオフィスに，施設の管理を行うＩＣＴ関連企業１社が入居した。 

・小学生向けプログラミング講座には延べ 33 名，中学生以上向け講座には延べ９名，シニア向け講座

には延べ４名が参加し，ＩＣＴ関連技能の周知及び向上に努めた。 

今後の方針 

・職業選択の幅を広げるためにも，雇用の場の確保を目的としたＩＣＴ関連企業の誘致，及び市民の

ＩＣＴへの興味関心，技能の向上を図り，多様な産業及び人材の創出を図る。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-7 

施策４ 人材育成・雇用確保 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－① ○漁船乗組員確保・育成支援事業 水産課 

目的等 

新規乗組員確保及び船舶職員の育成に向けた取組を支援する。 

内容 事業主体 

・求職面接時の宿泊費等支援，内定者陸上実技研修期間の宿泊費等支援 市が民間へ委託 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規漁船乗組員数 人 - 20 15 12 10 17  

実施内容 

ＵＩＪターンにより新たに漁船員として求職する者等の面接及び実技研修時における交通費等の支

援を行った。 

KPI の達成状況や取組状況等 

新規漁船乗組員となる者が面接（５人）を受験，実技研修（５人）を受講する際に支援を行った。 

漁船乗組員として求職する者または内定した者の求職活動等に係る諸経費及び就職募集活動を行っ

ている民間事業体の交通費等を支援することで新規漁船乗組員の安定確保につながっている。 

今後の方針 

今後も新規乗組員確保に関する求人から求職，就業に至る一連の雇用創出支援を継続するとともに，

船舶職員の育成に繋げるため定着化の向上策を検討する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-8 

施策４ 人材育成・雇用確保 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－② ○ＵＩＪターン労働力定着化支援事業 
震災復興・企画課 

商工課 

目的等 

地域の新たな産業の担い手である人材の採用と，その採用した人材が活き活きと働き，採用企業側

のスキルアップも含め，「人と産業の育つ地域」の実現を目指す。 

内容 事業主体 

・国内求人 web サイトに本市枠を確保し，市内 10 社程度の求人情報掲載 

・チーム気仙沼としての求人と同期入社合同研修の実施 

市が民間へ委託 

（H28 から民間） 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

採用者数 人 - 20 22 18 12 8  

実施内容 

 市や市内企業などが，地域一体となり採用活動および定着化を行う取り組みを「マチリク気仙沼」

と称し，合同企業説明会や労働力定着化に向けた新人研修等を実施。 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 30 年度は主に新卒者を対象に採用活動を実施し，仙台市で合同企業説明会を２回開催した。５

月 12 日には市を含めた 13 社が出展し，学生 30 名が来場。９月２日には８社が出展し，４名が来場し

た。 

本事業によって４社に８名の採用があった。 

また，労働力の定着化と人材育成のため，参画企業向けの新人育成計画作成研修と新入社員向けの

合同研修（入社３か月後，６か月後）を実施した。 

今後の方針 

 労働力確保と企業の採用スキル向上のため，マチリク気仙沼の取り組みを継続していく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-9 

施策４ 人材育成・雇用確保 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－③ ○介護マンパワー緊急確保対策事業 高齢介護課 

目的等 

不足する介護・福祉マンパワーを確保するため，Ｕターン・Ｉターン・Ｊターン・潜在有資格者（介

護・看護職員），転職者等の介護サービス・障害福祉サービス事業所への就職等を支援する。 

不足する介護人材の確保及び介護人材のスキルアップを図り，地域における安定的で質の高いサー

ビス提供体制を確立する。 

介護職場のイメージアップを図る取組みを実施する。 

内容 事業主体 

・ＵＩターン者を採用した場合に事業所へ補助金支給 

・気仙沼へ住所を移し介護事業所へ就職した場合の移住費用補助 

・介護職員初任者研修の実施 

市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規雇用者数（期間累計） 人 - 200 23 69 123 178  

研修受講者数（期間累計） 人 - 160 20 29 29 29  

実施内容 

・介護サービス・障害福祉サービス事業所へ就職した方に対し，移住費用助成金，就職助成金を交付 

・実務者研修受講者に対し奨励金を交付 

KPI の達成状況や取組状況等 

 
本事業により新規雇用者や研修受講者の増加に繋がり，マンパワー確保対策として有効なものにな

った。 

今後の方針 

 本市において，マンパワー不足は課題であることから，引き続き事業を実施する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-10 

施策４ 人材育成・雇用確保 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－④ ○介護職員初任者研修（通信制）事業 高齢介護課 

目的等 

通信教育の方法により介護職員初任者研修を実施することで，これまで通学できなかった方の受講

機会を広げ，不足する介護人材の確保及びスキルアップを行う。 

内容 事業主体 

・介護職員初任者研修（通信制） 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H29 H27 H28 H29 H30 R1 

研修修了者数 人 - 37 17 - 37 57  

実施内容 

介護職員初任者研修（通信制）の実施 

KPI の達成状況や取組状況等 

 ・実施方法  通信制 通信形式約 40 時間 

            講習形式約 90 時間（月約４日間，市内会場で実施） 

 ・実施期間  平成 30 年７月７日～平成 30 年 11 月 3 日 

 ・委託事業者 特定非営利活動法人 ドリームプロジェクト 

 ・受講費用  ２万円（テキスト代等） 

 ・受講対象者 市内に住所を有する者 

        市内の介護・福祉事業所に勤務するか勤務を希望する者 

        その他市長が認める者のうちいずれかに該当する者 

 ・実績    受講者数 20 人 

今後の方針 

 介護人材の確保及び介護の質の向上のため，引き続き通信制若しくは通学制の介護職員初任者研修

を実施する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-11 

施策４ 人材育成・雇用確保 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－⑤ ○「気仙沼まち大学」構想推進事業 震災復興・企画課 

目的等 

地域リーダー育成を基礎とし，住民と行政，営利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，共創，協働を行う住民参加による市民が主役のまちづくりの仕組みづくり。 

内容 事業主体 

・自ら学び，行動する「リーダー」を育成するプログラムをはじめとした

学びの機会の提供 

・市の未来に向けた重点テーマに関する立場を超えた対話の機会と場の 

提供 

・学びと対話を経て成長し，行動する市民のサポート 

市，民間 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

プロジェクト数 件 - 4 - - 2 3  

実施内容 

・学びの機会の提供 

 震災復興・企画課，地域づくり推進課で行っているリーダー育成プログラム間の連携を図るため，

気仙沼信用金庫や気仙沼商工会議所を交えた担当者会議を行った。また，まちづくりに関心を持つ人

材を増やす土壌づくりとして，食や文化等の柔らかなテーマを設定した「まちづくりカフェ」を開催

した他，ホームページ等を活用したプログラムの情報発信等を行った。個別テーマの学びの場として，

経営革新と AI・IoT をテーマにした講演会を企画・実施した。 

・対話の機会と場の提供 

 セクターを越えた市民の対話・共創・協働を生む拠点施設□ship を継続運営。各種ミーティングや

イベントの場として活用された。また，市の重点テーマに関する対話の場の創出については，31 年度

からの実施に向けて企画の設計を行い，「地域コミュニティーの形成」と「人材の還流を生む教育魅力

化」の二つをテーマとして実施することを決定した。 

・市民のサポート 

個人・個社のサポートとしては，人材育成プログラムを経てチャレンジを続ける企業・個人に対し

て，プランの発表の場や人材のマッチング支援を行った（経営革新セミナーの実行支援／新規事業へ

の人材マッチング支援／プラン発表の場の提供） 

□ship を活用したチャレンジのサポートとしては，□ship をお試し起業や成果発表の場として活用

いただくほか，民間団体が実施したアンケートの結果の掲示を□ship で行い，情報発信を支援するな

どの取り組みも実施した。 

KPI の達成状況や取組状況等 

実施プロジェクト：３件 

 ・まちづくり人材の意識醸成を目指す「まちづくりカフェ」の実施 

 ・経営革新セミナー（市内の経営者に向けたセミナーの開催／市民の企画の実行支援を行った） 

 ・AI・IoT セミナー（高校生へ向けたセミナーの開催／外部講師・市との協働開催） 

今後の方針 

 各種人材育成プログラムを基盤とし，その卒業生の実行支援や連携促進，□ship を活用した多様な

人材交流等を行っていくと同時に，テーマを軸にした各分野・地域に出向いた活動も行っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅰ）育成・誘致により産業を振興し，「安定した雇用」「新たな雇用」を創出する 

Ⅰ-12 

施策４ 人材育成・雇用確保 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－⑥ ○ＷＥＢ系在宅ワーク支援事業 商工課 

目的等 

子育て世代，専業主婦，会社員等が遊休時間を活用し，在宅等においてＷＥＢを活用した新しい働

き方の導入を支援する。 

また，地元企業や市が誘致・推進するＩＣＴ関連産業で働く人を確保するための人材育成にもつな

げる。 

内容 事業主体 

・ＷＥＢ系在宅ワーク等に係るセミナー・講座の開催等 市が民間へ委託 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

１回以上受注した人数 人 - 30 - - 19 35  

実施内容 

平成 30 年度は次の事業を実施した。 

（１）入門セミナーの実施 

   →ＷＥＢ系在宅ワーク（以下「在宅ワーク」という。）という働き方について紹介をすることで

受講生に周知を図った。 

（２）フォローアップ講座の実施 

   →実際に在宅ワークに取り組んでからの悩みや疑問を受講生で共有する場を設けることでコミ

ュニティの形成や継続へのモチベーション維持に努めた。 

（３）ＷＥＢライティング特訓講座 

   →在宅ワークの中でも受注の多い「ライティング（記事執筆）」について実践的なスキルを身に

付けるため演習講座を実施した。 

KPI の達成状況や取組状況等 

（１）入門セミナー参加者                 ４４人 

（２）フォローアップ講座受講者（全３回延べ）       ２６人 

（３）ＷＥＢライティング特訓講座受講者           ５人 

 Ｈ29，Ｈ30 は市民へ広く在宅ワークの周知を図り，また，Ｈ30 は実践的なライティング講座を実施

したことから受講生のスキルアップにつながったと考えられる。 

今後の方針 

今後も市民に理解してもらえるよう各種セミナーの実施する他，新規受講生はもとよりＨ29，Ｈ30

の受講生が継続して在宅ワークを受注し続けるようにサポートを実施していく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 



（Ⅱ）人と自然が共生するまちをつくり，気仙沼ファンを育て，新たな人の流れをつくる 

Ⅱ-1 

施策１ ＵＩターン等受入れ体制整備，第二市民積極的受入れ 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅱ－１－① ○Ｕ・Ｉターン受入体制整備事業 震災復興・企画課 

目的等 

本市への帰郷，移住，定住等に関する相談と住まいや仕事などの情報提供を行う窓口を設置し，移

住希望者等に対する支援の充実を図る。 

内容 事業主体 

・移住・定住支援専用サイトの開設・運営 

・ワンストップ相談窓口の整備・運営 

・地域の受け皿づくり（移住・定住サポーター等） 

・空き家バンクの整備 

・お試し移住受入プログラムの開発 

・気仙沼ファンの拡大・育成・交流 

市，民間 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

定 住 相 談 問 合 せ 

件数 
件 - 150 3 66 164 212  

空き家バンク成約

件数 
件 - 6 - 2 5 14  

実施内容 

・移住・定住支援専用サイトの開設・運営     ・ワンストップ相談窓口の整備・運営 

・地域の受け皿づくり（移住・定住サポーター等） ・空き家バンクの整備 

・お試し移住受入プログラムの開発        ・気仙沼ファンの拡大・育成・交流 

・空き家改修支援 

KPI の達成状況や取組状況等 

 移住・定住支援センターMINATO において，移住・定住に関する相談受付や情報発信，空き家バンク

の運営，交流イベントの開催などを行った。 

 平成 30 年度の移住・定住に関する相談件数は 212 と増加した。空き家改修支援の事業を開始したこ

とにより，空き家バンクの登録件数及び成約件数が大幅に増加した。 

今後の方針 

移住・定住支援センターによる相談窓口や空き家バンク事業は，移住・定住の促進に有効であるこ

とから，今後も継続して実施する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅱ）人と自然が共生するまちをつくり，気仙沼ファンを育て，新たな人の流れをつくる 

Ⅱ-2 

施策２ 交流人口の拡大，戦略的プロモーション 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅱ－２－① ◆気仙沼ファンクラブ拡大事業（真・気仙沼ファンクラブ） 地域づくり推進課 

目的等 

各市民や各世帯からアプローチ(１人１ファン)し，気仙沼ファンクラブを充実させる。気仙沼ファンに欲し

い情報をタイムリーに発信し，リピート訪問，気仙沼産品購入，マーケティング情報としての活用につなげる。 

内容 事業主体 

（例）地元情報の収集，ファンクラブ会員への発信 → アクション喚起 既存のメディア運営体 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

会員数（１人の人口

に１人のファン） 
人 - 68,000 6,118 8,226 9,240 9,897  

実施内容 

・ふるさと納税をしていただいた方へ，気仙沼ファンクラブの周知 

・復興の様子や市内のイベント情報等を掲載したメールマガジン「気仙沼ファンクラブ通信」の発行 

・観光施設の入場料割引サービス等 

・市内事業者の協力により，会員に独自サービスの提供 

KPI の達成状況や取組状況等 

・ボランティア活動やふるさと納税をしていただいた方々，職員派遣していただいている自治体に対

し，気仙沼ファンクラブの周知・案内文書を送付 

・市内の宿泊施設や店舗へのポスター掲示や市ホームページにより周知 

・入会された方々へ，会員証の発行・「気仙沼ファンクラブ通信」の発行 

今後の方針 

引き続き各周知やＰＲを行うとともに，クルーカードと連携しながら会員拡大に努める 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

◆ 気仙沼ファンクラブの会員について，マーケティングしているか。またファンクラブに入会し，

かつクルーカード会員である人の人数は何人か。 

→ ニーズの調査等は現在時点で行っていない。また，重複登録者も調査していない。必要に応じ

て分析を検討したい。 

  



（Ⅱ）人と自然が共生するまちをつくり，気仙沼ファンを育て，新たな人の流れをつくる 

Ⅱ-3 

施策２ 交流人口の拡大，戦略的プロモーション 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅱ－２－② 
○気仙沼版ＤＭＯ構想の中核組織「気仙沼観光推進機構」 

による観光で稼げる地域経営 
観光課 

目的等 

気仙沼版ＤＭＯ構想の中核組織「気仙沼観光推進機構」による観光で稼げる地域経営 

交流人口の拡大による経済効果を生み出し，「観光で稼げる地域経営」を実現するため，市の総合

的な観光施策の意思決定を行うとともに，各種重点テーマに取り組む。 

内容 事業主体 

気仙沼版ＤＭＯ構想の中核組織「気仙沼観光推進機構」による観光で稼

げる地域経営 

・観光に関する現状把握及び分析 

→観光データベース構築の手段としての気仙沼クルーカードを導入 

・観光戦略の意思決定及び進捗管理 

・観光戦略の推進に係る事業費の精査及び各機関，団体，事業主体との調整 

・８つの重点テーマの推進（①地区戦略インフラ・二次交通／②観光意

識醸成・ガイド育成／③商品開発（インバウンド・物販含む）／④食グ

ルメ開発／⑤戦略策定・マーケティング・プロモーション／⑥誘客営業

／⑦受入案内／⑧事業者育成・経営支援） 

気仙沼観光推進機構（市，

観光コンベンション協

会,商工会議所，商工会，

その他構成団体で組織） 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- - H27 H28 H29 H30 R1 

新規開発アクティ

ビティ受入人数 
人 - 

H28 

1,000 

 

766 

 

2,108 

 

3,001 

 

2,311 
- 

延べ宿泊者数 人 
H28 

210,000 

R1 

360,000 

 

159,162 

 

210,532 

 

236,169 

 

195,712 
 

実施内容 

・気仙沼観光推進機構幹事会及び報告会の開催 

・体験プログラムの開発運営,募集型モニターツアー実施 

・認定ガイド制度構築のための調査，ガイド部会の立ち上げ 

・気仙沼クルーカード事業,マーケティングレポート発行,観光アンケート調査,観光パンフレット作成 

・各地区観光協会ヒアリング調査,架橋供用開始や唐桑オルレ実施に伴う課題整理と解決に向けた協議 

・訪日外国人向けツアー実施,近隣ＤＭＯ及び外国人受入れ実績地域へのヒアリング 

・有名シェフによる気仙沼食材の活用勉強会 

KPI の達成状況や取組状況等 

・アクティビティ受け入れ人数 2,311 名 （目標 4,000 名 達成率 58％） 

・延べ宿泊者数 195,712 名 （目標値 Ｈ31 360,000 名） 

・気仙沼クルーカード  会員数 18,130 名、地域消費額 476,845,215 円 

今後の方針 

・気仙沼クルーカードの運用を通して得られるデータに基づき、年間の来訪者の動向を的確に捉える

ためのマーケティングを行い，宿泊，地域消費額の向上を意識した取り組みを行っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

◆ クルーカードのデータはどのように活かされているか。 

→ クルーカード会員は 22,000 人，市内でも 9,000 人を超えている。この会員に対し，ダイレクト

マーケティングできる仕組みがある。市外の会員と市内業者の関係を構築し，直接やり取りして

いる。ただし，その成果は数字としてとらえきれていない。 

 



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-1 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－① ○婚活支援事業 震災復興・企画課 

目的等 

独身男女に対して，出会いの機会の提供や結婚啓発等を行い，若い世代の結婚・出産・子育ての希

望の実現を図る。 

内容 事業主体 

男女の交流イベントや結婚啓発セミナー等を開催する団体等に補助金

を交付 
市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

参加者中カップル率 ％ - 30 - 17 47 33  

実施内容 

気仙沼市内で婚活イベントを開催した民間団体に対して婚活支援事業補助金を交付する。 

KPI の達成状況や取組状況等 

交流イベント６件（５団体）に補助金を交付。 

イベントの合計参加者数は，男性 147 人，女性 132 人の合計 279 人で，カップル成立数（連絡先交換

も含む）は 45 組（32.6％）であった。 

今後の方針 

気仙沼市内で行われる婚活イベントの認知度も上がってきており，出会いの場の創出となることか

らも事業を継続する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-2 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－② ○結婚新生活支援事業 震災復興・企画課 

目的等 

結婚に伴う経済的負担を軽減し，婚姻数の増加を図る。 

内容 事業主体 

・新婚世帯の住宅費用や引越費用の補助 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

結婚新生活のスタ

ートアップに伴う

経済的不安の軽減

に役立ったと感じ

た方の割合 

％ - 100 - - 100 100  

実施内容 

 新婚世帯に対して，住宅取得費，住宅賃借費及び引越費用（上限 30 万），住宅改修費用として費用

の 1/2（上限 100 万）を交付する。 

KPI の達成状況や取組状況等 

新婚者 24 名に補助金を交付した。 

 アンケートに回答した 18 名全員が「結婚新生活のスタートアップに伴う経済的不安の軽減に役立っ

た」と回答した。 

今後の方針 

新婚世帯の経済的不安の軽減に有効であることから，当面事業を継続する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-3 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１-③ ◎結婚支援事業 震災復興・企画課 

目的等 

結婚を希望する方に対する伴走支援と地域が応援する仕組みづくりを行い，若い世代の結婚・出産・

子育ての希望の実現を図る。 

内容 事業主体 

・独身者や家族，地域，企業などの意識改革 

・結婚に向けたスキルアップの支援 

・個別相談 

・地域や企業における結婚を応援する雰囲気の醸成 

市が民間に委託 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

婚活への意欲が高ま

った参加者の割合 
％ - 80 - - - 100  

実施内容 

 

KPI の達成状況や取組状況等 

・交流パーティにおけるカップル成立は４組あり，うち１組から交際の報告があった。 

・婚活イベントの開催の意向があった参加者３団体あった。 

・親向けセミナー参加者が，連絡先を交換するなどのつながりが生まれた。 

・各セミナー等の参加者は想定よりも少なかった。 

今後の方針 

参加者数が少ない要因としては，対象者を広げすぎたことや各イベントの趣旨が明瞭でなかったこ

となどにより，事業の目的がぼやけてしまったこと，また，結婚支援の取り組みを行政に担ってほし

いという市民の期待は大きいものの，実際には“結婚”というプライベートな部分への関わり方の難

しさや顔見知りが多い地域柄などにより，独身者だけでなく親世代，結婚支援者，各企業の参加意欲

はそれほど高くないと推察される。 

このことを踏まえて，目指すべき課題解決に向けて事業の効果を上げるため，対象者を若い独身者

に絞って訴求力の高いイベントを開催し，若い世代の結婚に対する意識の醸成を行う。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  

イベント名 回数 参加者 イベント名 回数 参加者

市内企業・団体向けセミナー 2回 11名 男女別魅力アップセミナー 2回 7名

独身の子を持つ親世代向けセミナー 2回 14名 婚活スキルアップ連続講座 2回 7名

結婚支援者向けセミナー 4回 13名 男女交流パーティー 3回 男30名，女14名

婚活イベント主催者向けセミナー 1回 7名 結婚相談会 8回 15名

独身者向け講演会 2回 11名 合計 26回 129名



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-4 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－④ ○特定不妊治療費助成事業 健康増進課 

目的等 

不妊治療を続けている方の経済的・精神的な負担の軽減を図るとともに，健やかに子どもを産み育

てられる環境づくりを推進する。 

内容 事業主体 

・不妊治療を受けている方へ特定医療費の一部を助成(上限 15 万円) 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

助成件数 件 - 40 20 33 18 14  

実施内容 

特定不妊治療を受けている方へ治療にかかる費用の一部を助成。 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 27 年より開始した事業。平成 29 年度・30 年度は，助成件数は少ないが，新規に申請される方が

多く，事業の定着化が見られている。 

今後の方針 

必要な方が申請できるよう，事業の継続とともに市ホームページや関係機関へ事業周知を図ってい

く。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-5 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑤ ○子育て世代包括支援センター運営事業 
健康増進課 

子ども家庭課 

目的等 

妊娠期から子育て期までの様々なニーズに対し，切れ目のないサポートを実施する 

内容 事業主体 

・妊娠届出時の個別面接をはじめ，妊娠から出産，子育て中のご家族の子

育てに関する相談に応じる。 
市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

利用者数 人 - 800 - 392 688 665  

実施内容 

支援専門員を２名配置し，総合的な相談支援を実施。また，引き続き支援が必要な場合は，関係機

関と連携しながら，子育て支援サービス利用等切れ目ない支援へつなげている。 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 28 年 10 月センターを開所して以来，妊娠届時の面接相談を始め，妊娠期から子育て期までの

相談機関として定着しつつある。相談窓口の明確化により，来所者からも「安心して相談できる」と

いう声も多く聞かれている。 

今後の方針 

今後も引き続き，子育て世代包括支援センターのＰＲと総合的な相談支援の提供に努めるとともに，

関係機関との連携を図っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-6 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑥ ○ワクワク子育てプログラム事業 
健康増進課 

子ども家庭課 

目的等 

妊娠期・出産・子育て期のパパ・ママを対象としたプログラムにより，元気な子育てや子育て世代

の交流を促進し，安心して楽しく子育てができる地域を醸成する。 

内容 事業主体 

・妊娠中・産後の女性のためのボディケア（エクササイズ等）講座 

・子育て支援セミナー 

・先輩ママとの交流会 

・父親の育児参加促進事業（ファミリープレイデイ） 

・親子のふれあい事業（おでかけ児童館） 

市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

H26 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

合計特殊出生率 - 1.47 1.60 1.31 1.50 1.39 1.31  

実施内容 

平成 29 年度から開始した事業で，以下の 5つの事業を年間通して実施。 

・妊娠中・産後の女性のためのボディケア（エクササイズ等）講座 

・子育て支援セミナー 

・先輩ママとの交流会 

・父親の育児参加促進事業【ファミリープレイデイ】 

・親子のふれあい事業【おでかけ児童館】 

KPI の達成状況や取組状況等 

・妊娠中・産後の女性のためのボディケア（エクササイズ等）講座（4回実施・参加者延べ 86 人） 

・子育て支援セミナー（1回実施・参加者延べ 40 人） 

・先輩ママとの交流会（4回実施・参加者延べ 34 人） 

・父親の育児参加促進事業【ファミリープレイデイ】（7回実施・参加者延べ 187 人） 

            【父親の育児参画に関するセミナー】（1回実施・参加者 21 人） 

・親子のふれあい事業【おでかけ児童館】（５回実施・延べ 296 人） 

今後の方針 

平成 29 年度より，妊娠期から子育て期にわたる世代を対象として開始したプログラムである。より多

くの参加者が得られるよう，広報やホームページ等での PR を工夫するとともに，楽しい子育てができ

るよう事業を継続していく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-7 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑦ ○児童福祉施設等の整備・充実 子ども家庭課 

目的等 

児童福祉施設の老朽化や保育ニーズの変化を踏まえ，より充実した保育環境を提供し，児童の健全

育成と子育て支援機能の充実を図る。 

内容 事業主体 

・（仮称）気仙沼児童センターの整備及び鹿折児童館の復旧による児童館

等の子育て支援機能と環境の充実 

・（仮称）鹿折認定こども園の整備等による保育ニーズへの対応 

市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

H27 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

児童館・子育て支援

センター利用者数 
人 36,845 51,000 36,845 31,682 33,526 89,353  

保育施設待機児童数 人 
H27.4 

7 

R2.4 

0 

H28.4 

9 

H29.4 

27 

H30.4 

20 

H31.4 

37 

R2.4 

 

実施内容 

平成 30 年 3 月 31 日に気仙沼児童センターを開設し，同センター内に気仙沼子育て支援センターを

設置した。第 1・3・5 日曜日を開館することで，利用可能日数を増やし，子育て支援環境の充実を図

った。待機児童対策として，保育士等確保対策事業「気仙沼市保育士等奨学金返済支援事業補助金交

付」を実施した。 

KPI の達成状況や取組状況等 

気仙沼児童センター・気仙沼子育て支援センターの開館により利用者が増加している。また，関係

機関との連携を図りながら，広報「子育て Info」やホームページを活用し，児童館等の事業内容を周

知した。待機児童解消への取り組みについては，保育人材を確保するため，「保育士等奨学金返済支援

事業補助金交付事業」を実施した。市内の保育施設等を通じて PR するほか広報やホームページにて周

知を図り，29 年度の３名から６名に申請件数は伸びたが，保育人材不足の解消には至らず待機児童数

の減少には至らなかった。 

今後の方針 

児童館・子育て支援センターについては，引き続き，子育て世代包括支援センターや関係機関との

連携を図りながら，乳幼児親子の居場所や子育て支援の機能充実を図っていく。待機児童については，

低年齢児の保育利用希望数が増加している状況であることから，引き続き，保育人材の確保に努める

とともに，企業主導型保育事業等民間参入の促進し，低年齢児の受け入れ枠の拡大に努める。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-8 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑧ 
○ファミリー・サポート・センター事業 

○産後ママ応援事業 
子ども家庭課 

目的等 

子育ての援助を受けたい人（利用会員）と援助を行いたい人（協力会員）が会員登録し，地域の中

の子育て相互援助活動を推進する。 

また，出産後の母親に寄り添い，支援することで育児不安の軽減を図るとともに，出産後６カ月ま

での会員への利用料の助成により，利用の促進と経済的負担の軽減を図る。 

内容 事業主体 

・子どもの預かりや見守り，保育所等への送迎等，健診等への付き添い 

・会員を対象とした研修 

・産後６か月までの会員の利用料の助成 

市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

H26 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

活動件数 件 1,515 1,500 1,446 1,174 694 612  

産後ママ応援事業活動件数 件 - 200 - 41 13 34  

実施内容 

子どもの預かりや見守り，保育所等への送迎，乳児健康診査等への付き添い等の地域の子育て支援

相互活動を調整するとともに，会員を対象とした研修を実施し，子育て支援への理解や子育てに優し

いまちづくりの醸成を図った。 

また，産後６カ月までの会員の利用料を助成し，子育て世代の経済的負担の軽減により，事業の利

用促進を図った。 

KPI の達成状況や取組状況等 

ファミリー・サポート・センターの窓口を気仙沼児童センター内に移設したことにより，アドバイ

ザーが子育て世代の方とより身近なところで，子育てに関する相談や活動紹介などを行うことができ

るようになったことから，産後の育児不安に寄り添う事業として浸透してきてはいるが，活動件数は

伸び悩んでいる。 

今後の方針 

ファミリー・サポート・センター事業について，気仙沼児童センターや子育て世代包括支援センタ

ー等と連携しながら，施設利用者等をはじめ子育て世代へＰＲするとともに，ホームページや広報の

ほかアプリ等を活用して，新たな会員を募り，事業の活性化を図っていく。 

また，令和元年６月からは，助成対象を「１歳未満まで」に拡大し，一層の子育て支援環境の充実

を図っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-9 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑨ ○子育て支援事業等人材育成事業 子ども家庭課 

目的等 

地域の保育及び子育て支援事業従事者の人材を養成するため，国の示す子育て支援員専門研修を実

施し，子育て支援員の資格認定を行うことで，人材と質の高い保育を確保する。 

内容 事業主体 

・基本研修，専門研修（地域保育コース，地域子育て支援コース） 市が民間に委託 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

資格認定者（累計） 人 - 100 - - 148 36  

実施内容 

平成 30 年度は，前年度と同様「基本研修（２日程）」，「地域保育コース」，「利用者支援事業」，「地

域子育て支援拠点事業」を実施。 

子育て中の方の受講機会確保のため，研修中，託児サービスを行った。（計 18 名の利用） 

KPI の達成状況や取組状況等 

 昨年度は全ての受講コースで予定していた募集人数を大きく下回ったものの，次年度の研修会開催

予定の問い合わせが多数あり，本事業についての関心度が高まっている。 

今後の方針 

 広報やホームページに加え，新聞記事の掲載依頼や児童福祉施設等にチラシ配布を依頼し，周知を

図り，広く市民や子育て支援施設の無資格者の受講を促していく。 

 平成 30 年度は受講人数が減少したことから，専門研修の科目の見直しを図り，地域の保育ニーズに

沿った人材を育成し，子育て支援施設や事業所等へ修了者の就業につながるよう，研修修了者人材バ

ンクの設置を実施し，求人状況等の連携を図っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅲ）やさしさと安心に満ちたくらしを実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

Ⅲ-10 

施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑩ 
○乳幼児親子の学校訪問 

（中高生の赤ちゃんふれあい事業） 
子ども家庭課 

目的等 

次世代を担う中高生を対象に，生命の誕生や命の大切さに関するセミナーとともに，乳幼児親子と

のふれあいや交流をすることで，子育てへの理解や自らのライフデザインについて考える機会とする。 

内容 事業主体 

・誕生学スクールプログラム 

・乳幼児親子との交流，赤ちゃんとのふれあい体験 
市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- - H27 H28 H29 H30 R1 

子育てへの理解や

自身の将来像のイ

メージが持てる生

徒の割合 

％ - 90 - - 75 50  

実施内容 

市内の中学校 6 校，高校 1 校において事業を実施。誕生学セミナーとともに，乳幼児親子とのふれ

あいや交流を実施した。 

・参加者数 中学生 301 人，高校生 232 人，乳幼児親子 88 人（親 43 人，子 45 人） 

KPI の達成状況や取組状況等 

乳幼児親子とのふれあいでは，中学生が表情よく接し，楽しみながら体験することができた。 

 参加した生徒の感想から，自己肯定感と赤ちゃんへの関心が高まっており，家庭と子育てへの理解

向上と将来親となるイメージを育むため，より一層の取り組みが必要である。 

今後の方針 

より多くの学校で事業を実施できるよう事業のＰＲに努めるとともに，参加する生徒が本事業をよ

り主体的に感じられるよう，事前の動機付けや，セミナーの内容，乳幼児親子とのふれあいの際のフ

ァシリテートを工夫し，事業効果の向上を図っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑪ ○保育士奨学金返済支援補助金交付事業 子ども家庭課 

目的等 

奨学金を利用して保育士・幼稚園教諭資格を取得した方が，市内の保育施設等に就職した場合，奨

学金の返済費用の一部を補助することによって，保育士等の人材を確保し，保育環境の向上を図る。 

内容 事業主体 

・保育士奨学金返済支援補助金 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

補助金交付件数（累計） 件 - 15 - - 3 6  

実施内容 

 市内の保育施設及び幼児教育施設に対して事業内容を周知し，補助対象の要件を満たす者に対し，

奨学金返済額の１/2(上限 10 万円)を補助した。 

KPI の達成状況や取組状況等 

 市広報・ホームページの掲載や気仙沼市立保育所（こども園）の施設長を通じ PR に努めたものの  

平成 30 年度中に市内保育施設等に新たに雇用された者が少数であったことに加え，新規雇用者であっ

ても，奨学金の支払いがすでに終了しているなどの理由で，補助対象者が少数に留まった。 

今後の方針 

気仙沼市内の保育施設等への周知のほか，市内保育施設等で受け入れる実習生や県内養成校等に対

し，令和元年度から新たに実施している保育士等確保対策事業と併せて，事業内容を広く周知するこ

とにより，新卒者等が就職先を決める際の選択肢としての付加価値を高め，新保育人材の確保を図る。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策１ 未婚対策・出産支援・子育て支援 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－１－⑫ ○小学校入学祝金支給事業 子ども家庭課 

目的等 

第３子以降のお子さんが市内の小学校に入学した保護者に対し入学祝金を支給し，経済的負担の軽

減と安心して子育てできる環境を整える。 

内容 事業主体 

・第３子以降の子の入学時に祝金を支給 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

支給対象者の事業

に対する評価（事業

への満足度） 

％ - 90 - - - 80  

実施内容 

平成 30 年度入学児童のうち，該当者に対し，支給事業を実施した（６月に支給）。 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 30 年度の支給対象（案内）者 81 人から申請があり，全員に支給した。アンケート結果から事

業に対する感想として「よい」が 80％，「ふつう」が 20％であった。また，支給時期については，入

学前を希望する意見が多く寄せられた。 

今後の方針 

今後も事業を継続実施していくものの，満足度の向上のため，入学準備に活用できるような支給時

期への変更を検討する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策２ 健康長寿社会の形成 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－２－① ○健康づくり・介護予防各種事業 

地域包括ケア推進課 

健康増進課 

高齢介護課 

目的等 

いつまでも元気で，地域において自立した日常生活を送れるよう，各種健康づくり・介護予防，生

きがいづくり事業を行う。 

内容 事業主体 

・各種健康診査，介護予防教室，交流サロン，老人福祉センターの趣味の

つどい 
市，民間団体 外 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R１ H27 H28 H29 H30 R1 

健康寿命（男性） 歳 - 80 78.40 78.52 - - - 

健康寿命（女性） 歳 - 86 83.82 84.40 - - - 

実施内容 

【地域包括支援センター】 

・介護予防サポーター養成講座 

・介護予防サポーターステップアップ講座 

・介護予防活動応援講座・地域介護予防活動研修 

【健康増進課】 

・健康診査及びがん検診等 

・健康診査受診者（有所見者に対する）保健指導（特定保健指導・糖尿病性腎症事後指導・訪問指導等） 

・自治会等における健康教育・健康相談 

・介護予防普及啓発事業（介護予防教室・介護予防講座・集いの場確保事業・介護予防体操普及事業） 

・認知症予防事業（認知症予防講演会・生活習慣病予防講座等） 

【高齢介護課】 

・介護予防ミニデイサービス事業 

・交流サロン事業 

・生きがい活動通所支援事業（生きがい対応デイサービス事業） 

KPI の達成状況や取組状況等 

【地域包括支援センター】 

 介護予防サポーター養成講座と介護予防サポーターステップアップ講座を継続して実施。 

 交流サロンへの参加など，健康長寿のための社会参加の重要性について，介護予防サポーターを介

して地域への普及啓発を図った。 

また，介護予防を取り入れた，地域での集いの場の必要性について共通理解を図るため，養成した

介護予防サポーターとリハビリテーション専門職や柔道整復師等とのネットワークを構築し，介護予

防活動応援講座を開催した。 

【健康増進課】 

 生活習慣病の発症予防と介護予防の充実を図るため，各種事業を実施した。生活習慣病対策として，

健康診査・がん検診を実施。健診等で所見のあった方については，保健指導や訪問指導により，受診

勧奨や生活習慣の改善等病気の重症化予防に関する指導を実施した。 

自治会等における健康教育・健康相談では主に生活習慣病予防を中心に講話を実施した。介護予防

普及啓発事業では地域の公民館等で介護予防講座を実施し，その後住民主体の集いの場が地域で立ち

上がるよう支援した。 
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また，認知症予防事業においては，正しい知識の普及啓発として認知症予防講演会を実施，生活習

慣病予防講座では生活習慣病の発症・重症化予防が重要であることを講話や運動等の実技を通して啓

発した。 

健康教育:72 回実施（延べ 1,395 人参加）・健康相談：29 回実施（延べ 104 人参加） 

介護予防講座：4会場・38 回実施（延べ 362 人参加） 

集いの場確保事業：2自治会・16 回実施（延べ 216 人参加） 

認知症予防事業：認知症予防講演会 1回実施（52 人参加） 

生活習慣病予防講座：17 回実施（延べ 310 人参加） 

【高齢介護課】 

介護予防・健康づくり等に関する事業を実施した自治会・振興会に対して助成金を交付し，高齢者

の社会参加及び生活の活性化を図った。 

高齢者が気軽に集まることのできる地域の中の居場所づくりや自主的な介護予防活動を実施する団

体に対して助成金を交付するなど，活動支援を行った。 

生きがい活動支援通所事業（生きがい対応デイサービス事業）を実施し，社会的孤立感の解消や介

護予防を図った。 

介護予防ミニデイサービス事業   129 回 延べ 3,542 人 

交流サロン事業         1,737 回 延べ 21,387 人 

生きがい活動支援通所事業     581 回 延べ 12,021 人 

今後の方針 

今後も，住民が中心となり，健康づくり・介護予防に取り組むことができるよう支援する。 

 また，更なる拡大に向けて，実施体制の見直しを図る。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策１ 持続可能なコミュニティの維持 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－１－① ○自治活動支援事業 地域づくり推進課 

目的等 

住民自治組織の主体的な活動を支援し，組織運営の円滑化とコミュニティの維持・充実を図る。 

内容 事業主体 

・地域支援員の訪問等による自治会活動運営支援 

・自治会の運営費や施設整備費，備品購入費等の助成 
市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

地域主体の活動率 ％ - 100 95 92 92 92  

実施内容 

・生活環境整備事業補助金の交付（気仙沼・唐桑地域） 

・集落振興事業補助金（本吉地域） 

・施設・設備整備（市所有施設） 

・コミュニティ助成事業（宝くじ事業）補助金 

・自治組織代表者会議の開催 

・復興住宅等におけるコミュニティ形成・自治組織運営支援 

KPI の達成状況や取組状況等 

・震災で被災し解散した自治会が多く再度組織するのが難しい状況である。また，復興事業で住宅再

建が進み，新たな自治会の設立が見られる中で，未だ自治会を組織するに至っていない行政区がある。 

今後の方針 

・被災による行政区の再編や新しいコミュニティ形成について，関係部署・機関と連携しながら支援

する。 

・被災した地区以外でも，人口減少や高齢化，担い手不足により自治会運営や活動が困難になってき

ている自治会が多くなってきていることから，現在の支援を継続し住民主体の地域づくりを推進する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策１ 持続可能なコミュニティの維持 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－１－② ○まちづくり協議会活動支援 地域づくり推進課 

目的等 

住民自らが主体となって行う居住地域の復興まちづくりや地域コミュニティ形成を促進するため，

運営経費やアドバイザーの派遣などの活動支援を行う。 

内容 事業主体 

・復興まちづくり協議会運営費補助金の交付 

・まちづくり専門家の紹介・派遣 

・地域活性化支援員の配置 

市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

地域主体の活動率 ％ - 100 56 78 78 78  

実施内容 

・復興まちづくり協議会運営費補助金の交付 

・地域活性化支援員の配置 

KPI の達成状況や取組状況等 

・まちづくり組織の活動や体制を強化するため復興まちづくり協議会補助金を交付 

  （平成 30 年度 交付件数 5件） 

・住民主体のまちづくりを推進するため，地域活性化支援員を配置し住民とともに地域の課題解決に

向けた取り組みを行う 

  （平成 30 年度 配置 5 組織） 

今後の方針 

・まちづくり組織の活動や体制を強化するため，引き続き復興まちづくり協議会運営費補助金を交付 

・地域活性化支援員を配置し住民主体で地域の維持・活性化に取り組む体制を構築する 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策１ 持続可能なコミュニティの維持 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－１－③ ○地域リーダー養成塾 地域づくり推進課 

目的等 

地域コミュニティの活性化を図るため，担い手不足が叫ばれている地域リーダーの育成が重要であ

ることから，高校生や若い世代，シニアや女性を対象に地域リーダー養成塾を行う。 

内容 事業主体 

・地域リーダー養成を目指したシリーズ講座，先進視察 市，地域 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

受講者数 人 - 300 294 304 472 559  

実施内容 

・まちづくりの担い手育成支援として，地域コミュニティ勉強会「ぬま塾」，まちづくり交流会「ぬま

トーク」，地域コミュニティ実践塾「ぬま大学」を開催。 

・高校卒業後，積極的に地域で活躍できる人材育成を目的とした「気仙沼の高校生マイプロジェクト

アワード」を開催。 

・経験豊富世代を対象とした地域リーダー養成講座「アクティブコミュニティ塾」を開催。 

・女性人材育成支援事業「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」を開催。 

KPI の達成状況や取組状況等 

地域コミュニティ勉強会「ぬま塾」 ５回 参加者 延べ 108 人 

まちづくり交流会「ぬまトーク」 ３回 参加者 延べ 97 人 

地域コミュニティ実践塾「ぬま大」 ６回 受講者 10 人 発表会一般聴講 145 人 

「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」 ３回 高校生 24 人  発表会一般聴講 127 人 

地域リーダー養成講座「アクティブコミュニティ塾」 10 回 受講生 15 人 発表会一般聴講 14 人 

女性人材育成支援事業「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ」 ７回 受講生 19 人 

今後の方針 

引き続き，地域や各分野のリーダーとなる人材育成のため事業を継続するとともに，連続講座の受

講生には，受講後もそれぞれの活動に対する想いや行動，意識の継続を図るためのフォロー体制の構

築を図る。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策２ 地域らしさ・スローライフの推進 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－２－① ○郷土の可能性を高める教育の実践 学校教育課 

目的等 

郷土の自然や伝統文化，被災体験を基に郷土の可能性を高める特色あるふるさと教育などを，各学

校が立地する環境に合わせ実践する。 

内容 事業主体 

・地域人材を活用した授業，防災教育，環境教育，郷土芸能学習 等 小・中学校 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

実践校 ％ - 100 100 100 100 100  

実施内容 

震災の影響によって変化した地域の状況に合わせた地域素材や人材の活用を行い，地域を知り，親

しむとともに，防災・減災，伝統・文化，福祉，海洋などをテーマとして，地域の課題に気付き，そ

の課題の解決に向けた探究的な学習を展開している。 

KPI の達成状況や取組状況等 

 市内小中学校 26 校中 26 校全てがユネスコスクールとしての活動を継続し，持続可能な開発のため

の教育（ESD）に取り組んでいる。各学校では，地域の実態に応じたテーマを設け，地域人材を活用し

ながら，体験的な学習を取り入れた学習に取り組んでいる。 

今後の方針 

 東京大学海洋アライアンスとの連携を生かした海洋教育の取組を強化し，「海と生きる気仙沼」とし

ての将来を担う人材として必要な資質能力を育成するとともに，防災・減災教育など被災地として全

国に発信できる教育の充実を図る。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 
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施策３ 環境負荷の少ない社会の構築 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－３－① ○再生可能エネルギー（太陽光発電等）導入の推進 環境課 

目的等 

自然エネルギーの利用を普及促進し，地球温暖化防止に対する意識の高揚を図るため，住まい等へ

の太陽光発電設備の設置を推進する。 

また，庁舎や学校，公民館など，災害時の避難所となる公共施設へ再生可能エネルギー設備や蓄電

池などの導入を進める。 

内容 事業主体 

・太陽光発電設備設置者への設置費用の一部補助，公民館等への設備設置 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

H26 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

太陽光発電設置補助

数(累計) 
基 747 1,937 984 1,126 1,199 1,251  

公共施設への設備導

入数(累計) 
施設 36 55 53 53 53 54  

実施内容 

・太陽光発電設備設置補助金交付事業 

 一般家庭用 1kW 当たり 25,000 円（上限 10 万円）を交付 

・再生可能エネルギー等導入支援基金事業（グリーンニューディール基金） 

を活用し，避難所等に太陽光発電設備を導入 

 平成 30 年度までに 54 か所に設置 

KPI の達成状況や取組状況等 

太陽光発電設備設置補助件数は，52 件 

 太陽光発電設備の設置補助は，平成 28 年度からは被災者のみを対象としたため，設置件数が減少し

ている。 

また，公共施設への太陽光発電設備の導入は，復興事業の遅れから 1 件残っている。 

今後の方針 

 今後も制度の周知に努めていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅳ）協働と参加による自立した社会をつくり、安心で豊かなくらしを大切にする風土と心を育む 

Ⅳ-6 

施策３ 環境負荷の少ない社会の構築 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－３－② ○低炭素社会対応型浄化槽集中整備 環境課 

目的等 

東日本大震災による被災者の住環境の復旧とともに，公共用水域の水質保全や地球温暖化対策の促

進を図る。 

内容 事業主体 

・低炭素社会対応型浄化槽設置者への設置費用の一部補助 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

H26 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

低炭素社会対応型浄化

槽設置補助数（累計） 
基 703 3,163 1,070 1,452 1,567 1,662  

実施内容 

低炭素社会対応型浄化槽の設置者に補助金を交付 

５人槽：332,000 円  ７人槽：414,000 円  10 人槽：548,000 円 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 30 年度補助金交付件数は，95 件 

防集移転や自主再建は平成 27 年度以降本格化したが， 平成 29 年度からは防集移転における交付件

数が減少している。  

被災者の住宅再建が落ち着きつつあることと，再建方法が防集移転等の個別住宅から災害公営住宅

等の集合住宅に移行した方もいるため，浄化槽設置者が減ったものと思われる。 

今後の方針 

 住宅再建に係るアンケート調査を実施したので，制度利用希望者への周知に努めていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅳ）協働と参加による自立した社会をつくり、安心で豊かなくらしを大切にする風土と心を育む 

Ⅳ-7 

施策４ 安全・安心なまちの実現 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－４－① ○自主防災組織の育成強化 危機管理課 

目的等 

防災講座の実施や市津波総合防災訓練への参加を促し，地域におけるコミュニティ育成と災害時の

地域住民等の連携による活動を推進する。 

内容 事業主体 

・自主防災組織設立の啓発・促進，市津波総合防災訓練への参加促進 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

津波浸水地域の自主

防災組織結成率 
％ - 100 53.8 50.0 51.5 57.1  

実施内容 

・防災講座，宮城県防災指導員養成講習の開催，市津波総合防災訓練への参加要請等 

・コミュニティ助成事業による防災資機材の整備 

・地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）寄附金を活用した防災活動の支援 

・市自主防災組織連絡協議会と連携した防災研修会，防災意見交換会の開催 

KPI の達成状況や取組状況等  

・防災講座，宮城県防災指導員養成講習の開催，市津波総合防災訓練への参加要請等を行った。 

・津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・強化事業として，地方創生応援税制（企業版ふるさと

納税）寄附金を活用し，防災講座の開催，防災訓練の実施，防災資機材の整備，防災マップの作成

支援を浸水被害のあった唐桑地域で実施した。 

・市自主防災組織連絡協議会と連携し，防災研修会や各地区の自治会長等と防災意見交換会を実施し

た。 

・自主防災組織は新たに８組織が結成され，津波浸水地域外も含む市全体での結成率は 55.7％となっ

た。 

今後の方針 

防災講座，宮城県防災指導員養成講習の開催，市津波総合防災訓練への参加要請等を継続するとと

もに，地域の防災活動を担う要となる人材を育成し，市自主防災組織連絡協議会などと連携し，組織

化及び地域防災力の強化を図り，引き続き自主防災組織の結成に向けた事業を実施する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

◆ 自主防災組織率が上昇したのに対し，避難訓練実施自治会が減少した理由は何か。 

→ 主要な避難訓練の会場の違いがあった。平成 30 年度は気仙沼地区であり，活動できない自治会

等が多い地区であったことと分析している。 

◆ 自主防災組織率 100％を目標としても，避難訓練ができていないのでは本質が伴っていない。 

◆ 自主防災組織は自治会が担っているのか。 

→ 必ずしも一致しない。自治会マニュアルにも記載があるが，共助のための組織でなれば自治会

単位でなくてもよい。 

  



（Ⅳ）協働と参加による自立した社会をつくり、安心で豊かなくらしを大切にする風土と心を育む 

Ⅳ-8 

施策４ 安全・安心なまちの実現 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－４－② ○避難行動要支援者避難支援の推進 

危機管理課 

高齢介護課 

社会福祉課 

目的等 

災害等の発生時に在宅で自力避難が困難な方の名簿を作成し，本人同意のうえ，自治会等の避難支

援等関係者に提供することで，個々の避難支援個別計画を策定し，避難支援を推進する。 

内容 事業主体 

・避難行動要支援者名簿の作成 

・避難行動要支援者避難支援個別計画の策定 

市 

自治会等 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

避難支援個別計画策定 ％ - 100 1.0 9.2 11.6 22.2  

実施内容 

・避難行動要支援者名簿の提供（年１回） 

・新任自治会長，行政委員，民生委員への説明会実施 

・市自主防災組織連絡協議会「各地区防災意見交換会」，気仙沼中央自治連研修会，本吉地区振興会長

会議等にて制度説明 

・要望地区での個別説明会の実施 

KPI の達成状況や取組状況等 

避難行動要支援者個別計画策定に向け，専任の嘱託員２名を配置し，危機管理課・高齢介護課・唐

桑，本吉両総合支所とも連携し，担当地区とスケジュールを決め，計画的な策定を進めた。 

各地区で開催される市自主防災組織連絡協議会「防災意見交換会」の場や気仙沼中央自治連研修会

で制度説明を行い，地域主体での個別計画策定の浸透を図るとともに，策定作業に当たっては，各地

区からの要望に応じ，関係課が積極的に出向いて協力する体制を呼び掛けた。 

今後の方針 

避難支援個別計画策定完了に向けて，今年度からは専任の正職員１名と嘱託員２名の体制で全自治

会へ個別に訪問し地区の状況を把握し，自主防災組織の結成と併せ，引き続き避難支援個別計画策定

を支援する。また，実施にあたっては，庁内関係課と一体的に進める。 

なお，名簿掲載への同意の回答の無い人達について，回答を促していく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅳ）協働と参加による自立した社会をつくり、安心で豊かなくらしを大切にする風土と心を育む 

Ⅳ-9 

施策５ ふるさと教育の実践 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－５－① ○文化遺産を活用したまちづくり 生涯学習課 

目的等 

地域の文化遺産を保存・継承し，次世代へ継承発展させ，復興まちづくりに反映させるため，観光・文

化等の関係機関・団体，地域住民，大学等と連携協力しながら，普及啓発・継承・調査研究等を実施する。 

内容 事業主体 

・被災した歴史的建造物の修復・復原・保存（内湾（風待ち）地区） 

・文化財公開の日 

・けせんぬま民俗芸能のつどい 

・けせんぬま学講座 

・ふるさとの民話のつどい 

市，民間団体 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

参加者数 人 - 1,500 630 1,000 1,100 1,450  

実施内容 

地域の文化遺産再発見事業「文化財公開の日」 

 ・「風待ち・まちなか美術館」 平成 30 年 10 月 29 日～11 月 17 日 来場者 350 名 

 ・「2018 秋の煙雲館庭園公開」 平成 30 年 11 月 17 日～11 月 25 日 来場者 910 名 

地域の文化遺産再発見事業「けせんぬま学講座」 

 ①「気仙沼方言の古さと新しさ～東北大学方言調査から～」 平成 30 年 9月 22 日 受講者 61 名 

 ②「みちのくＧＯＬＤ浪漫～目指せ！日本遺産～」 平成 30 年 11 月 26 日 受講者 30 名 

 ③「文書修復講習会：資料保存から地域文化の再発見へ」 平成 31 年 1月 19 日 受講者 20 名 

「風待ち・ヘリテージ・トレイル」イベント 

 スタンプラリー，国登録有形文化財群まち歩き，国登録有形文化財群一般公開 等を実施 

KPI の達成状況や取組状況等 

地域の文化遺産再発見事業として「文化財公開の日」関連イベント，「けせんぬま学講座」を継続して

開催した。また，内湾地区（風待ち地区）の国登録有形文化財保存活用事業では民間団体と連携し，

スタンプラリーや文化財の一般公開等を実施。市民や観光客が文化遺産に足を運ぶ動機付けとなり，

文化遺産に対する理解や郷土愛を育むとともに，観光資源としての活用も視野に入れながら活動して

いる。 

※「けせんぬま民俗芸能のつどい」「ふるさとの民話のつどい」は，平成 30 年度は未実施 

今後の方針 

文化遺産を活用したまちづくり事業は，今後とも継続して実施する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



（Ⅳ）協働と参加による自立した社会をつくり、安心で豊かなくらしを大切にする風土と心を育む 

Ⅳ-10 

施策５ ふるさと教育の実践 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－５－② ◆体験学習プログラム開発（けせんぬま学び応援プロジェクト） 観光課 

目的等 

気仙沼の海・山・川などの自然環境や気仙沼の地域資源を生かした体験学習プログラムを作成し，

体験学習の誘致等を図る。 

内容 事業主体 

・「震災語り部」「漁業・農業」「水産加工場」などの体験学習プログラ

ム開発 

観光コンベンション協会

など 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

体験学習受入数 人 - 10,000 766 2,108 3,001 2,311  

実施内容 

・「ちょいのぞき気仙沼」として 2,311 名の受け入れを行った。 

KPI の達成状況や取組状況等 

・レギュラー（週末日時募集型），セレクト（希望日予約型），スペシャル（旅行造成したツアー商品

として販売）の３つの商品に分け，顧客それぞれにニーズに沿った売り方を実施した。 

・教育旅行誘致に向けて、東北観光推進機構や宮城県観光連盟等が開催する商談会等に参加した。 

今後の方針 

・事業自体のコンセプト・ステートメント及び今後のちょいのぞき気仙沼の方向性について検討する。 

・伊達な広域観光推進協議会等、広域での教育旅行誘致組織の枠組みを活用し、新たな市場開拓を行

っていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 



地域再生計画に基づく事業 

Ⅴ-1 

 

事業番号 事業名 担当課 

１ 
市道羽田川上線整備事業 

林道平山線整備事業 

土木課 

農林課 

地域再生計画の名称 国の支援措置 

海と山をつなぐ人と自然が共生するまちづくり計画 地方創生道整備推進交付金 

目的等 

水産資源だけでなく緑豊かな山々も観光コンテンツの大きな柱となるよう，地方創生道整備推進交

付金により市道と林道を一体的に整備するとともに，日本版 DMO の構築等の関連事業を実施すること

により，徳仙丈山へのアクセスが改善し，観光コンテンツとしての価値の向上が図られる等，両事業

の相乗的な事業効果の発揮が見込まれるとともに，計画的・効率的な森林施業を行い森林の持つ公益

機能を高度に発揮させることにより，気仙沼市の地域全体の活性化を目指す。 

内容 

【市道羽田川上線整備事業】  【林道平山線整備事業】 

・事業期間 平成 28 年度～令和２年度 ・事業期間 平成 28 年度～令和元年度 

・整備量  3.27 ㎞   ・整備量  0.93ｋｍ 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

H27 R2 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

アクセス道入口（県道気

仙沼本吉線）から徳仙丈

山北山麓までの所要時間 
分 25 15 25 25 25 25   

アクセス道入口（県道本

吉室根線）から徳仙丈山

南山麓までの所要時間 
分 20 15 20 20 20 20   

年間観光宿泊者数 万人 
H26 

14.5 

 

50 

 

15.9 

 

21.1 

 

23.6 

 

19.6 

 

 

 

 

森林施業面積 ha 
H26 

3.5 

 

27.7 

 

3.5 

 

 

 

 

 

8.8 

 

 

 

 

実施内容 

【市道羽田川上線整備事業】 

市道羽田川上線については，0.13km の整備が完了。 

【林道平山線整備事業】 

林道平山線については，0.50km の整備が完了。 

KPI の達成状況や取組状況等 

事業継続中のため効果発現に至っていないが，目標年度での確実な事業完了を目指し，工程の見直

し等を随時実施し，事業の推進を図っている。 

今後の方針 

【市道羽田川上線整備事業】 

事業実施中であり整備効果が発現していないが，適正な工程管理等により事業の推進を図り，目標

年度において事業完了させることで KPI が達成されるよう努める。 

【林道平山線】 

現時点では，中間目標を達成していないが，最終目標値基準年度の令和 2 年度には当該路線が開通

し森林施業の促進が見込まれるところから，今後，林業関係者等に利用促進を図り目標達成に努める。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 



地域再生計画に基づく事業 

Ⅴ-2 

 

事業番号 事業名 担当課 

２ 水産資源の多角的利用による新産業創出【再掲】 水産課 

地域再生計画の名称 国の支援措置 

水産資源の多角的利用による新産業創出 

～地方にある「世界の港町」を目指して～ 
地方創生推進交付金事業 

目的等 

新たな産業と雇用の創出に向け，気仙沼で水揚げされる全国的にシェアの高い水産資源，地域で生

かしきれていない水産資源を活用し，機能性食品，化粧品などの高付加価値事業を構築し，「産・学・

官」が連携した水産クラスターの形成を目指す。 

また，新規市場を開拓し，地域産業の振興を図るため，水産食品の需要が拡大している海外市場で

の販路拡大・開拓を目指す団体を支援する。 

内容 

（実績例） 

・サメコラーゲンを活用した化粧品等の商品開発や既存商品を含めた販売プロモーション等の実施。 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

商品開発数 アイテム - 10 3 5 7 4  

商品売上金額 千円 - 30,000 7,089 16,400 17,748 18,622  

農林水産物輸出量 トン - 10,400 7,103 8,552 13,138 20,565  

実施内容 

地域素材の検討及び成分分析，地域資源や未利用資源を活用した商品開発，共通ロゴ等による販売

開拓，農林水産物等輸出拡大支援 

KPI の達成状況や取組状況等 

平成 30 年度の気仙沼水産資源活用研究会の取組状況は，市内や首都圏における商談会への参加や海

外販路の拡大に向けたプロモーションを実施するとともに，化粧品４種類の開発等により，売上金額

は前年度よりも約 1,000 千円増加した。 

また，輸出拡大支援については，海外市場への販路開拓を図る市内４団体に対し，海外商談会や試

食展示会，輸出商品の試作費用等の支援を行った。 

今後の方針 

 気仙沼水産資源活用研究会については，地域資源や未利用資源を活用した研究・商品開発の更なる

活性化を図るとともに，既存商品を含めた商品の販売促進を継続的に行い，地域に根ざした地域ブラ

ンド商品の確立と高収益企業群の形成，雇用の創造に取り組む。 

 また，輸出拡大については，本市からの水産物輸出量は水揚げ量や国際相場に左右されやすい原料

魚の輸出がほとんどを占めている状況にあり，付加価値が高い水産加工品の輸出拡大を図るためには，

輸出先国の市場調査や現地の嗜好に合わせた商品開発等を継続して行う必要がある。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

  



地域再生計画に基づく事業 

Ⅴ-3 

 

事業番号 事業名 担当課 

３ 自治体広域連携によるローカルベンチャー推進事業【再掲】 震災復興・企画課 

地域再生計画の名称 国の支援措置 

自治体広域連携による「ローカルベンチャー」推進事業計画 地方創生推進交付金事業 

目的等 

起業型人材誘致に先進的な取組を行っている他の自治体と連携し，首都圏の優秀な起業型・経営型

人材を新たな担い手として受け入れ，地域資源を活用した新たな市場や経済を創出する。 

内容 

・起業型・経営人材の母集団形成，マッチング 

・支援チームの育成，プログラム・仕組みの協働開発 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

新規事業数 

（期間累計） 
事業 - 10 0 0 1 3  

起業型人材の地域

へのマッチング数 

（期間累計） 

人 - 20 - - 1 3  

実施内容 

・起業型・経営人材の母集団形成，マッチング 

 広域連携の中央事務局が実施する「ローカルベンチャーラボ」という半年間の起業家人材育成プロ

グラムでは， H30 年度は 55 人が輩出。気仙沼からも３名の起業志望者が受講・修了した。 

 地域事務局としては，首都圏で開催される起業型・経営型人材とのマッチングイベントへの参加や，

気仙沼でのフィールドワークの企画・実施を通し，人材と気仙沼の接点づくりを行った（マッチング

イベント３件参加，フィールドワーク１件実施／累計参加者 879 人）。また，起業型人材と市民のマッ

チングイベント「気仙沼チャレンジャーズピッチ」を２回開催した（累計参加者 89 人） 

 全国的な副業への関心の高まりを受け，NPO 法人 ETIC.が提供している副業人材マッチングサービス

「yosomon!」を市内企業に紹介し，１企業２人のマッチングを実現した 

・支援チームの育成，プログラム・仕組みの協働開発 

市内のコーディネーター人材の育成のため，創業期支援と中小企業の経営革新支援をテーマにコー

ディネーター講座を開催した（２回／累計参加者 29 人）。また，市全体の起業支援の仕組みづくりを

学ぶ視察合宿に参加した（２回／島根県雲南市・岩手県釜石市開催） 

KPI の達成状況や取組状況等 

・新規事業数 

① H29 年度に実施したフィールドワーク参加者が市内で起業した 

② 地域おこし協力隊２名が参画し，合同会社を立ち上げた 

③ 地域事務局参画者が，起業家支援のための個人事業を立ち上げた 

・起業型人材のマッチング数 

 yosomon！経由のマッチング数（市内企業の新規事業の実践支援を担当）     ２件 

 ローカルベンチャーラボ参加者のマッチング数（唐桑地域の漁業の IT 化を検討） １件 

今後の方針 

首都圏の起業型人材の育成や，市内企業・個人とのマッチングについては，広域連携の枠組みによ

る情報発信の場を活用して進めていく。また，市内での母集団形成・マッチング，支援チームの育成

については，講座やチャレンジャーズピッチを継続実施するとともに，起業家同士のコミュニティー

形成による相互支援の仕組みの構築を進めていく。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 



地域再生計画に基づく事業 

Ⅴ-4 

 

事業番号 事業名 担当課 

４ 自主防災組織の育成強化【再掲】 危機管理課 

地域再生計画の名称 国の支援措置 

津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・

強化事業 

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附

を行った法人に対する特例（企業版ふるさと納税） 

目的等 

防災講座の実施や市津波総合防災訓練への参加を促し，地域におけるコミュニティ育成と災害時の

地域住民等の連携による活動を推進する。 

内容 

・自主防災組織設立の啓発・促進，市津波総合防災訓練への参加促進 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- R1 H27 H28 H29 H30 R1 

津波浸水地域の自主

防災組織結成率 
％ - 100 53.8 50.0 51.5 57.1  

実施内容 

・防災講座，宮城県防災指導員養成講習の開催，市津波総合防災訓練への参加要請等 

・コミュニティ助成事業による防災資機材の整備 

・地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）寄附金を活用した防災活動の支援 

・市自主防災組織連絡協議会と連携した防災研修会，防災意見交換会の開催 

KPI の達成状況や取組状況等 

・防災講座，宮城県防災指導員養成講習の開催，市津波総合防災訓練への参加要請等を行った。 

・津波死ゼロのまちづくり自主防災組織育成・強化事業として，地方創生応援税制（企業版ふるさと

納税）寄附金を活用し，防災講座の開催，防災訓練の実施，防災資機材の整備，防災マップの作成

支援を浸水被害のあった唐桑地域で実施した。 

・市自主防災組織連絡協議会と連携し，防災研修会や各地区の自治会長等と防災意見交換会を実施し

た。 

・自主防災組織は新たに８組織が結成され，津波浸水地域外も含む市全体での結成率は 55.7％となっ

た。 

今後の方針 

防災講座，宮城県防災指導員養成講習の開催，市津波総合防災訓練への参加要請等を継続するとと

もに，地域の防災活動を担う要となる人材を育成し，市自主防災組織連絡協議会などと連携し，組織

化及び地域防災力の強化を図り，引き続き自主防災組織の結成に向けた事業を実施する。 

 

けせんぬま創生戦略会議委員及び市議会議員からの意見等 

意見等なし。 

 


