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1 

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 
 

主な指標 単位 
目標値 現況 実績値 

達成率 
H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

◇製造品出荷額 億円 
  H25 H26 H27 H28 速報値 H29 H30   

950 578 551 763  742     78.1% 

◇市民の総所得金額 億円 
                

681 605 643 682 712  717   105.3% 

◇新規法人登記件数 件 
                

20 30 20 28  29     145.0% 

◇企業誘致件数 件 
                

2 - 1 1  4     200.0% 

◇高校新卒就職者中地

元就職（内定）率 
％ 

  H27.3 卒 H28.3 卒 H29.3 卒 H30.3 卒 H31.3 卒 H32.3 卒   

60 55.3 45.3 55.0  41.4     69.0% 

 

総括 

・気仙沼ブランドの認知拡大や地元食材の販路拡大，気仙沼水産資源活用研究会による水産資源を生

かした高付加価値化商品等の開発や民間団体の海外市場への販路拡大支援などを継続的に実施し，製

造品出荷額は前年より減少したものの達成率は 78.1％となった。 

・起業や地域資源等を活用して新たに事業展開する事業者を支援し，新産業の創出や雇用拡大を図る

とともに，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

済の創出へ向けた取り組みを行い，新規法人登記件数は目標値の 20件を大きく超える 29件となった。 

・県と連携した企業訪問やトップセールス等を行うとともに，ＩＣＴオフィスを整備してＩＣＴ企業

の誘致を行い，４件の企業誘致を実現した。 

・地元企業及び市役所などが連携して合同企業説明会などを開催し，地域一体となった大学新卒の採

用活動を行うとともに，高校新卒を含めた合同新入社員研修などを実施し，労働力の定着化を図った。 

・上記の取り組みなどによって，市民の総所得金額は目標値の 681億円を上回る 717億円となったが，

高校新卒者の地元就職率は前年より減少した。 

今後の方針 

・地元食材の情報発信や水産資源を活用した研究・商品開発，輸出増大の取組みを継続し，販路拡大

を図っていく。 

・気仙沼の魅力を紹介する動画を活用して，戦略的かつ効果的なＰＲを行っていく。また，多様な新

産業創出を促進するため創業支援を継続するとともに，他の自治体と連携して首都圏の起業型人材の

獲得を推進していく。 

・企業訪問やトップセールスを継続し，戦略的な企業誘致を推進していく。 

・地域一体での採用活動及び定着化の取り組みを継続し，地元就職率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 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等】 

高校新卒就職者中地元就職率に関して，高校の協力がなければ目標が達成できないと感じている。

市長からこの計画について高校の校長会などで直接話をしてほしい。進学などで一旦市外へ出てしま

うと結局 10 年後に帰ってくる割合はゼロに近い。昔のように東京で勝つという時代はもう終わった。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

新規取引件数 

（期間累計） 
件 - 20 9 16 13   

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，「メニューフェア」を実施。 

KPIの達成状況や取組状況等 

事業終了後，平成 29年度末までに取引があった店舗：13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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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，美容品製造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・開拓を目指す事業者団体を支援する。 

内容 事業主体 

（実績例） 

・サメコラーゲンを活用した化粧品，ホヤエキスを活用した調味料開発 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

商品開発数 アイテム - 10 3 5 7   

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

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

実施内容 

地域素材の検討及び成分分析，地域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 

前年度に引き続き，気仙沼水産資源活用研究会において研究開発・商品開発の推進を図るとともに，

商品販売会社を通じて販売機能の強化を行った。 

商品開発アイテム数は７アイテム，商品売上は 17,748 千円と，いずれも前年度を上回るものとなっ

た。 

また，海外市場の販路開拓を図るため，市内事業者等が海外商談会への参加，試食展示会の開催を

通じて，現地の嗜好に合わせた商品開発等を実施し，４団体に対して補助を行った。 

今後の方針 

研究・商品開発の更なる活性化を図るとともに，売上を増加させるため，顧客の特性に応じた販売

促進を行う。 

また，輸出量の増大には，現地の嗜好に合わせた商品開発や商品の認知度向上などの課題があり，

継続して実施する必要がある。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策１ 基幹産業の進化 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－1－④ 
◆輸出力増強事業（スローシティ×グローバル販売戦略  

「二兎追いプロジェクト」） 

震災復興・企画課

水産課 

目的等 

新産業の創出や新商品の開発，世界への販路の切り開きなどを行う。 

内容 事業主体 

（例）貿易業務スキルアップ講習（ビジネス英語，貿易実務等） 民間プロジェクトチーム 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

受講者数（累計） 人 - 50 0 30 0   

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

実施内容 

未実施 

KPIの達成状況や取組状況等 

農林水商工メンバーやスローフード関係者等の連携による事業実行組織の立ち上げができておら

ず，未実施。 

今後の方針 

水産業，商工業，農林水産業のコラボ商品開発や，スローシティ認証都市との連携を進めるため，

産業横断的なプロジェクトチームの立ち上げを進める。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

新規創業者数（期間累計） 件 - 5 0 0 3   

実施内容 

・魅力を紹介する映像制作のための撮影の実施 

・補助事業の実施，及び採択事業者への事業状況ヒアリング等の実施 

KPIの達成状況や取組状況等 

・補助事業は年度内に 2回公募し，計 20件の応募に対し，6件に交付決定を行った。 

 このうち，新規創業にかかる案件は 3件で，3名の新規創業者を創出した。 

・既に補助金を交付した事業者 14名に対し，現在の事業の状況をヒアリングした。 

・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に向け準備を進めている。 

今後の方針 

多様な新産業の創出を促進するために，スムーズな創業を後押しできるよう継続的な事業の実施に

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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－２－③ 

◆課題解決提案コンペ事業（起業を応援するスタートアップ

の港プロジェクト） 

○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 

◆課題解決提案コンペ事業 

気仙沼の資源を活用し，かつ既存の課題解決にも資する新たな事業を気仙沼で創出できる人材を発

掘し，起業を支援する。 

○自治体広域連携によるローカルベンチャー推進事業 

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 

◆課題解決提案コンペ事業（例） 

・気仙沼が抱える課題を洗い出し，解決策を全国に募集 

⇒ 起業家呼び込み 

○自治体広域連携によるローカルベンチャー推進事業 

・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 

民間プロジェクトチーム 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

売上規模 

（期間累計） 
千円 - 86,000 - - -   

新規事業数 

（期間累計） 
事業 - 10 0 0 1   

起業型人材の地域

へのマッチング数 

（期間累計） 

人 - 20 - - 1   

実施内容 

 広域連携によるローカルベンチャー推進事業の一環で，ゼミ形式のセミナーである「ローカルベン

チャーラボ」第 1期を開催しており，起業型人材の母集団を形成しようとしている。 

 また，地域内の起業家などを支援すべく，「チャレンジャーズピッチ」と銘打ち短いプレゼンをして

もらう機会を設けたり，個別伴走チームを立ち上げ，関係機関に紹介したりアドバイスするなどした。 

KPIの達成状況や取組状況等 

 平成 29年 4月に着任した地域おこし協力隊員 1人が，年度内に個人事業主として起業した。 

今後の方針 

平成 30年 3 月には ICT拠点が小原木地区に開設して，首都圏からこちらへサテライトオフィスを開

設した事業者もいる（平成 30 年度実績として計上する見込み）。 

広域連携によるローカルベンチャー推進事業の一環で，東京中心に「ローカルベンチャーラボ」と

いうゼミ形式のセミナーを開催しており起業型人材の母集団を形成しようとしている。また，当地に

フィールドワークで起業型人材に訪れてもらいながら，人材を呼び込んでいく。 

 地域内での起業家支援のスキル向上のため，コーディネーター研修を行うほか，「チャレンジャーズ

ピッチ」も引き続き実施する。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

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   

新規立地事業所数 

（期間累計） 
社 - 10 1 2 6   

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を行った。 

【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】 

・学校跡施設をＩＣＴオフィスに再活用し，ＩＣＴ関連の県外企業を３社誘致した（このほか，市内

の 1事業者もオフィスへの入居が決定した）。 

・継続的な誘致活動により，調理師学校の立地が決定した。 

・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】 

共同研究テーマを検討するため、平成 29年７月に第２回部会（メカジキ・サメ部会、マグロ漁船・

漁法等開発・改良部会の合同部会）を開催し，高鮮度のサメを用いた水産物の付加価値向上を目標と

することで認識の共有が図られたが，地元の水産関係者への意向調査をしたところ，研究の実施に向

けて種々の課題が浮上し，テーマの決定に至らなかった。 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

ＩＣＴ企業誘致数（期間累計） 社 - 5 - - 3   

実施内容 

・学校跡施設をＩＣＴオフィスに改装し，事務所スペー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。 

・小学生向け,および中学生以上を対象とした２種類のプログラミング教室を開催した。 

KPIの達成状況や取組状況等 

・整備したＩＣＴオフィスに，県外企業のＩＣＴ関連企業３社が立地した。 

・小学生向けプログラミング講座には，計 36 名，中学生以上の講座には計 14 名参加し，ＩＣＴ関連

技能の周知および向上に努めた。 

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 

 

9 

〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

新規漁船乗組員数 人 - 20 17 15 10   

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（１人）を受験，実技研修（３人）を受講する際に支援を行った。

また，漁船乗組員が受講する船舶職員養成講習（２人）時の支援を行った。 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

採用者数 人 - 20 22 18 12   

実施内容 

市や市内企業などが，地域一体となり採用及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 29 年度の採用活動は，対象者を新卒者に絞って実施。６月 11 日に仙台市で開催した合同企業

説明会には市を含む 13団体が出展し，学生等 30名の来場者があった。 

本事業によって４社に 12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推進していく。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

新規雇用者数（期間累計） 人 - 200 23 69 123   

研修受講者数（期間累計） 人 - 160 20 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 

本市においては，マンパワー不足はまだまだ深刻な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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策４ 人材育成・雇用確保 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－⑤ ○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 H31 

研修修了者数 人 - 37 17 - 37   

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 29年７月１日～平成 29 年 11月４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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策４ 人材育成・雇用確保 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－⑥ ◎「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 

 H31 H27 H28 H29 H30 H31 

プロジェクト数 件 - 4 - - 1   

実施内容 

 気仙沼まち大学運営協議会に委託し，既存の人材育成プログラムの卒業生との交流などを図り，立

場を超えた対話の場を設定しようとしたが，平成 29年度については実現しなかった 

多様な人が集う場としての「□ship」を平成 29年 4月に本オープンさせ，会員主催／まち大主催含

め様々なイベントやセミナーに活用され，学びの機会を提供する一助となっている。 

平成 29 年 7 月～8 月にかけ，「シェアリングエコノミー」をテーマに内閣官房の協力のもと講演会

を開催し，その後アイディアソン（新しいサービスや企画，または課題に対する解決策を，短い時間

で出していくワークショップ型のイベント）を復興庁の協力により開催した。その中で，市内外の様々

な立場の人が集まり議論し，民間事業者や行政が事業を始めるきっかけとなった。 

KPIの達成状況や取組状況等 

「シェアリングエコノミー」をテーマにアイディアソンを行ったのでカウントした。 

今後の方針 

 既存の人材育成プログラム運営事務局との連絡会を開催し，課題の洗い出しなどを行いながら連携

を図る。また，各関係者・各プログラム卒塾生や既に起業している事業者などが，新たに起業などを

考えている挑戦者を応援する仕組みを構築していく。 

今後は総合計画にも掲げた「世界につながる豊かなローカル」をテーマに，学びを踏まえたうえで，

立場を超えた対話の機会と場の提供を行い，市民の実践の後押しをしていく。 

 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策４ 人材育成・雇用確保 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅰ－４－⑦ ◎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 

- H29 H27 H28 H29 H30 H31 

１回以上受注した人数 人 - 5 - - 19   

実施内容 

（1）認知・導入セミナーの実施 

（2）ＷＥＢライティング講座の実施（初級・中級） 

（3）フォローアップ講座の実施 

KPIの達成状況や取組状況等 

（1）認知・導入セミナー参加者 60人 

時間と場所を選ばずに収入を得ることができるＷＥＢ系在宅ワーク（以下「在宅ワーク」という。）

を紹介し，多様な働き方をスタートするきっかけを提供した。 

（2）ＷＥＢライティング講座受講者 初級：19 人 中級：７人 計：延べ 26人  

在宅ワークの中で最も受発注の多い「ライティング」（記事執筆）について，ルールや取組み方を

解説し，演習及び案件受注を通じて，在宅ワークに対する理解を深めた。 

（3）フォローアップ講座受講者 ６人 

在宅ワーク講座受講後，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者同士が共

有することで，コミュニティ形成や継続するためのモチベーションの維持に努めた。 

今後の方針 

平成 29年度は事業実施の初年度であったことから，市内における在宅ワークの潜在ニーズを計るこ

とに注力（チラシの各戸配付等）した。平成 30 年度以降は新規受講者の獲得はもとより，前年度受講

者が継続して在宅ワークを行える仕組みを検討していく。 

 

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。 
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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 
 

主な指標 単位 
目標値 現況 実績値 

達成率 
H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

◇社会増減 人増 
  

       
261 △ 301 △ 349 △ 194 △ 348 

  
- 

◇ふるさと納税の寄附

件数 

万件 
  

       
2 0.22 0.86 0.68 0.48 

  
24.0% 

億円 
  

       
3 0.57 1.34 1.49 1.26 

  
42.0% 

◇全国的な移住に関する

機関からのあっせん数 
世帯 

        

20 - 1 1 3   15.0% 

◇観光宿泊者数 

〔参考指標〕 
万人 

H34 
       

62 14.5 15.9 21.1 23.6 
  

38.1% 

◇市外避難者中帰郷希

望者の帰郷割合 
％ 

  
       

100 - - - - 
  

- 

 

総括 

・移住・定住支援センターMINATO を設置し，移住・定住希望者への総合的な支援と移住予備軍の拡大

を図っているが，人口の社会動態は 348 人の減となった。東京のみやぎ暮らし相談センター及びみや

ぎ移住サポートセンターからの移住あっせん数も３件にとどまった。 

・ふるさと納税の寄附拡大及び寄附者の利便性向上のため，専用サイトの開設やコールセンター設置，

寄附申込みから返礼品発送までの業務を民間事業者に一括委託したが，返礼品の返礼率が高い一部の

自治体に寄附が集中したことなどによって，本市の寄附額は減少した。 

・気仙沼版ＤＭＯ構想を実現するため，気仙沼観光推進機構を立ち上げて気仙沼クルーカードの導入

や観光戦略の推進を行った。観光宿泊客は，23.6 万人と増加傾向にある。 

・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。 

今後の方針 

・移住希望者への寄り添った支援と移住予備軍の拡大のため，移住・定住支援センターの設置を継続

する。 

・ふるさと納税制度の動向を注視しながら，先進自治体の事例や寄附者の動向を分析し，寄附拡大の

ために戦略的なＰＲを行っていく。 

・気仙沼クルーカードで得られるデータに基づいた観光商品の開発や宿泊客増加の取り組みを行って

いく。 

・市外避難者に対して，広報等の送付を継続する。 

 

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 

【市議会議員からの意見等】 

社会増減の記載があるが，人口の増減の状況はどうなっているのか。 

【市回答】 

 政策目標の指標としては社会増減を採用しているが，人口推移，年齢別人口の推移なども全体を見

るうえでは必要。平成 26年の人口は 67,657 人，平成 29 年人口は 64,947 人。 

  



（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 

16 

〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

◆Ｉターン支援事業（おらほの町のコンシェルジュ，Ｉター

ン予備軍爆増計画） 

○Ｕ・Ｉターン受入体制整備事業 

震災復興・企画課 

目的等 

◆Ｉターン支援事業 

Ｉターン希望者の求める気仙沼の情報の収集・発信を始め，気仙沼移住者からの諸々の問合せ・相

談に対し，一元的に対応する拠点を整える。 

Ｉターン予備軍となる若者が気仙沼に短期・長期滞在するきっかけ（ワークキャンプ，フラッグシ

ップインターンなど）を作る。 

○Ｕ・Ｉターン受入体制整備事業 

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 

◆Ｉターン支援事業（例） 

・相談窓口の設置，外部機関へのエントリー，Ｉターン者側から見た必要

情報の収集・提供 

・期間アルバイト，地元企業でのインターンシップ企画，募集と橋渡し 

○Ｕ・Ｉターン受入体制整備事業 

・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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

定住相談問合せ件数 件 - 150 3 66 164   

空き家バンク成約件数 件 - 6 - 2 5   

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 

・移住・定住サポーターの登録          ・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 

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 29年度の移住・定住に関する相談件数は 164件と大幅に増加した。特に住まいに関する相談が

多かったが，空き家バンクの成約件数は５件に留まった。 

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 

 

17 

〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

会員数（1 人の人口

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

実施内容 

・ふるさと納税をしていただいた方々へ，気仙沼ファンクラブの周知を行った。 

・気仙沼ファンクラブ会員特典として，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」の発行や観光施設の入場料割引サービス等のほか，市内事業者から

店舗ごとの独自サービスの提供を行っていただいた。 

KPIの達成状況や取組状況等 

・本市でボランティア活動をした方々やふるさと納税をしていただいた方々，職員を派遣していただ

いている区市町村に対し，気仙沼ファンクラブの周知案内文書を送付した。 

・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で周知を行っている。 

・入会した方々には，会員証の発行，「気仙沼ファンクラブ通信」を郵送およびメールにより届けてい

る。 

今後の方針 

引き続き，ふるさと納税をしていただいた方や，派遣職員等への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 

 意見等なし。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

▲気仙沼市を中心とした三陸沿岸地域の日本版ＤＭＯ構築事業 

◎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 

▲気仙沼市を中心とした三陸沿岸地域の日本版ＤＭＯ構築事業 

地域単位でのＫＧＩ・ＫＰＩを明確にし，マーケティング機能を有するＤＭＯ体制を構築し，気仙

沼独自の観光アクティビティの開発・運営など稼げる観光の仕組みを開発する。 

◎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 

▲気仙沼市を中心とした三陸沿岸地域の日本版ＤＭＯ構築事業 

（例）観光アクティビティが開発・運営される仕組みづくり，先進事例調査 

◎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導入実証実験 

・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） 

市が民間に委託 

 

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 H31 

新規開発アクティ

ビティ受入人数 
人 - 

H28 

1,000 
766 2,108 3,001 - - 

延べ宿泊者数 人 
H28 

210,000 

H31 

360,000 

 

159,162 

 

210,532 

 

236,169 
  

実施内容 

・気仙沼観光推進機構事務局機能の確立 

・観光データベース構築（観光マーケティング調査の実施，気仙沼クルーカード事業の実施） 

・宣伝媒体作成 

・市民意識の醸成 

・観光商品・アクティビティの開発運営 

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 3,001 名 （目標 4,000名 達成率 75％） 

・延べ宿泊者数       236,169 名 （目標値 Ｈ31 360,000名） 

・気仙沼クルーカード 会員数 10,842 名，総売上 222,402,250 円 

今後の方針 

気仙沼クルーカードで得られるデータの多角的な分析を進め，感や経験に頼るのではなく，データ

に基づいた観光商品の開発や宿泊客数の増加に向け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 

 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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策３ 市外避難者等の帰郷支援 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅱ－３－① ○市外避難者情報提供 秘書広報課 

目的等 

気仙沼のまちの様子を定期的に伝え，気仙沼とのつながりを継続し，将来的な帰郷を促す。 

内容 事業主体 

・市広報・復興ニュースの送付，ホームページによる情報提供 

・避難者交流会の開催・参加 
市，県，社会福祉協議会 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- - H27 H28 H29 H30 H31 

市広報送付の継続 - - - - -    

(参考)年度末送付世帯数 世帯 - - 719 594 480   

実施内容 

広報けせんぬま，けせんぬま復興ニュースを月２回送付 

年度平均 531世帯／回 

KPIの達成状況や取組状況等 

防災集団移転団地，災害公営住宅の完成等により，市外避難者が減少しており，送付数が年度初め

584世帯から年度末 480世帯に 104 減となっている。 

今後の方針 

市外避難者の状況を踏まえ，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。 

 



20 
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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 

 

主な指標 単位 
目標値 現況 実績値 

達成率 
H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

◇合計特殊出生率 - 
  

       
1.44 1.47 1.31 1.50  1.39     96.5% 

◇出生数 人 
      

 
        

430 383 326 356  330     76.7% 

◇保育施設待機児童数 人 
  H27.4 月 H28.4 月 H29.4 月 H30.4 月 H31.4 月 H32.4 月   

0 7 9 27  20     - 

◇健康寿命（男性） 歳 
                

80 78 78.40 - -     98.0% 

◇健康寿命（女性） 歳 
                

86 82 83.82 - -     97.5% 

 

総括 

・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，婚活イベントへの補助や新

婚世帯に対する住居費等の補助などの結婚支援，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た。合計特殊出生率及び出生数は前年に比べて減少した。 

・鹿折こども園，鹿折児童館，気仙沼児童センターを開設し児童福祉施設の充実を図り，保育施設待

機児童数は前年と比べて減少した。 

・高齢者の健康づくりや介護予防のための各種講座や研修等を実施した。 

今後の方針 

・結婚支援については，これまでの取り組みに加えて，結婚に対する意識高揚や結婚スキルの向上，

地域が結婚を応援する雰囲気の醸成に資する取り組みを行っていく。 

・出産・子育てについては，ＮＰＯや子育て世代等との意見交換や情報交換を継続しながら，支援施

策の検証や新たな施策の検討を行い，官民協働の取り組みを推進していく。 

・高齢者の健康づくりや介護予防を住民が中心となり取り組むことができるよう支援していくととも

に，さらなる拡大に向けて，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。 

 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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－１－① 
▲婚活プロジェクト 

○婚活支援事業 
震災復興・企画課 

目的等 

▲婚活プロジェクト 

未婚者の出会い創出，結婚支援のため，各種セミナー等の開催，民間団体等の企画を支援するとと

もに，近隣自治体との連携イベントなど有効な手法の検討・実践を行う。 

○婚活支援事業 

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 

▲婚活プロジェクト 

（例）出会いイベントの開催，漁師婚パーティー，自分磨き講座等 

○婚活支援事業 

・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 

▲婚活プロジェクト 

市が民間に委託 

○婚活支援事業 

市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

参加者中カップル率 ％ - 30 - 17 47   

実施内容 

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 

KPIの達成状況や取組状況等 

交流イベント５件（２団体）に補助金を交付。 

イベントの延べ参加者数は，男 150 人，女 139 人と 28 年度より約５割増加し，68 組（47.1％）の

カップル（連絡先交換含む。）が成立した。 

今後の方針 

出会いの場の創出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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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－１－② ◎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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

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   

実施内容 

新婚世帯に対して，住宅取得費，住宅賃借費，住宅改修費及び引越費用（上限 24 万円）を補助。 

KPIの達成状況や取組状況等 

新婚者８名に補助金を交付した。 

アンケートに回答した７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 

補助金交付要件等を見直しながら，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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ○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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

助成件数 件 - 40 20 33 18   

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ○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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

利用者数 人 - 800 - 392 688   

実施内容 

支援専門員 2 名を配置し，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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ◎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 H31 H27 H28 H29 H30 H31 

合計特殊出生率 - 1.47 1.44 1.31 1.50 1.39   

実施内容 

平成 29年度から開始した新規事業で，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（3回実施・参加者延べ 51人） 

・子育て支援セミナー（1回実施・参加者延べ 88人） 

・先輩ママとの交流会（4回実施・参加者延べ 39人） 

・父親の育児参加促進事業【ファミリープレイデイ】（５回実施・参加者延べ 240 人） 

・親子のふれあい事業【おでかけ児童館】（５回実施・延べ 405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幅広い市民を対象として開始したプログラムである

が，今後も事業継続により事業の浸透を図るとともに，より多くの参加者が得られるよう，ＰＲの工

夫をしていく。 

 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ○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 H31 H27 H28 H29 H30 H31 

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   

保育施設待機児童数 人 
H27.4 

7 

H32.4 

0 

H28.4 

9 

H29.4 

27 

H30.4 

20 

H31.4 

 

H32.4 

 

実施内容 

平成 29年 12月２日に鹿折こども園，鹿折児童館を開園，開館した。また，平成 30 年３月 31 日に，

気仙沼児童センターを開館し，保育及び子育て支援環境の整備・充実を図った。 

KPIの達成状況や取組状況等 

鹿折児童館，気仙沼児童センターの開館により，利用者が増加している。また，低年齢児施設の改

修や鹿折こども園の開園により，受入児童の増加を図った。 

今後の方針 

 気仙沼児童センター内に子育て支援センターを設置し，乳幼児親子の居場所や子育て相談機能の充

実を図るとともに，関係機関との連携を図りながら，子育て支援機能の充実を図っていく。 

待機児童対策においては，保育人材の育成と確保に努めるとともに，民間事業者と連携して，安心

で安全な保育の確保に努めていく。 

 

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。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 
○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月まで

の会員へ利用料を助成により，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 H31 H27 H28 H29 H30 H31 

活動件数 件 1,515 1,500 1,446 1,174 694   

産後ママ応援事業活動件数 件 - 200 - 41 13   

実施内容 

子どもの預かりや見守り，保育所等への送迎，健診等への付き添い等の地域の子育て支援の相互活

動の啓発の活動の調整を実施するとともに，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か月までの会員の利用料の助成により，子育て世代の経済的負担の軽減を図った。 

KPIの達成状況や取組状況等 

ファミリー・サポート・センター事業について，関係機関と連携しながら子育て世代へＰＲすると

ともに，新たな会員を募り，事業の活性化を図っていく。 

今後の方針 

気仙沼児童センター内に，ファミリー・サポート・センターの事務局を移設し，アドバイザーが子

育て支援センター等の，子育て中の方とより近いところで，子育てに関する相談や活動の紹介などを

行い，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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ◎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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

資格認定者（累計） 人 - 100 - - 148   

実施内容 

平成 29年度は，子育て支援員研修のうち「基本研修」，「地域保育コース」，「地域子育て支援拠点事

業」，「利用者支援事業」を実施した。また，研修期間中，託児サービスを行い，子育て中の方の受講

機会の確保を図った。 

KPIの達成状況や取組状況等 

予定を超える受講者があり，地域の子育て支援への関心や意識が高まってきていることから，今後

も継続実施し，子育て支援人材の養成と確保を図っていく。 

今後の方針 

平成 30年度も研修を実施し，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。また，修

了者が，子育て支援事業への就業につながるよう，事業所への広報等を併せて行っていく。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 
◎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 H31 

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   

実施内容 

市内の中学校３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。 

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。 

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，生徒への事前の動機付けや

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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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ◎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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

補助金交付件数（累計） 件 - 15 - - 3   

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 

 平成 29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，新卒者の確保が増加すれば，件数は増加するものと思われる。 

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，事業内容を広く周知することにより，新卒者が就職先を決める際の選択肢としての付加価値を高

め，新卒者の確保を図る。 

 

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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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ◎小学校入学祝い金支給事業 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い金を支給し，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い金を支給 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

支給対象者の事業

に対する評価（事業

への満足度） 

％ - 90 - - -   

実施内容 

平成 29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 29年度の支給対象（案内）者 73 人から申請があり，全員支給した。 

今後の方針 

今後も事業を継続実施していく。また，入学準備に活用できるような支給時期への変更等，受給者

の利便性の向上について，意見を聴取しながら検討していく。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 
◆子育て・イベントなど生活情報の発信強化 

（新しい気仙沼の楽しみ方発見事業） 
子ども家庭課 

目的等 

気仙沼らしい若者の新しい娯楽をはじめとする出会いや結婚，子育てに関する情報を集約し発信する。 

内容 事業主体 

（例）若者，子育てママ・パパ対象の出会い・出産・子育て Webサイト構

築・発信 
ＮＰＯ法人・企業 等 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H28 H27 H28 H29 H30 H31 

いいね！獲得数 いいね！ - 1,000 - - -   

ホームページアクセス数 - - - - 1,631 2,880   

実施内容 

・子育て情報誌の発行 

・子育て特設サイト「ぽけっと」を開設 

KPIの達成状況や取組状況等 

市の総合的な子育て支援施策「プロジェクト1.90」の取り組みとして，子育て情報誌の発行や市公

式ホームページに子育て特設サイト「ぽけっと」の開設により，子育て世代への情報発信を行った。 

今後の方針 

市の総合的な子育て支援施策「プロジェクト 1.90」の取り組みとして，子育て中の市民や子育て支

援に関わるＮＰＯ等と情報発信の方法や内容について意見交換を実施していく。 

 

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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－１－⑬ 
◆多世代交流ハウス整備 

（子どもが真ん中プロジェクト） 
民間 

目的等 

地域が主体的に参画する子どもを中心とした居場所を作る。 

内容 事業主体 

（例）屋外型子育て支援拠点（乳幼児・妊婦サロン等）の整備，自然の中

で子どもが遊べる環境整備，週末カフェ 
子育て世代の母親，地域 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H28 H27 H28 H29 H30 H31 

自主ボランティア

組織結成 
団体 - - - - -   

実施内容 

市内で子育て支援の活動を行っているＮＰＯ団体等が空き家を利用し，子どもが自由に遊べる場所

や乳幼児親子の居場所の提供を実施している。 

KPIの達成状況や取組状況等 

 

今後の方針 

 

 

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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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

地域包括支援センター 

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 

・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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

健康寿命（男性） 歳 - 80 78.40 - -   

健康寿命（女性） 歳 - 86 83.82 - -   

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。 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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。 

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:95 回実施（延べ 1,940 人参加）・健康相談：５7回実施（延べ 128人参加） 

介護予防講座：5会場・52回実施（延べ 748人参加） 

集いの場確保事業：2自治会・14回実施（延べ 239人参加） 

認知症予防事業（生活習慣病予防講座）：18回（延べ 200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   156回 延べ  4,183人 

交流サロン事業         1,319回 延べ 64,183人 

生きがい活動支援通所事業     577回 延べ 11,875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。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策２ 健康長寿社会の形成 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅲ－２－② ▲市民農園 高齢介護課 

目的等 

農業体験を通し，収穫の喜び，恵への感謝の醸成とともに，体力の維持，生きがいづくりなど健康

づくりにも寄与する。 

内容 事業主体 

・市民農園の設置と貸与 
市，民間団体，地域，個

人 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

健康寿命（男性） 歳 - 80 78.40 - -   

健康寿命（女性） 歳 - 86 83.82 - -   

実施内容 

指定管理施設である気仙沼市本吉健康農園において，市内に居住する 60 歳以上の高齢者を対象に，

健康づくり，生きがいづくりを目的とした一般介護予防事業として実施。 

KPIの達成状況や取組状況等 

 指定管理施設の本吉健康農園において野菜の栽培を行い，水やりや除草，採取などの園芸活動を通

して，高齢者の健康維持・増進，生きがいづくりを進めることを目的として実施。 

 利用対象者を要介護認定者だけではなく，市内に居住するすべての高齢者として実施し，介護予防

と健康の維持増進を図ることを明確に位置づけている。 

開園日数：139日  延べ利用者数：533人 

今後の方針 

園芸活動を通じて，高齢者の方の介護予防や身体的な健康維持・増進を図り，交流することの喜び

や生きがいづくりに繋が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 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等】 

市民農園の活用がＫＰＩの健康寿命につながるという発想に無理があるのではないか。本吉健康農

園の利用率，開園日の方が，ＫＰＩとして適切ではないか。 

【市回答】 

本吉健康農園は本吉地区で介護予防事業として実施しており，全市的な健康寿命には繋がらない。

総合戦略策定の際には，本当の意味での市民農園の目途が立っていなかったが，一定の需要があるこ

とが分かり，農地の目途も立ったので，今後制度設計をする。 

ＫＰＩについては，農園利用人数などが考えられ，高齢者だけでなく，子どもが土や作物の生育に

親しむことも狙うべき効果だと思うので見直しを行う。 
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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 
 

主な指標 単位 
目標値 現況 実績値 

達成率 
H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

◇幸福感 調査平均値 - 
                

6.7 - 5.6 - -     83.6% 

◇汚水処理人口普及率 ％ 
  H25 H26 H27 H28 H29 H30   

50.6 39.6 40.0 40.8 47.1 49.2   97.2% 

◇自主防災組織率（浸水地

域の組織率）〔参考指標〕 
％ 

H32               

100 36.3 53.8 50.0  51.5     
 

51.5% 

◇避難訓練実施自治会 ％ 
                

100 25.3 37.2 28.0  36.8     36.8% 

◇海洋教育に取り組む

学校 
％ 

                

100 - 35.0 37.0  37.0     37.0% 

 

総括 

・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

ぼ達成した。 

・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 51.5％，避難訓練実施自治会は 36.8％と前年よりも増加し

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，27校中 10校であった。 

今後の方針 

・公共用水域の水質保全のため，下水道や浄化槽の普及を図っていく。 

・津波死ゼロのまちづくりを実現するため，企業版ふるさと納税などを活用し，自主防災組織の育成

強化に取り組んでいく。 

・引き続き，学校における ESDや海洋教育を実践していく。 

 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

 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 

・自治会運営費の助成，備品等購入費の助成 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

地域主体の活動率 ％ - 100 95 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

建が進み行政区の新設や再編が進み，新たな自治会の設立がみられる中で，未だ自治会を組織するま

でには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新設や再編による新しいコミュニティ形成について，関係機関と連携しながら

支援する。 

被災した地区以外でも，人口減少や高齢化により運営や活動が困難になってきているところがあり，

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。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

 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 

・協議会運営費の助成，まちづくり専門家の紹介・派遣 市 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

地域主体の活動率 ％ - 100 56 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８組織に運営費補助金を交付

した。 

・住民主体のまちづくりを推進するため，３組織に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った。 

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の交付

を行うほか，地域活性化支援員を配置し住民主体による地域の維持・活性化を図る体制を構築する。 

 

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。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

 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，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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

受講者数 人 - 300 294 304 472   

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大学」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 123人 

まちづくり交流会「ぬまトーク」         3 回  参加者 延べ 108人 

地域コミュニティ実践塾「ぬま大」        6 回  受講者 13人 発表会一般聴講 94人 

「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」   3 回  受講生  7人 発表会一般聴講 72人 

地域リーダー養成講座「ｱｸﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆﾃｨ大学」    11 回  受講生 12人 発表会一般聴講 30人 

女性人材育成支援事業「ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｳｰﾏﾝｽﾞ・ｶﾚｯｼﾞ」  7 回  受講生 13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。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

 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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

実践校 ％ - 100 100 100 100   

実施内容 

平成 28年度の取組を継続しながら，各地域の震災からの復興状況に応じたＥＳＤに関する学習活動

の見直しを図った。海洋教育に関する取組については，東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究

センターの協力のもとに，各実践校での自主的な公開研究会等を実践した。 

KPIの達成状況や取組状況等 

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，各校の立地環境に合わせた実践

を行っている学校は，27校中 27 校で 100パーセントである。 

今後の方針 

震災の影響が大きかった地域においては，地域の復興の実情に応じた学習内容や活用人材の再構築

を進めていく。高齢化や人口減少が進む地域の学校においては，地域の歴史や伝統文化を学ぶ学習活

動をとおして，地域の持続・発展について考える学びを実践する。 

 

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 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等①】 

 ＫＰＩの実績値が 100％となっていているが，取り組みによって数値を上げていくことが，モチベー

ションの高まりを含めてＫＰＩの意義だと思う。実績値が 100％だと発展の気概が生まれないので， 

ＫＰＩの設定に疑問を感じる。 

今後の方針に関しては，「地域の歴史や伝統文化を学ぶ学習活動を通して，地域の持続・発展につい

て学ぶ」だけでは弱い。これからは，高校と大学の接続の改革によって，より探究活動が重視される。

ＥＳＤ先進地の気仙沼として，総合戦略においても後押しするものが今後の方針に加えてほしい。 

【市回答①】 

郷土教育については，ＫＰＩと内容を工夫する。 

本市の教育の大きな問題としては，高等学校の再編がある。気仙沼を含むブロックは，10 年後に高

校生が 30％減るとされている。高校の数が減ることは，担い手となる人が高校の時から市外に行って

しまうことになり，本市の今後の産業など面での弱さになっていく。高校が目指すところと，子ども

の考え，社会の流れを合わせて高校の残し方を考えていかなければならない。 

 



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等②】 

ＥＳＤを始めて 10 年経ってＥＳＤが当たり前になり，何がＥＳＤなのかをしっかり捉えられている

先生が減ってきているのではないか。養殖漁業の体験がＥＳＤだとなりがちだが，どういうふうに学

んで地域のために活かすのか，主体的な学び，行動につながるようなところにＥＳＤならではの学び

がある。そういうところを後押しできるようなＫＰＩを設定できるとよい。 

【市回答②】 

ＥＳＤが一般化してしまい，先生も生徒も正しく意識しているか疑問。 

漁業が衰退した原因の根本は，魚の資源を大事にしてこなかったから。誰が悪いわけでもなく，一

生懸命やった結果そうなってしまったということが刻まれるべき。魚が取れなくなった理由が何かを

反省して，活かしていくことができるのが気仙沼だと思う。水産だけでなく他の産業においても同様

で，全ての論理として持っておくべき。持続可能ということは，現にあるものを守っていく，残して

いくという精神がなくてはいけないということ。本市では，分かりやすい例があるのに，その部分が

教育の中では抜けてしまっているのではないか。もう一度みんなで確認し合う必要がある。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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－２－② 
◆気仙沼らしい宿泊プラン開発 

（日本一朝ごはんが美味しい町にするプロジェクト） 
観光課 

目的等 

気仙沼の素材を生かした，特に朝ごはんメニューの商品開発を行い，ホテルプランへの登用や朝ご

はんが食べられる店の開店を働きかける。 

内容 事業主体 

・「気仙沼の朝食を楽しもう」ホテルプランの作成，朝ごはんが食べられ

る店へのメニュー改装 

民間プロジェクトチーム 

（NPO 法人・民間企業等で構成） 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

食を気仙沼の魅力と感じる人 ％ - 50 - - -   

実施内容 

気仙沼観光推進機構において食を重点テーマに据え，本市最大の魅力である食を生かした観光施策

を検討するため食部会を設置した。 

KPIの達成状況や取組状況等 

気仙沼観光推進機構の構成団体に加え，女性の視点，ユーザーの視点が反映されるような部会構成

について検討したほか，メカジキブランド化推進委員会，カツオプロモーション事業実行委員会と連

携した取り組みについて検討を行った。 

今後の方針 

食部会において，飲食店のメニューや営業時間などの情報整理に着手することとしている。 

 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 H31 H27 H28 H29 H30 H31 

太陽光発電設置補助

数(累計) 
基 747 1,937 984 1,126 1,199   

公共施設への設備導

入数(累計) 
施設 36 55 53 53 53   

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 29年度までに 53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，73 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 2 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 

 

47 

〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 H31 H27 H28 H29 H30 H31 

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   

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 29年度補助金交付件数は，115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，未再建者を把握し，制度の周知等に努めていく。 

 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 ○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。 

また，集会施設の新築・建て替え補助の条件として，自主防災組織の設立を促している。 

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 

- H32 H27 H28 H29 H30 H31 

自主防災組織結成率 ％ - 100 45.5 48.3 50.2   

津波浸水地域の自主

防災組織結成率 
％ - 100 53.8 50.0 51.5   

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。 

・コミュニティ助成事業により，防災資機材を２組織に整備した。 

・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。 

・自主防災組織の結成率は，９組織が新たに結成し，50.2％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。 

 

  



（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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策４ 安全・安心なまちの実現 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－４－③ ○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 

- H32 H27 H28 H29 H30 H31 

避難支援個別計画策定 ％ - 100 1.0 9.2 11.6   

実施内容 

・避難行動要支援者名簿の提供（年２回） 

・「広報けせんぬま」にて登録啓発記事掲載 

・新任自治会長，行政委員，民生委員への説明会実施 

KPIの達成状況や取組状況等 

避難支援個別計画策定に向けた説明会を市内２か所で実施した。 

災害危険区域に該当している自治会を中心に，市から説明会開催の呼び掛けを行い実施した。 

今後の方針 

避難支援個別計画策定完了に向けて，正職員１名と専任の嘱託員２名を配置し，災害警戒区域に該

当する自治会，自主防災組織が結成されている自治会を中心に，避難支援個別計画策定を依頼する。 

また，各地区での説明会やワークショップに積極的に参加し策定を進め，3年で策定率 100％を目指

す。 

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 

 

50 

〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 

・文化財公開の日 

・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 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

参加者数 人 - 1,500 630 1,000 1,100   

実施内容 

・地域の文化遺産再発見事業「文化財公開の日」 

・地域の文化遺産再発見事業「ふるさとの民話のつどい」 

・地域の文化遺産再発見事業「けせんぬま学講座」 

・けせんぬま民俗芸能のつどい 

・風待ち地区ヘリテージウォーク，修復・復原現場見学会 

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，「ふるさとの民話のつどい」「け

せんぬま学講座」を継続して開催。また，市民が地域の文化遺産に触れることで伝統芸能への意識向

上・普及啓発を図るため「けせんぬま民俗芸能のつどい」を開催した。複数の民俗芸能を一度に見ら

れる機会は滅多にないことから，市民からは継続を望む声が高い。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，ヘリテージウォークや文化財修復・復原現場の見学会等を開催。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期待できる。 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

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 
◆小学生の地元のしごと場体験プログラム「ちょすワーク」 

○気仙沼キッズワークタウン 
民間 

目的等 

子どもが地域の仕事に触れるキッカケをコーディネートする。 

内容 事業主体 

◆小学生の地元のしごと場体験プログラム「ちょすワーク」 

・子どもの企業体職場体験プログラム開発，体験冊子の発行 

○気仙沼キッズワークタウン 

・職場体験イベントの開催 

◆「ちょすワーク」 

民間プロジェクトチー

ム，市 

○気仙沼キッズワークタ

ウン 

 気仙沼青年会議所 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

参加子ども数（累計） 人 - 480 91 158 -   

実施内容 

気仙沼青年会議所主催の気仙沼キッズワークタウン実施。 

KPIの達成状況や取組状況等 

 小泉中学校を会場に消防士や菓子店など 19 の職業体験を実施した。 

今後の方針 

  

 

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 
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〔事業名の記号〕◆:先導プロジェクト(分科会提案) ▲:公募プロジェクト(含官民コラボ) 

◎:市新規・拡充施策 ○:市現行施策 

施策５ ふるさと教育の実践 

 

事業番号 事業名 担当課 

Ⅳ－５－③ 

Ⅳ－５－④ 

◆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） 

◆地域のあそび体験の場創出（気仙沼アソビ発見・世代交流プログラム） 
観光課 

目的等 

◆体験学習プログラム開発 

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。 

◆地域のあそび体験の場創出 

 子どもたちが遊びを通して，気仙沼の海・山・人など地域の魅力を知るプログラムを実施する。 

内容 事業主体 

◆体験学習プログラム開発 

・「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 

◆地域のあそび体験の場創出 

・「ウニとり体験」「かい漕ぎ体験」などのモニタープログラム開発 

・気仙沼の遊び交流事業図鑑の作成，(仮称)子ども漁業権の実現など 

◆体験学習プログラム開発 

観光コンベンション協

会など 

◆地域のあそび体験の場創出 

 民間 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 
単位 

基準値 目標値 実績値 

- H31 H27 H28 H29 H30 H31 

体験学習受入数 

（プログラム参加人数） 
人 - 10,000 766 2,108 3,001   

実施内容 

「ちょいのぞき気仙沼」として 3,001名の受け入れを行った。 

KPIの達成状況や取組状況等 

・これまで 40 を越えるプログラムを開発してきたことから，事業を新規開発段階から磨き上げ段階に

移し，モニターツアーを実施して改善点の洗い出しを行った。 

・教育旅行誘致に向けて，旅行エージェントとの商談で使用するため，各プログラムや観光スポット

などの情報をまとめた資料「教育旅行プログラム」を作成した。 

今後の方針 

・平成 29年度は毎週末開催に取り組んだが，最少催行人員に達しない場合もあったことから，さらな

るプログラムの磨き上げとともに，受付方法や料金体系を工夫することで，催行率の向上と受入数の

増加を目指していく。 

・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。 
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全般的な意見等 

 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等①】 

ＫＰＩが達成した後の取り扱いをどうしていくのか。修正した方がよいもの，やめた方がよいものも

あると思うが，達成した理由が読み取れない。次の政策にもつながる一つの判断になるので，原因分析

と対応を戦略会議で報告してほしい。 

【市回答①】 

達成したからといって事業を終了するのではなく継続する。単年度だけ特殊事情で達成しているとい

うものもある。今年度，行革の一環としてゼロベースでの事業見直しを行っている。総合戦略に掲載し

た事業の中でも効果がないという事業については，見直しや取り止めもありうる。５年前に作った目標

がそのまま継続できるのか，社会の変化を取り入れていくのか判断するため，大きな状況の変化，環境

の変化については掴んでいかなければならない。 

 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等②】 

日本の平均寿命が 107 歳になると言われていたり，団塊の世代が 100 歳になった時に 100 歳以上が 100

万人になると言われており，超高齢社会が押し寄せてくる。限界集落という言葉は田舎のことだと思っ

ていたが，市内の中心部でもいくつか限界集落があり，いくつもの集落が準限界集落になると言われて

いる。高齢者が，ただ介護を受けるとか，サービスを受けるとか，自分の生活を守っていくとかではな

く，健康で元気な高齢者を取り込んだまちづくりをしていかなければ，気仙沼の社会は成り立っていか

ないのではないか。高齢者に対する活動組織であるとか，健康寿命を延ばす施策が近々必要ではないか。 

【市回答②】 

高齢者が介護などのサービスを受ける側ではなく，活躍できる社会づくりが健康寿命につながるとい

うお考えについては，その通りだと思っている。総合戦略の中には具体的には設定していないが，健康

寿命延伸に向けて，高齢者が活動できる取り組みを検討している。非常に重要な視点だと思っており，

各地域で地域支えあい推進員をコーディネーターとして話し合いの場を設けており，高齢者も主体的に

サービスを提供する側で活躍することを具体化していきたい。 

 

【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等③】 

山の間伐に従事する人は，若い人が少なく主に 60歳以上だが，非常に元気な方が多い。農業でも水産

業でも 80歳，90歳でも元気でやっている人がいる。こういうところに施策のヒントがあるのではないか。 

ＳＤＧｓや本市のスローシティ，スローフード都市宣言など，持続発展可能な社会を目指すとしてい

るが，そこには高齢者の活躍が必要。エネルギーや農産物の地産地消を推進するための施策など，高齢

者が 90歳まで元気で頑張れるための施策を，若い世代の活躍の場をつくるのとあわせて考えられないか。

高齢者に与えるのではなく高齢者に人生の最後まで地域に貢献してもらうようなことができないか。 

【市回答③】 

60代 70代の方が普通に仕事をしている比率は高まっていると思う。市役所で言えば，定年した人は３

年間再任用が認められていて，いずれ 65歳まで働けるようになる。そういうことが世の中の流れではあ

るが，いずれにしても区切りというのが来て，その人たちの力をどう活かして，市の目標や世界的に向

かっている方向，自分の健康や生きがいに寄与するかということは，人生 100年時代には必要となる。 

気仙沼でＳＤＧｓを標榜するのであれば，海洋廃棄物の対策について他に先駆けて標榜すべきで，号

令だけでなく誰かが動いていかなくてはならないので，そこに人手がかかって，社会貢献にもつながる。

まちのブランド化も含めて，一次産業へ携わる人だとかＳＤＧｓに向かう様々な取り組みに参画する人

を増やしていくということは，地方創生の動きの中では大事なシンボリックな取り組みになる。民間の

方たちも上手に巻き込んでやりたい。 

気仙沼市全体の高齢化率は 37％だが，上地区は 43％となっていて，大島の 50％に近い。その方たちが

引きこもっているわけではなく，元気な方たちもいっぱいいる。高齢化率の高さを利用していく，自主

的に生きがいをもってやっていただくような取り組みを考えて地方創生のプログラムに入れていく。 
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【けせんぬま創生戦略会議委員からの意見等④】 

海洋汚染が世界的な問題となっている中で，気仙沼においても，宣言とか条例とか市民が取り組む施

策であるとか，具体的に進めていかなければ，魚が食べられない社会が来て，気仙沼の基盤を揺るがす

ような状況になってしまうのではないか。 

【市回答④】 

来年春に，海洋汚染に詳しい方に講演をお願いしている。どういう施策ができるのか，先生に習いな

がら研究していきたい。 

 

【大学院大学至善館 大滝 精一 副学長 講評】 

・ 個々の事業のＫＰＩではなく，総合戦略の全体がどういう進捗になっているかを上手く表す工夫が

必要。政策目標のⅠ～Ⅳの全体の進捗状況，その中の良い部分とそうでない部分，そこから分かる課

題と今後の方針を上手く表現できるとよい。現状では，全体が見えづらく，市民に示したときに，ど

ういう風に受け止めたらよいか戸惑うと思う。ＫＰＩは参考指標として考えた，ＫＰＩが達成度に一

喜一憂することは，あまりよいことではない。 

・ 進捗状況が思わしくない施策に対して，どういう対応をするかはっきり示した方がよい。例えば結

婚や出生率を 1.90 にすることなどは，３年くらいで結果が見えてくるということはない。起業の問題

は，劇的に改善していくことはありえない。しかし，やり続けないと成果が出ない。見極めが難しい

が，ＫＰＩが目標から乖離してく場合に，その後どんな手を打っていったらよいか判断し，示してい

くことが必要。 

・ 新しいプログラムを入れたり，提案したりすることが必要。 

例えば，高齢者が活き活きと働ける状況と別の施策を組み合わせるとか，高齢者の足を単にサポー

トするだけでなく，住民タクシーやシェアリングエコノミーの中に高齢者を入れて，自分たちが働け

る場をつくるなど。県内でも貨客混載やＩｏＴの活用など工夫しているところがあるし，イノベーシ

ョンと課題解決を結びつけることは，全国でどんどん出てきている。 

世の中は２，３年でどんどん変わっていくので，新しいことを柔軟に取り入れることができるよう

な体制や仕掛けを市の中に作っていた方がよい。 

・ 地方創生の姿こそ対外発信すべき。上手に情報発信すればそれだけ外から助けてくれる人とか，外

から入ってくる人が増える。情報発信の戦略も隠れた地方創生の重要な柱の一つだ。 

 

【市議会議員からの意見等①】 

自治体戦略 2040構想との関係を意識的に考えて行かなければならない。向こう５年間どうあれば

よいかではなく，50 年後 100年後に気仙沼はどうなるかを考えたときに，総合戦略との関係をどう

考えているか。 

【市回答①】 

今後の地方の魅力づくりは，行政だけでは難しい。第二次気仙沼市総合計画では，市民が主役の

まち地づくりを掲げ，市民参加と行政参加という協働の計画を策定した。その計画づくりに多くの

市民に参画いただき，アイディア，プロジェクトを提案いただいたが，総合戦略は市民が自分たち

で施策作っていくということの先駆けである。総合戦略では分科会提案事業や公募プロジェクトを

計画の中で位置づけ，さらに実行していくこととしており，これからの地域づくりにおいて非常に

重要な視点である。 

 

【市議会議員からの意見等②】 

少しずつ効果が出ていると思っていたが，人口目標・推計を見ると，総合戦略の効果出ていない

のではないか。どのように捉えているか。 

【市の回答②】 

政策目標のⅡやⅢのＫＰＩが目標に達していないことが，人口推計に表れている。これまでの３

年半で，首都圏に対する人口の流れが止まっていいない。国はそれを是正するつもりだったが全然

効果が上がっていない。人口減少も止まっていない。国は次期総合計画を作ることとしているが，

全国の結果を見ながら練り直しを本腰でやっていただきたい。本市としても次の地放創生の流れに

はしっかりと乗って行きたい。 
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人口については，なかなか効果が出ない実感があるが，例えばプロジェクト 1.90の効果が出ない

からといって，やめたらどうなるかという怖さがあるし，各取組みに参加しに来ている子育て世代

は恩恵を確実に受けている。力を入れるところと維持するところを見極めていく。 

社人研の予想通り人口減少が続けば，日本そのものが成り立っていかないし，本市も暮らしやす

い，みんなが希望を持って生活できる場所とは言いにくいまちになってしまうことが想像できる。

人口，国，世の中の流れを捉えてメリハリをつけていくことがより一層必要だと認識している。 

次期総合戦略については，国の方針は示されていないが，これまで市民も参加して作った総合戦

略を大事にしてきた。そこで，撒いた種もいっぱいある。それをどのように実にしていくかを次の

戦略を立てるときに一番考えなくてはいけないこと。併せて，国の政策や世の中の流れを加味して

いく。引き続き地方創生にチャレンジしていきたい。 

 


