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第3回「ゴーヘイ！気仙沼の会」 

平成25年5月29日 

気仙沼市 

気仙沼の観光ビジョンと戦略的方策  

～ 「水産と観光が連携・融合したまち」 
への進化を目指して ～  
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Ｉ. 気仙沼市の概要 
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地勢・人口  

Ｉ. 気仙沼市の概要 

位置 

宮城県の北東部・三陸沿岸の中心部 

 

○東京～気仙沼 最短3時間49分(※1) 

※1 新幹線利用（東京→一関→気仙沼） 

 

○仙台～気仙沼 最短2時間7分(※2) 
※2 新幹線利用（仙台→一関→気仙沼） 

 

☆三陸沿岸道路（自動車専用道路）延伸中 

気候 
温暖で降雪が少ない 

→東北でも大変穏やか！ 

面積 333.37㎢ （東京都23区621.98㎢の約半分） 

H25年4月末 ※H23年2月末 

人口 68,766人 74,247人 

世帯 25,766世帯 26,601世帯 

300km圏 

東京から400km圏 

500km圏 

600km圏 
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気仙沼の日本一 

Ｉ. 気仙沼市の概要 

気仙沼港 日本一 の遠洋マグロ船基地  ！ 

生鮮カツオ水揚 16年連続 日本一 ！ 

フカヒレ生産（サメの水揚） 日本一  ！ 

徳仙丈山★1 日本一のつつじの群生地 ！ 

「情報接触度」2年連続 日本一 

（ブランド総合研究所全国100市町村調査より） 

！ 
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Ⅱ. 震災と観光 
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気仙沼の観光コンテンツ・観光施設 ①屋内施設 

Ⅱ. 震災と観光 

観光地点 入込客数 

 海鮮市場「海の市」★2 44万人 

 唐桑半島ビジターセ 

 ンター・津波体験館★3 
11万人 

 道の駅・大谷海岸★4 ５０万人 

①屋内施設 

市内の主要な観光地の入込客数(H21年：震災前)  250万人 ！ 
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気仙沼の観光コンテンツ・観光施設 ②屋外 

Ⅱ. 震災と観光 

観光地点 入込客数 

国
立
公
園
内 

気仙沼大島★5 32万人 

岩井崎園地★6 49万人 

巨釜半造★7 20万人 

大理石海岸★8 7万人 

海
水
浴
場 

お伊勢浜★9 2.9万人 

大谷海水浴場★10 5.5万人 

小泉海水浴場★11 4.8万人 

小田浜海水浴場★12 1.5万人 

②屋外 
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観光地・施設の復旧・復興状況 

Ⅱ. 震災と観光 

※黄色網掛け：東日本大震災による被害なしの施設 

復旧・復興状況

1 大理石海岸 一部損壊

2 九九鳴き浜 被害なし

3 八隻曳（御崎地区） 被害なし

4 トンネル岩（半造地区） 被害なし

5
唐桑半島ビジターセンター
・津波体験館

リニューアル
オープン

6 漁火パーク 一部損壊

7 巨釜・折石 被害なし

③唐桑半島エリア
復旧・復興状況

1 魚町屋号通り 復旧中

2 港まち恋人スクエア 復旧中

3 気仙沼水産物流通センター 全壊

4 気仙沼市魚市場 再開

5 出漁準備岸壁・海の道 復旧中

6 海鮮市場・海の市 復旧中

7 安波山・安波山公園 被害なし

8 市民の森 被害なし

9 徳仙丈山 被害なし

①気仙沼エリア

復旧・復興状況

1 気仙沼大島 復旧中

2 小田の浜海水浴場 再開

3 十八鳴浜 被害なし

4 龍舞崎 一部崩落

5 亀山リフト 全壊

⑤大島エリア

復旧・復興状況

1 大谷海水浴場 砂浜流出・再生中

2 道の駅　大谷海岸
リニューアル
オープン

3 はまなす公園 全壊

4 小泉海水浴場 砂浜流出・再生中

5 モーランド本吉 被害なし

6 大谷高山歴史資料館 被害なし

7 田束山 被害なし

②本吉エリア

復旧・復興状況

1 お伊勢浜海水浴場 砂浜流出・再生中

2 岩井崎プロムナードセンター 全壊

3 秀の山銅像 一部損壊

4 岩井崎 一部損壊

5 潮吹岩 被害なし

④階上・岩井崎エリア
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観光地・施設の復旧・復興状況 （参考） 

Ⅱ. 震災と観光 

例)物産・飲食施設 「海の市」 H26年3月オープン予定 

震災前、年間100万人が来訪(その内40万人が観光客) 

 
＜被災後の状況＞ ＜再建後のイメージ (H26.3オープン予定)＞ 
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※H18年3月  旧唐桑町合併 

  H21年9月 旧本吉町合併 

震災前後の観光客・宿泊客の推移① 

Ⅱ. 震災と観光 

○震災後、気仙沼を訪れる観光客は激減したものの、昨年（H24年）は、 

前年度比81.3％増と回復基調にある 

気仙沼を訪れる観光客の推移 

254 

43 

78 

233 

266 

＋81.3%↑ 
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旧気仙沼市 

(現.気仙沼市) 

旧唐桑町 旧本吉町 

震災前後の観光客・宿泊客の推移② 

Ⅱ. 震災と観光 

○観光客数と同様、宿泊客数も大幅な回復基調にある 

○H24年の観光目的の宿泊客数は9.3万人であるが、復興関連の事業者
の宿泊分を含めると、24.6万人の宿泊需要があった 

宿泊客の推移 
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24.6万人 

9.3 

4.0 
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興
関
連
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次
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宿泊需要の受け皿の不足 （需要に対する供給の不足） 

Ⅱ. 震災と観光 

○震災直後は、工事関係者やニ次避難者が宿泊し、ほぼ満室状態だった 

○岩手・宮城の三陸沿岸における観光客数、宿泊客数は回復基調にある
が、宿泊施設(宿泊客の受入キャパシティ)は不足しており、需要を取り
逃している 

市内の宿泊施設のキャパシティの推移 

施設数 定員 

震災前 90施設 4,388名 

震災直後 38施設 2,394名(震災前の54.5%) 

現在 46施設 2,743名(震災前の62.5%) 

今後(H26見込) 50施設 3,200名(震災前の72.9%) 
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宿泊需要の受け皿の不足解消に向けて 

Ⅱ. 震災と観光 

※H25.5.18河北新報気仙沼版1面 転載 

部屋数 204室 

客室稼働率 

(目標) 
85%以上 

年間売上高
(見込) 

4億5千万 

～8千万円 

開業予定 H26年4月 

！ 他にも進出の動きあり！ 

！ H25年5月9日 「ホテルルー
トイン気仙沼」起工式 
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Ⅲ. 現在の観光ニーズ と 気仙沼市観光戦略 
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今、気仙沼を訪れている観光客が求めていること 

 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

※参考：別冊資料1:「気仙沼観光アンケート報告」 WAVOC東日本大震災復興 
支援プロジェクト気仙沼チーム（学生チーム）報告 
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震災復興計画の策定 と 観光戦略会議の設置 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

○東日本大震災からの復興を成し遂げ、新
しいまちを創っていくため、H23年10月に
「震災復興計画」を策定 

○震災復興計画を受け、被災を契機として観
光の可能性を再発見し、「より魅力的なま
ち」として気仙沼の再生を図るため・・・ 

 

  

H24年3月：観光戦略会議の設置 

H25年3月：観光戦略の策定 
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気仙沼観光戦略の概要 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

○計画期間： H25年度～H34年度 

 短期(3年以内) ～H28年3月31日 

 中期(6年以内) ～H31年3月31日 

 長期(10年以内) ～H35年3月31日 

○３つの将来像 

1．気仙沼の強みを活かした観光振興 

2．ビルド・バック・ベター 

3．人とのつながりを大事にするまち 

☆観光戦略会議委員長  

 …ＪＴＢ総合研究所 髙松正人氏 

※参考：別冊資料2:「観光に関する戦略的方策」 概要版 
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気仙沼観光戦略の計画目標 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

10年以内に震災前以上の魅力的なまちへ ！ 

260 

150 

250 

330万人 

78 
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気仙沼観光戦略：２つのオンリーワンコンテンツ 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

オンリーワンコンテンツ①  

気仙沼には近海～遠洋漁業や養殖漁業など、多様な漁業とそれを下支える魚市場、製氷工
場、水産加工工場や造船工場などの諸機能がフルセットで整備されており（水産クラスター）、他
地域にはない『水産業を核としたまち』が形成されている。 

気仙沼市魚市場を中心とした港資源と食ブランド ！ 

震災を乗り越え海と生きる 

魚市場 

○港、係留岸壁、船舶仕込・無線技術 

○造船基地 

○製氷技術・冷蔵・冷凍施設、 

○水産加工場、 

○餌場、仲介人の集積  /等 

港機能 

○漁労文化（かつお一本釣・まき網） 

○魚食文化（魚を余すことなく利用） 

○民俗文化（海の唄・大漁かんばん） /等 

港町文化 ○レストラン・飲食店街 

○鮮魚の直売や加工品の販売、朝市 

○魚介類以外の食(ホルモン、マツタケ等） 

食 

○漁船員  ○市場で働く人々  ○つばき会 

○仲買人・魚問屋 ○観光ボランティアガイド 

○気仙沼市民     /等 

人 
○自然環境 （海・漁港） 

○伝統的な建築物、街並み  /等 

景観 

○上記の被災状況・復興過程を学ぶ施設 

○復興の象徴となる施設  /等 

被災状況・復興過程 
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気仙沼観光戦略：２つのオンリーワンコンテンツ 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

被災地気仙沼を訪れた人々は、まちの復興に向け、ひたむきに取り組む「魅力的な人々」と接す
ることで、強い再訪意向を抱くようになるとされている。また、震災による被災状況を後世に語り
継ぐ象徴的な遺構から得られる教訓は、気仙沼ならではの資源である。  

震災の遺構と伝承、復興する人々 ！ 

オンリーワンコンテンツ②  

震災の遺構と伝承 

復興する人々 

※魚市場等、復旧・復興が進み、 

再び活気があふれる場 

○魚市場 

○復興屋台村、復興商店街・紫市場 

○復興マルシェ ／等 

復興の象徴となる施設 

※ミュージアム等、復興の過程を学ぶこと 

ができる施設・プログラム 

ミュージアム等 

※被害を受けた施設のうち、そのままの 

状態で保存可能なもの 

被災の象徴となる施設 

 ○復興商店街で働く人々 

 ○語り部 ○地域住民 

 ○観光ボランティアガイド ／等 

人 

※自然（災害も含め）調和しながら生きて 

きた気仙沼の暮らしを象徴するもの 

○自然環境 

○伝統的な建築物、町並み  ／等 

自然との調和の象徴 
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震災の遺構と伝承、復興する人々 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

40名を越える東日本大震災を経験した気仙沼の今を伝える集団。行政経験者、避難
所管理者、仮設住宅住民、ホテル社長、寿司職人、元消防長、住職・神主、自治会長
など多種多様の構成メンバーの講師陣をそろえ、英語での受入も可能。 

震災復興語り部ガイド ！ 
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内湾地区：震災遺構を活用した受入れ 

唐桑半島：養殖業者の復興への道のり 

階上地区：瓦礫処理場の現在 

大島地区：語り部のほか体験学習も豊富 

震災復興語り部ガイド  

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 
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今後のインフラ整備の見通し 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

【公共インフラの整備】 

○三陸沿岸道路の開通  ・・・5年以内に開通予定(年間250万台の往来) 
☆気仙沼湾を渡るベイブリッジ 
→東北最大の橋脚支間長の橋、三陸沿岸同最高の眺め！ 

○大島架橋の完成   ・・・H30年度内(32万人/年→71万人/年) 

○湾奥ウォーターフロント再開発  ・・・H25年度～ 

【民間インフラの整備】 

○中小企業グループ支援事業により、250件の宿泊施設・飲食店の開業！ 

○気仙沼市産業センター「海の市」が、H26年3月オープン予定！ 

○著名人による観光施設整備の動き！ 

【周辺観光資源の整備】 

○三陸復興国立公園の指定 ・・・H25年5月24日指定 

○三陸ジオパーク構想の推進 ・・・世界ジオパーク認定を目指す！ 
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気仙沼観光を取り巻く状況 

Ⅲ. 現在の観光ニーズと気仙沼市観光戦略 

観光戦略の着実な推進 

∥ 

行政・民間による 

観光「産業」の振興 

回復基調にある観光需要 

被災地気仙沼に対する注目の高さ 
 

（需要に対する供給の不足） 

関連する 

公共・民間インフラの整備 

○水産業と観光産業の連携、おもて
なし意識の醸成などによる観光
地としての魅力の向上 

○双方向のコミュニケーションの充
実による情報発進力の強化 

○観光特区の適用による関連事業
者の立地・進出の促進 等 

○観光アクセスの向上 

○市内観光施設の再建による観光
受け入れ体制の強化 

○宿泊施設や飲食店の復旧と集積 



25 

  

Ⅳ. 気仙沼へのお誘い （来てけらいん） 

気仙沼で観光ビジネスをしてみませんか？ ！ 
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各種観光商品の造成 

Ⅳ. 気仙沼へのお誘い（来てけらいん）～気仙沼で観光ビジネスをしてみませんか？～ 

～港町資源を活かした観光／被災地観光～ 

○教育旅行・体験学習プログラムの企画・実施、市内事業者との連携 

例） 民間企業等との連携・・・工場体験 等 

○企業・学校の研修旅行プログラムの企画・実施 

○自治体・議会の防災視察研修のプログラム開発  等 

！ 旅行商品の企画・実施 

！ 観光土産物、飲食メニューの企画・開発 

～水産資源を活用した新たな土産物・新メニューの企画・開発～ 



27 

気仙沼への立地、進出 

Ⅳ. 気仙沼へのお誘い（来てけらいん） 

支援策：観光特区の適用 (H25年6月の認定予定)※別紙参照 
  

法人税、法人事業税、固定資産税、不動産取得税などの減免措置を受ける 

ことができます。 

Ⅳ. 気仙沼へのお誘い（来てけらいん）～気仙沼で観光ビジネスをしてみませんか？～ 

！ 観光集客施設の開発 

○飲食店の開業 

○土産物店の開業 

○文化・娯楽施設の設置、営業 
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V. 気仙沼の悩み （教えてけらいん） 

気仙沼観光への助言をいただけませんか？ ！ 
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Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

汽船ターミナル（エースポート）や
市営立体駐車場がありました。 

観光客の散策エリアになっていました。 

震災前の内湾地区・汽船発着所付近 

N 

内湾エリアの再生 『湾奥ウォーターフロントのあり方①』 

※震災前の内湾地区観光マップ 
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内湾エリアの再生 『湾奥ウォーターフロントのあり方②』 

汽船ターミナル（エースポート）も 

市営立体駐車場も被災しました。 
現在、更地となっており、宮城県か
らTP＋5.2mの防潮堤の整備計画
が示されています。 

なるべくバックして、ウォーターフロ
ントの確保を目指しています。 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 
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○防潮堤、土地区画整理の間(はざま)で 

 港町気仙沼の顔と言われる内湾エリア(南
町、魚町、港町)は、津波被害を大きく受け、防
潮堤の整備や土地区画整理事業(左図の①の
エリア）の実施が予定されている。 

 内湾地区全体でまちづくり協議会※を設置
し、住民が中心となってまちづくり案を検討して
いる。 

 これを機会にウオーターフロントを広く確保し
たいが、宮城県ではTP ＋5.2ｍの防潮堤整備
を予定している。 

土地区画整理事業施行区域（案） 

都市計画道路 

防潮堤（宮城県提案） 

凡  例 

内湾エリアの再生 『湾奥ウォーターフロントのあり方③』 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

？ どのような整備手法が考えられるか？ 

※内湾地区のまちづくりの経過 

H24/01~04 内湾地区復興まちづくりコンペ実施 

H24/06/06 内湾地区復興まちづくり協議会の設立 

H24/07~H25/05 第1回～第6回内湾まちづくり協議会 
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架橋後の気仙沼大島の観光振興策① 

○気仙沼大島とは・・・ 

気仙沼港から船で約25分。東北地方最大の有人離島。 

気仙沼湾に浮かぶ周囲24km､人口約3,000人の風光明
媚な島。 「緑の真珠」と呼ばれている。 

三陸復興国立公園内にあり、快水浴場百選で特選の海
水浴場（小田の浜海水浴場）や、国の天然記念物指定の
鳴り砂の浜（十八鳴浜）などがある。 

「小田の浜海水浴場」 「十八鳴浜」 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 
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○島内の観光交通 

 大島の北部には標高235ｍの「亀山」があり、山頂
から360度のリアス海岸の大パノラマを楽しめる絶景
地となっている。 

 山頂近くまで単線循環式の観光リフト（一人乗り軌
道延長：約900ｍ，輸送能力：毎時450人，片道12分
間）を市営で運行していたが、震災により全壊し、撤
去した。 

 平成30年度までに大島架橋の完成が予定されて
おり、島内に多数の自家用車、観光バスが流入する
ことが想定される。 

◇山道は道幅が狭く、山頂付近に駐車場を確保す
るスペースがない！ 

◇従前のリフトは、維持管理費への市の持ち出しが
年間約3千万円にもなっていた！ 

震災前 

震災後 

架橋後の気仙沼大島の観光振興策② 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 
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架橋後の気仙沼大島の観光振興策③ 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

？ 架橋後の島内の観光交通をどのように考えたらよいか？ 

 駐車場整備、亀山リフトの代替手法 等 

？ 通過観光地とならないための滞在促進策は？ 

滞在型観光には温泉開発も一案と思うが、その可能性
は？また、その方策は？ 

！ なお、浦の浜港付近に交通・観光基点施設
「(仮称)大島ウエルカム・ターミナル」の整備
を検討中。 

浦の浜港付近 
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龍の松 

震災遺構のあり方 『龍の松』 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

○龍の松（岩井崎園地） 

 三陸復興国立公園の最南端にある岩井

崎。潮吹き岩で知られており、震災前から観

光スポットとなっていた。 

 ここも大津波にさらわれたが、奇跡的に龍

の形で残った松がある。高さは約2.5m、幹

回りは約1.7mで、大きく曲がった幹と折れ

た枝が昇龍の姿のように見えることから、縁

起の良い松として話題を呼び、現在、多くの

観光客が訪れている。 

？ 陸前高田市の「奇跡の一本松」のように、震災遺構の一つとして現
地に保存できないか？ 

※現在専門家に相談中。 
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三陸沿岸道路を活用した産直施設等 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

○三陸沿岸道路の延伸工事が進められており、数年の間に順次気仙

沼区間が開通する見込み 

 北部の唐桑エリア及び南部の本吉エリアにパーキングの設置が予定されており、

その隣接地に地場産品の販売・飲食施設等を設置できないか検討中。 

  また、本市唯一の道の駅として、大谷海岸前の国道４５号沿いに、道の駅「大谷

海岸」があり、津波で被災したものの従来の場所で仮復旧中。 

  しかしながらの現存地には防潮堤の整備が予定されており、付近の海を望む高

台への移転も視野に入れている。 

？ 大島架橋、三陸沿岸道路の開通を踏まえた、沿岸利用と魅力的な
産直施設等のあり方や運営主体等の考え方は？ 
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フカヒレラーメン 

フカヒレ寿司 

『食』の磨き上げ 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

○『食のまち』 

本市は「スローフード都市宣言」「魚食健康都
市宣言」を掲げ、「食のまち」を標榜しており、
生産地として素材の良さを売りとしている。 

 

？ 市全体の更なる「『食』の磨き上げ」の
ために必要な方策は？ 

飲食店・加工品においては、「認証制」の導入
や、地域特有の「統一メニュー」の開発はどう
か？ 

また、『食のまち』としてのおもてなしの表現の
あり方は？ 
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観光キャラクターの活用 

Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

○観光キャラクター『海の子ホヤぼーや』の成長戦略 

 震災後、気仙沼の知名度が上がるとともに「ホヤぼーや」の

注目度が高まり※、関連商品の開発・販売も増加している。 

 市が商標権を登録しており、市内の事業者等の場合は、無
料でデザイン使用を認めている。 

 
！ ※「ゆるキャラグランプリ2012」にて

東北1位！（全国26位） 

！ ご当地キャラ総選挙エントリー中！ 
http://gotochi2013.jp/ 

？ 次へのステップアップの戦略は？ 
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Ⅴ. 気仙沼の悩み（教えてけらいん）～ 気仙沼観光への助言をいただけませんか？～ 

気仙沼観光へのご助言はこちらまで 

お問い合わせ先 

気仙沼市産業部観光課 

電話 0226-22-6600（内線531・533・534） 

E-mail kanko@city.kesennuma.lg.jp 

ご せ い ち ょ う 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。 


