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人的被害

住宅被害

産業被害

死者数 ：1,042人（警察発表）

行方不明者数： 215人（警察発表）

震災関連死 ： 109人（現在値）

被災家屋：26,124棟（被災割合40.9%）

全壊：16,459 大規模半壊：2,307 

被災事業所数：

被災従業員数：27,736人
※いずれも概数

ひと・しごと・まち

地方創生

津波死ゼロの
まちづくり

住宅再建

産業再生

復興計画

H23.2末

人口比約1.8%

半壊：

被災者生活再建支援金申請者数：8,140件

一部損壊：5,4651,893

内加算支援金申請件数：4,800件（59.0%）

（被災割合82.5%）

3,672事業所（被災割合79.9%）

浸水割合：市面積の5.6%
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※平成30年9月末現在
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1  復興の現状



復興計画

【基本理念】

史上最大の犠牲者
「二度と繰り返さないこの悲劇」

自然に対する畏怖、畏敬の念
「自然と調和する都市構造と

市民生活」

人々の経済的困窮
「市民の経済的安定と

産業の再生」

産業基盤の壊滅的打撃
「生産性向上、構造改革の契機」

人々の優しさ、頑張り
「家族愛、他者への愛、郷土愛、

愛の溢れるまちづくり」

【目標】

津波死ゼロのまちづくり

早期の産業復活と雇用の確保

職住復活と生活復興

持続発展可能な産業の再構築

スローでスマートなまちとくらし

地域に笑顔溢れるまちづくり
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【気仙沼市震災復興市民委員会の説明】

先人たちはこれまで何度も津波に襲

われても，海の可能性を信じて再起を

果たしてきた。人智の及ばぬ壮大な力

としながらも，海を敵視せず，積極的

に関わりあって暮らしてきた。それは

単に「海で」生活していたのではなく，

人間は自然の一部であることを経験的

に体得し，対等の関係を築いて「海

と」生活してきたとも言える。その態

度が自然観や運命観，ひいては死生観

となった。気仙沼の観念は海にある。

いまを生きる世代が再び海の可能性を

信じ，復興をなしとげることが犠牲者

への供養となり，次世代への希望とな

ろう。理念を越えた観念をメッセージ

化したものが「海と生きる」である。
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復興にあたっての基本的考え方

復興事業は
地域の社会課題の解決を伴うべき

「復興」とは言うものの
既存の制度は復旧どまり

その突破こそがこの７年７ヶ月の歩み
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気仙沼市復旧・復興に係る全体図 7

総事業数
452事業

（国16，県82，市354事業）
※H30.10月現在



住宅再建
応急仮設住宅入居状況
【当初建設戸数 93箇所 3,504戸】

応
急
仮
設
住
宅

入居戸数（戸） 3,360

入居世帯数（世帯） 3,155

入居者数（人） 8,288

み
な
し

仮
設
住
宅

件数（件） 1,602

入居者数 4,737

住宅再建事業

◆最大時（平成24年1月）

応
急
仮
設
住
宅

入居戸数（戸） 99

入居世帯数（世帯） 92

入居者数（人） 211

み
な
し

仮
設
住
宅

件数（件） 47

入居者数 116

◆現 在 （平成30年9月末）

◇防災集団移転促進事業

◇災害公営住宅整備事業

平成29年5月末に全戸完成

◇土地区画整理事業

建築完了戸数 818戸平成30年9月時点において全体の99%が完成

仮設住宅解消 平成31年度内
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☆

団地・地区数 区画数

３８地区（４６団地） ９１０区画

地区数 戸数

２８地区 ２，０８７戸



復興にあたっての理念「復興事業は社会課題の解決を伴うべき」

かつての課題：各会社が自社工場を分散立地
：集約合理化⇒生産性向上今回の解決

産業復興～水産クラスターの進化～

◇鹿折・南気仙沼水産加工施設等集積地 ◇高度衛生管理対応型魚市場の建設
 閉鎖型荷捌所や低温売場などによる高度衛生管理に対応

し輸出も視野に
 見学スペースやクッキングスタジオを設置

⇒ 観光と水産の融合の具現化
 平成30年度完成予定

◇津波対応型造船施設（みらい造船）
 造船施設の高度集約化による造船能力の向上
 防潮堤内に船舶を上下架できるシップリフト方式を採用
津波災害時に造船機能の維持が可能に

 平成31年5月完成予定

◇津波対応型漁業燃油施設の整備
 複数の燃油事業者による共同利用
 震災の経験を踏まえた倒壊、火災対策型のタンク
 平成31年4月完成予定

◇新水産加工団地の整備
 赤岩港にＬ２津波対応の工業団地を整備

 １４社が立地予定（7社稼働）
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20

55
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◇水産資源活用研究会
 気仙沼資源を活用した「機能性商品」
「+αの商品」の開発・市場導入

【開発アイテム数（販売商品数）】
 平成27年度 ３アイテム
 平成28年度 ５アイテム
 平成29年度 ７アイテム

 居住制限地帯を水産に特化した集積地に
 鹿折・南気仙沼地区全体で77社が立地予定／62社が稼働（平成30年9月末現在）



10インフラの復興－三陸沿岸道路整備見通しとその効果－

本市へのアクセスが向上する三陸沿岸道路の整備
◎気仙沼中央ＩＣから仙台市まで77分に短縮
北方向へのアクセスも向上し三陸沿岸の拠点にも！

◎長い無料通行区間
八戸（北の起点・苫小牧航路）

宮古（室蘭航路）

気仙沼

奥松島鳴瀬（南の起点）

◎ 市内に１０箇所のインターが整備

物流コストの
低廉化に貢献

釜石

登米

石巻

仙台

一関

盛岡

気仙沼

77分

75分

気仙沼～東京

6時間 20分

奥松島鳴瀬

宮古

三陸沿岸道路

仙台港北

70分

八戸

無料
通行
区間

苫小牧室蘭

🚢

🚢
⚓

⚓

未 公 表

Ｈ30年度末の整備状況



30km圏

人口と世帯数（住民基本台帳）
※震災前：H23.2月末と直近：H30.9月末

年代別構成比（国勢調査）

50km圏
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雇用のポテンシャル

通勤圏 市町人口 Ｈ27国勢調査結果

Ｈ22 Ｈ27

65歳以上 22,600 22,709

15～64歳 42,004 35,264

15歳未満 8,746 6,579

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

人口は減少傾向であるが，生産年齢人口は一定程度確保可能
三陸沿岸道路の整備により通勤圏が広がることで，従来より距離的に幅広く求人可能

世帯数 男 女 合計

H23.2 26,601 35,950 38,297 74,247

H30.9 26,458 31,137 32,928 64,065

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H23.2 H30.9
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2 地方創生
～市民が主役のまちづくり
と人から始まる地方創生～



人口数千人のまち⇒少数のリーダーでまちを変革

地方の中心 人口5~10万人のまちは苦戦中

人口6万6千人なら多くのリーダーが必要

被災地では、地方の問題が加速し顕在化

小さいが多くのリーダーが出現

またとないチャンス！！

しかし一方で・・・

よそ者が大きな刺激

さまざまな学びと支援の手

13
地方創生 －人口数万人のまち－



14
人を中心としたまちづくり －人材育成 1－

「経営未来塾」講師陣
・有限責任監査法人トーマツ（※）
・新日本有限責任監査法人
・あらた監査法人
・あずさ監査法人
・（株）日本政策投資銀行（※）
・（株）博報堂（※）
・マッキンゼー・アンド・カンパニー
・NPO法人アイ・エス・エル

人材育成道場「経営未来塾」
1期（2013年 4月～ 10月）：16名
2期（2014年 2月～ 8月）：19名
3期（2014年 10月～翌3月）：16名
4期（2015年 8月～翌2月）：15名
5期（2016年 4月～ 10月）：19名

社会イノベーター公志園
結晶（決勝）大会誘致

海外視察
第1回水産業先進地視察 欧州 2013年 1月 19名
第2回水産業先進地視察 欧州 2014年 5月 15名
観光先進地視察 ニュージーランド 2015年 4月 15名
ILC誘致に関する視察 欧州 2015年 5月 15名
観光DMO先進地視察 欧州 2016年 3月 9名
まちづくり先進地視察 米国 2016年 8月 15名

2度の未来創造ラウンド討議

市民向け公開フォーラム
イノベーターの育成

2015年 市長特別枠で結晶（決勝）大会出場

経営未来塾第5期卒塾式

経営人材育成塾
1期（2017年 11月～翌3月）：11名
2期（2018年 12月～翌5月)：12名（予定）

※ 経営人材育成塾の講師陣



計24回（平成25年11月～平成30年7月・隔月開催）
講師：29名 参加者数：延べ613名 リピーター率：57% Iターン者率：41%

第Ⅰ期（平成27年度） 受講者数：13名（男性 9名，女性 4名） Iターン者率：54%
第Ⅱ期（平成28年度） 受講者数：13名（男性 6名，女性 7名） Iターン者率：54%
第Ⅲ期（平成29年度） 受講者数：10名（男性 5名，女性 5名） Iターン者率：70%
第Ⅳ期（平成30年度） 受講者数：11名（男性 6名，女性 5名） Iターン者率：64%

まちづくりの担い手育成
地域づくりに対する
意識醸成と仲間づくり

まちづくりセミナー「ぬま塾」
地域の10,20,30代を対象に，集まれるキッカケを創出し，「地域から学ぶ」がコンセプトで，
気仙沼の様々な分野のリーダー（先輩）の人生史を聞いていくセミナー。

まちづくり実践塾「ぬま大学」
地域の10,20,30代による地域活性化プランを作成し，
実践に結び付ける連続セミナー＆ワークショップ。

「アクティブコミュニティ塾」
40歳以上の方が，地域における自らの行動計画を作成し
地域で活躍する人材を育む連続セミナー＆ワークショップ。

第Ⅰ期（平成28年度） 卒業者数：13名（男性 6名，女性 7名）
第Ⅱ期（平成29年度） 卒業者数：12名（男性 3名，女性 9名）
第Ⅲ期（平成30年度） 受講者数：22名（男性16名，女性 6名）

「アクティブ・ウーマンズ・カレッジ事業」

10代～40代の女性を対象に，「何かしたい・始めたい」
「仲間をつくりたい」想いを応援する連続セミナー＆ワークショップ。

第Ⅰ期（平成28年度） 卒業者数：13名
第Ⅱ期（平成29年度） 卒業者数：14名
第Ⅲ期（平成30年度） 受講者数：26名

－自分もまわりもよりよく変わる！女性のための自分力養成講座－

15人を中心としたまちづくり －人材育成 2－



自然と共生した生活

都会の真似はしない

産業は国際的に

地方にある
世界の港町

気仙沼市が目指す姿

2015年10月
まち・ひと・しごと創生総合戦略では、
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子どもの笑顔を育めるまち

健康で心豊かに安らげるまち

人と人とがつながるまち

世界とつながる
豊かなローカル

2018年3月
第２次気仙沼市総合計画では、

誰もが挑戦できるまち
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３ ＩＬＣへの期待
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復興計画
19

■国際会議「ＩＣＦＡ（国際将来加速器委員会）」 2017.11.7

⇒ 「ステージングによる新計画」が国際承認

（※全長２０ｋｍからスタートし，段階的に規模を拡張する戦略）

⇒ 建設費用の大幅な削減が可能 ⇒ 実現可能性 増

■文部科学省「ＩＬＣに関する有識者会議」 最終報告書 2018.7.4

⇒ 現在，「日本学術会議」で審議・検討中

⇒ 年内中の政府による誘致判断の決定に期待

■ＩＬＣ誘致実現に向けた要望活動 昨年 2017.12.26

本日 2018.10.31

⇒ 気仙沼，登米，栗原，大崎の宮城県北４市，市議会及び

経済団体により，国等に対し，「国際際リニアコライダー

日本誘致に関する要望」を実施

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー現状についてー 19



国際リニアコライダー（ＩＬＣ） ー建設予定ルート図ー

大原

ＩＬＣ建設予定地
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※全長50kmを想定したもの



海抜110ｍ

江刺 人首川

阿原山

小黒滝 早麻山
（大原） 根山

徳仙丈山（気仙沼市）

矢越
津谷川 本吉

砂鉄川
興田川

伊手
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北上山地は、活断層のない硬い安定した岩盤であり，ＩＬＣ建設には最適
奥州市，一関市から気仙沼市にまたがるこのエリアは，強固で安定な岩盤である花崗岩が分布
一番高い山が阿原山で約700m。その他は200m位の里山。
トンネルは、海抜110mに掘削。
比較的高い所にトンネルを掘るため、地下水が出ても自然排水（流下）が可能。また、地下トンネル
までのアクセストンネルが短くて済む。
このことにより、脊振サイトより工期の短縮、コストの削減が図られる。
【参考】一関市役所 海抜30ｍ 、大東大原（大東支所） 海抜140ｍ、萩荘公民館 海抜50ｍ

国際リニアコライダー（ＩＬＣ） ー地下トンネル 横断図ー21



ＩＬＣの研究成果は，世界の
科学の進歩に影響を与える。
発見された原理により，医療

や生命科学，通信，計測，材
料，環境分野などで新たな技術
開発や製品開発が進んでいく。

国際リニアコライダー（ＩＬＣ） ー期待される効果ー 22

世界中の優れた研究者が集結
し，世界の文化に触れたり，
最先端の研究を体感できる等，
他地域にない環境が生まれる。
科学技術分野における教育水

準の向上も期待できる。

ＩＬＣの建設期間（９年間)
と長い運用期間を通じて，雇用
をはじめとする様々な経済効果
が生まれる。
インフラ整備，新産業の創出

などにより地域が活性化する。

ＩＬＣの実現により，関連す
る 技 術 が 進 歩 し ， 多 く の
科学・産業分野に発展をもた
らすことが期待される。

【国際都市の誕生】

【地域産業の強化】 【地域経済の活性化】

【日本発のイノベーション創出】



国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（１）ー

(１) 陸揚げ拠点ｊｋｌｋｊｌ
・気仙沼港の港湾施設は，岸壁水深（-7.5m）や岸壁の耐荷重（1㎡当たり
最大20t)などから，ＩＬＣ資機材を陸揚げするための基盤が整っている。
なお，クレーン等の必要な設備については，港湾管理者である宮城県と
連携を図り可能な限り対応していく。

１ ＩＬＣ整備に係る主要機材の搬入・保管・検査・輸送拠点

【気仙沼市が適している理由】

（クライオモジュール）

■直径1m、長さ12m、
重さ10トン、1700ユニット

■9台の超伝導加速空洞で構成
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(２) 保管・検査拠点
・ＩＬＣ資機材の保管・検査拠点仮候補地については，三陸沿岸道路の
気仙沼中央ＩＣから１０ｋｍ以内にあり，ＩＬＣ建設予定地までの距
離は３０ｋｍ以内と，資機材の効率的輸送が可能な場所にある。

・ファーストステージ２０ｋｍで必要とされる面積は２０，０００㎡と
推測されるが，保管・検査拠点仮候補地の面積は最大５１，６００㎡
と，資機材の保管・検査について将来のステージアップへ対応可能な
面積を有している。

・建物等については，事業者等が整備し，賃貸借により活用する手法が
考えられる。

・コンテナの陸送運賃は，距離等により変動するが，仙台塩釜港から本
市まで陸送した場合でも比較的安価となっている。

(３) 輸送拠点
・気仙沼港や他の主要港から保管・検査拠点を経由するＩＬＣ建設予定
地までの道路は，比較的なだらかであり，大型車両の通行の妨げとな
る上空障害物もなく，道路改変等の必要もないことから，ＩＬＣ資機
材の安全かつ効率的な輸送に適している。

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（１）ー国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（１）ー 24



ＩＬＣ建設予定地

ＩＬＣ資機材の陸揚げ，保管・検査，輸送に係るフロー図

米国・欧州で製造する資機材（気仙沼での陸揚げ分）

気仙沼港

輸入資機材
陸揚げ拠点

米国・欧州

（１）陸揚げ拠点

（２）保管・検査拠点

（３）輸送拠点

（参考１）

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（１）ー 25

気仙沼市内の仮候補地

本邦主要港
（積替え）

陸上輸送

陸上輸送

コンテナ船 在来船

在来船

フィーダー船

本邦主要港
（陸揚げ）

陸上輸送



輸入クライオモジュールの製造台数，整備に係る必要面積等

ステージ 製造台数 分担台数
１年当たり
製造台数

（９年間製造）

保管必要
台数

（７年間分
で計算）

必要面積
（１台当たり４２㎡として算出）

２０km ９５０台

日本３１６台 ３５台／年 ２４５台 １０,２９０㎡≒１０，０００㎡

米３１７台
６３４台 ７０台／年 ４９０台 ２０，５８０㎡≒２０,０００㎡

欧３１７台

５０km １，８４９台

日本６１７台 ６９台／年 ４８３台 ２０,２８６㎡≒２０,０００㎡

米６１６台
１，２３２台 １３７台／年 ９５９台 ４０,２７８㎡≒４０,０００㎡

欧６１６台

（参考２）

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（１）ー 26



国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（２）ー 27

２ ＩＬＣ関連産業の誘致及び創出

・ ＩＬＣに関する派生技術の開発

・ 世界最先端技術に直接関わることによる本市産業の技術革新

・ 最先端の技術を持つ企業の集積

・ 新産業創出による雇用の拡大

・ 水産業・水産加工業だけに特化
しない産業構造への転換



国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（３）ー 28

・ 加速器の維持管理・メンテナンス事業への参加

・ 地元企業の新産業分野への参入誘導

・ ＩＬＣ資機材の保管・検査等に係る既存倉庫の利活用

・ 造船鉄工技術等のＩＬＣ加工技術
への応用や共同研究

・ 新産業創出による雇用の拡大

３ 地元企業による関連産業や新規分野への参入



国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市に期待される役割（４）ー 29

４ 外国人研究者等の生活環境整備

・各国の研究者やその家族を含めて数千人が地域に溶け込んで生活

・国内外からの研究者等の居住に係る検討及び準備

・生活インフラ、交通インフラ等の環境整備

・観光（インバウンド）への期待
（気仙沼版ＤＭＯによる観光客受入態勢の整備）

・将来を担う人材の育成

・外国人研究者やその家族との交流
に よる多文化共生の実現



国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市の施策の方向性ー

【本市に期待される役割】

１ ＩＬＣ整備に係る主要機材の搬入・保管・検査・輸送拠点

２ ＩＬＣ関連産業の誘致及び創出

３ 地元企業による関連産業や新規分野への参入

４ 外国人研究者等の生活環境整備

ＩＬＣを契機として，関連産業の創出や次世代を担う人材の育成，国際化

の推進など，新たな産業やまちづくり分野への展開が図られる。

30



【これまでの主な事業】

・要望活動

・講演会・セミナーの開催

・ＣＥＲＮ視察

・ＫＥＫ視察

・企業訪問

・中学生最先端科学体験研修

・看板設置

・絵画コンクール

・パンフレット等啓発物品作成

・サイエンスカフェ など

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー本市の取組及び事業ー 31

気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会（2013.12.2設置 地元官民で構成）

⇒ ①ＩＬＣの誘致推進 ②関連産業の誘致及び育成 ③地域経済の活性化

ILC技術セミナー(2018.7.3)   CERN視察(2015.5.18～20)

看板設置 誘致啓発（市内循環バス）



準備期
（政府決定から概ね４年）

2019年～2022年

建設期
（着工から概ね９年）

2023年～2031年

運用期
（運用から概ね１０年）

2032年～2041年

成熟期
（運用から概ね２０年）

2042年～2051年

【受入準備】

・インフラ整備
（道路，港湾等）

・外国人生活
環境整備
（住居等）

【建設工事】

・建設資材
供給

・保管場提供

・技術者等
住居提供

【産業化】

・インキュベーション
機能整備

・ ・産業団地
整備

・支援機能
強化

【イノベーション創出】

・新技術の創出

・ベンチャーが
次々登場

（本年（2018年）中に誘致が決定した場合）

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）ー実現に向けたスケジュール（想定）ー
32



ありがとうございました。


