
平成29年10月12日 

気仙沼市長 菅原 茂 
大島架橋本体架設工事 



東日本大震災から６年７か月が経過しました。 
 
 
皆様からの心温まる御支援に心より御礼申し上げます。 
 
 
本日はご支援により進んできた本市の復興状況を 
ご報告するとともに 
 
 
創生に向けた動きや未来指向の取組について 
ご説明申し上げます。 
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２０１１年３月１１日 １４時４６分 

東日本大震災発生 
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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 ： 108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：8,073件 

一部損壊：5,457 1,893 
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 内加算支援金申請件数：4,515件（55.9%） 

（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% 



平成23年 

2月末 ※1 

（A） 

平成24年 

2月末 ※2 

 

平成28年 

9月末

（B） 

平成29年 

9月末

（C） 

震災前 

との比較 

（C－A） 

一年前 

との比較 

（C－B） 

人口（人） 
【 増減率 （%） 】 

74,247 69,986 66,055 65,138 
▲ 9,109 
【 ▲12.3 %】 

▲ 917 
【 ▲1.4 %】 

男（人） 35,950 33,879 32,147 31,693 ▲ 4,257 ▲ 454 

女（人） 38,297 36,107 33,908 33,445 ▲ 4,852 ▲ 463 

世帯数 26,601 25,555 26,337 26,422 ▲    179    85 

人口および世帯数の変化 

※1，※2：外国人登録者数を含まず 

外国人登録者数 ※1：人口 464 男 40 女 424 世帯数 402 

※2：人口 264 男 37 女 227 世帯数 225 
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1   震災復興 

2   地方創生 

 3   本市の新たな 
 産業創出への挑戦 
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1   震災復興 



【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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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） 313 

入居世帯数（世帯） 309 

入居者数（人） 658 

み
な
し 

仮
設
住
宅 

件数（件） 198 

入居者数 461 

◆現 在 （平成29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 762戸 

（平成29年9月末時点） 

平成29年3月時点におい
て全体の98.4%が完成 

仮設住宅解消 平成31年3月 
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産業の状況 

 
製造業出荷額における水産加工品 

（食料品）の割合が８割強を占める
（東日本大震災前） 

 

本市産業の特徴 

 被災事業所数：3,672事業所（被災割合79.9%） 

 被災従業員数：27,736人     （被災割合82.5%） 

震災による産業被害※いずれも概数 

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    

主力産業である 
水産業の創造的復興 

◇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 

◇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 

◇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 

◇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（４社稼働） 
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水産業の問題点 
 資源の減少 
 就業者の減少 

産官学一体で解決へ 

 東京海洋大学三陸サテライト設置   
   民間の課題対応/連続セミナーの実施 
 東京大学海洋アライエンスと連携 
   海洋教育の実施 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構との連携 
 「資源調査ステーション」の開設  水産業の課題解決 

11 
産業の状況 

 人手不足 
 販売先喪失 
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 止まらぬ魚離れ 

有識者の指摘＝水産業への依存度が高すぎること 
目指すは「水産だけでない水産のまち」 

新産業への渇望 
 気仙沼の産業構造のあり方についてアンケート調査を実施 
 質問内容：人口減少の克服、活力ある地域社会実現のため，  
      重要な施策について（選択回答・複数回答可） 
 実施時期：平成27年9～10月 
 対  象：気仙沼商工会議所会員企業 
      本吉唐桑商工会会員企業 

皆様のお力をお借りしたい 



復興のリーディングプロジェクト －三陸沿岸道路・大島架橋－ 
12 

◇三陸道気仙沼湾横断橋 

 橋の全長：L=1,344m（斜張橋部分：L=680m） 

  ⇒斜張橋では東北地方最長になる見込み 

平成30年3月橋台部分完成予定 

◇大島架橋 

 平成26年  9月    本土側トンネル・大島側トンネル 

          全て貫通 

 平成26年11月    大島架橋本体工事着工式 

 平成29年  3月29日  橋桁架設 

平成30年度末完成予定 

開通済み 

◇三陸沿岸道路 

三陸沿岸道路全体としてH32年度全線開通予定 

仙台～気仙沼間が約1時間30分で結ばれる 

至 陸前高田 

至 仙台 

未 公 表 



平成29年11月2日外来診療開始 

復興のリーディングプロジェクト －新病院建設事業－ 

完成イメージ 

病床数：340床 

診療科目：18科（現在の診療科と同じ） 

一般336床（うち48床は回復期リハビリテーション病床）・感染症4床 
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平成29年1月1日現在 

【主な指定事項】救急告示病院，災害拠点病院，臨床研修指定病院 

【主な医療機器】320列ＣＴ，ＭＲＩ（3.0Ｔ），リニアック 
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2  地方創生 



国立社会保障・人口問題研究所（社人研） 

⇒本市人口は平成52（2040）年には 42,656人と推計 

30年間の人口減少率は 42.0%、3万人以上の減少 

社人研 
推計値 

人口のピーク 

人口減少率 42％ 

約3万人 減少 

地方創生 －人口の現状分析・総人口の推移－ 
15 

消滅可能性都市 
２０１０年からの３０年間で２０
～３９歳の女性の人口が５割
以上減少すると予想される市
町村のこと。 

気仙沼市：－６４．７％ 

※２０１４年５月に民間研究機関
である日本創生会議が発表。 

 全国８９６市町村が該当。 
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気仙沼市の人口目標・推計

2070年人口の下げ止まり

47,473

Ｖｅｒ．１－１

日本創成会議推計

国立社会保障・人口問題研究所推計

若年層の流出を防ぎ、新たな定住促進や産業振興による職場の確保等の多面的な施策により、 

国の目標値を上回る下記数値を採用するものとし、下記の条件を設定のうえ推計する。 

①平成27（2015）年人口を7月末現在の住民基本台帳人口に置換 

②合計特殊出生率  平成22（2010）年：1.44、平成32（2020）年：1.60、 

          平成42（2030）年：1.90、平成52（2040）年以降：2.20 

③社会増減 2021年から2035年までは毎年100人ずつ増加、2036年以降は毎年200人ずつ増加すると仮定 

人口目標：平成52（2040）年の将来人口 53,500人 

地方創生 －人口の現状分析・人口ビジョン－ 
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Q. 気仙沼市への帰郷・定住意向  

したい 

56.5% 

したくない 

795人 

せざるをえない 

49人 2.5% 

Q. 将来帰郷し定住するために必要な環境 

1,098人 

40.9% 

33.3% 職種の幅を増やす，給料を上げる等 

地方創生 －高校生アンケート－ 

【対象：市内各高校に通う生徒 配布数 2,111 回収 2,032（96.3%）】 【平成25年12月調査】 

Q. 気仙沼市への帰郷・定住意向  Q. 将来の望ましい生活環境 ［3つまで選択］ 

【対象：市内の高校2年生 対象人数 680人 回答者 607人（89.3%）】 【平成27年7月調査】 

したい 

21.7% 

132人 

したくない 

104人 

17.1% 

わからない 

343人 

56.5% 

無回答 7人 1.2% その他 
7人 1.2% 

 活気溢れるまち   

 子育て環境など生活面の安全安心 

 震災復興 

［回答数：1,942人］ 

以下 

せざるを 

えない 

14人 2.3% 

［重複回答］ 

49.6% 安定した収入が得られる 

40.2% 多くの働き口がある 

44.6% 選択できる職業の幅が広い 

36.4% 交通の便がいい 

33.4% 娯楽施設が充実している 

21.7% 子育てがしやすい環境が整っている 

15.7% 治安がいい 

10.9% 防災対策がしっかりしている 

11.2% 交通網の整備・充実 

12.7% 娯楽施設，ショッピング関係等 

しごと 
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市民の力の集結 

市外の力の参加 

プロセスの重視 

みんなが担い手 

地域団体・サークル・グループ・NPO・企業・学校等 
⇒主体的な実践取組を募集 

市内外の個人・団体・企業等 
⇒取組効果の高いアイデア・事業提案を広く募集 

けせんぬま創生戦略会議分科会 
⇒具体的施策の企画・立案 

庁内 

気仙沼市まち・ひと・しごと「人口ビジョン」｢総合戦略｣ 

けせんぬま創生戦略会議分科会 

「人口ビジョン」「総合戦略」の検討 

関係機関・団体意見交換会 

気仙沼市まち・ひと・しごと創生 

H27.10策定 H28.3改訂 

18 
地方創生 －様々な意見を取り込み「総合戦略」策定へ－ 



地方創生 －目指す姿－ 

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 
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地方創生 －プロジェクト1.90－ 
20 

総合的な結婚・子育て支援施策「プロジェクト1.90」 
～ 合計特殊出生率1.90を目指し、官民協働で取り組む、結婚・出産・子育て支援 ～ 



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 

21 
地方創生 －人口数万人のまち－ 



「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 
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経営未来塾第5期卒塾式 

地方創生 －人材育成 1－ 



計20回（平成25年11月～平成29年7月・隔月開催） 

  講師：20名  参加者数：522名 

  リピーター率：58%  Iターン者率：45% 

第Ⅰ期（平成27年度） 受講者数：14名（男性10名，女性 4名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 1:1 

第Ⅱ期（平成28年度） 受講者数：13名（男性 6名，女性 7名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 6:7 

第Ⅲ期（平成29年度） 受講者数：10名（男性 5名，女性 5名） 

 ・地元出身者とIターン者の比率 3:7 

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，エンパワーメントするセミナー。 

「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。 

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実践に結び付ける 

連続セミナー＆ワークショップ。プランを具現化する力をつける。 

「アクティブコミュニティ大学」 
50・60代の方々が，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。 

「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。 

自己力（自己肯定感・発言力・思考力・コミュニケーション能力）をUPする。 

第Ⅰ期（平成28年度） 受講者数：13名 

第Ⅱ期（平成29年度） 受講者数：20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－ 

23 
地方創生 －人材育成 2－ 

第Ⅰ期（平成28年度） 受講者数：13名（男性 6名，女性 7名） 

第Ⅱ期（平成29年度） 受講者数：24名（男性 4名，女性20名） 
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３ 本市の新たな 

  産業創出への挑戦 



25 本市の新たな産業創出への挑戦－現在の取組－ 

「気仙沼海の市」 

グルメ，ショッピングそして
学びや海の魅力が集まった 
気仙沼のシンボルスポット 

気仙沼市魚市場 

水産加工施設等集積地 

鹿折・南気仙沼地区に
て整備 

造船・漁業用燃油施設 

被災造船施設の集約・高度
化と津波対応型燃油施設に
必要な用地を整備 

市土基盤・産業施設の整備 

水産加工団地(赤岩港) 

赤岩港地区で、L2対応の安
全な水産加工団地を整備 

【加工業回復状況】 
経営体数：約92％ 
生 産 量 ：約59％ 
生 産 額 ：約87％ 

※対震災前比 
（H29.5水産加工調査結果） 

被災農地の復旧 

復旧率：約82％ 
※自力復旧等を含む 

高度衛生管理対応型魚市場等を 
整備 



26 本市の新たな産業創出への挑戦－現在の取組－ 

新産業創出（ILC・起業支援・企業誘致・再生可能エネルギー） 

ILC(国際リニアコライダー)誘致 

世界最先端の素粒子物理学研究機関を
北上山地へ 

企業誘致 宮城県企業立地セミナー 

 木質バイオマス事業 

市内山林の間伐材を活用した発電と 
熱源併給事業 

 スマートエネルギー 

赤岩港エコ水産加工団地 

 起業支援 

※創造的産業復興支援事業 
 採択事業者 

誘致企業第１号は産業用ホース
製造会社 

東京及び名古屋で投資環境を 
アピール 



27 本市の新たな産業創出への挑戦－現在の取組－ 

地元産業の高度化 人材育成 

実践型地域雇用創造事業 
（H25.7月～H28.3月） 

雇用拡大にむけた事業主・
求職者向けのセミナーを 
開催 

人材育成道場 
（H25.4月～Ｈ28.10月） 

気仙沼水産資源活用研究会 
（H25.11月～） 

気仙沼観光推進機構 
（H29.4月～） 

若手事業者を中心とした
経営未来塾。 
  第一期生16名 
  第二期生19名 
  第三期生16名 
  第四期生15名 
  第五期生19名 

水産資源の高度利用や海外
新市場開拓を目指す市内 
水産業者25社加入 

市内観光関係団体と連携し
「観光で潤う地域経営」を
目的とした組織 
マーケティング及び顧客
データベースに基づき観光
方針の意思決定を行う 

世界各国の企業が出展する
2014国際シーフードショー等
の調査事業を市内水産関係者
13名により実施 
Ｈ25年1月には水産業の先進
事例であるノルウェーの調査
を市内水産関係者17名により
実施 
 

水産業輸出促進等調査事業 
（H26.5月） 

Ｈ24年から経済同友会の特別協力の下，被災地
の復興と未来創造のカギを握る「人づくり」を
地域の「クロスセクター連携」と「全国の民間
有志の協働」により実現させる5年間のプログラ
ム。１０名の民間からの出向者が市職員として 
活動した。 



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 

⇒新たな産業・雇用の創出 

 Iターン者・Uターン者の獲得 

魚価低迷・燃油高騰 

担手不足・資源枯渇 

輸入量増・消費量減 

課題 

山積 

これまで気仙沼になかった 

水産資源活用研究会 

サメコラーゲンを原料とした化粧品 

ホヤエキスを用いた調味料 

ワカメを用いた調味料 

元に戻す 

「復旧」でよいのか 
震災 

本市の新たな産業創出への挑戦 
           －気仙沼の水産資源を活用した新たな取組－ 

若者が都市部で培った知識や技能を活かせるような職場・生活環境を 

創出できないか 

開発・商品化 
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観光コンテンツに関する会議の様子 

本市の新たな産業創出への挑戦 
          －交流人口増を目指して・観光戦略会議－ 

観光戦略の概要 

計画期間  H25年度~H34年度 

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 

中核的な「2大戦略」 
戦略1 気仙沼ならではのオンリーワンコンテンツを活用した誘客戦略 

           ①魚市場を中心とした港資源と食ブランド ②震災の遺構と伝承、復興する人々 

戦略2 水産業と観光産業の連携・融合による新たな付加価値創造戦略 

            魚市場周辺への観光総合サービス拠点の設置等 

数値目標 入込数 

震災前数値 

短期     （3年以内）  

260万人 21万人 

宿泊者数 

150万人 30万人 

中期  （6年以内） 250万人 39万人 

330万人 62万人 長期  （10年以内）  

戦略の中核的推進機関の設置（平成25年6月） 

観光推進特区の認定 （平成25年6月） 

⇒（一社）リアス観光創造プラットフォームの設立 

⇒ 観光関連産業の復興推進と集積化 
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箱や 

氷や 

加工工場 

 

「水産と観光の融合」による， 
気仙沼だけの「オンリーワン・コンテンツ」 

「観光チーム気仙沼」 
でのコンテンツ開発 

気仙沼漁師カレンダー2014 
第65回全国カレンダー展経済産業大臣賞受賞 

気仙沼じゃらん 
Vol.2まで発行（計10万部） 

漁船見学 漁師体験 塩辛づくり 

魚市場を核としたコンテンツ 

本市の新たな産業創出への挑戦－観光コンテンツの開発 － 

景観 ⇒ 食 ⇒アクティビティ ⇒DMO体制の構築へ 
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  (H29.4.24） ※気仙沼版DMO構想の中核組織 

観光で稼げる地域経営 を実現するための総合的な観光施策の意思決定 を行う 

【体制図】

　

　

気仙沼市
気仙沼商工会議所・

本吉唐桑商工会
気仙沼観光コンベンション協会

・誘客営業

・受入案内 など

商・観・農・水・工等

の各種事業者
ＮＰＯ・

市民活動団体
市民

ＪＡ，ＪＦ等関係団体

気仙沼観光推進機構

幹 事 会

【例】重要テーマ

・市民意識醸成

・ガイド育成

・コンテンツ開発

・インバウンド

・地区戦略

・ハード戦略

・マーケティング

・人材育成

・食の開発 など

・地区戦略

・ハード戦略 など

（一例） ・地域ブランディング など

●代表者 ●代表者
●代表者

●代表者

テーマ テーマ テーマ

（一社）気仙沼地域戦略

●代表者

事務局に指名

●主管団体 ●主管団体 ●主管団体

・DB構築・分析・管理

・マーケティング
・プロモーション など

【部会等】

＜気仙沼観光推進機構＞ 

 
 
一般社団法人 
   気仙沼地域戦略 
 
気仙沼観光推進機構の 
実働部隊として設立 
 
・各種調査の実施 
・顧客データベース構築 
・マーケティング 
・プロモーション 
・観光コンテンツ開発 
・クルーカード事務局 
        など 

 
 

それに伴い、市観光予算の戦略的張りつけ を協議 

本市の新たな産業創出への挑戦 
 －気仙沼観光推進機構の設立 － 



入込数 宿泊者数 
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～地域ポイントカードの導入～ 

＜気仙沼クルーカードの仕組み＞ 

平成29年度実証実験：平成29年4月26日から運用開始、加盟店50店舗 
          平成29年8月末日現在のカード発行6,128枚 ※年度内発行目標2万枚 

本市の新たな産業創出への挑戦－気仙沼版ＤＭＯ － 



33 本市の新たな産業創出への挑戦－道路整備による今後の見通し－ 

本市へのアクセスが向上する三陸沿岸道路の整備 
◎仙台市まで90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！ 

未 公 表 

◎鳴瀬奥松島ＩＣ以北は無料通行区間 

◎ 市内に１０箇所のインターが整備 

宮古 

釜石 

大船渡 

登米 

石巻 

仙台 

大和 

大衡 

大崎 

一関 

奥州 

金ヶ崎 

北上 

盛岡 

気仙沼 

90 分 

50 分 

宮城・岩手位置図 

70 分 

三陸沿岸道路 

70 分 90 分 

気仙沼～東京 

6 時間 20 分 

60 分 

奥松島鳴瀬 

無料通行区間 

物流コストの 
低廉化に貢献 



30km圏 

人口と世帯数（住民基本台帳） 
※震災前：H23.2月末と直近：H29.9月末 

年代別構成比（国勢調査） 

50km圏 

34 本市の新たな産業創出への挑戦－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 



 
 

現在、復旧・復興工事により、市内外の労働者が賃金水準の高い建設業界に集中しています
が、復興需要が収束する平成３２年度（復興・創生期間）までの一時的なものであると捉え
ており、長期的な視点から建設業界からの労働者取り込みについて期待できます。 

①雇用保険被保険者数等の比較（平成２８年３月データ） 

建設業（震災後、最も雇用者が増加した業種） 
※平均賃金 ２１６千円（建設業）、１５４千円（製品製造・加工処理） 

震災後、９１６人増加 

②本市転入者比較（震災前・後） 

Ｈ２２⇒Ｈ２６比較（復興関係者純増数と仮定） 震災後、３５８人増加 

復興需要収束後、②の転入者が全て転出したとしても・・・ 
９１６人－３５８人＝５５８人 

 
５００人超の方々が、もともとの居住者、または転入者が市内に留
まったまま建設業界から求人倍率の高い食料品等加工業種へ流れ込
むことが期待。 
 

本市の新たな産業創出への挑戦－復興需要後の建設労働者の取込み－ 
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36 本市の新たな産業創出への挑戦－補助制度－ 

更なる産業の集積を図るため，補助制度や復興特区，国・県の各種制度を活用して企業誘致や創業
支援に取り組んでいます。 

（１）津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（最大補助率：大企業1/3，中小企業1/2） 
    東日本大震災で特に大きな被害を受けた津波浸水地域の産業復興を加速するため，これらの地域において 
  工場等を新増設し，雇用を創出する企業に対し，その経費の一部を補助するもの。 
 
（２）みやぎ企業立地奨励金（交付率１０％） 
    宮城県内に工場等を新設又は増設した企業に対し，「投下固定資産額」及び「新規雇用者数」に応じて 
   奨励金を交付。 
 
（３）気仙沼市企業立地奨励金 
    市内に事業所を新設・増設した場合に賦課された５年分の固定資産税相当額を交付するほか，用地取得 
   費，雇用者に応じた奨励金を交付 
 
（４）民間投資促進特区による優遇制度（特別償却又は税額控除、５年間の固定資産税免除等） 
    復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用創出に寄与する新規立地や増設， 
   被災者を雇用する企業について，税制上の特例措置を受けられるもの。 
 
（５）地方創生への取組～本社機能移転～（特別償却又は税制控除） 
    安定した良質な雇用の創出を通じ，地方へ新たな人の流れを生み出すことを目指した制度で、本社機能の 
   移転・拡充で、様々な優遇措置（税制特例）を受けられるもの。 

補助・優遇制度 
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   ともに気仙沼と 
～連携いただきたい取組～ 



 片浜地区（被災地）の活用 

唐桑北
IC（仮） 

唐桑南
IC（仮） 

大島IC
（仮） 

大谷IC
（仮） 

卯名沢IC
（仮） 

気仙沼市役所 

国道３４６号 

４５ 

２８４ 

３４６ 
至 
登 
米 
市 

至南三陸町 

本吉IC
（仮） 

気仙沼IC(仮） 

気仙沼
港IC(仮） 

気仙沼
北IC(仮） 

気仙沼 
階上IC(仮） 

・道路で囲まれた区画(1～2ha)が数ヶ所有り 
・用途地域は準工業地域に指定 
・復興特区制度により国税や県税，固定資産
税の優遇措置が受けられる 
・整備中の三陸沿岸道路気仙沼IC（仮称） 
まで約0.5ｋｍ 
・市の中心部に位置し，県道とも隣接してい
るため，物流拠点や商業施設などにも最適 

・被災した松崎片浜地区について，高台移転などの移転元地として，宅地の部分を市が買い取っている 
・宅地以外の民有地と，買い取った宅地（市有地）の集約化作業（区画整理事業の検討）を進めている 

現況 

新たな産業用地として活用したい！ 

気仙沼市 概要図 

国道４５号 

国道２８４号 

至岩手県 
陸前高田市 
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※立地には諸条件がありますのでお問い合わせ下さい 

三陸沿岸道路 

松崎片浜地区 



 片浜地区（被災地）の活用 

企業様との共同で 
“被災地の新しいまちづくり” 

  ◎新たな事業成長の可能性 
◎ブランドイメージの向上 

既存の観点に捉われない土地の有効活用に期待 

松岩漁港 

39 

被災地に「産業復興の希望の種（企業進出）」を蒔いてみませんか？ 



都市部で研修を実施 
（起業・創業希望者向け） 

入居を案内 
テレワーク拠点を整備 

市内遊休施設を整備し拠点オフィス化 
①廃校舎をオフィス仕様に改修 
②インターネット環境の導入，ソフトウェアの購入 

都市部に拠点を有する企業 

企業進出 
社員ＵＩＪターン 

地元雇用も創出 

地方創生，震災復興に貢献したいなぁ 
自然と共生する働き方をしたいなぁ 地方をビジネスチャンス

と捉えて起業したいなぁ 

新しい分野の仕事がしたいなぁ 

【ＵＩターン促進】 

【ＵＩターン促進】 

新産業創出の拠点として位置づけ 
 ①進出企業拠点  
 ②創業拠点 
 ③コワーキングスペース 

ＩＣＴ，シェアリングエコノミー，マー
ケティングなどを活用した新産業を創出 

自
治
体 誘致 

活動 

人材プール 
形成 

市内遊休施設を改装整備し，都市部からの進出企業，起業創業者等の事業拠点とする。これによって都市部から
の企業進出やＵＩターン者・地元在住者による起業・創業が円滑化することで，職種の幅を広げ，人口減少への
対応，新産業の創出を行う。 また，新産業創出の拠点としても位置づけ，ＩＣＴ産業やシェアリングエコノ
ミーなどの新たなビジネスが将来にわたって生まれ続けるための原動力とする。 

御社のサテライトオフィスや拠点を気仙沼に設置してみませんか？ 

  
平成29年度予算ふるさとテレワーク推進事業（総務省）採択候補先に選定 
  復興ＩＣＴ拠点整備先導プロジェクト 
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本市では，統廃合により閉校した，学校跡施設を企業活動の場として提供し，
御社の新たな価値創造に貢献します 

現状 
• 子どもが減少し学校跡施設が増加 
• 地域の活性化を図る意味でも学校跡施設の 

活用が急務 

想い 
学校用地のスケールメリットなどの特性を生
かし企業の仕事場として使っていただきた
い。 

企業のメリット 
・既存施設利用でイニ
シャルコストが低廉化 
・旧校舎活用課題とな
る地域と連携することで
企業のＰＲ材料に 

地元のメリット 
・新たな雇用の場が創出される 
・旧校舎に人が出入りすることで 
 地域ににぎわいが戻る 

連携 

進出
企業 

地元
企業 

市 

住民 

   学校跡施設の活用について 
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唐桑北
IC（仮） 

唐桑南
IC（仮） 

大島IC（仮） 

大谷IC（仮） 

卯名沢IC（仮） 

気仙沼市役所 

４５ 

２８４ 

３４６ 至 
登 
米 
市 

至南三陸町 

本吉IC（仮） 

気仙沼IC(仮） 

気仙沼港IC(仮） 

気仙沼北
IC(仮） 

気仙沼 
階上IC(仮） 
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体育館 

校舎 

校庭 

旧白山小学校 

体育館 校舎 

校庭 

旧馬籠小学校 

体育館 校舎 

旧小泉中学校 

校舎 

体育館 

旧浦島小学校 

校舎 

校舎：S50,H4築，建築面積 844㎡ 
体育館：S45築， 建築面積 356㎡ 
→気仙沼中心市街から高アクセス！ 

校舎：S38,S51築，建築面積 554㎡ 
体育館：S44築，建築面積 351㎡ 
→のどかな空気，高台にあり景観◎ 

校舎：H10築，建築面積 1,420㎡ 
体育館：H10築，建築面積 1,445㎡ 
→築年数浅くモダンな造り！ICも近接。 

校舎：S38,S51築，建築面積 889㎡ 
体育館：S44築， 建築面積 745㎡ 
→木材資源が豊富な地域に立地！ 

※施設の利用にあたっては地元との調整が必要となる場合がございま
す。 

   現在ご検討いただける施設一覧 

地域の旧校舎を活用し企業活動の場を広げてみませんか？ 

気仙沼市 概要図 

旧馬籠小学校 

旧浦島小学校 

旧白山小学校 

旧小泉中学校 

至岩手県 
陸前高田市 
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A A’ 

災害公営住宅 
（鹿折地区） 

鹿折地区被災市街地復興 
土地区画整理事業区域 

水産加工施設等集積地 
（鹿折地区） 水産加工施設等集積地 

（南気仙沼地区） 
亀山 

気仙沼内湾 

気仙沼魚市場 

神明崎 

魚町・南町地区被災市街地 
復興土地区画整理事業区域 

安波山 

三陸沿岸道路 
（仮称）気仙沼湾横断橋 

陣山からの眺望 
（360°パノラマ） 

 気仙沼市では，津波被害を受けない高台（市内陣山）に，東日本大震災による犠牲者の追悼・慰霊の
場であり，また地域の復興を実感でき，復興への想いを新たにする復興祈念公園の整備を進めています。 
 園内には，市内外の誰もが立ち寄れる「祈りの場」を用意します。この祈りの場は，寄附金により整備を図る
こととしており，また空間のデザインをコンペにより決定する予定です。 

A A’ 

• 祈りの場の整備に向けたサポーターを
募集しています！ 

• 今年度実施するデザインコンペに是非
ご参加ください！ 

 復興祈念公園の整備について 
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 企業版ふるさと納税のお願い－制度概要－ 

  
 平成２８年４月の税制改正により、地方公共団体によ
る地方創生のプロジェクトに対して寄附をした企業に、
税額控除の特例措置が創設されました。 

企業が地方創生を応援する税制 

寄附に係る税負担の軽減効果が２倍に 

現行の制度 寄附額の約３割（約３００万円）の税の軽減効果 

地方創生 

応援税制 
新たに寄附額の３割（３００万円）が税額控除され、
税の軽減効果はこれまでの倍の約６００万円 

 企業負担の 
 実質負担 

 約４割 
 （約４００万円） 

 税額控除 
 

 ３割 
 （３００万円） 

損金算入による
軽減効果 

約３割 
(約３００万円) 

地方創生応援税制 

現 行 

寄附額（１，０００万
円） 

 
▽法人住民税で寄附額の２割を控除 
 （法人税割額の２０％が上限） 

▽法人住民税で２割に達しない残り分を、 法人税で控除 
 （寄附額の１割、法人税額の５％が上限） 

▽法人事業税で寄附額の１割を控除 
 （法人事業税額の２０％（地方法人特別税廃止後は１５％）が上限） 

特例措置の内容 

【例】企業が地方公共団体に１，０００万円寄附をした場合 

※寄附下限 10万円 

ポイント☞ 
 企業版ふるさと納税の制度の活用にあたっては、各自治
体が地方創生につながるプロジェクトを企画立案し、地域
再生計画の認定を受ける必要があります。 

手続きの流れ 

【制限事項】 
・企業の本社が立地する自治体への寄附はできません。 
・寄附の見返りとなる経済的利益供与はできません。 
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 企業版ふるさと納税のお願い－制度活用事業－ 

地域再生計画 
の名称 

来て・観て・感じて 
気仙沼プロモーションプロジェクト 

津波死ゼロのまちづくり 
自主防災組織育成・強化事業 

認定状況 平成29年6月27日認定 
申請中 

（平成29年11月上旬認定予定） 

地域再生計画 
の目標 

 シティプロモーション活動を広く内外
に行い、起業促進や企業誘致などによる
雇用創出、移住定住の推進、観光客等の
交流人口の増加などにより地方創生を目
指す。 

 地域防災力の充実・強化と，安全・安
心なまちづくりを実現し，活力を取り戻
すことにより，本市への移住・定住促進
や観光振興に繋げる地方創生を推進する。 

事業概要 

 本市のプロモーション動画を制作し、
各種イベントや企業誘致セミナーなどで
の上映、インターネット配信、民間企業
等への配付等を行う。 

 東日本大震災浸水地域内の行政区を対
象に、防災講座の開催や防災訓練の実施、
防災マップ作成などを行い、浸水地域内
の自主防災組織の組織率100％を目指す。 

事業期間 29年度  － － 29年度  30年度 31年度 

事業費 5,000千円 － － 2,000千円 2,000千円 2,000千円 

寄附見込額 2,000千円 － － 2,000千円 2,000千円 2,000千円 

●地域再生計画の認定状況 
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 寄付の対象事業については、企業様のご意向を伺い
ながら、ご提案させていただきます。 
 気仙沼市の地方創生に向けた取組にご賛同いただ
き、寄附をご検討いただける企業の皆様からのご連絡
をお待ちしております。 

 
【お問い合わせ先】 

気仙沼市役所 けせんぬま創生戦略室 
（震災復興・企画部 震災復興・企画課内） 

  ０２２６－２２－６６００（内線３１６） 

e-mail ： kikaku@kesennuma.miyagi.jp 
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   ラヂオ気仙沼開局PR・スポンサー募集 
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ありがとうございました。 


