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平成 30年度における施策の実施状況について 

 

１．経営基盤の安定化及び強化 

 

(1) 経営に関する情報の提供，相談・指導体制の充実 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼商工会議所中

小企業振興部運営費

補助金 

4,207 

（4,207） 

概要：小規模事業者の経営改善普及事業及び商工業の振興に関

する指導，相談業務に係る費用の一部に対して補助金を交付

した。 

実績：補助額 4,207千円 

商工課 

本吉唐桑商工会事業

補助金 

9,000 

（9,000） 

概要：経営改善普及，指導事業等に係る費用の一部に対して補

助金を交付した。 

実績：補助額 9,000千円 

商工課 

 

(2) 経営安定・成長発展のための円滑な資金調達の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

公害防止施設整備資

金助成制度 

非予算 

（非予算） 

概要：中小企業者が，公害を防止するための施設を設置したり改

善を行う場合に，10 万円を上限とし，必要な費用の 1/3 を助

成金として交付する。 

実績：実績なし 

環境課 

公害防止施設整備資

金融資利子補給制度 

非予算 

（非予算） 

概要：宮城県環境安全管理対策資金融資制度要綱により，金融機

関から融資を受けた場合，県が融資をあっせんした公害防止資

金のうち 5,000 万円以内の部分について金融機関に支払った

利子を補助する。 

実績：実績なし 

環境課 

企業立地奨励制度 
20,744 

（50,000） 

概要：産業の振興と雇用の拡大を図るため，企業の育成と誘致に

必要な奨励措置等を講じた。 

実績： 

・立地奨励金   ４件 17,246千円 

・雇用奨励金   ０件      0円 

・用地取得補助金 １件  3,498千円 

・緑化推進補助金 ０件     0円 

産業再生戦略課 

水産金融対策事業 
35,000 

（35,000） 

概要：円滑な資金融資による漁業者及び水産加工業者の経営の安

定に資するため，宮城県漁業協同組合に対する預託を行った。 

実績：  

１ 宮城県漁業協同組合預託金    35,000千円 

２ 貸出金実績 

・管内県漁協支所貸出金  1,649,162 千円 

・管内業種別組合貸出金   530,204千円 

水産課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

中小企業振興資金等

融資あっせん制度 

459,418 

（466,347） 

概要：企業の育成を図るため，中小企業等に有利な事業資金原資

の預託並びに融資あっせん等を行った。  

実績： 

○ 中小企業信金資金融資あっせん制度 459,418千円 

(1) 中小企業振興資金・小企業小口資金預託金 

415,000 千円 

  ア 中小企業振興資金預託金 410,000千円 

  イ 小企業小口資金預託金    5,000千円 

区  分 件 数 貸 付 金 額 

中小企業振興資金 201件 1,517,416 千円 

債務残高 575件 2,907,422 千円 

小企業小口資金 0件 0千円 

債務残高 0件 0千円 

(2) 中小企業振興資金融資等信用保証料補給金 

208件 35,046 千円 

(3) 中小企業振興資金融資利子補給金   201件  7,304 千円 

(4) 中小企業振興資金等損失補償金    3件  2,068 千円 

商工課 

商工組合中央金庫預

託金 

26,000 

（26,000） 

概要：企業の育成を図るため，中小企業等に有利な事業資金原資

の預託を行った。 

実績： 

○ 商工組合中央金庫預託金 26,000千円 

区  分 件 数 貸 付 金 額 

貸付実績 49件 2,799,375 千円 

貸付残高 127件 4,224,404 千円 
 

商工課 

勤労者金融対策事業 
285,000 

（285,000） 

概要：勤労者への融資の円滑化に努めるため，東北労働金庫に勤

労者生活安定資金（生活資金，教育資金，福祉資金及び自動車

資金の４種類）と一般貸付の２通りの預託を行った。 

実績： 

１ 預託金 

 (1) 勤労者生活安定資金分 100,000千円 

 (2) 一般貸付分      185,000千円 

２ 利用状況 

区 分 貸付件数 貸付金額 未償還件数 未償還残高 

勤労者生活安定資金分 37件 51,910千円 87件 87,620千円 

一般貸付分 176件 999,220千円 2,321件 7,420,697千円 

合 計 213件 1,051,130千円 2,408件 7,508,317千円 
 

商工課 

 

(3) 情報通信技術等の導入・活用の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

ＩＣＴ関連産業誘致

等推進事業 

2,879 

（4,000） 

概要：復興庁の復興支援員制度を活用した支援員１名をこはら

ぎ荘に配置し，地域や入居企業と連携しながら，ＩＣＴ関連産

業を地域に広げるための取組を行った。 

実績： 

１ ＩＣＴ関連産業推進事業業務委託（復興支援員） 

2,879 千円 

２ 活動内容 

(1) プログラミング講座，スマートフォン教室の開催 

ア 小学生向けプログラミングワークショップ 

計２回開催 延べ 33名参加 

イ スマートフォンアプリ製作プログラミング講座 

計６回開催 延べ 42名参加 

ウ シニア向けスマートフォン使い方教室 

１回開催    4名参加 

(2) 地域や地元企業等の情報収集，地域課題の把握 

(3) 地域再生のための新たなＩＣＴ企業誘致活動 

産業再生戦略課 
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(4) 生産性向上・業務効率化の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

生産性向上改善支援

事業 

2,248 

（2,384） 

概要：市全体に生産性向上改善の動きを波及させることにより，

産業再生に寄与するため，市内の事業者に対して，トヨタ自動

車東日本株式会社による生産性向上研鑚支援（カイゼン）の機

会を創出した。 

実績： 

１ 生産性向上研鑽支援          351千円 

(1) 概 要 公募により選定された市内事業者がトヨタ自動

車東日本(株)の指導により業務効率化等に向け

た改善活動を実施した。 

(2) 期 間 平成 30年４月～９月 

(3) 事業者 １者 

２ 生産性向上研鑽支援〔まぐろ延縄〕 1,896千円 

(1) 概 要 トヨタ自動車東日本(株)の指導によりまぐろ延

縄漁の安全性の向上，労働環境の改善とともに

生産性の向上を図った。 

(2) 期 間 平成 30年４月～平成 31年３月 

(3) 事業者 １者 

産業再生戦略課 

生産性向上特別措置

法に係る先端設備等

導入計画の認定 

非予算 

（非予算） 

概要：事業者の生産性向上に寄与する設備の導入を促進するた

め，気仙沼市において先端設備導入促進基本計画を策定し，企

業の先端設備導入計画の認定を行った。 

実績： 

・先端設備導入計画認定企業 ２者 

商工課 

 

(5) 円滑な事業再生・事業承継の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

地域商業施設等復旧

整備事業 

50,340 

（80,000） 

概要：東日本大震災により被災した施設及び設備の復旧に要し

た経費の助成を行った。 

実績： 

・地域商業施設等復旧整備事業補助金 

（29年度繰越事業）   ３件 12,638千円 

（現年度）       ９件 37,761千円 

商工課 
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２．経営の拡大及び新事業又は新分野への進出の促進 

 

(1) 産業クラスターの進化による一層の集積の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

赤岩港水産加工団地

事業用地の一部貸付

（譲渡） 

非予算 

（非予算） 

概要：震災で被災した水産業の振興を図るため，市が造成した

赤岩港水産加工団地の区画の貸付又は譲渡を行った。 

実績： 

（平成 31年３月 31日時点貸付(譲渡)区画数） 

・施設完成済 ７区画 

・建設準備中 ７区画 

産業再生戦略課 

朝日町地区津波復興

拠点整備事業 

1,543,864 

（1,147,773） 

概要：東日本大震災により被災した造船施設及び燃油施設の集

約・高度化を図るため，朝日町地区に津波復興拠点を整備し

た。 

実績： 

朝日町造船・燃油施設整備事業       1,543,864 千円 

 (東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 1,149,577 千円) 

 (東日本大震災復興基金繰入金        32,994 千円) 

 (一般財源 震災復興特別交付税      361,293 千円) 

１ 工事請負費      1,282,391 千円 

 (1) 用地造成工事    

 (2) 用地造成工事（その２） 

 (3) 臨港道路外工事 

 (4) 燃油施設基礎外工事 

 (5) 燃油施設防護壁設置工事 

２ 委託料         109,764千円 

 (1) 用地造成工事発注者支援業務 

 (2) 地質調査業務 

 (3) 水深確保等業務 

３ 用地取得・移転補償費  139,128千円 

産業再生戦略課 

企業立地奨励制度 

【再掲】 

20,744 

（50,000） 

概要：産業の振興と雇用の拡大を図るため，企業の育成と誘致

に必要な奨励措置等を講じた。 

実績： 

・立地奨励金   ４件 17,246千円 

・雇用奨励金   ０件    0千円 

・用地取得補助金 １件  3,498千円 

・緑化推進補助金 ０件    0千円 

産業再生戦略課 

民間投資促進特区

（ものづくり産業

版・ＩＴ産業版） 

非予算 

（非予算） 

概要：東日本大震災復興特別区域法に基づき，宮城県及び県内

各市町村と共同で復興推進計画（民間投資促進特区）の認定

を受けており，指定区域内で復興に貢献する事業（新規投資

や被災者雇用など）を行おうとする事業者に対し，税の優遇

を行った。 

 ※事業者の指定及び事業の認定手続きは県地方振興事務所

において行い，特別償却，税額控除並びに税の減免手続きは

税務署，県税事務所，市税務課において行っている。 

実績： 

（平成 31年３月 31日時点指定事業者数） 

・ものづくり産業版  97事業所 

・ＩＴ産業版     ３事業所 

産業再生戦略課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

観光特区 
非予算 

（非予算） 

概要：観光事業者の復興・集積を促進するため，東日本大震災

復興特別区域法の定めにより認定を受けている気仙沼市復

興推進計画（観光特区）に基づき，指定区域内において観光

関連事業を行おうとする事業者に対し，税の優遇を行った。  

※観光課では事業者の指定及び事業の認定手続きのみを行

っており，実際には税務署，県税事務所，並びに市税務課に

おいて，特別償却，税額控除，税の減免手続きを行っている。 

実績： 

（平成 31年３月 31日時点認定数） 

・道路旅客運送業    ８件 ・道路貨物運送業    １件 

・各種食品小売業    ４件 ・飲食料品卸売業    ３件 

・飲食料品小売業    12件 ・織物・衣服・身の回り品小売業  １件 

・その他の小売業    ８件 ・保険業        ２件 

・不動産賃貸業・管理業 ６件 ・宿泊業        20件 

・学術・開発研究機関  １件 ・持ち帰り・配達飲食サービス  １件 

・飲食店        23件 ・その他の生活関連サービス業  １件 

・娯楽業        １件 ・スポーツ用品小売業  １件 

観光課 

民間投資促進特区

（農業版） 

非予算 

（非予算） 

概要：新たな農業法人の設立や民間企業との連携による経営の

大規模化，６次産業化などを進め，生産力の拡大と高付加価

値化による収益性の高い農業を実現させるため，指定区域内

において農業関連事業を行うとする事業者に対し，税の優遇

を行った。 

実績：農業、飲食料品小売業   １件 

農林課 

 

(2) 新商品・新サービス及び新技術の開発，既存の商品・サービス・技術に対する高付加価値化への支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

水産物高付加価値化

推進事業 

0 

（3,682） 

概要：近海延縄漁業における主要な漁獲種でメカジキ・ヨシキ

リザメ等の付加価値向上を図るため，国際的な規範等により

「持続可能な漁業のための原則と基準」を定めた海洋管理協議

会（MSC）の認証を取得する活動を支援する。 

実績：気仙沼遠洋漁業協同組合が海洋管理協議会（MSC）の本審

査を実施する予定となっていたが，予備審査の結果において，

本審査の条件を満たしていない項目があるため，本審査の実施

が困難となり，平成 30年度での申請にめどがたたないことか

ら，2月議会で全額減額した。 

水産課 

気仙沼水産資源活用

研究会事業 

19,370 

（20,000） 

概要：「産・学・官」が連携し，地域の水産資源の多角的活用を

推進することにより，新たな地域産業の創出と雇用の創造を図

るため，気仙沼水産資源活用研究会が行う水産資源の多角的利

用（健康食品，地域の素材を生かした新商品の開発等）による

新産業の取り組みに対して補助金を交付した。 

実績： 

事業実績 

 (1)研究開発費            3,379千円 

 (2)商品開発費            6,379千円 

  (3)プロモーション費         6,477千円 

  (4)マネジメント費          3,763千円 

  (5)テスト販売収入（返還金）     △628千円 

水産課 

観光魅力創造事業 
3,972 

（8,000） 

概要：気仙沼市観光戦略に基づく活力ある地域づくりや魅力あ

る観光地づくりを推進するため，市民が主体となって実施する

地域観光資源を活用した観光事業に要する経費について，当該

事業を実施する民間事業者及び市民団体に対して補助金を交

付した。 

実績：６件 3,972,000 円 

観光課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

マーケティングレポ

ートの発行 

― 

（ ― ） 

概要：宿泊，物販施設，観光施設，アクティビティ体験，観光

案内所の入込数等を収集・分析・編集を行い，気仙沼観光推進

機構としての「観光施策の意思決定」に反映させながら，毎月

マーケティングレポートとして市ホームページでの公表及び

観光関連事業者に情報提供した。 

実績：１２件 

観光課 

 

(3) ＤＭＯによる「観光で稼げる地域経営」の確立，地域経済の循環の拡大 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼版ＤＭＯの推

進 

68,654 

（101,895） 

概要：交流人口の拡大による外貨獲得と地域経済循環を促す取

り組みの気仙沼版ＤＭＯを推進し，「観光で稼げる地域経営」

の具現化を図る。 

実績： 

１ 戦略策定 

・気仙沼観光推進機構幹事会 開催 6回 報告会 1回 

２ 商品開発 

・受入人数 個人 861人  団体 1,450人  計 2,311 人 

・売上金額 個人 1,156千円  団体 1,886千円  計 3,042千円 

・プログラム数 69個 

３ 観光意識醸成・ガイド育成 

・観光ガイド育成部会開催 5回 

観光ガイド資格制度検討，「ば！ば！ば！の場」プロジェ

クトチームによる市民ワークショップの開催 

4回実施 77名参加 

４ マーケティング・プロモーション（個人） 

・気仙沼クルーカード（３月 31日現在） 

会員数 18,130人 

利用人数 187,569人 利用金額 714,270千円 

徳仙丈キャンペーン，お中元キャンペーン，サマークル

ーズキャンペーン，ウィンタークルーズ気仙沼，招待状で

新規入会キャンペーン，観光ポータルサイト運用，通年型

パンフレット作成(気仙沼じゃらん 33,000部) 

５ 誘客営業（団体） 

ＰＲ・商談会への参加（旅行会社 83社，中学・高校 62校），

仙台うみの杜水族館での観光ＰＲの実施 

６ 受入れ・案内所整備 

・観光サービスセンター・駅前観光案内所窓口対応 

来訪者数 50,967 人 

７ 地区戦略インフラ・２次交通 

大島，唐桑地区に活性化委員会を立ち上げ，課題整理・解決

のための協議を行った。各地区観光協会ヒアリング調査実施。 

８ インバウンド 

・訪日外国人体験受入アテンド実績 30回 114人 

米国，ドイツなど 14カ国，商談会参加・営業強化 

東京，台湾，タイ，インバウンド向けプロモーション動画製作  

９ 食・グルメ 

ポータルサイトで 45店舗紹介，カツオまつりへの支援，市内

飲食店、ホテル等を対象とした「気仙沼食材の活用」に関す

る講習会 

10 事業者育成 

・セミナー2回 

観光課 

有料ガイドの整備 
― 

（ ― ） 

概要：気仙沼の魅力の発信を図るため，観光客に対して，景勝

地や文化財などのガイドを整備した。 

実績：観光ガイド育成部会開催 5回 観光ガイド資格制度検討 

 「ば！ば！ば！の場」プロジェクトチームによる市民ワークシ

ョップの開催 4回実施 77名参加 

観光課 
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 (4) ６次産業化，農商工連携，水産業・観光産業との連携による事業活動の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

「ちょいのぞき気仙

沼」の開発・運営 

― 

（ ― ） 

概要：地域資源を活用した体験プログラムの開発・商品化によ

り、個人向け・団体向けの有料受入を行い、気仙沼の来訪者数

の増加を図る。 

実績： 

・実施プログラム数 

4‐6月：15個  7‐9月：25個 

10‐12月：18個 1‐3月：11個 計：延べ 69個 

・参加人数：2,311人 

・総売上金額：3,042千円 

観光課 

 

(5) 国内外における事業展開・販路開拓・取引拡大のための支援，情報の提供 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼市生鮮かつお

プロモーション事業 

1,000 

（1,000） 

概要：本市の魚であり，本市魚市場における主要水揚げ魚種の

一つとして地域経済を支え，さらには，本市の伝統・文化の形

成においても大きな役割を果たしている生鮮かつおについて，

関連産業や地域の諸団体の連携のもと，市内外の取扱い業者，

販売業者及び飲食店等に対し，その魅力を広くアピールし，以

て認知度の向上を図り，本地域の活性化と水産業の振興に資す

るため，「気仙沼市生鮮かつおプロモーション事業実行委員会」

において，各種事業を実施した。 

実績： 

１ 気仙沼市生鮮かつおプロモーション事業実行委員会負担金 

1,000 千円 

２ 事業実績 

(1) 消費拡大事業 

(2) 気仙沼産かつおＰＲ事業 

(3) 都市圏キャンペーン事業 

(4) 市民向けキャンペーン事業 

水産課 

農林水産物等輸出促

進支援事業 

13,421 

（12,000） 

概要：本市で生産される農林水産物及び農林水産物加工品の輸

出振興に向け，海外市場における販路拡大・開拓を進め，輸出

量及び輸出品目の拡大を図るため，民間事業者団体が海外販路

拡大のために行う海外マーケット調査・展示商談会等に対し，

補助金を交付した。 

実績： 

１ 気仙沼市農林水産物等輸出促進事業費補助金 

・交付団体 ４団体（総事業費 17,896千円） 

・補助率  事業費の 3/4以内（補助額上限 3,750千円） 

２ 事業実績 

(1) 気仙沼鹿折加工協同組合 

・総事業費 4,996 千円  ・補助金交付額 3,746 千円 

(2) 南気仙沼水産加工事業協同組合 

・総事業費 4,187 千円  ・補助金交付額 3,140 千円 

(3) 気仙沼水産食品事業協同組合 

・総事業費 4,999 千円  ・補助金交付額 3,749 千円 

(4) 気仙沼冷凍水産加工業協同組合 

・総事業費 3,715 千円  ・補助金交付額 2,786 千円 

水産課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

ＨＡＣＣＰ認定取得

等支援事業 

71 

（1,000） 

概要：水産加工施設等におけるＨＡＣＣＰ認定等の取得を促進

し，施設の高度衛生管理化や水産加工品等の付加価値向上によ

る販売の開拓を図るため，民間事業者がＨＡＣＣＰに係る認定

取得のために実施する，専門家による工場診断や認定審査等に

要する経費について補助金を交付した。 

実績： 

１ ＨＡＣＣＰ認定取得等支援事業補助金    71千円 

・事業主体 気仙沼市水産加工業振興協議会 

・補助率  事業費の 1/2以内 

２ 事業実績 

 ＨＡＣＣＰ認定取得 １件 

・事業費 142千円 補助金 71千円 

水産課 

気仙沼市物産品販路

拡大等事業 

9,070 

（10,000） 

概要：東日本大震災により失った販路の回復・拡大に取り組む

事業者の負担軽減を図るため，商談会や展示会，物産展等への

出展・開催に要する経費の一部の補助を行った。 

実績： 

・気仙沼市物産品販路拡大等事業補助金 48件 9,070 千円 

商工課 

地場産業再生支援事

業 

17,983 

（18,742） 

概要：東日本大震災により販路を失った本市地場産品の販売支

援等を行い，地場産業の再生を図るため，委託事業（委託先：

気仙沼市物産振興協会）として，「ホヤぼーやセレクトショッ

プ気仙沼」の企画・運営や，全国の物産展等における対面での

物産品の販売支援，「海の市」集客イベントの開催支援などを

行った。 

実績： 

○ 地場産業再生支援事業業務委託 17,983千円 

（一般財源 震災復興特別交付税 17,983千円） 

１ 地場産品のネットショップ等販売支援 

 (1) 「ホヤぼーやセレクトショップ気仙沼（ヤフーショッピン

グ内）」の企画・運営 

 (2) 出品事業者・アイテムの拡充，商品ページの作り込み，受

発注，商品管理など 

 (3) 地場産品の販路拡大及びネットショップのＰＲを図るた

め，全国の物産展などに参加 

２ 物産販売施設等での販売促進プロモーション等支援 

 (1) 気仙沼「海の市」への集客に向けた各種事業の企画・運営 

 (2) オリジナル商品の開発支援等 

商工課 

気仙沼市アピールシ

ョップ販売促進企画

等運営事業 

7,060 

（8,011） 

概要：販路の拡大，東日本大震災からの復興ＰＲ，並びに気仙

沼市への観光客の誘致促進を図るため，横浜インポートマート

との連携協力協定に基づき，横浜市内の商業施設「横浜ワール

ドポーターズ」内に気仙沼市アピールショップ「気仙沼ＰＯＲ

Ｔ」を設置し，本市物産品の販売，プロモーション活動を行う

とともに，毎年開催している復興支援イベントに本市として参

加した。 

実績： 

○ 気仙沼市アピールショップ販売促進企画等運営業務 

7,060 千円 

１ 委託料   6,451 千円 

 (1) 事業実績 

 ・気仙沼ＰＯＲＴ２周年感謝イベント（７月） 

   横浜の関係者との交流会を開催し，さらなる関係構築に努

めた。(約 50名参加) 

 ・横浜新港・さんま祭り（10月） 

 ・気仙沼食材フェア（９～10月・３月） 

 ・横浜・気仙沼つながりフェア（３月） 

 (2)「気仙沼ＰＯＲＴ」売上状況 

   4,211千円（前年比▲6.6%） 

２ その他    609千円（旅費，送料） 

商工課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

友好都市事業におけ

る気仙沼市地場産品

ＰＲ事業 

219 

（274） 

概要：友好都市一関市が実施する事業「うまいもん！まるごと

いちのせきの日」に参加し，本市の食材や震災からの産業の復

興をＰＲし，本市の認知度向上を図るとともに，観光来訪を促

す。 

実績： 

・気仙沼市生鮮カツオプロモーション実行委員会によるプレゼン

テーション 

・気仙沼市の食材を使用した料理の提供 

・参加者数（昼・夜の２部構成） 

 昼の部 14人 

 夜の部 19人 

※開催状況については，参加者のＳＮＳや新聞報道で全国に

発信されている。 

商工課 

インバウンドプロモ

ーション 

― 

（ ― ） 

概要：訪日外国人観光客の誘客に向けて、海外旅行会社へのセ

ールスコールや商談会、旅行博への参加等を通じ、プロモーシ

ョンを行った。また、プロモーション用の動画を制作した。 

実績： 

(1)VISIT JAPAN Travel & Mice Mart(9月 20日～22日) 

(2)東北プロモーション in台湾(12月 11～12日) 

(3)台湾の旅行会社へのセールスコール(12月 13～14日) 

(4)台北ツツジフェスティバルでのプロモーション 

                     (3月 22～23日) 

(5)第 24回 TITFタイ国際旅行博(2月 12～14日) 

(6)プロモーション動画 2本の制作 

  欧米豪向け「The best food in Japan isn’t in Tokyo？」 

  インドネシア向け「Summer Vacation in Japan!」 

  ⇒掲載 YouTubeチャンネル 「Visit Kesennuma」 

観光課 
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３．起業又は創業の促進 

 

(1) 起業・創業を促す研修，その他の起業・創業に必要な知識・技術を習得することができる事業等の企画・運営 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

なし    

 

(2) 起業・創業に関する情報の提供，相談体制の充実 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

なし    

 

(3) 起業・創業のための事業計画の策定，資金調達の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

創造的産業復興支援

事業 

12,720 

（54,108） 

概要：創生に向けた産業の振興を図り，雇用の場を創出するた

め，本市で起業し，又は地域資源等を活用し，新たに事業を展

開する事業者を支援した。  

実績： 

１ 平成 30年度交付決定事業者 

(1) 第１回公募 

  ア 期 間 平成 30年４月 15日～平成 30年５月 16日 

  イ 採 択 新規事業展開枠 ７事業者（申請：12事業者） 

起業支援枠   なし  （申請：３事業者） 

(2) 第２回公募 

  ア 期 間 平成 30年 10月 26日～平成 30年 11月 30日 

  イ 採 択 新規事業展開枠 １事業者（申請：２事業者） 

起業支援枠   １事業者（申請：１事業者） 

２ 平成 30年度補助金事業費 

項  目 件数 交付決定額 交付済額 繰越額 

新規事業展開枠 8件 34,000千円 11,826千円 22,175 千円 

起業支援枠 2件 2,750千円 850千円 1,900 千円 

 (うち繰越明許費)  1件 850千円 850千円 0千円 
 

産業再生戦略課 
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(4) 地域社会の様々な課題を解決するソーシャルビジネス・コミュニティビジネス・シェアリングエコノミービジネスの促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

シェアリングエコノ

ミー活用推進事業 

3,967 

（ 0 ） 

概要：地域資源の有効活用による地域活性化や行政・公共サー

ビスを補完する共助の仕組みの再構築など，地域課題の解決手

法として期待されているシェアリングエコノミーを普及させ

ることによって，地域の持続可能性を高めるため，カーシェア

リングの活用可能性を検証するカーシェアリング導入実証事

業を行った。 

実績： 

１ 事業内容 

 (1) 市役所の駐車場をステーションとしてカーシェアリング

車両２台を配備 

 (2) 平日は主に市が公務で使用，市が使用しない休日等は一般

の方も使用可能とする実証事業を実施。 

 (3) 併せて，一般使用のニーズや課題の調査・分析と庁用車の

保有形態によるコスト比較や業務負荷の比較検討等を実施 

２ 実証結果 

 (1) 公務使用 

  ア 使用期間  ９月３日～３月８日 

  イ 運転登録者 38人（７課室） 

  ウ 使用回数  1.33 回／日・台 

  エ 使用時間  約３時間／日・台 

  オ 走行距離  約 25km／日・台 

 (2) 一般使用 

  ア 運転登録者 市内８人 県内４人 県外９人 計 21人 

  イ 使用者（延べ）市内６人 県内１人 県外６件 計 13人 

 (3) 庁用車の稼働状況等調査（29年度実績ベース） 

  ア 対象車両  本庁舎の 90台（特殊車両等除く） 

  イ 調査結果  

   (ｱ) 新規車両に係るコスト比較 

リース ＜ 所有 ＜ カーシェア 

   (ｲ) コスト以外の比較（車両管理に係る手間など） 

            カーシェア ＜ リース ＜ 所有 

震災復興・企画課 

ＷＥＢ系在宅ワーク

支援事業 

7,300 

（7,300） 

概要：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（ＷＥＢ系在宅

ワーク）の導入を支援するためのセミナー・講座を開催した。 

実績： 

○ ＷＥＢ系在宅ワーク支援事業業務委託 7,300千円 

１ 入門セミナー（9/23,24 実施，44人受講） 

２ 実践講座 

 (1) フォローアップ講座 

（10/20，12/15，2/2実施，延 26人受講） 

受講生同士が悩みや疑問を共有することにより，在宅ワ

ークに対する意欲を維持できるようサポートに努めた。 

 (2) 特訓講座（1/12，13実施，延 10人受講） 

 在宅ワークのうちライティング（記事執筆）を中心とし

た技能のノウハウを提供することにより，ライティングに

対する見識を深めた。 

 (3) その他 

 ＷＥＢを活用した動画講座，仕事の案件紹介等を通じて

継続的に仕事の受注ができるワーカーの育成に努めた。 

商工課 
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４．雇用の確保及び労働環境の整備の促進 

 

(1) 新規学卒者等の若者，ＵＩＪターンを希望する者の中小企業・小規模企業への就職，就業定着の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

マチリク 
非予算 

（非予算） 

概要：市と地元企業，関係団体等が連携して採用活動を行うと

ともに，参加企業の同期社員を一同に集めた合同研修等を開催

し，地域ぐるみでの採用と育成を行う。 

実績： 

１ 合同企業説明会 

   ５月12日 仙台市 13社出展 参加者30名 

   ９月２日 仙台市 ８社出展 参加者４名 

２ 合同新入社員研修 

   ３回開催 ６社 22名参加 

３ 企業向け育成者研修 

   ２回開催 ６社参加 

震災復興・企画課 

商工課 

介護マンパワー確保

対策事業 

6,533 

（9,600） 

概要：介護・福祉人材不足に対応し，マンパワーを確保するた

め，介護サービス・障害福祉サービス事業所を運営する法人に

対し，新規職員の採用等について支援し，人材不足の解消を図

った。 

実績： 

事業内容 人数 金額 

就職助成金 

有資格者 31人 3,100 千円 

無資格者 24人 1,200 千円 

計 55人 4,300 千円 

移住費用 

Ｕターン 2人 100 千円 

Ｉ・Ｊターン 4人 200 千円 

計 6人 300 千円 

実務者研修奨励金 21人 805 千円 

介護職員初任者研修 20人 1,128 千円 

計 6,533 千円 
 

高齢介護課 

漁船乗組員確保・育成

等支援事業 

314 

（1,000） 

概要：漁船漁業の経営の安定化を図るため，宮城県北部船主協

会及び宮城県北部鰹鮪漁業組合が実施する新規漁船乗組員の

確保及び育成に向けた取組に対する補助を行った。 

実績： 

１ 面接受験・実技研修等支援 

 (1)事業主体：宮城県北部鰹鮪漁業組合 

 (2)実施状況：面接受験時支援５名 

           実技研修時支援９名 

 (3)補助金額： 178千円 

      

２ 求人活動費支援 

 (1)事業主体：宮城県北部船主協会 

 (2)実施状況： 

船員フェア等参加               ７ヶ所 

水産に関する学科設置高等学校やハローワーク訪問  ９ヶ所 

 (3)補助金額： 135千円 

水産課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

事業復興型雇用創出

事業 

8,340 

（14,988） 

概要：安定的な雇用の創出及び被災事業所等の本格的な復旧・

復興を推進するため，本市産業政策の支援対象となった市内事

業所において，期間の定めのない雇用等（正規雇用等）により

被災求職者を雇い入れた場合に，雇い入れに係る３年間の費用

の一部及び被災求職者等を雇用する際の住宅支援の導入等に

要した費用の一部を助成した。  

実績： 

○ 事業復興型雇用創出助成事業 8,340千円 

１ 雇入費      

 (1) 交付事業者数 12者（新規 1，追加 1，継続 10） 

 (2) 交付人数   26人 

 (3) 交付額    6,455 千円 

２ 住宅支援費 

   平成 29年度から実施（実績なし） 

３ 事務費 1,885千円 

４ その他 

 平成 30年度は，新規に対象事業者１事業者（対象労働者

２人分），追加雇用として１事業者（対象労働者１人分）を

交付決定した。 

商工課 

 

(2) 女性・高年齢者・障害者・外国人等が働き，活躍しやすい環境づくりの促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼市高年齢者就

業機会確保事業（シル

バー人材センター事

業）補助金 

18,500 

（18,500） 

概要：高年齢者の職業生活の充実と福祉の増進を図るため，（公

社）気仙沼市シルバー人材センターが行う高年齢者の就業機会

確保事業に対し補助金を交付した。 

実績： 

○ 高年齢者就業機会確保事業補助金 18,500千円 

１ 事業実績 

 (1) 会員数（３月 31日現在）           406人 

 (2) 就業実人数（年間を通じて１回以上働いた会員） 350人 

 (3) 通算就業率（就業した会員の割合）       86.2％ 

 (4) 受託件数（仕事をした件数）         2,176件 

 (5) 契約金額                132,875 千円 

 (6) 就業延人員                28,911 人 

 

２ 独自事業 

 (1) 第 30回シルバーフェア 

 (2) 刃物研ぎ事業 

 (3) 「第 34回気仙沼市産業まつり」への出店 

 (4) 「気仙沼市本吉産業まつり 2018」への協賛 

 (5) 奉仕活動(「第 67回気仙沼みなとまつり」清掃作業等) 

商工課 

 

(3) 地域の産業を支える労働者の中小企業・小規模企業への就業定着，労働条件の改善の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼市水産業従業

員宿舎整備事業 

2,940 

（25,000） 

現年 

(10,000) 

繰越明許 

概要：東日本大震災により甚大な被害を受けた水産業の生産能

力向上を図るため，漁業者並びに水産加工業者が実施する従事

者確保のための宿舎整備を支援した。 

実績： 

１ 気仙沼市水産業従業員宿舎整備事業補助金 2,940千円 

・補助率 1/4以内（１件あたりの補助上限額 10,000千円） 

２ 事業実績 

・交付先 ２件（漁業者） 

〔補助対象経費 11,766 千円〕 

水産課 
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(4) 仕事と生活の調和の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

ＷＥＢ系在宅ワーク

支援事業 

【再掲】 

7,300 

（7,300） 

概要：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（ＷＥＢ系在宅

ワーク）の導入を支援するためのセミナー・講座を開催した。 

実績： 

○ ＷＥＢ系在宅ワーク支援事業業務委託 7,300千円 

１ 入門セミナー（9/23,24 実施，44人受講） 

２ 実践講座 

 (1) フォローアップ講座 

（10/20，12/15，2/2実施，延 26人受講） 

受講生同士が悩みや疑問を共有することにより，在宅ワー

クに対する意欲を維持できるようサポートに努めた。 

 (2) 特訓講座（1/12，13実施，延 10人受講） 

在宅ワークのうちライティング（記事執筆）を中心とした

技能のノウハウを提供することにより，ライティングに対す

る見識を深めた。 

 (3) その他 

ＷＥＢを活用した動画講座，仕事の案件紹介等を通じて継

続的に仕事の受注ができるワーカーの育成に努めた。 

商工課 

 

(5) 安心して働くことができる労働環境・勤労者福祉の向上の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

勤労者生活安定資金

融資 

【再掲】 

285,000 

（285,000） 

概要：勤労者への融資の円滑化に努めるため，東北労働金庫に勤

労者生活安定資金（生活資金，教育資金，福祉資金及び自動車

資金の４種類）と一般貸付の２通りの預託を行った。 

実績： 

１ 預託金 

 (1) 勤労者生活安定資金分 100,000千円 

 (2) 一般貸付分      185,000千円 

２ 利用状況 

区 分 貸付件数  貸付金額 未償還件数 未償還残高 

勤労者生活安定資金分 37件 51,910千円 87件 87,620千円 

一般貸付分 176件 999,220千円 2,321件 7,420,697千円 

合 計 213件 1,051,130千円 2,408件 7,508,317千円 
 

商工課 

勤労青少年ホームの

運営 

567 

（2,730） 

概要：勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため，趣味・

教養・スポーツ・レクリエーション等の事業を行うとともに，

それらの事業を通じて勤労青少年同士の交流の促進を図った。 

実績： 

１ 各種定期講座 

・延べ 80回開催 424人参加 

２ 運営委員会 

・委員 10名，委員会 2回開催 

教育委員会 

（R1 から商工課） 
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５．産業振興に資する人材の育成及び確保 

 

(1) 気仙沼まち大学構想に基づく産業振興に資する人材の育成 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

「気仙沼まち大学」構

想推進事業 

8,895 

（10,802） 

概要：地域リーダー育成を基礎とし，住民参加によるまちづく

りをまちまるごと大学「まち大学構想」として展開するため，

多くのリーダー人材を育成し，地域活性化につなげるため，人

材育成プラットフォーム体制の構築と，まちづくりの核として

の役割を果たす「場」の運営を行った。  

実績： 

１ まちづくりを担う人材の学びを進めるための企画立案 

 (1) 各セクター・年代別の人材育成事業を担う「担当者会議」 

１回 

 (2) まちづくりカフェ 

地域の歴史や文化など，身近なテーマを設定し，若年層・

主婦層などにも気軽にまちづくりについて考えてもらえる

よう企画したイベント。 

５回 累計参加者 69人 

 (3) 各種団体と共同した学びの場の企画 

  ・経営革新セミナー（市内有志経営者との協働事業） 

１回 参加者 30人 

  ・高校生向け AI・IoTセミナー（気仙沼市との協働事業） 

１回 参加者 16人 

 (4) キュレーター制度の企画・立案 

市内の学びや地域課題への認知を市民に広めるため，発

信の核となる「キュレーター（学芸員）」制度を設計。３人

に委嘱。 

２ 連携・協働を促すプログラムの運営 

 (1) 「気仙沼チャレンジャーズピッチ」の開催  

ローカルベンチャー推進協議会地域事務局との協働事業

として，市内の挑戦者と市民を繋げるイベントを開催した。

11 月は特別に市外へ気仙沼を発信するため東京開催とし

た。 

２回 累計参加者 89人  

  (2) 市内の活動の発信事業 

市内で起業やまちづくりに取り組む人の活動を紹介する

リーフレット（チャレンジャーズファイル：３回発行）や

小冊子・パネル（チャレンジャーズブック：25人分）を作

成し，取り組みの見える化を図った。 

３ ミーティングスペース等の場の管理・運営 

 (1) 会員制コワーキングスペース□ship（スクエアシップ）の

運営 

・開設日時 水曜日～日曜日の午後１時～午後９時 

・利用人数 延べ 2,654 人 

（内訳：個人利用 967人，イベント利用 1,687人/94回） 

※イベント利用のうち，まち大学主催 308人/16回， 

他会員主催 1,379人/78回 

・平成 30年度登録・更新会員数：46人・団体 

（内訳：個人会員 44人，団体会員２団体） 

 (2) まち・ひと・しごと交流プラザへの移転（平成 31年４月） 

・ロゴの作成，ホームページ等のリニューアル 

・料金体系・サービスの見直し等 

震災復興・企画課 
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(2) 地域経済をけん引する起業型・経営型人材の育成の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼経営人材育成

塾 

856 

（13,521） 

概要：技術革新や市場環境の変化などを背景に，変革を迫られ

る経営者たちを支援し，より一層の産業振興を促すため，時代

の潮流や業態転換，経営者のリーダーシップの在り方について

学べる講座を実施した。 

 また，戦略と数値を合致して考えられる，数字に強い経営

者の育成を目指し，人数を限定した半年間程度の集中講座を

実施した。 

実績： 

１ 市内の経営者向け講演会の開催 

 (1) 業態転換に関するセミナー「高収益は事業立地で決まる」 

10/30 参加者 31人 

  講師：神戸大学大学院 三品和広教授  

  (2) リーダーシップセッション   1/30～31 参加者 20人 

  講師：NPO法人アイ・エス・エル 片岡達矢副理事長  

 (3) AI・IoTに関するセミナー 3/25 

 ①産業関係者向け 参加者 37人 

「AI時代の到来～企業はどう向き合うべきか～」 

 ②高校生向け   参加者 16人 

「"AI"の時代～これからの暮らし方，働き方～」 

  講師：株式会社 NEW STORIES 代表/元総務大臣補佐官 

太田直樹氏 

２「気仙沼経営人材育成塾」開催業務委託 

 (1) 内容 経営戦略や数値計画の立て方についての学びを得

ながら，約半年間のメンタリングを通し，自社の課

題解決と事業変革を実現する中期計画を策定する。 

 (2) 期間 平成 30年 12月３日～令和元年５月 26日 

 (3) 卒塾生 10名 

 (4) 企画・運営委託先 有限責任監査法人トーマツ 

 (5) カリキュラム（講師） 

  平成 30年 12月３～４日 開講式／経営計画 

（有限責任監査法人トーマツ） 

  平成 31年１月 16～17日 戦略／事業構想 

（有限責任監査法人トーマツ） 

       ２月 27～28日 マーケティング 

（株式会社博報堂） 

       ３月 13～14日 財務 

（株式会社日本政策投資銀行） 

       ４月 18～19日 中間発表／組織論 

（有限責任監査法人トーマツ） 

   令和元年５月 26日   卒塾式 

   ※この他，この期間中を通してメンタリングを行った。 

震災復興・企画課 

 

(3) 職業能力開発，専門技術・技能の継承の促進，後継者等の育成の支援 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

船舶職員養成講習等

事業 

6,000 

（6,000） 

概要：地域の水産業の振興に寄与するため，関係機関・団体と

連携を深め，指導協力を得ながら各種講習会を開催している気

仙沼市水産振興協会に対して事業費補助を行った。  

実績： 

○ 船舶職員養成講習等事業補助金  6,000千円 

１ 事業主体  気仙沼市水産振興協会 

２ 講習参加者数 

(1) 船舶職員養成講習（４・５級） 20名 

(2) 免許講習           12名 

(3) 第一級海上特殊無線技士講習  23名 

(4) 船舶局無線従事者証明新規訓練 10名 

水産課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

技能功労者表彰 
157 

（314） 

概要：技能功労者の社会的，経済的地位の向上と技能者育成環

境の醸成を図ることを目的とするとともに，商工業界の発展に

寄与した技能者の功労を讃え顕彰した。 

実績： 

・平成 30年度表彰者 ５名 

商工課 

技能講習受講料助成

事業 

602 

（800） 

概要：再就職の機会の拡大を図るため，市が指定する技能講習

を受講した求職活動中の離職者に対し，受講経費の一部を助成

した。 

実績： 

○ 技能講習受講料助成金 602千円 

（講習種類別の実績） 

種  類 受講者 助成額 

玉掛け 6人 84千円 

足場の組立等作業主任者 0人 0千円 

フォークリフト運転 12人 192千円 

小型移動式クレーン運転 6人 100千円 

ガス溶接 0人 0千円 

車両系建設機械（整地等）運転 3人 114千円 

車両系建設機械（解体用）運転 4人 45千円 

車両系建設機械（基礎工事用）運転 1人 26千円 

高所作業車運転 0人 0千円 

不整地運搬車運転 2人 41千円 

ショベルローダー等運転 0人 0千円 

木造建築物の組立て等作業主任者 0人 0千円 

計 34人 602千円 
 

商工課 

 

 

(4) 事業の海外展開・国際化を支える外国人材の活用の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

なし    

 

(5) 職業及び勤労に対する意識の醸成・育成を図るキャリア教育の推進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

職場体験 
非予算 

（非予算） 

概要：進路指導の一環として，職業や勤労に対する意識の醸成・

育成を図るため，市役所や市内民間事業所において生徒の職場

体験を実施した。 

実績： 

・市役所での受入れ実績（人事課分） 

１日間 ・階上中学校 ３名 

２日間 ・鹿折中学校 ２名 

・条南中学校 ３名 

・新月中学校 １名 

・面瀬中学校 ４名 

・大島中学校 １名 

・唐桑中学校 ４名 

３日間 ・本吉響高校 ３名   合計２２名の受け入れ 

市内中学校 

庁内各部署 
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６．地域経済の循環の強化 

 

(1) 市内への誘客，物流の増加，消費の誘導を促進するまちづくりの推進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

「海の市」復旧整備事

業補助金 

20,000 

（20,000） 

概要：本市水産業の振興と物産・観光の拠点施設として重要な

役割を担う「海の市」の復旧整備事業に要した経費のうち，運

営者である株式会社気仙沼産業センターが自ら調達した自己

資金の約３分の２の額を平成 25年度から令和４年度までの 10

ヵ年に分割して補助金の交付を行う。 

実績： 

１ 「海の市」復旧整備事業補助金  20,000千円 

・交付先 株式会社気仙沼産業センター 

２ 交付状況〔債務負担行為設定限度額 180,000千円〕 

・交付済額  120,000 千円（平成 25年度～平成 30年度） 

・交付予定額  80,000 千円（令和元年度～令和４年度） 

水産課 

地域商業等計画策定

事業 

5,000 

（10,000） 

概要：震災により甚大な被害を受けた商店街の再生を支援する

ため，商店街組織に対し，商店街を形成するための計画を策定

する事業に必要な費用の一部を助成した。 

実績： 

○ 地域商業等計画策定事業補助金 １件 5,000千円 

（東日本大震災復興基金繰入金 5,000千円） 

商工課 

商店街イベント事業

等補助金 

2,334 

（5,000） 

概要：商店街が地域社会の発展及び活性化に寄与することに鑑

み，その活性化と近代化を促進するため，商店街団体等が行う

イベント事業に要した費用の一部を助成した。 

実績： 

○ 商店街イベント事業等補助金 13件 2,334千円 

商工課 

商店街再生加速化支

援事業費補助金 

9,441 

（18,918） 

概要：商店街が地域社会の発展及び活性化に寄与することに鑑

み，その活性化と近代化を促進するため，商店街団体等が行う

商店街活性化事業に要した費用の一部を助成した。 

実績： 

○商店街再生加速化支援事業補助金 4件 9,441千円 

  （商店街再生加速化支援事業補助金  5,245千円） 

  （東日本大震災復興基金繰入金    4,196千円） 

商工課 

空き店舗等有効活用

支援事業 

0 

（ 0 ） 

概要：地域の中小商業の振興及び中心市街地の活性化を図るた

め，商店街団体等が行う空き店舗有効活用支援事業に要する経

費に対して補助金を交付する。 

実績： 

なし 

商工課 

気仙沼大島ウェルカ

ム・ターミナル 

215,408 

（462,852） 

概要：大島への来訪者及び住民の交流を促進するとともに，特

色ある地域資源を活用した取組の推進により地域経済に活力

と好循環を生み，もって来訪者の満足と地域の持続的な豊かさ

の創出につなげる拠点とするため，大島観光の玄関口となる浦

の浜に「気仙沼大島ウェルカム・ターミナル」を整備する。  

実績： 

○ （仮称）大島ウェルカム・ターミナル整備事業 215,408 千円 

   （東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 171,614 千円） 

   （一般財源 震災復興特別交付税 43,794千円） 

１ 業務委託費     19,651千円 

 (1) 土地評価・鑑定評価業務 

 (2) 物件補償調査算定業務   

 (3) 施設実施設計業務   

２ 工事費      176,204千円 

 (1) 造成工事 

 (2) 外構工事 

３ 用地買収・補償費 18,874千円 

４ 事務費        679千円 

商工課 
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（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼市本吉農林水

産物直売センター 

3,164 

（108,018） 

当初 99,372 

９月 8,646 

概要：現在，暫定的に稼働している道の駅「大谷海岸」の移転，

再建と併せて，本吉農林水産物直売センターを再整備し，地域

振興に資するため，仮移転に向けて実施設計等を進めるととも

に，本移転に向けた実施設計に着手した。 

実績： 

○ 本吉農林水産物直売センター整備事業 3,164千円 

１ 事業実施状況（平成 30年度） 

 (1) 仮設店舗・外構実施設計 3,164千円 

 (2) 本設実施設計   平成 30年 12月～令和元年６月 

   （道の駅の災害復旧実施設計において包括的に発注） 

 (3) 仮設店舗建築工事 平成 31年４月～令和元年７月 

商工課 

内湾商業施設整備 
128,628 

（ 0 ） 

概要：まちづくり会社（気仙沼地域開発㈱）が行う商業施設整

備に対し補助金を交付するとともに，国等の補助事業を活用し

て施設整備に取り組めるよう，その前提となる「まちなか再生

計画」の策定に向けた取組を行った。 

実績： 

○ 優良建築物等整備事業（南町海岸地区商業施設） 

128,628 千円 

○ 「気仙沼市まちなか再生計画」（平成 30年 10月 12日認定） 

商工課 

気仙沼クルーカード 
― 

（ ― ） 

概要：人口減少していく気仙沼市において，気仙沼クルーカー

ドを利用し，市内のあらゆる行為に関わる会員を市内外で囲い

込み，マーケティングしながら全方位的に地域消費額向上を促

進した。会員増加を図る施策として，アンケート調査，各種キ

ャンペーン，公共施設でのクルーカード連携を実施した。 

実績：会員数 18,436人，加盟店 73店舗(平成 31年 3月 31日） 

   平成 30年度売上 4億 7千 4百万円 

   キャンペーン 5回 

   アンケート随時実施 

   公共施設連携 11施設 

観光課 
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(2) 中小企業・小規模企業の事業活動の振興，雇用の創出に資する企業誘致の推進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

ＩＬＣ関連産業の誘

致及び創出 

2,100 

（2,600） 

概要：ＩＬＣ誘致により関連産業の創出・立地に伴う経済波及

効果のほか，地域活性化や次世代の人材育成など，各分野の寄

与が大きく期待されることから，本市域を含む北上山地への誘

致に向けた取組を進めた。 

実績： 

１ 東北ＩＬＣ推進協議会負担金 1,100千円 

・東北ＩＬＣ推進協議会の役員等で，「国際リニアコライダー

（ＩＬＣ）日本誘致に関する要望」を国等に対して行った。 

・東北ＩＬＣ推進協議会の役員で，「ＩＬＣ日本誘致の意思表

明に関する緊急要望」を文部科学省に対して行った。 

２ 気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会負担金 

1,000 千円 

・「気仙沼市国際リニアコライダー推進協議会平成 30 年度総

会決議」を宮城県等の関係機関に提出した。 

・宮城県北の４市（気仙沼市，登米市，栗原市，大崎市），市

議会及び経済団体で，「国際リニアコライダー日本誘致に関

する要望」を国等に対して行った。 

・本協議会を含むＩＬＣ建設候補地周辺市町の誘致推進７団

体（本市，登米市，栗原市，一関市，奥州市，大船渡市，

陸前高田市，平泉町，住田町）で，「国際リニアコライダー

（ＩＬＣ）誘致実現に関する緊急要望」を文部科学省に対

して行った。 

・市国際リニアコライダー推進協議会を中心に，市民や地域

のより一層の機運醸成のための啓発活動やセミナーの開催

等，様々な活動に取り組んだ。また，本協議会をはじめと

するＩＬＣ建設候補地周辺市町の誘致推進団体による中央

要望を行った。 

ＩＬＣ推進室 

企業誘致推進事業 
4,857 

（9,070） 

概要：トップセールス等により市・県外の企業訪問を行い，企

業誘致及び地元企業との取引拡大を図った。また，宮城県への

進出を希望する企業に対して本市をＰＲし，企業誘致を図っ

た。 

実績： 

１ 企業誘致に係る企業訪問  延べ 41社 

２ 企業立地セミナー実行委員会負担金   100千円 

(1) 宮城県企業立地セミナー in Tokyo 

ア 日程 平成 30年８月１日（水） 

イ 会場 ロイヤルパークホテル（東京都中央区） 

ウ 実績 参加企業・団体 151者 

(2) 宮城県企業立地セミナー in Nagoya 

ア 日程 平成 30年 11月 12日（月） 

イ 会場 ホテルナゴヤキャッスル（愛知県名古屋市） 

ウ 実績 参加企業・団体 150者 

(3) 宮城県ＩＴ企業立地セミナー 

ア 日程 平成 31年２月６日（水） 

イ 会場 神田カンファレンス・ルーム（東京都千代田区） 

ウ 実績 参加企業・団体  30者 

３ 外部人材の登用  ７回 

４ ゴーヘイ！気仙沼 

(1) ゴーヘイ！気仙沼の会 

ア 日程 平成 30年 10月 31日（水） 

イ 会場 機械振興会館（東京都港区） 

ウ 実績 参加企業・団体  86者 

(2) メールマガジン 

ア 発行回数  12回 

イ 登録者数  596名 

産業再生戦略課 
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(3) 高い付加価値を持つ魅力ある商品・サービス・技術を提供する中小企業・小規模企業に関する情報の発信・提供 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

産業まつりの開催 
2,500 

（2,500） 

概要：気仙沼市内で生産・製作される優良な物品等を出展し，

地場産業に対する理解と認識を深めるため，気仙沼市産業まつ

り実行委員会に負担金を交付した。 

実績： 

○ 気仙沼市産業まつり負担金 2,500千円 

・第 34回気仙沼市産業まつり 

  開催日 10月 28日 

  会場 気仙沼市魚市場 

  出展状況 77団体，161小間，売上 10,797千円 

  総入場者 約 50,000 人 

商工課 

求評見本市の開催 

お菓子フェアの開催 

3,220 

（3,220） 

概要：気仙沼市内で生産・製作される優良な物品等を出展し，

地場産業に対する理解と認識を深めるため，三陸気仙沼の物産

展実行委員会が行う地場産品の紹介宣伝と新たな販路の確

保・開拓を図ることを目的とした各種事業に対して補助金を交

付した。 

実績： 

○ 三陸気仙沼の物産展実行委員会補助金 3,220千円 

１ 第 24回三陸気仙沼の求評見本市 

 開催日 ２月 19日 

 会場 サンマリン気仙沼ホテル観洋 

 出展者 29社（出品数 349種） 

 参加者 バイヤー約 400人，関係機関等約 200人 

２ けせんぬまお菓子フェア 2018（気仙沼菓子組合協賛） 

 開催日 12月２日 

 会場 海の市 

 出展者 市内 12団体，売上 1,169千円 

 来場者 1,800人 

３ 全国各地で開催される物産展等への協力・支援 

商工課 

 

(4) 市内の農林水産物・鉱工業品・観光資源その他の地域資源の活用の促進 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

気仙沼観光フェステ

ィバルの開催 

― 

（ ― ） 

概要：気仙沼観光推進機構の取組みの認知度向上，各地区協会

の一体感醸成とオール気仙沼としての取組み強化，徳仙丈山来

訪者の市内への周遊促進 

実績：平成 30年 5月 27日 海の市，徳仙丈山 入込数 3,800人 

観光課 

 

(5) 多様な発注方式による中小企業・小規模企業の受注機会の拡大 
（単位：千円） 

事業名 
H30決算額 

（R1予算額） 
実施状況（実績値） 担当課 

なし 
 

（   ） 
  

 

 


