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気仙沼市

１．大島ウェルカムエリアのまちづくり方針
■大島フィールドミュージアムイメージ

■上位関連計画
■産業振興等の整備促進
・農業は、地元農産物の消費拡大の推進と地域特性を活かした海の肥料を活用する農法に取り組むと
（大島地域振興計画）
ともに、体験型観光施設の整備などを進め地域の活性化
・第二次・第三次産業については、地域の多様な事業者が農林漁業者との連携の下、地域資源を活用
した六次産業化を推進するなど、第一次産業と連携した産業の振興
■観光の開発
・三陸復興国立公園の指定にともない、大島での自然体験を推進するため、災害時に避難路となる自
然観察路、避難施設ともなるオートキャンプ場の整備
・交流人口の拡大のため、大学や NPO 等の協力のもとに、大島ならではの暮らし、文化、生業、自
然等をフィールドミージアムとして活用し、体験・教育旅行のメニュー開発と人材育成を進め、安
全・安心に配慮した受入態勢を整備するとともに、情報発信の強化
・小田の浜、田中浜及び十八鳴浜の砂浜の保全と背後地の環境整備
・架橋を見据えた「
（仮称）気仙沼大島ウェルカム・ターミナル」の整備
・リフトの機能に代わる施設や駐車場整備についての検討に基づく亀山の展望を活用するための事業
の推進
・
「癒しの島」としての事業の推進
・漁業と観光産業や島内のほかの産業と連携の推進
・国が設定する長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」としての自然観察路の整備、ジオパークと
しての調査と情報発信、海域公園の活用、公衆トイレ・案内解説板等の整備による来訪者の快適性
及び利便性の向上
■重点事業
12 大島の交通・集客拠点（仮称）「気仙沼大島ウェルカム・ターミナル」の整備
気仙沼市震災復興計画
・大島架橋から車でのアクセスルートと旅客船発着場所の合流ポイントに、「道の駅」「産地直売所」
「観光案内所」
「バス・タクシープール」
「災害時の一時避難場所」などの機能を総合的に備えたタ
ーミナル施設の整備
( 仮 称 ) 大 島 ウ ェ ル カ ■(仮称)大島ウェルカム・ターミナルの位置づけ
・浦の浜から田中浜に至るウェルカムエリアという面の中で、島民や観光客にとっての利便性、商業
ム・ターミナル
や他産業との連動、複数の交通手段の連結、大島の自然環境の再生といった目的・機能を整合させ
整備基本構想
ることを重視し、生活、観光、人々の交流、防災、情報発信、産業交流を備えた核施設としてウェ
ルカム・ターミナルを位置付ける

宮城県離島振興計画

■浦の浜（大島ウェルカムエリア）のまちづくり方針
・大島フィールドミュージアムの“ゲート”となる浦の浜地区を「大島ウェルカムエリア」と位置づけ、大島の魅
力的な産業・観光資源を最大限活かすため、以下の４項目をまちづくり方針（コンセプト）とする。
①島ならではの持続的な暮らし、文化、生業、自然等を保全・
伝承、それらを活用した観光・体験等の環境づくり
②島内の漁業関係従事者、農家等、島民の方々が意欲的に生産
及び販売にのぞめる環境づくり
③島民も日常的に交流・利用できるコミュニティの環境づくり
④将来を担う若い島民の新たな挑戦の環境づくり
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なりわい

「暮らし」「文化」
「生業」「自然」が織りなす「癒しの島」

２．浦の浜のまちづくり（大島ウェルカムエリア）の整備計画
②憩いの空間となる緑地公園ゾーン
・大波や高潮、津波の被害を軽減する防潮堤の整備
・景観やレクリエーションに配慮した緑地や広場の形成の検討

亀山山頂との往来

③漁港機能の集約による産
業交流ゾーン
・浦の浜漁港として漁業産業の活
動中心地
・養殖いかだ体験など漁港を活か
した漁業体験等、新たな観光交
流の実施拠点としての機能を
有する産業交流拠点の形成の
検討

ウェルカム施設

緑地公園
ゾーン
防潮堤
緑地

モール

駐車場

交流拠点ゾーン
産業交流ゾーン
にぎわい再生
ゾーン

漁港
漁業体験等

店舗
駐車場

自然環境
ゾーン
駐車場
にぎわい再生
ゾーン

④にぎわい再生ゾーン
・生活利便性の維持に必要な商業施設（商店、飲食店等）
、駐車場等
の形成の検討
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大島ウェルカムエリアのまちづくり方針
①持続的な暮らし、文化、生業、自然等の保全・伝承
②漁業、農家等、島民の意欲的に生産及び販売
③島民のコミュニティの再生
④将来を担う若い島民の新たな挑戦
■まちづくりの整備主体（案）
主体
交流拠点
ウェルカム施設
ゾーン
駐車場
モール
緑地公園
防潮堤
ゾーン
緑地
産業交流
漁港
ゾーン
漁業体験等
にぎわい
店舗
再生ゾーン
駐車場

市
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●
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●
●
●
●
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○
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３．（仮称）大島ウェルカム・ターミナルのコンセプト

４．（仮称）大島ウェルカム・ターミナルの導入機能、規模の整理
≪ウェルカム施設機能≫
施設

『みどりの真珠 おおしま』の魅力とつながる
観光・交流・安心の拠点

販売スペース

待合・情報・
スペース

大島の魅力
とつながる

多目的スペース

多世代の島民
がつながる

（体験交流・会議・
コミュニティカフェ）

安心な暮らし
につながる

事務室・倉庫

そこに行けば大島の魅力をまるごと感じます
島民同士のつながりと生業を紡ぎ、一人ひとりの暮らしを豊かにします
災害の記憶を伝承し、安心で持続可能な地域社会を実現します

屋内トイレ

□大島の魅力とつながる
・当施設は、大島を訪れる来訪者が必ず通過する島の玄関口に位置しており、広域アクセスに大変優れていま
す。公共交通の乗り換え、亀山へのアクセス、島内の各フィールド（自然、観光資源）へと足を運んでいた
だくための中継拠点（ターミナル施設）となります。
・「みどりの真珠」に例えられるほどの美しい自然や眺望、島ならではの暮らしや文化、生業等を「見て」「聞
いて」
「味わう」ことのできる情報や各種プログラム（体験学習、フィールドガイド・ツアー、イベントなど）
等の提供などを行います。
・大島の特産である海産物をはじめ、農産物、新しい特産品などの積極的な販売を通じて、島の食文化の継承、
地域の収入拡大、
「大島ブランド」の開発、持続的な島の経済の発展を目指します。

規模根拠

施設規模

・水産物コーナー（36 ㎡）
・農産物コーナー（36 ㎡）
・お土産物等（20 ㎡）
・バックヤード（30 ㎡）
・加工室（36 ㎡）
・バス等の待合として 20 名程度の座席を確保する。
（24 ㎡）
・観光案内情報（12 ㎡）
・大島を PR する様々な展示スペースを兼ねる。
 大島の自然・生物（12 ㎡）
 復興の記憶（12 ㎡）
 水上不二（8 ㎡）
・コミュニティカフェ（約 66 ㎡）
・会議室（体験交流）
（上記と共用）
 会議利用 1.5 ㎡×40 人＝60 ㎡
 カフェ利用 2.5 ㎡×24 人＝60 ㎡
・厨房（軽食の提供）
（約 16 ㎡）
・倉庫（約 20 ㎡）

160 ㎡程度

75 ㎡程度

100 ㎡程度

・一般事務を執り行う事務室を確保する。（18 ㎡）
（従業員数を 3 人、6 ㎡程度）
・ゴミ捨て場（6 ㎡程度）

25 ㎡程度

・休憩施設要領（東日本高速道路株式会社）係数により設定する。
・男性 5（小：3 大：2）
、女性 6、多目的１程度
※被災前にあったトイレは、別途、敷地内に災害復旧するよう調整
を続けていく。

60 ㎡程度

ｳｪﾙｶﾑ施設合計

約 420 ㎡程度

≪ウェルカム・ターミナル機能（ウェルカム施設を除く）≫
施設
バス停留所

規模根拠
・大型バス１台の駐停車スペースを確保する。

施設規模
－

・台数は大島架橋開通後の観光誘発有りの計画交通量を使用し休
憩施設設計要領の根拠を用いて以下のとおりとする。
駐車場

□多世代の島民がつながる

【小型車 31 台（管理用を含む）、大型車 3 台、身障者用 1 台】

1,200 ㎡程度

※サイズは駐車場ユニバーサルデザインガイドライン（平成 19 年

・海を眺められるカフェや広場など、開かれた「憩いの空間」を設けるとともに、イベントや行事が年間を通じ
て催されることで、子どもや子育て世代、高齢者、観光来訪者など、多くの人がにぎわいを体験し、人との
ふれあいを楽しむことができる場を提供します。
・イベント参画、施設運営を通して、若者から高齢者まで、多くの人が関わり活躍できる場を創出し、新たな
にぎわいと活力を創出します。

2 月 東京都道路整備保全公社）を採用。
・架橋開通直後やイベント開催時などの観光ピーク時に利用する
臨時駐車場

臨時駐車場として、以下の台数を確保する。

2,000 ㎡程度

【小型車 57 台、大型車 3 台】
広場

□安心な暮らしにつながる
・道路利用者の休憩・休息の場を提供し、交通安全を支えます。
・東日本大震災は、当地域に大きな被害をもたらしました。災害の経験や記憶、教訓を後世に伝えながら、防災
意識・防災学習を継承、発信する展示やプログラムを提供します。
・広場や駐車場などの屋外空間を活用し、発災時にも速やかに復旧するための啓開作業（重機基地、ガレキ置き
場）を実施する拠点とします。

・防潮堤に形成される緑地公園ゾーンを広場として、利用上の連
携を図る。

－

・６店舗の出店を想定し、計画地 1000 ㎡、建物 700 ㎡に設定する。
モール施設

※ただし、具体的な店舗構成、販売内容、面積規模等は、H29 年
度で詳細に検討した上で決定する。
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1000 ㎡程度※

５．（仮称）大島ウェルカム・ターミナルのレイアウト
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６．ウェルカム施設モデルプラン（案）
※民間モールの配置は、仮のイメージです。
ブラシュアップ点２
・民間モール及び屋外広場と一
体的な多目的スペースの配置
・バックヤードの確保

モール施設
※仮イメージ
計画地：約 1000 ㎡
建 物：約 700

ブラシュアップ点３
・イベント時の調理、軽食サービ
ス（カフェ）に対応した厨房

ブラシュアップ点１
・管理用車両等の
スペース確保
・バックヤードの確保
・加工室の確保
・ゴミ捨て場（共有）

ブラシュアップ点１
・管理用車両等のスペース確保

ブラシュアップ点４
・モールからもアクセスしやすいトイレ

凡例
：来訪者、住民の動線

ウエルカム施設
約 420 ㎡

：一般車両の動線

縮尺

：搬入車両の動線

1：250

：イベント時の各部屋の関連

開設時間（案）：7：00～19：00（バス運行時間に合わせる）

営業時間（案）：9：00～19：00
販売
ｽﾍﾟｰｽ

屋外
広場

・産地直売所
大島の地のもの・旬のものを購入、飲
食できる店舗であり、観光客だけでな
く島民が日常的に利用できる。


水産物コーナー



農産物コーナー



お土産物等

多目的
ｽﾍﾟｰｽ

・コミュニティカフェ
・会議室（体験交流）（上記と共用）

待合・
情報

使用の用途に合わせて、パーテーショ
ン等によりフレキシブルな空間。

・観光案内情報
大島の玄関として、来訪者への観光情
報の提供やレンタルサイクルの受付な
ど、総合的な観光案内を行う。

・公共交通待合

・厨房

基幹バスや観光バスの待合のスペース

軽食の提供

・レンタサイクル

・倉庫

・加工室

・展示スペース

農水産物等を加工処理するスペース

展示・

・バックヤード

ｽﾍﾟｰｽ

生産者が販売物を持ち込み、POS 入力、
バーコード貼りを行うスペース

屋外
広場

・屋外イベントや購入した海産物をそ
の場で調理し、食べることのできる
屋外スペース。
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島内の情報や歴史、水上不二などの
展示や、復興の記憶、大島の環境を
PR するミニ水槽等を配置できるスペ
ース。
 大島の自然・生物
 復興の記憶
 水上不二

休憩
ｽﾍﾟｰｽ

・多目的トイレ
・男女トイレ
施設利用者用のトイレを設ける。誰
でも安心して使用できる清潔空間と
する。

※被災前にあったトイレは、別途、
敷地内に災害復旧するよう、別途検
討を継続。

・屋根付き歩廊
屋根付き歩廊はバスの屋外待合やベ
ンチを置いた休憩スペースとする。

７．（仮称）大島ウェルカム・ターミナルの管理運営方式（案）

９．管理運営のビジョン（案）

（１）
（仮称）大島ウェエルカム・ターミナルの管理・運営方式の基本的考え方
管理・運営方式は、公共で施設を整備し、民間で管理・運営する「公設民営」方式とするとともに、その
主体は、民間事業者の有するノウハウを活用することを目指すため「公募方式」による選定とする。公募の
方法・条件等は、平成 29 年度中に精査・検討を行い、望ましいあり方を検討する。

□運営ビジョン（案）□
・管理運営者（指定管理者）が目指すべき行動の指針を以下のとおり定めます。

表
運営方式

管理運営方式の比較

メリット
・公共目的が直接反映できる
・一定の質のサービスが期待でき、公平
性、継続が担保される
・安定経営指向である
・行政施策との連携が図りやすい
・民間ノウハウを活かして、効果的、
効率的な施設運営が期待される
・民間ノウハウを活かして、効果的、
効率的な施設運営が期待される
・管理権限を民間が保有でき、施設管
理がより柔軟にできる

公設公営

公設民営
（管理委託）

公設民営
（指定管理者）

民設民営（PFI 方式）

・行政サービスの効率化が図れる

デメリット
・収益施設の運営ノウハウがないため、
総合的な管理運営が困難
・予算執行の面で、柔軟な対応ができ
ない場合がある

□地域資源の活用と交流により地域の元気の創出
・
（仮称）大島ウェルカム・ターミナルで扱う商品は、島内や近隣地域のものを中心とし、類似施設との
差別化を図るとともに、農業や水産業のはじめとした地場産業の振興に貢献する施設運営に取り組み
ます。
・大島の認知度とイメージアップを目的に、イベントや情報発信に取り組みます。

・管理委託者は施設の管理権限を持た
ない
・短期間で指定管理者が交代した場合、
ノウハウの蓄積を妨げるおそれがあ
る
・施設の運営経費が十分に確保されて
いない場合、利用者に対するサービ
ス低下や地域の雇用に影響を与える
ことも懸念される
・一定規模以上の人口を有する地域で
ないと難しい

・来訪者が、大島の美しい自然や眺望、島ならではの暮らしや文化、生業等の情報を知り、巡り、地域
の魅力を発見する入口となるように施設運営に取り組みます。

□販売スペースの品揃えを充実するための体制の整備
・大島は漁業を主体とする生産者が多く、新鮮な特産物を確保することが必要とされます。そのため、
管理運営者（指定管理者）と生産者が連携し、販売スペースの充実に取り組む体制を整備します。

□地域の意欲を活かす連携体制の構築
８．事業計画（事業スケジュール）（案）

・
（仮称）大島ウェルカム・ターミナルは、島内の様々な団体や生産者などが、商品の出荷や特産品や食
事を提供したり、イベントを実施したり、施設の運営に関与することが可能です。
・施設の管理運営については、こうした団体や島民と管理運営者（指定管理者）が積極的に連携し、地
域の特産である農産物や水産物など、商品や飲食、サービスの提供に取り組める体制づくりに努めま
す。

本事業は、平成 30 年度に詳細設計を完了し、供用開始は時期は運営主体の決定状況や関連事業の進捗など
を勘案し決定します。

・サービスの提供に当たっては、島内の生産者や専門家などの参画のもと、多くの異業種の交流を生み
出し、新たな商品やビジネスを創出するなど、地域経済の好循環を創るための運営に取り組みます。

事業スケジュール
事業名

Ｈ28年度

ＷＴに関す る懇
談会

大
島
Ｗ
Ｔ
事
業

6回開催
WS形式を採用
基本計画策定
造成基本設計
建築基本設計

Ｈ29年度
4～6月

Ｈ30年度

7～9月 10～12月 1～3月

4～6月

7～9月 10～12月 1～3月

Ｈ31年度
4～6月

Ｈ32年度

7～9月 10～12月 1～3月

4～6月

7～9月 10～12月 1～3月

運営方針検討

造成実施設計・用地測
量・地質調査

□震災の伝承、防災意識の高揚や防災学習の推進
・来訪者や地域住民が日常的な憩いや休息の場として利用したくなるような雰囲気づくりと、サービス
を提供します。

用地取得

・東日本大震災の記録を風化させることなく伝えるとともに、防災学習等、展示ではできないような活
動にも取り組み、未来の命を守るための活動に寄与し、その成果を市内外へ情報発信します。

造成工事

建築詳細設計

建築工事

大島 WT のオープン
（時期は運営主体の決定
状況や関連事業の進捗な
どを勘案し決定します）

・発災時には、速やかに復旧するための啓開作業（重機基地、ガレキ置き場）の拠点として、行政や他
の避難施設等との連携に努めます。
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※イメージパースは 2017 年 3 月の内容

【参考】イメージパース

③

④

⑤

②

⑧
⑩
⑥
①

⑦
⑨

②入口部分イメージ

①海側からのイメージ
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③海側からのイメージ

※イメージパースは 2017 年 3 月の内容

④広場からのイメージ

⑥駐車場からのイメージ

⑤駐車場からのイメージ

⑦低地部からのイメージ
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※イメージパースは 2017 年 3 月の内容

⑧海側から鳥瞰イメージ

⑩陸側から鳥瞰イメージ（夕焼け）

⑨陸側から鳥瞰イメージ
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