
都市再生整備計画（第３回変更）

気仙沼市
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平成２４年３月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名

気仙沼市

け せ ん ぬ ま し

中央部

ちゅうおうぶ

地区

ち く

面積 950 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

　市民の生命と財産を守るため、防災体制の更なる充実を図り、地震・津波・高潮など災害に強いまちづくり、交通安全対策を充実して安全で安心に生活できるまちづくりが課題となっている。

　豊かな自然に囲まれたゆとりある生活環境の維持に努めるとともに道路等の生活基盤施設の整備を進め、良好な居住環境の整備が課題となっている。

　三陸沿岸の諸都市や内陸部との道路ネットワークの充実を図り、社会・経済・文化の交流機会の拡充が課題となっている。

　海や山などの豊かな地域環境を維持し、次世代へ継承していくため、また、自然環境との調和を基本に潤いのある生活環境の実現が課題となっている。

指　　標

目標１：　暮らしを支える都市機能と防災機能の強化

目標２：　道路整備等により、本市中央部に集積する都市機能へのアクセスの円滑化、及び防災機能の向上を図ると共に、公共交通網を形成し快適な市民生活を確保する。

目標３：　市道及び都市計画道路の改良工事、路線バスの効率的で合理的な運行の試行、並びに賑わいを創出する観光事業に取り組み安全・安心・快適で活力のあるまちづくりを図る。

　水産と観光を基幹産業とする本市の「まちの顔」として栄えてきた中央部地区は、水産業の低迷、少子高齢化、居住人口の減少、商業環境の変化に伴い活力低下が顕著であり、中心市街地部は空洞化の危機に瀕している。このような中にあって、地区内

の都市基盤整備は市民生活環境の改善、商業の活性化、更には秩序ある発展のため喫急に解決すべき課題となっている。特に新城沖土地区画整理地から地区内を結ぶ幹線を利用するためには、ＪＲ踏切をわたり交通することから危険な状況となってお

り、時間的なロスも生じている。このため、本地区内（ＪＲ線内地区）の環状をなす交通基盤整備は集積する各都市機能へのアクセスの向上及び地震・津波・高潮等への防災対策上も市民生活の安全確保に関わる最も重要な課題となっている。

　また、交通弱者への交通手段としての本地区内路線バスに関しても、市民ニーズを把握し、効率的で合理的な運行の再編・確立が課題となっている。

　さらに、平成１８年３月３１日で１市１町が合併して新・気仙沼市が誕生し、今後、２次合併が予定されることから、市民の一体感・連帯感の醸成はこれからの新しいまちづくりの実現に不可欠であることに加え、観光都市気仙沼の情報発信にも寄与する各種

観光事業の取り組み等が課題となっている。

　気仙沼市は、宮城県の最北端に位置し、東部は太平洋に面し、その沿岸は半島や複雑な入り江など、素晴らしい景観を有するリアス式海岸となっている。また、気仙沼湾口に大島を抱き四季静穏な天然の良港を形成している。

　平成１８年３月３１日に旧気仙沼市と唐桑町の１市１町の合併により新・気仙沼市が誕生し総面積は２２６.６７ｋ㎡、人口６７.０００人である。

　気仙沼市は古くから遠洋・沖合漁業の根拠地であり、また養殖業を主とする沿岸漁業や水産加工業も盛んな我が国屈指の水産都市として発展してきた。特に漁船漁業は世界四大漁場の一つである三陸沖漁場を目前に控え、本市経済の基盤を形成してき

た。美しい景観のリアス式海岸は、陸中海岸国立公園及び海中公園並びに県立自然公園の指定を受けており、海と山の自然に恵まれた観光都市でもある。

　本中央部地区には、商業地域である５０haの市中心市街地を含み市役所、税務署、家庭裁判所、県保健福祉事務所、市民会館、図書館、中央公民館、市総合体育館、リアスアーク美術館、市交流センター、市民健康管理センター、社会福祉事業団、福祉

施設、小中高・専門学校、金融機関、市立病院・医療機関、魚市場、青果市場、漁業協同組合、商工会議所、電力・ガス・水道・通信施設、郵政、ＪＲ駅、旅客船・フェリー発着所、海の市、シャークミュージアム、ホテル旅館等観光関連施設等があり、また平成

９年度に完成した新城沖土地区画整理地を擁するなど、本市の多岐に亘る公共公益施設及び都市機能並びに産業経済・観光関連施設が集積する中枢地区である。

計画期間 交付期間 23

大目標　安全・安心・快適で活気のあるまちづくり

都道府県名 宮城県

気仙沼市

け せ ん ぬ ま し

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

観光施策による年間観光入り込み客数 まちづくりの目標である「活力のあるまち」づくりを達成するため、市

民が一丸となって行う新気仙沼市最大のイベントを支援し、観光客

を誘客するなど観光事業の活性化を図り、まちに活力と賑わいの創

出を図る。

また、本市の観光資源の中核をなす離島・大島への旅客船航路発

着所に隣接する南町海岸駐車場の改修事業を行うなど、観光関連

施設の安全対策を講じ、観光入り込み客数の増加を図る。

平成２３年度１１.２分 平成１８年度 １０.５分

地区内都市機能へのアクセス時間

の短縮 分

環状道路の周回に要する時間の短縮 地区内の各都市施設へのアクセス時間の短縮により生活の利便性

が向上する。

公共交通網の満足度

平成２２年度

1,776,400人（平成14

～17までの傾向から

推計する２２年値）

公共交通網の整備に関する満足度 民間会社の路線バス廃止の代替として市が身近な交通手段を確保

することによって住民満足度の低下を抑制する。 22.7% 平成１８年度%

観光入り込み客数の増加

人

22.7%

2,000,000人

平成２２年度平成１７年度



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・新市として新たな観光施策を展開し地域活性化の推進を図る。

　平成１８年３月３１日で合併し旧気仙沼市と唐桑町は新・気仙沼市となり、さらに今後、本吉町との２次合併が予定されている。陸中海岸国立公園、海中公

園などに指定されている観光都市として、今後は広域連携を更に推進するなど新たな観光施策の展開により、観光都市気仙沼市の推進を図る。観光施策

の新たな展開によるまちづくりの実現のため旧市・旧町間の一体感及び連帯感を強め、市民意識の醸成を図る。

観光事業活性化支援事業

南町海岸駐車場改修事業

○新市の基本目標と施策（新市建設計画抜粋）

　１．参画と協働でともに築くまち

　　　　地方分権に対応し、住民自治のまちづくりを確立するため、市民が積極的に行政へ参画できる仕組みづくりと市民の主体的な公益的活動に対する支援を行い、市民・企業・行政の協働に基づくまちづくりを目指す。

　　　　また、あらゆる分野において、男女が平等に参画できる社会の形成とともに市民のニーズを的確に把握し、最小で最大の効果が得られるよう、より一層効率的な行政運営に努める。

　２．安全・安心・快適なまち

　　  　市民の生命と財産を守るため、防災体制の更なる充実を図り、地震、津波、水害、火災など災害に強いまちを目指す。また、交通安全や防犯対策を充実し、安全で安心して生活できるまちを目指す。

　　　　豊かな自然に囲まれたゆとりある生活環境の維持に努めるとともに、道路や下水道、公園などの生活基盤の整備を進め、良好な居住環境のまちを目指す。

　　　　三陸沿岸の諸都市や内陸部との道路ネットワークの充実を図り、社会・経済・文化の交流機会を充実する。

　　　　海や山などの豊かな地域環境を維持し、次世代へ継承していくため、また、事前環境と生活環境の調和を基本に、潤いのある生活環境の実現を目指す。

　　　　・主要地方道気仙沼唐桑線道路改良事業

　　　　・主要地方道気仙沼唐桑線自歩道整備事業

　　　　・広域基幹河川改修事業

　　　　・急傾斜地崩壊危険対策事業

　３．地域支援を活用した活力あるまち

　　　　地域活力の原動力である産業を図るため、豊かな地域資源を活かし、各種産業団体と連携して地域特性に応じた産業の育成に努めるとともに、産業間の連携や複合化によって新たな総合産業を創出し、魅力ある雇用環境を確保する。

　　　　　特に、消費者に安全・安心な食材を提供するため、衛生管理の高度化やトレーサビリティを推進するとともに地産地消に取り組むなど、「食」を中心とした産業の活性化を図る。

       ・気仙沼市魚市場南側施設整備事業

　４．たがいに支えあい健康に暮らせるまち

　　　　市民相互に助け合う心を育むとともに、保健・医療・福祉の充実により、子どもから高齢者まですべての市民が生涯を通じて健康で明るく安心して暮らせるまちを目指す。

　　　　また、将来を担う子ども達を健やかに育んでいくため、家庭や地域における子育ての支援体制を充実し、安心して子どもを産み育てることができるまちを目指す。

　５．学ぶことをとおして豊かさを実感できるまち

　　　　子どもから高齢者まですべての市民が人間性を育みながら、いつでもどこでも生涯を通じて学ぶことができ、また、スポーツやレクリエーションなどを楽しめ、暮らしの豊かさを実感できるまちを目指す。

　　　　また、これまで培ってきた海外都市との友好関係など国際交流の成果を踏まえ、より一層の交流の推進を目指す。

○地域経済再生計画抜粋（平成１７年１０月に気仙沼商工会議所策定）

　１．計画の目的

　　　　気仙沼市は、海山川の豊かな自然環境に恵まれた水産都市として、独自の文化を育んできた。地方都市がおしなべて経済力を減衰する事態に直面している現状から、それからの脱出を図り、再生化を図るため、地域の特性を生かしながら可能な

　　　方途をさぐるため、計画策定した。

　　　　地域特性としての自然環境と水産経済を主柱として、「水産」と「観光」による立市という二つの産業を再生計画のスキームとする市民合意を、計画策定の基本として、具体的な方策提言をまとめた。

　　　　気仙沼商工会議所が主体となって取り組み、行政、関連諸団体の意見を徴し協調をはかりながら、合併施行後の地域全体を視野に入れ、計画実現化をはかる諸策も併せて計画し、自立した地域としての道を歩むための経済面からの指針とすること

　　　が、この計画の目的である。

　　　　・この計画で、今回の計画地区内の重点的整備について「まちづくり交付金」等の積極的活用が提言されている。

方針に合致する主要な事業

・地区内の道路ネットワークの整備、防災機能の向上により、安全・安心なまちづくりを図る。

　本中央部地区は、商業地域である５０haの市中心市街地を含み、本市の多岐に亘る公共公益施設及び都市機能並びに産業経済・観光関連施設が集積

している。また、平成９年度に完成した新城沖土地区画整理地を擁するなど、本市の中枢地区であることから、市道及び都市計画道路の整備により各種機

能へのアクセス時間の短縮を図るとともに、災害避難路として整備し市民の安全・安心を確保する。

主要地方道気仙沼唐桑線整備関連事業（市道本町川口町線）

都市計画道路本郷古町線道路改良事業

・地域内の公共公益施設及び都市機能並びに産業経済・観光関連施設等を利用する市民及び観光客の利便性並び快適性の向上を図る。

　地区内の利便性及び快適性の向上は市民生活のみならず観光客などの来訪者に対する「おもてなし」の表れとなる。また、障害を持つ人や高齢者等に対

しても優しく暮らし易いまちとなる。

公共交通網再編事業

・地区内にある都市公園トイレの水洗化と多目的トイレの設置などにより，障害を持つ人や高齢者を含む地区住民及びイベント開催時の来外者等の公園利

用者の利便性及び快適性を向上させ，目標である「快適なまち」づくりを増進する

都市公園　大川公園のトイレ建替事業



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）

基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 気仙沼市 直 Ｌ＝１１０ｍ Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ１９ Ｈ２３ 573 573 573 573

気仙沼市 直 Ｌ＝１０５ｍ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ２１ 69 69 69 69

公園 気仙沼市 直 A=２２．１㎡ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ 7 7 7 7

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 649 649 649 649 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

委員会 間 140,000人 Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 30 30 10 10

気仙沼市 直 2,085㎡ H２０ H２０ H２０ H２０ 36 36 36

0

気仙沼市 直 － Ｈ１９ Ｈ２１ Ｈ１９ Ｈ２１ 60 60 60 60

－ 0

0

－ 0

合計 90 126 106 106 …B

合計(A+B) 755

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

宮城県 Ｌ＝ 400m ○ Ｈ１４ Ｈ２２ 1,648

宮城県 国土交通省 Ｌ＝　800m ○ Ｈ１７ Ｈ２０ 400

宮城県 国土交通省 Ｌ＝  160m ○ Ｈ１７ Ｈ２０ 187

気仙沼市 水産庁 Ｌ＝ 413m ○ Ｈ１６ Ｈ２２ 4,100

委員会 140,000人 ○ Ｈ２０ Ｈ２３ 120

合計 6,455

主要地方道気仙沼唐桑線道路改良事業

南町海岸駐車場改修事業

細項目

公共交通網再編事業
事業活用調

査

地区内

気仙沼市魚市場南側施設整備事業

浜見山急傾斜地崩壊対策事業

観光事業活性化支援事業

まちづくり活

動推進事業

大川広域基幹河川改修事業

事業

住宅市街地

総合整備

事業

観光事業活性化支援事業

地域創造

支援事業

事業

事業箇所名

浜見山地内

魚市場前

南郷地内

本町・川畑・本郷地内

地区内

事業主体

（参考）事業期間

全体事業費

（いずれかに○）

事業主体

直／間

地区内

南町海岸

事業箇所名

所管省庁名

事業期間

規模

－

－

－

都市計画道路本郷古町線

大川公園

20

うち民負担分

0

0

20

交付期間内事業期間

規模

（参考）事業期間

市道本町川口町線

規模事業

細項目 うち民負担分

国費率 0.4

交付期間内事業期間

交付対象事業費 755 交付限度額 302

事業主体事業箇所名 直／間
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