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人的被害

住宅被害

産業被害

⚫死者数 ：1,043人（警察発表）

⚫行方不明者数： 214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支給者数：8,137件

一部損壊：5,4651,893

内加算支援金申請件数：4,918件（60.4%）

（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31年4月末現在



【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。



【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

4
復興計画



協会から市に対し，震災復興後の「魚市場の水揚げ回復」や「冷蔵・加工施
設の本格稼働」を見据え，魚市場の周辺への「トラックターミナル」整備につい
て働きかけを実施

背 景

「トラックターミナル」整備計画の経緯

震災前の魚市場周辺は，住宅併用型の工場・事務所と住宅が混在しており，
水産物の荷捌き作業を行う場所は無く，魚市場近傍の県所有の岸壁や野積み
場等を利用していたが，震災後は，岸壁の災害復旧や三陸道整備等の公共事
業に活用されることとなり，今後の早急な使用が見込めない状況となった。



日本一活気溢れる水産都市の実現

本市の基幹産業である水産業の核となる魚市場は，北日本最高位の水揚げ
を目標に掲げ，その実現のため，密閉型低温売場や船倉水の処理施設などを
有し，ＨＡＣＣＰにトレーサビリティを加えた高度衛生管理施設として再整備する
とともに，入港漁船の大型化への対応やトラックターミナル設置など，水揚げか
ら荷捌・入札・出荷までの動線の確保と作業時間の短縮により流通・販路の拡
大を進め，買受力の強化による漁船誘致など，漁船の受入体制と販売体制の
再構築を行います。

「トラックターミナルの整備」は，流通段階における水産クラスターを形成す
る重要な機能の一部を担う施設として「震災復興計画」に盛り込まれる。



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31年3月完成予定

◇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3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5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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◇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）】
30年度 13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）



重点事業２ トラックターミナル整備
［実施主体 ：市 実施地域 ：気仙沼地域］

現 状
（課題）

津波により魚市場後背地が被災し、鮮魚品、加工品の出荷等の積み込み時に必要となるト
ラックの待機場がなくなっています。

また、十分な道幅、車線数が少ないことから、効率的な流通体制の構築が困難となっていま
す。

事業概要

鮮魚品、加工品の出荷拠点として、積込箇所としての整備を行うほか、中小企業の小口品の
集積箇所として、トラックターミナル整備を行うことにより、効率的な流通体制の構築を図ります。

また、整備に当たっては幹線道路への接続等にも考慮し、魚市場周辺のアクセスの改善を図
ります。

実施期間 H２３年度～H２７年度

取組内容

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

財源構成 国・県・市

区 分 復興

用地選定

事業実施

震災復興計画「トラックターミナル整備」



事業手法検討

・市 → 土地の確保，舗装・外構工事
・協会→ 管理・運営団体の組織化，事務所，トイレ等の設置

復興交付金申請

復興交付金事業として承認（Ｈ２７年３月）

⇒ 水産加工等集積地及び魚市場の近傍に整備することにより，
効率的な運送が可能となり，基幹産業である水産業の復興の加
速化が図られる。

漁業集落復興効果促進事業「復興地域づくり加速化事業」

復興交付金

※「トラックターミナル」 → 「水産物輸送荷捌き用地」として申請



組合員名簿

㈱臼真倉庫

㈲真鍋運輸

宮城エキスプレス㈱気仙沼営業所

㈲エヌ・オー通産東北営業所

㈱大一物流気仙沼営業所

東北陸運㈱気仙沼営業所

塩釜陸運㈱気仙沼営業所

平成２７年８月２５日

設立年月日

設立目的

市が整備を行う「水産物輸送荷
捌き用地」を有効活用し，水産物
の輸送の円滑化等を図る。

事業内容

・ 「水産物輸送荷捌き用地」の
利用に関する事業

・組合員の相互の親睦に関する
事業

・本会の目的達成に必要と認め
られる事業

気仙沼水産物荷捌き事業協同組合



水産加工施設等集積地

気仙沼市魚市場

水産物輸送荷捌き用地

（仮）気仙沼港IC
2019年度中供用開始

（仮）大島北IC
供用開始時期未公表

荷捌き用地位置図



荷捌き用地平面図

：ネットフェンス

：外灯設置箇所（4箇所）



事業期間

工 事 費 １０２，６３２千円
用地購入費 ７５，９１７千円

総事業費 １７８，５４９千円

財 源

平成２８年１月 ～ 平成３１年３月 （３年２か月）

整備内容

東日本大震災復興交付金基金 ８０％
震災復興特別交付税 ２０％

※事業費予算の確保，及び用地の取得状況に合わせ，３期に工事
を分割実施（各工事終了の都度，暫定的に使用を開始）

・整備面積 １１，７０７㎡ （うち購入面積 ３，９５８㎡）
・舗装 １１，４４４㎡ ・フェンス ４５３ｍ
・アスカーブ ６０ｍ ・外灯 ４基 ・出入口 ６か所

※ プレハブ事務所，簡易トイレ，水道施設，仮設テント等は組合で設置

「水産物輸送荷捌き用地整備事業」概要



仮設テント設置

第１・２期工事側 ３期工事側

混載配送配送先区域別の駐車

荷捌き用地写真



効 果

■利用台数 ２，８１５台
・集荷便 １，６８６台（６０％） → うち市外・岩手県 ２５３台（１５％）
・出荷便 １，１２９台（４０％） → うち共同配送 ８６６台（７７％）
■出荷先別内訳
・関東地方 ３１８台（２８％） → うち共同配送 ２５２台（７９％）
・中部地方 ７５台（ ７％） → うち共同配送 ５６台（７５％）
・関西地方 １３３台（１２％） → うち共同配送 ４９台（３７％）

施設利用実績（４月分）

１ 効率的な輸送による「ドライバー不足」解消に寄与
２ 作業時間の短縮に伴う「働き方改革」への対応
３ 小口配送の実現
４ 輸送コスト等の削減など

震災により市内の水産物を扱うトラックの台数が激減（H22  401台 → H26  223台）

した状況下において，個別の配送を行ってきた複数の企業が共同で荷物を積み合わ
せすることにより，効率的な運送を実現し，配送コストの削減等を図る。

共同配送事業の実施による施設の更なる活用



三陸沿岸部や北海道などからの荷物の増加が見込まれ，気仙沼漁港の三
陸沿岸地域における役割も増大し，ハブ施設としての機能・役割を担うことが
期待される。

１ 震災により三陸沿岸地域の輸送体制が脆弱化
２ 宮古・室蘭フェリー航路開設（２０１８年６月） → １０時間
３ 三陸沿岸道路の全線開通（２０２０年度予定） → 仙台まで約１時間３０分

１ 水産物輸送荷捌き用地の隣接地に冷蔵倉庫の整備を行い，機能を強化
（組合員企業が整備し，組合員で共同利用）

２ 市内のみならず圏域を超えた共同配送の実施により
→ 水産クラスターのラインナップの一翼を担い，復興事業の加速化に貢献
→ ドライバー不足等業界課題への対応

背 景

三陸沿岸地域の運送拠点（ハブ化）


