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    １ 事業の背景  

 
観光を、地域を支えるもう一方の柱に 

 気仙沼市は、宮城県の北東端に位置する、全国屈指の漁港都市であり、魚市場は、 
年間 200億円を超える水揚げ金額を有し、水産業が市を支える基幹産業として繁栄し 
てきた。 
 一方、昭和 39年の陸中海岸国立公園編入以来、観光都市として発展し、近年、180 
万人を超える入込み客数を有しているが、ピーク時には３９万人台であった宿泊客数 
は、２１万人程度に落ち込んでいる。 
 水産業は、遠洋まぐろ漁業が中核となり、地域を支えてきたが、経済のグローバル 
化の中で、構造的に、厳しい経営を強いられ、特に昨年は、燃油価格高騰のあおりを 
受け、数社が整理を余儀なくされるなど、地域経済は危機的状況にあるといっても過 
言ではない。 
 この中で、観光を、名実ともに、市を支えるもう一方の柱として確立することが、 
喫緊の課題となっている。 
 これまでの自然景観のみでなく、地域の資源を見直して、「魚食健康都市」、「気 
仙沼スローフード」都市の宣言を活かし、「食」、自然と産業の「体験」、そして、 
歩いて楽しめる港町の魅力を重点に、宿泊型の観光都市づくりに取り組むことが必要 
とされている。 
 また、平成１４年９月に発足した気仙沼コンベンションビューロー協議会は、気仙 
沼市の都市資源を活用して、交流人口の増大による、宿泊、飲食、物産の振興、地域 
の活性化策に取り組んでおり、都市観光推進の一翼を担っている。 
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風待ち地区（内湾周辺） 
 地域の歴史を振りかえるとき、魚町、南町など内湾周辺の中心市街地は、古くから 
交易港、漁港として栄えた港町である。 
 この土地は、冬季、西あるいは北西の風（ナライ）が北上山地から強く吹き下ろす。 
リアス式海岸の奥深い内湾は、航海を妨げる強風を避ける風よけの港であり、同時に、 
出帆するダシ（出し）の風を待つ、風待ちの港でもあった。近世には、長崎俵物と呼 
ばれた海産乾物の交易、明治以降は、カツオ漁など、動力船による漁船漁業の基地と 
して発展してきた。ナライの風は、大正４年と昭和４年に、まちを焼き尽くす大火を 
もたらしたが、漁船漁業の経済力により、またたく間に復興を遂げたと言われる。 
 その後、戦後の高度成長期に、街並みは大きく変貌し、市民の意識も、自家用車の 
普及とともに、内湾、港から離れ、平坦地を求め、市街地の南、あるいは西方面に向 
かってゆく。内湾周辺の中心市街地は、他の多くの地方都市同様、賑わいを失い、シャ 
ッター通りとも称される状況となった。 
 
魚食健康都市宣言、海の道から、港まち恋人スクエアへ 
 昭和６１年、「魚食健康都市」が宣言され、さらには、平成元年、ふるさと創生資 
金により出漁準備岸壁「海の道」が整備された。以降、自然景観のみでなく、人が生 
きる町場の魅力を見直し、また、現代的な車社会に適応した便利な街のみでなく、人 
が生きてきた歴史的な街並みの魅力を見直す機運が生じ、港町・気仙沼のアイデンテ 
ィティを再確立しようとする動きが始まった。 
平成１３年３月、気仙沼観光戦略会議の提言書において、一帯は、「日本有数の漁港 
である気仙沼の魅力を凝縮した場所であり、来訪者が真の気仙沼らしさを感じること 
のできる場所である」と位置づけられ、旅情あふれる「港まち恋人スクエア」として 
の整備が進められることとなった。 
以降、歩行者用案内サインと解説板の設置や、JR特別列車「こがね」の運行開始にあわ

せた周遊観光バスの運行、まちかどお休み処の設置、レンタサイクルの導入、散策ガイド

マップの作成、内湾商店会の街路灯整備などが行われ、都市観光の推進が図られている。 
 
「気仙沼スローフード」都市宣言 
 平成１５年に、リアス式海岸の自然環境と漁港都市としての食の優位性を基に、 
「気仙沼スローフード」都市が、市議会の議決を得て、宣言された。 
 「地域のかけがえのない財産である風土と食文化を守り、次の世代に伝えていくこ 
と、そして多様性を認め合う心豊かな人間性を育み、自然と調和する住みよいまちに 
していくこと」を願って、小・中・高生を対象にしたプチシェフコンテストや環境教 
育講座などに取り組んでいる。 
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風待ち研究会による貴重な建物群の再発見 
 平成１４年、民間団体「風待ち研究会」が発足し、その調査活動により、内湾周辺 
は、昭和４年の大火後に、当時の伝統的な大工の技とモダンな職人の技でつくり上げ 
られた特徴ある街並みであることが再発見された。既に、一帯で５件の国の文化財登 
録が行われ、さらに、調査、申請が進められている。  
 
内湾商店会、活性化集団「粋」、そして、夢波止場実行委員会 
 内湾周辺の５つの商店会が集まって、内湾商店会を組織し、内湾奥の観光桟橋エー 
スポート、港ふれあい公園を会場に、定期的に「青空市」を開催している。 
 また、市内若手商店主のグループ・活性化集団「粋」が、昭和レトロの港町をテー 
マに、魚町地内の空き店舗を拠点に、商店街の活性化を目指し活動している。 
 観光業界の若手経営者を中心に夢波止場実行委員会が結成され、内湾一帯の観光のま 
ちづくりを推進するため、モニュメント・マストのライトアップや手作りの波止場出 
前テーブルの製作、設置など、出来ることはすぐに実行することをモットーに活発な 
活動を行っている。 
 
気仙沼市風待ち区域（南町、魚町、八日町）の景観計画」について 
 平成１６年度に、風待ち研究会景観検討委員会が、ハウジング・アンド・コミュニ 
ティ財団の助成を受けて策定。 
 基本目標の中で、「歴史を語る建物が多く残る風待ち区域の文化的意義を再発見す 
ることで、文化の薫り高い街並みを構築する」ことをうたい、「昭和レトロの景観計 
画」の中で「店舗等景観」として「昭和初期のレトロな雰囲気をいかした建築物外観 
の配慮を図り、統一感のあるゆとりとうるおいのある街並み形成」を進めることとし、 
「景観を演出する工夫」の一環として、「名前入りの紺暖簾」の設置などが挙げられ 
ている。 
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   ２ 事業の概要  

 
 「都市観光の推進による地域づくり支援調査事業」を進めるにあたっては、「気仙 
沼市風待ち観光のまちづくり推進協議会」（会長 気仙沼市長、事務局 気仙沼商工 
会議所）を組織し、下記取組を実施した。 
 
  １ 内湾周辺「風待ち区域」における屋号のれんの掲出 
  ２ 建物景観復元マニュアルの作成 
  ３ 内湾商店会「青空市」協賛イベントの開催 
 
 １及び２について、３の協賛イベント開催時等に、アンケート調査及び歩行者数調 
査を行い、事業の効果、市民の意識を測ることとした。 
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         ３ 推進体制  

 
本調査事業の実施にあたって、５月２６日（木）、気仙沼市地域交流センターにおい 
て、気仙沼市長を会長とする「気仙沼市風待ち観光のまちづくり推進協議会」を設立、 
その後 5回の幹事会を開催し、事業の推進と検証にあたった。 
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 ４ 事業内容  

 
（１）内湾周辺「風待ち区域」における屋号のれんの掲出 

  内湾に面した通りは、屋号通りとも称され、船主、あるいは、魚問屋など、その家 
ごとの独自の印（屋号）が建物の壁面に掲出されており、正面のカーテンに染め抜か 
れている家もある。 
 本事業において、屋号のれん掲出を実験的に行うにあたり、枚数については、４２ 
枚とし、掲出範囲、のれんの色については、幹事会で議論を行った。 
 その結果、まず、内湾に面した魚町二丁目を優先し、そこからまっすぐ角星前、さ 
らにホテル松軒前を通り、右折して一番街方面へ向かうこととした。内湾沿いはでき 
るだけ連続してすべての建物に、後半は風待ち研究会の調査対象となった歴史的な趣 
を残す建物優先で、所有者の意向を確認して設置した。 
 色については、それぞれのお店で固有の伝統色を持ちカーテン等を染めているとの 
意見もあり、検討を行ったが、今回の事業に関しては統一感を持たせることを優先す 
べきとして、紺色の一色とすることとした。 
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屋号のれん掲出事業 アンケート結果とそれを踏まえた考察 
 

 
  のれん掲出前から、景観形成を図る現状の雰囲気については、内湾一帯は、半数を 
超える方々から「おもむきがある好ましい景観である」と評価を頂いていたが、のれ 
ん掲出によりさらに多くの方々から評価を得られるようになった。一方、「雰囲気が 
あるが統一感に欠ける」という意見は回を経るごとに減少し、本事業の効果を確認す 
ると同時に景観形成の必要性を改めて実感することができた。 
色は、全棟統一し、港らしい色として紺色を指定した。しかし、各家々に伝統的な 
色があることや、アンケート回答者からも、水色・青・ピンクという意見があがった。 
 今回、色褪せにもっとも注意し、色褪せても趣がある紺を選択したが、想像以上に 
自然の太陽光は強く、色褪せするまでには、時間は必要としなかった。また、掲出に 
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ついては、朝晩の設置・撤去をお願いしたが、東からの浜風・強風・風雨・積雪など 
自然条件や、各家々の設置環境や事情により、日によって、掲出されないケースも見 
られた。 
 色・デザインとも「良い」との回答が７割以上を占め、掲出区域については、回を 
重ねる度に「のれんを広い範囲に」「もっと連続してあると良かった」という意見も 
多く上がり、のれんの醸し出す雰囲気の良さと、景観統一の必要性が高いことを示し 
た。 
 

 

 
 
 今回、景観づくりの一つとして、初めてのれんの掲出を行った。当初、景観統一へ 
の意識より、「のれんを付けて貰うんだ」という感が強かったエリアの方々も、設置 
がスタートすると、コミュニケーションが取れ始め、日々のれんの話題が聴かれるよ 
うになった。如何にして毎日出すか、色褪せがしない様にするためにはどうしたらい 
いか等の話が聞かれ始めたのは事実であり、市民の意識醸成に大きな効果があったと 
思われる。 
 今回のアンケート結果をみると、のれん掲出者一人一人が「ただ、のれんを掲げれ 
ばよい」というものではなく、実施する意義や問題意識を理解すればするほど、見る 
者への印象が変わり、伝わっていくものであると考察できた。景観形成は、やる者と 
見る者、協力する者の３者が一体となる事が必要である。 
 屋号のれんの掲出について、景観形成と意識醸成のうえで効果があることは明らか 
となったが、一方で費用、出し入れの手間、色、掲出区域等、さらにはそれを具体的 
な遊歩客の増加にどう結びつけるか、検討すべき課題も明らかとなった。 
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（２） 建物景観復元マニュアルの作成 

 前掲の「気仙沼市風待ち区域の景観計画」においても、店舗等の景観について、 
「昭和初期のレトロな雰囲気をいかした建築物外観の配慮をはかり、統一感のあるゆ 
とりとうるおいのある街並み形成」を図るとされており、「共通仕様ルール」を作成 
し、「一人一人が、このまちの歴史や景観等について語れる『おもてなしの心』の創 
造」と「市民を巻き込みながら、気仙沼らしさの追求」を行っていくべきとの提案が 
なされている。 
 そうした中で、本事業において、「建物景観復元マニュアル」を作成したものであ 
るが、幹事会における検討の中で、内湾に面した昭和初期からの建物のうち、もとも 
との建物の外側にパラペットを廻し、外観を変更したものの中で、洋風と和風の２軒 
をモデルとして取り上げ、実験的に、イラスト等で復元イメージを表現してみること 
とした。 
 また、風待ち地区内の建物所有者に、マニュアルを配布し、意向調査を実施した。 

 

 
 
建物景観復元マニュアル アンケート結果とそれを踏まえた考察 
建物意向調査を内湾周辺１２商店会の会員を対象に実施したが、マニュアルの完成度 

は高い評価をいただいたものの、復元費用等の問題で実際の改修意向は低いものであっ 
た。 
 一方、景観条例を制定し景観形成を図ることについては、約半数が前向きな結果で 
あったが、所有者の意向重視の意見も３割を越え、今後合意形成が必要と考える。 
 今後の課題としては、マニュアルをどのように活かしていくか、また、景観づくり 
だけを主に置いた計画推進ではなく、そこに住む市民の生活をどのように表現してい 
くかなど、その将来性まで見越した進め方が大切である。 
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（３）内湾商店会「青空市」協賛イベント 

              「港まち恋人スクエア 風待ちエリア ウォーク」の開催 

 内湾に面する 5つの商店会が連携して「内湾商店会」を結成、青年部を中心に、平 
成 12年度から、内湾に面した観光桟橋の港ふれあい公園を会場に、定期的に「青空市」 
を開催している。本年度は、5月 1日を初回に隔月で 4回開催されたが、本事業として 
は、屋号のれん掲出前の 7月 3日と、掲出後の 9月 4日、11月 6日の計 3回、「港まち 
恋人スクエア 風待ちエリア ウォーク」を開催した。 
 気仙沼湾観光ボランティアガイド連絡会から、午前 2名、午後 2名計 4名ずつのガイ 
ド出役を得て、近隣の小学生や来訪者のみならず、大島へ渡る宿泊客等、観光客の参加 
も見られ、「風待ちエリア」の魅力を味わいつつ、「青空市」の賑わいの一助ともなった 
ものと思われる。 

 

 
 

 11月 6日（日）の青空市当日と、9日（水）に、港ふれあい公園のサジン商店向いに 
おいて歩行者数調査を実施した。これは平成 13年に実施した「気仙沼市中心市街地往 
来人口動態調査」と比較し、平成 15年の「港まち恋人スクエア歩いて楽しめるまちづ 
くり事業」による歩行者案内サイン、解説板の設置や、その後の街路灯設置などを経 
て、本事業の「屋号のれん」掲出の効果を計ろうとするものである。 
 なお、風待ちエリアウォーク参加者の中から抽選で、30名に「気仙沼地域商品券」 
のプレゼントを行った。 
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港まち恋人スクエア風待ちエリアウォーク  
アンケート結果とそれを踏まえた考察 

 今回実施した交通量調査によると、青空市開催の日曜日と平日（水曜日）では、日 
曜日が９４９人・平日が４３１人であった。平日と比較すると休日は２倍以上の歩行 
者があり、青空市の開催の影響と今後、継続開催の重要性が伺える。また、平成１３ 
年に実施した同じ地点での中心市街地人口動態調査（市商工課調べ）と比較すると、 
平日１０６９人・休日４８８人である。青空市の影響は顕著であるが、平日の歩行者 
数が激減していることは、中心市街地の人口減少が顕著であり、空洞化の歯止め施策 
は最重要課題と考察できる。 

 

 
 

  風待ちエリアウォークでは、魚町の角星酒造・斉富商店・武山米店・八日町の三事 
堂ささ木の４箇所を指定し、店先に指定してある屋号（印）を書き取りながら回遊し 
ていただいた。参加者からはエリアが広いということや、ベンチ・日除けスペース等 
による休憩場所や、海を見ながら喫茶できる場所の設置、ちょっと寄れて買い物が出 
来る場所がほしい等の意見が多かった。また、案内看板や掲示板の設置や中心市街地 
エリアを散策できるコースの増設要望や、古い建物と近代的な建物をいっそ並べ替え 
たらもっと良くなるという意見もあった。残念なことに、土・日にお店を空けてほし 
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かったという意見も多数あり、商業者との連携は急務と考える。 
 この結果からみると、歩いて楽しみたい所であることは証明できる。しかし、歩か 
せる体制がまだまだ不足しており、休憩場所の確保やちょっとお茶が飲める場所、さ 
らには、気軽に小物が買える場所、歩いていて自然に触れながら人と触れられる空間 
作りが急務であると考える。 

 

 
 
 
     ５ 都市観光フォーラムについて  

 
 本市をはじめ、本年度、国土交通省「都市観光の推進による地域づくり支援調査事 
業」に採択された地域が一堂に会し、平成１８年１月２６日（木）・２７日（金）と、 
サンマリン気仙沼ホテル観洋を会場に、「都市観光の推進による地域づくり全国フォー 
ラム」が開催された。 
 主催は国土交通省都市・地域整備局、共催に、気仙沼市、講師として、立教大学観 
光学部 安島博幸教授、ゆとり研究所 野口智子所長、別府の(株)ホテルニューツル 
タ代表取締役 鶴田浩一郎氏、大阪市立大学大学院文学研究科 橋爪紳也助教授、日 
本観光協会のトラベルキャスター 津田令子氏を迎え、地元からはパネリストとして 
夢波止場実行委員会の加藤英一氏、地域報告は気仙沼商工会議所副会頭・スローフー 
ド気仙沼理事長の菅原昭彦氏、分科会における報告を風待ち研究会の真山美知代代表 
が行った。 
 事業実施地として、市、本協議会事務局の商工会議所、誘致事業としてコンベンショ 
ンビューロー協議会が協力し、現地支援体制を整え、２００名を超える参加者中、地 
元以外から過半の来訪を得て、成功裡に終えることができた。 
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    ６ 事業の総括   

 
 今回の「都市観光の推進による地域づくり支援調査事業」の実施は、気仙沼の内湾 
一帯の中心市街地を「港まち恋人スクエア」として整備し、情報発信しようとするな 
かで、大きなインパクトを与えた。 
 気仙沼観光戦略会議の「観光都市・気仙沼づくりのための提言書」において、「リ 
アス四季海岸－森と海と人の小宇宙」そして「港まち恋人スクエア」と掲げたキャッ 
チフレーズの前段は、自然、環境、そして食の生産サイドに重点を置き、後段は、町 
場、文化、歴史と食の流通サイドに重点を置いたものといえる。 
 地域の人々が、地域の魅力、資源を再発見する必要性が語られはじめて、相応の時 
が経った。観光戦略会議の提言は、始まりの終わりであり、市民が地域の夢を見出し、 
語り、ひとつの形にまとめた。そこから、夢の具体化に向けて、新たな活動が始まっ 
た。 

 
 本年度の事業により、屋号のれんの掲出実験、建物景観復元マニュアルの作成を行 
い、着実な一歩を進め、アンケート調査も含め、改めて地域市民の関心を喚起し、マ 
スコミ等の報道、あるいは１月の都市観光フォーラムの開催などを通じ、港町・気仙 
沼の魅力を発信することができた。 
 「青空市」のイベント開催時には多くの歩行者数があり、それ以外にも、このとこ 
ろ散策ガイドを片手に歩く観光客も見られるようになり、風待ち研究会に対する視察 
の申し入れも続き、観光ボランティアガイドへの一帯の案内依頼も増加の傾向にある。 
 「港まち恋人スクエア」づくりは、宮城大学の野田一夫前学長も述べているとおり、 
永続するプロジェクトであるが、今年、大きな中間の結節点を迎えたと言って過言で 
はない。 
 折りしも、この３月３１日、気仙沼市と唐桑町が合併して、新・気仙沼市が誕生す 
る。 
 気仙沼商工会議所の「地域経済再生計画」もとりまとめられ、内湾一帯の観光地づ 
くりが、重点整備事項として改めて取り上げられている。 
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 実験としての本事業の成果を検証しつつ、さらには、ここまでの諸事業を総括し、 
風待ち研究会、夢波止場実行委員会、活性化集団“粋”など、あるいは、スローフー 
ドの運動、「森は海の恋人」運動の地として、大島、階上、そして、唐桑地域におけ 
る体験学習など、民間の諸活動を踏まえて、リアス式海岸の自然・環境、港町の歴史・ 
文化、そして食と景観を総合的に捉え直した、広域的な連携の中での、新・気仙沼市 
の観光戦略の構築が、いま、求められるものである。 
 
「港まち恋人スクエア」のエリアにおける具体的な課題 
1）賑わいの創出 

 屋号のれんの掲出については、区域、枚数、また、日焼け等による劣化の問題、さ 
らには、製作費用の問題が明らかとなっているが、景観形成、歩いて楽しめるまちづ 
くりへの寄与は、市民的機運の醸成を含め、大きく認められたところである。 
 遊歩者が増加するなかで、喫茶店など休める場所、地場の産品など、入りやすく気 
軽に買い物が楽しめる土産品店がほとんどないという問題が、浮き彫りにされてきた。 
 これらは、外来の遊歩者の視点に立ったとき、ぜひとも必要なインフラであると同 
時に、外来客の増大を、地域経済の活性化に結びつけるための具体的な形に他ならな 
い。 
 これは、産業センター「海の市」や「お魚いちば」のような大規模投資ということ 
ではなくとも、地元の商業者が、扱い品目を増やすとか、内外装にちょっと手を加え 
るというレベルで充分可能なことである。 
 また、個別具体のこととはなるが、エリア内の活性化集団“粋”による昭和の駄菓 
子屋“粋”は、現在、月・火・木・金・土の、午前１０時から午後２時までの営業と 
なっているが、日曜、夕方への営業時間延長なども求められるところとなっている。 
 
2）景観形成 

 内外装に手を加えるというときに、本事業の「建物外観復元マニュアル」が活用さ 
れる。目指されるべきは言うまでもなく、ハイテックで無機的な超現代風の街並みで 
はない。港町の歴史に根ざした、昭和初期の町場の復元である。 
 ここで、景観条例や景観計画に基づく明確なガイドラインの策定や、行政の支援策 
について、市民的な議論が必要となる。 


