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大船渡
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当初　平成１８年３月
第１回変更　平成１８年８月
第２回変更　平成２０年８月

第３回変更　平成２０年１１月
第４回変更　平成２１年３月
第５回変更　平成２２年３月
第６回変更　平成２２年７月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 248 ha

平成 18 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 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

人／年 H16 H22

人／年 H16 H22

点 H17 H22

都道府県名 岩手県 大船渡市
お お ふ な と し

大船渡
お お ふ な と

港湾
こうわん

周辺
しゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 22

大目標　：大船渡駅・大船渡港周辺の賑わい再生と環境にやさしいまちづくり
　小目標①：大船渡駅・大船渡港周辺の交流人口増加による賑わい・コミュニティの活性化
　小目標②：文化拠点機能の強化・連携による文化活動の促進
　小目標③：安全な安心できるまちづくりによる防災力向上

・大船渡市は、岩手県の沿岸南部に位置しており、急峻な山地が海岸線まで迫っている典型的なリアス式海岸で形成され、景観に優れた国立公園碁石海岸と県立自然公園五葉山を擁する自然豊かな港湾都市である。平成13年11月に海を共通の発展
基盤としてきた三陸町との合併が実現し、新生大船渡市として「海」を最大限活用した国際港湾都市を目指したまちづくりに取り組んでいる。
・国際港湾都市に向けた動きは全国的にも注目を集めており、昨年は『ポートオブザイヤー2004』グランプリを受賞したほか、今年も『2005海の日モデル地区』の指定を受けている。また、「環境行動計画モデル事業」を導入し、住民と一体となり港湾を活用
した『環境配慮型のまちづくり』を平成17年度より実施し、環境に優しい取り組みの推進に努めている。
・当地区には南北にＪＲ大船渡線が通っているため、東西地区が分断された状況であり、利便性が悪いため回遊性に乏しく、また、災害時（津波）の避難ルートが確保されておらず、便利で安全な居住環境整備が望まれている。
・ＪＲ大船渡駅は老朽化した状態であり、また、駅と港は近接しているが、連携性・一体性に乏しく、海を活用した交流促進の拠点形成が必要な状況である。
・大船渡市は県内都市で唯一市民文化会館が整備されておらず、市民の文化振興・生涯学習等の拠点となる施設整備が望まれている状況である。
・大船渡市では、このような背景を受け、平成11年度に大船渡駅周辺活性化計画を策定、平成13年度に策定した「大船渡市総合発展計画」において、市の将来都市像を『活力で輝く未来 国際港湾都市 大船渡』として大船渡港を中心に港湾・水産・観光
を柱としたまちづくりの推進と、それらの活力のまちなかへの波及を目指した取り組みを行ってきている。
・海を活用した地域振興として、市民参加型による『三陸・大船渡夏まつり』が毎年8月に開催されており、年々来訪者は増え、平成17年度においては約21万人の来訪者が訪れる東北最大級の海の祭典として成長しているが、継続的なにぎわいの創出に
は至っていない状況である。また、平成16年度に実施した都市再生モデル調査「海にひらこう岩手の国際化プラン」を契機とし、複数の市民団体による「大船渡みなとまちづくり協議会」が発足し、港のマリーナ化を目指してさまざまな活動が行われてい
る。

・大船渡駅・大船渡港周辺における交流・コミュニティの場の形成
　イベント開催時には多くの来訪者等による地域交流が生まれ賑わいがあるが、年間を通じての交流・コミュニティが生まれる環境が形成されていない。また、碁石海岸への来訪者等を街なかやイベントへ引き込む魅力づくりや、さまざまなイベントを開催
するための各種支援も望まれている。
・文化活動拠点の機能・連携が弱く利便性が低い
　現在の図書館や会議室は老朽化しており機能強化が望まれている。また、各施設が分散配置されていることにより利便性が悪く、市民の文化振興・生涯学習活動を促進する状況に至っていない。
・災害時（津波）の避難路及び避難場所の確保
　災害時の避難路及び避難場所の確保等、誰もが安心して暮らせる居住環境整備が望まれている。

・大船渡市総合発展計画において、海という地域資源を有効に生かし、港湾を最大限に活用するため、将来都市像を『活力で輝く未来　国際港湾都市　大船渡』と位置づけ、政策の大綱に「豊かさが実感できる都市環境づくり」「魅力と活力あふれる地域
産業づくり」「健康とやさしさに満ちた福祉社会づくり」「文化の香り高い生涯学習のまちづくり」「地方分権時代に対応したまちづくり」の5つを掲げており、、当地区は新市においても中心部としての役割を担うにふさわしいまちづくりを推進することとし、本都
市再生整備計画に位置づけている事業を主な施策としている。
・環境行動計画モデル事業においては、住民と一体となり港湾施設等を活用した環境負荷低減モデル事業の推進をテーマに、「環境配慮型のまちづくり」を目指すこととしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

270,000

会議室・研修室・図書館利用人数 市民文化会館の利用者数 地域交流の増加によるコミュニティの活性化 85,787 110,000

大船渡港湾周辺イベント参加者数 大船渡駅・大船渡港周辺への来訪者数（イベント参加者数） イベント参加者数の増加によるに賑わい・コミュニティの活性化 244,200

3.00/5.00一時避難生活に対する安心感
災害時における一時避難所などでの避難生活に対する安
心感を持っている人の割合（加重平均）

一時避難所の防災機能強化による防災に対する安心感の向上 2.64/5.00



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

○安全な安心できるまちづくりによる防災力向上

・災害時の避難場所としての防災機能を備えた公園を整備することにより、地域住民の安全を確保する。
・津波災害時における沿岸部（大船渡駅東側）からの避難路を確保するため、JR線を跨ぐ東西自由通路を整備する。
・また、地域住民だけでなく、観光客をはじめとした来訪者の避難を円滑に誘導できるよう地区の主要な箇所に避難場所への地域案内板を設
置する。
・市民文化会館及び周辺の広場、駐車場については、地域の防災拠点としての機能・空間を確保するよう整備する。

加茂公園（基幹事業／公園）
笹崎公園（基幹事業／公園）
大船渡駅東西自由通路（基幹事業／高次都市施設）
地域案内板（基幹事業／地域生活基盤施設）
大船渡市民文化会館（基幹事業／高次都市施設）
市民交流広場（基幹事業／地域生活基盤施設）
市民交流広場駐車場（基幹事業／地域生活基盤施設）

大船渡市民文化会館（関連事業）

○港湾施設等を活用した環境負荷低減の推進
・国土交通省環境行動計画モデル事業の実施地域に選定され、貨物等の輸送を海上輸送へモーダルシフトすること等によるＣＯ２排出量の削減を推進するなど、今後も住民と一体となって港湾を活用した「環境配慮型のまちづくり」を

進める。
・当該モデル事業の実施方策の一つとして「まちづくり交付金」制度の活用を位置づけており、「まちづくり交付金」制度における各事業についても環境に配慮して実施する。

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
・事業終了後も引き続き、将来ビジョンの達成に向け中・長期の目標達成を目指し、継続したまちづくり交付金事業の活用も含め検討を行うものとする。なお、その検討にあたっては引き続き庁内ワーキンググループおよび市民団体と
の懇談会を存続させ、官民協働のまちづくりを目指すものとする。

○交付期間中の計画の管理について
・交付期間中において各種の事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果をあげるために、庁内ワーキンググループを今後も継続的に開催し、毎年、事業成果について評価や事業の進め方の改善等を行うためのモニタリングを実施
する。また、都市再生整備計画や計画概要等を市のホームページで公開し、市民からメール等で意見の聴取を行うこととする。

方針に合致する主要な事業

○大船渡駅・大船渡港周辺の交流拠点形成等による賑わい・コミュニティの活性化

・三陸沿岸地域の水揚げ基地である大船渡魚市場の建替えにあたり、市場機能の充実の他、来訪者等が「海」や「水産業」を感じることがで
きる展望デッキや交流スペースを整備することにより、交流人口の増加を図る。
・大船渡港と大船渡駅を結ぶエリアは、「みなとまち」にふさわしい、賑わいがあり、海を感じられるような景観形成を図るとともに、駅周辺には
自由通路や緑地、駐輪場等を整備することにより地域住民と来訪者が自由に交流できる環境形成を図る。
・大船渡駅と大船渡港を結ぶ道路や、駅周辺及び商店街を中心に市民団体等がさらに活発に活動できるような環境整備・支援や環境に配慮
したまちづくりを進めることにより、地域交流の活性化やコミュニティ形成を促進し、交流人口の増加を図る。
・碁石海岸等地域資源への来訪者を街なかへ誘導するため、主要幹線道路や地区内に地域案内版を設置する。
・大船渡駅は、大船渡港への玄関口としての立地特性を生かし、１Ｆ部分に来訪者への観光・物産情報の発信拠点機能を付加する。

大船渡魚市場交流空間整備（基幹事業／高次都市施設）
海・体験交流施設整備（基幹事業／高次都市施設）
地域案内板（基幹事業／地域生活基盤施設）
街なみ街路整備（基幹事業／高質空間形成施設）
大船渡駅東西自由通路（基幹事業／高次都市施設）
大船渡駅舎改築事業（提案事業／地域創造支援事業）
大船渡駅多機能交流館（仮称）地域交流施設整備事業（基幹事業／高次都市施設）
大船渡魚市場建設設計（提案事業／地域創造支援事業）
イベント支援事業（提案事業／地域創造支援事業）
海上七夕船の購入（提案事業／地域創造支援事業）

大船渡魚市場整備（関連事業）
体験ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾖｯﾄ教室、つり大会等（関連事業）
環境行動計画モデル事業（関連事業）

○文化拠点機能の強化・連携による文化活動の促進

・老朽化した図書館や市民ホールの機能強化・機能集約のため、複合機能を有する市民文化会館を整備し、芸術文化の振興、生涯学習の推
進等市民文化活動を促進する。また、市民文化会館の企画運営については、市民と共同して議論を進め、市民の意向を踏まえた施設運営方
針を策定することにより、利便性の高い施設とする。
・大船渡駅は、１Ｆ部分の観光・物産情報の発信拠点としての機能の他、２Ｆ部分に地域住民等が文化活動等を行える会議室・憩いのスペー
スを併設することにより、文化活動を促進する。
　また、ＪＲ大船渡線により分断されている居住ゾーン（大船渡駅西側）からの連絡ルートとして自由通路を整備することにより、当該スペース
の利便性向上を図る。

大船渡市民文化会館（基幹事業／高次都市施設）
市民交流広場（基幹事業／地域生活基盤施設）
市民交流広場駐車場（基幹事業／地域生活基盤施設）
大船渡駅東西自由通路（基幹事業／高次都市施設）
大船渡駅舎改築事業（提案事業／地域創造支援事業）
大船渡駅多機能交流館（仮称）地域交流施設整備事業（基幹事業／高次都市施設）
大船渡市民図書館（提案事業／地域創造支援事業）

大船渡市民文化会館（関連事業）
市民文化会館企画運営市民参画推進事業（関連事業）



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

公園 大船渡市 直 A=0.6ha 平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度 64 64 64 64

大船渡市 直 A=0.2ha 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 12 12 12 12

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 大船渡市 直 － 平成18年度 平成22年度 平成18年度 平成22年度 90 90 90 90

高質空間形成施設 大船渡市 直 － 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 5 5 5 5

高次都市施設 大船渡市 直 － 平成18年度 平成22年度 平成18年度 平成22年度 5,137 173 173 173

大船渡市 直 － 平成20年度 平成22年度 平成20年度 平成22年度 227 227 227 227

大船渡市 直 － 平成19年度 平成22年度 平成19年度 平成22年度 117 117 117 117

大船渡市 直 － 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 372 223 223 0 223

大船渡市 直 － 平成16年度 平成20年度 平成18年度 平成20年度 5,246 2,100 2,100 2,100

既存建造物活用事業

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

バリアフリー環境整備促進事業

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 11,270 3,011 3,011 3,011 …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
大船渡市 直 － 平成18年度 平成20年度 平成18年度 平成20年度 729 729 729 729

大船渡市 直 － 平成19年度 平成22年度 平成19年度 平成22年度 161 161 161 161

夏まつり実行委員会 間 － 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 30 30 20 20

大船渡市・青年会議所 直・間 － 平成18年度 平成20年度 平成18年度 平成20年度 4 4 3 3

大船渡市 直 － 平成18年度 平成18年度 平成18年度 平成18年度 68 68 68 68

大船渡市 直 － 平成18年度 平成22年度 平成18年度 平成22年度 12 12 12 12

合計 1,004 1,004 993 993 …B
合計(A+B) 4,004

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
大船渡市・岩手県 農林水産省 ○ 平成19年度 平成22年度 3,380

大船渡市 国土交通省 平成17年度 平成19年度 未定

大船渡市 ○ 平成15年度 平成20年度 1,861

大船渡市 国土交通省 L=610m、W=9.5～12m ○ 平成15年度 平成20年度

市民団体 平成16年度 継続

市民団体 ○ 平成18年度 継続 69

合計 5,310

－

大船渡魚市場交流空間整備

－

海・体験交流空間整備

交付対象事業費 4,004 交付限度額

－

事業
細項目

事業主体事業箇所名

1,710.4 国費率 0.427

0

0

0

0

うち民負担分

11

0

0

0

0

大船渡市民文化会館

0

0

0

大船渡駅東西自由通路

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模
（参考）事業期間

大船渡市民図書館

事業箇所名

大船渡駅舎改築事業

事業

大船渡魚市場改修事業

まちづくり検討委員会

地域創造支援事
業

事業活用調査

まちづくり活動推
進事業

図書館整備事業

観光交流支援事業

規模

大船渡魚市場建設設計調査

事業期間

市民文化会館企画運営市民参画推進事業

（いずれかに○）

大船渡市民文化会館

大船渡魚市場

事業主体 所管省庁名

市民参画事業

道路整備事業

市民文化会館整備事業

事業モニタリング

まちづくり住民活動 イベント活動

全体事業費

環境行動計画モデル事業

海上七夕船購入

住宅市街地
総合整備
事業

事業
細項目

交付期間内事業期間

直／間

加茂公園

笹崎公園

規模事業主体 直／間
（参考）事業期間

事業箇所名

市道田茂山明神前線（赤沢工区）道路新設事業

0

イベント支援事業

観光交流支援事業

地域交流支援事業 1

10

建築設計

0

大船渡駅多機能交流館（仮称）
地域交流施設整備


