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第２期大船渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略　施策・プロジェクト（案）

大船渡市企画政策部企画調整課

※シート内「第２期の取扱」欄について

継続再編：第２期総合戦略においても継続して取り組み、施策に再編するもの

継続展開：第２期総合戦略においても継続して取り組み、取組内容や対象を拡充して展開するもの

絞込再編：第２期総合戦略においても継続して取り組むが、取組内容の一部に絞って再編するもの



意図・目標 事業概要

13 新産業創出と起業・第２
創業支援

・成長志向の先導企業の支援を通じて、業種横断
的に域内連携を構築し、域外からの収益を域内に
波及させること。
・域内連携を拡大することで次なる基盤産業を生
み出し、成長を促進すること。
・地域特性を生かした農林業の成長産業化が図ら
れ、新たな基盤産業となること。
・事業承継型の起業によって、域外からも含めた
経営人材の確保と事業継続による雇用の維持が図
られること。

332 ワーク・ライフ・バラン
ス実現促進プロジェクト

継続
再編

131 地域産業人材育成強化プ
ロジェクト

継続
再編

2 労働力ベストミックスプロジェクト 関係団体等と連携し、職業相談や職業訓練、資格取得支援等により就労機
会の拡充を図る

132 スマートキャリア構築プ
ロジェクト

継続
再編

14 新しい働き方の促進と地
域産業人材の育成

・人生100年時代を見据えたキャリア形成の場、
職業訓練の場、学び直し（リカレント教育）の場
が適時適切に提供されること。
・多様な働き方が実践され、働き方改革が浸透
し、ワーク・ライフ・バランスが実現した職場と
なること。
・女性、高齢者、障がい者、外国人等働きたい人
が働ける環境が整っていること。

1 若者地元定着プロジェクト 中高校生に対するキャリア教育等で地元企業を知る機会を提供しながら地
元就職を促進するとともに、UIターン就職を支援する。

3 新しい働き方普及促進プロジェクト テレワーク等のITを活用した新しい働き方や複数の仕事をするマルチワー
クについて普及を図る。

夏イチゴ産地化プロジェクト イチゴ生産・担い手育成拠点施設において施設営農リーダーを育成しなが
らブランド化に取り組み、将来的な産地化を目指す。

123 出る杭育てるプロジェク
ト（起業家輩出プロジェ
クト）

継続
再編

8 椿総合産業化プロジェクト 気仙地区の椿油搾油施設を連携して椿実収穫の仕組みを構築しながら、椿
関連商品の開発や苗木生産等を支援する。

9 未利用・低利用資源活用プロジェク
ト

7

未利用・低利用資源等の新たな活用に向けた調査研究や素材入手等への支
援を行う。

122 新分野進出促進プロジェ
クト

継続
再編

5 地場産業高度化・人材育成プロジェ
クト

ふるさとテレワークセンターを活用した、明治大学サービス創新研究所と
連携したＩＴ活用課題解決型人材の育成と実証活動を行う。

6 ワインぶどう産地化プロジェクト ワインぶどう生産農地の拡大を支援しながら、生産体制を整えるととも
に、ワインツーリズムの取組を展開する。

4 三陸マリアージュ創出・展開プロ
ジェクト

大船渡ふるさと交流センター・三陸SUNを拠点に、地元産品による「三陸マ
リアージュ」の都市部飲食店等への販路拡大に取り組む。

ILC誘致・実現推進プロジェクト ILC誘致・実現を見据え、要望活動や講演会等をはじめ、当市のILCアク
ションプランに基づく取組を展開する。

121 テレワーク導入促進プロ
ジェクト

継続
再編

2 次世代産業人材輩出プロジェクト 企業の新事業創出の支援のため、中核的人材に対して、商工会議所等を連
携した人材育成プログラムを提供する。

3 新商品・新事業チャレンジプロジェ
クト

未利用・低利用資源等の新たな原材料をもとに商品開発する事業者等や、
事業者と大学等との共同研究を支援する。

1 スタートアップ応援プロジェクト 起業を志す人等を対象に無料相談会の開催や、個々の実情に応じて、地域
金融機関等と連携して支援する。

12 臨海型産業の誘致による
産業集積の推進

・大船渡港の機能が強化され、港湾貨物量が増え
ること。
・永浜・山口地区、盛川右岸工業団地の工業用地
に港湾利用型・臨海型の企業が立地すること。

1 港湾物流ネットワーク構築プロジェ
クト

港湾物流機能の強化を図るとともに、ポートセール等で荷主企業の発掘・
強化による港湾貨物取扱量の増大を図る。

持続可能な漁業推進プロ
ジェクト

継続
再編4 ナマコ多用途利用ビジネス創出プロ

ジェクト
ナマコ関連商品の開発や販路開拓を支援しながら、インバウンド向けの商
品展開に連携して取り組む。

5 ウニ蓄養事業化プロジェクト 産学連携での実証研究を支援しながら、将来的なウニ蓄養の事業化への道
筋をつけていく。

11 水産・食産業の競争力強
化

・漁業者と水産流通加工業者との連携により、大
船渡市魚市場をへの水揚増強を図り、水産加工業
等の加工原魚等確保がなされること。
・地域資源を活用した高付加価値商品が開発さ
れ、地域外からの経済効果を地域内に波及するこ
と。
・担い手確保と業務省力化等により生産力の向上
が図られること。

114 港湾物流機能強化プロ
ジェクト

継続
展開

2 企業立地促進プロジェクト 港湾利用型・臨海型企業を中心に利用可能な産業用地への誘致活動を展開
するとともに、市内企業等の工場増設等を支援する。

3

111 水産業連携強化促進プロ
ジェクト

継続
再編

2 漁業担い手育成・総合サポートプロ
ジェクト

就業支援フェアへの出展等で新たな漁業就業者の確保に取り組むほか、意
欲ある担い手への資機材整備や生活面での支援を行う。

3 技術応用・生産性向上推進プロジェ
クト

生産工程の省力化等の産学連携を支援するほか、事業者間で連携する商品
開発等を支援し、付加価値が高められる仕組みをつくる。 113

1 水産加工原魚等確保安定化プロジェ
クト

新たな養殖等の情報交換の場を設け、導入可能性を検討し、可能性がある
ものについて実証試験に取り組む。

施策 プロジェクト
プロジェクト

第２期
の取扱名称 名称

基本目標１ 大船渡にしごとをつくり、安心して働けるようにする

第２期総合戦略 現行の総合戦略



意図・目標 事業概要

222 移住総合支援体制構築プ
ロジェクト

継続
展開

422 都市間交流連携促進プロ
ジェクト

継続
再編

213 復興交流ネットワークシ
ンカプロジェクト

継続
展開

2 大船渡まるごと生活体感プロジェク
ト

移住者目線での短期移住プログラムをつくり、移住希望者に体験してもら
う機会を提供しながら、移住につなげる。

22 関係人口の拡大と移住・
定住の促進

・復興ボランティア等を通じて形成された交流関
係から地域活動に発展させ、継続的な交流が図ら
れること。
・交流自治体や大学等との相互交流を継続しなが
ら、経済交流や大学の「知」を地域活性化に生か
す取組に発展させ、互恵関係を築くこと。
・移住を検討するときの必要な情報が簡単に入手
でき、一時滞在や生活体験ができる体制を整え、
移住者を増やすこと。
・スポット的な業務のマルチワーク化を進め、二
地域居住者の短期移住が図られること。
・移住後の地域内で生活を円滑にするサポートが
あること。

1 都市・大学相互交流促進プロジェク
ト

連携協定等を締結する自治体や大学等との交流事業を継続しながら、地区
課題解決の活動に展開し、関係人口化を図る。

継続
再編

5 スポーツ交流拠点形成推進プロジェ
クト

赤崎グラウンドにおいて、サッカーと基本に宿泊施設や観光物産協会と連
携しながら、合宿や大会等を誘致する。 221 大船渡スローライフ・ス

ローフードプロジェクト
継続
再編

112 おいしい「食」づくり力
向上プロジェクト

継続
再編

2 大船渡の「食」満喫プロジェクト 旬の地元食材がいつでも食べられる飲食店等の情報を発信しながら、近隣
市町村等からの来訪者を増やす。 211 スローシティ大船渡プロ

モーションプロジェクト
継続
再編3

6 スポーツ・アクティビティ体験型交
流創出・展開プロジェクト

旧甫嶺小学校を宿泊施設に改修し、スポーツ・アクティビティや地元体験
プログラムでの誘客を図る。

世界の椿館・碁石において、椿油搾油体験等を提供するとともに、近隣観
光施設と連携した誘客に取り組む。

212 大船渡ファン獲得プロ
ジェクト

21 多様な主体による交流人
口の拡大

・官民問わず個々の観光スポットにおけるサービ
スが充実し、それらを周遊できるする仕組みが構
築され、観光来訪者自らが気軽に周遊できる環境
が整っていること。
・訪日外国人が円滑に観光できる受入体制が整っ
ていること。
・異日常体験プログラムを中心にオールシーズン
で誘客できる宿泊業を核とする受入体制が整って
いること。
・スポーツ大会や文化イベント等を通じて交流を
深め、大船渡ファンになってもらうこと。

1 大船渡観光情報発信強化プロジェク
ト

市全体の観光情報に係るHPやSNSの連動性を高め、市内宿泊事業者や飲食店
等との連携し、即時性のある情報発信体制を整える。

碁石海岸観光拠点化推進プロジェク
ト

碁石海岸レストハウスでの体験プログラムの提供やお土産品の充実を図る
とともに、近隣観光施設と連携した誘客に取り組む。

4 椿の里おおふなと拠点形成推進プロ
ジェクト

7 三陸広域観光連携プロジェクト 震災復興や三陸ジオパーク等のテーマ性のある広域観光ルートを確立し、
近隣市町村と連携して誘客を図る。

基本目標２ 大船渡への新しい人の流れをつくる

第２期総合戦略 現行の総合戦略

施策 プロジェクト
プロジェクト

第２期
の取扱名称 名称



意図・目標 事業概要

意図・目標 事業概要

絞込
再編

市街地再生と連動した公共
交通ネットワーク再構築プ
ロジェクト

継続
再編

2 寛容共生行動推進プロジェクト 地球観光に配慮した環境共生型のくらしを推進するとともに、温暖化ガス
の排出抑制に向けた実行計画を策定する。 431 再生可能エネルギー普及

促進プロジェクト
継続
再編

42 持続可能なまちづくりの
推進

・人口が減少しても安心して日常生活が送れるよ
う、都市機能の効率化が図られ、中心部と集落部
のアクセスのよい公共交通ネットワークが構築さ
れること。
・再生可能エネルギーの普及等環境負荷の低減に
向けた取組がなされること。
・廃止される公共施設（建物）について、地域活
性化に資する民間主導での有効活用が図られるこ
と。

1 持続可能な都市形成プロジェクト 復興まちづくりや公共交通のあり方を踏まえ、都市機能を維持するコンパ
クトなまちづくりに向けて立地適正化計画を策定する。

413

432 公共施設適正配置とリノ
ベーション推進プロジェ
クト

411 地域包括ケアシステムを
核としたまちづくりの推
進体制構築プロジェクト

絞込
再編

2 市民活動連携促進プロジェクト 市民活動支援センターを中心に市民活動団体やNPO法人の連携や地区運営組
織との連携を促すとともに、外部資金確保を支援する。

41 協働で誰もが活躍できる
まちづくりの推進

・人口が減少しても地区や集落の機能を維持でき
る互助機能が発揮されること。
・行政と協働し、地区の課題を自ら解決し、住民
主体の地域づくりを牽引する組織ができること。
・地区課題の解決に向けて、NPO法人等の市民活
動団体が多様な主体と連携しながら活発に活動し
ていること。

1 地区協働基盤構築プロジェクト 地区運営組織による主体的な地域づくり活動を促進するとともに、市民活
動団体等との交流を支援し、地区活動の活性化を図る。

421 市民活動団体等育成支援
プロジェクト

継続
再編

施策 プロジェクト
プロジェクト

第２期
の取扱名称 名称

331 地域で支える子育て環境
創出プロジェクト

絞込
再編

基本目標４ 大船渡に生涯暮らし続けられる地域をつくる

第２期総合戦略 現行の総合戦略

32 妊娠・出産・子育ての切
れ目のない支援と子育て
しやすい環境の創出

・安心して妊娠・出産ができる環境が整えられて
いるとともに、子どもが欲しい夫婦への支援がな
されること。
・子育ての悩みを一人で抱え込まないよう支援体
制が整っていること。
・子どもやその保護者を中心に多様な世代が交流
できる拠点が整っていること。
・子連れで街歩きしても休憩ができる等、地域の
受入・支援体制が整っていること。
・子どもと一緒に楽しめる催事やイベントがある
こと。

継続
再編

321 妊娠・出産応援プロジェ
クト

継続
再編

2 子育て支援・交流拠点強化プロジェ
クト

子育てに関する情報発信とともに、地域子育て支援センター等での相談や
支援、異年齢児交流や世代間交流等に取り組む。

3 まちごと子育て応援団プロジェクト 公共施設に子ども見守り拠点を設けるとともに、子育てと仕事の両立を応
援する事業所を広く周知する。

1 妊娠・出産応援プロジェクト 妊娠・出産に係る相談や妊婦健康診査等を実施するとともに、検診や医療
費への助成、特定不妊治療への支援等を行う。

31 若い世代の希望をかなえ
る出会いと結婚支援の展
開

・独身者が気軽に集まり、活動をともにするライ
トな出会いの場が官民問わず整っていること。
・結婚して長く暮らし続けられる地域づくりを官
民で連携して進めること。

1 出会いと結婚応援プロジェクト 社会人交流サークル等による出会いの場を継続しながら、結婚する若者を
応援する事業所を広く周知する。

基本目標３ 大船渡で安心して家庭を築き、子どもを産み育てられるようにする

第２期総合戦略 現行の総合戦略

施策 プロジェクト
プロジェクト

第２期
の取扱名称 名称

311 結婚意識改革プロジェク
ト

継続
再編

312 出会いと結婚まるごと応
援プロジェクト


