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梗概 

 

岩沼市では、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって、死者 186 名、行方

不明者 1 名、家屋被害 5428 戸という過去に例を見ないきわめて甚大な被害を受けた。震災

から約 8 年が経ち、建造物の修繕や瓦礫の撤去はなされたが、市民が震災により受けた心

の傷は大きくまだ癒えていない。岩沼市が本当の意味で復興するためには、市民の心の復興

が不可欠である。 

これまで岩沼市では、震災直後にリーディングプロジェクトを展開し、被災者に向けて先

進的な復興事業を行ってきた。また、「愛と希望の復興」と題してエコ・コンパクトシティ

の創造を進めてきた。しかし、それらの先進的かつ意欲的な取り組みはおろか、被災地とし

ての岩沼市自体が全国的にあまり認知されていない。 

そこで、震災発生後から岩沼市が行ってきた様々な取り組みを 1 つにまとめ、震災復興

の「岩沼復興モデル」と総括し、まず市民に再確認してもらい、さらに全国に情報発信して

地域防災と災害復興の先進地として岩沼の認知度を上げることを提案する。それによって、

岩沼市に興味、関心を持つ人が増えれば交流人口の拡大につながる。そして、岩沼市民が震

災からの復興を実感し、これまでの取り組み対する自信とプライドを持つことができるだ

ろう。それは、市民がふるさとに愛着を持つことにつながり、真の心の復興につながると考

える。 

 

 

１．問題関心 

 

 本稿は、岩沼市民の心の復興を促進し、交流人口の拡大を図るものである。岩沼市は、平

成 24 年 3 月 11 日の震災以降、他の自治体に先駆け、復興計画を策定し、被災者の支援に

取り組んできた。岩沼市は被災自治体の中でいち早く、被災者の集団移転事業、仮設住宅の

整備を終えた。防潮堤の整備も一部を除いて完了し、復興の進度でトップランナーとして評

されるようになった。しかし、震災で被害を受けた建物や施設などのハード面においては順

調な復興がなされた一方で、「心の復興」といったソフト面に関しては、まだまだ時間がか

かるものとして、これからも被災者に寄り添いながら、取り組んでいかなければならない課



題となっている。 

順調な復興がなされたハード面においては、「いわぬまひつじ村」といった観光資源も新

たに整備された。交流人口の拡大という点で一定の効果は出ているものの、まだまだ限定的

な状態である。そのため、これまでの復興活動によって築かれてきた建物や施設を、いかに

有機的に結び付け機能させていくか、といった問題も認識することができる。これらの問題

が絡み合うことで、岩沼市が現在抱えている課題が見えてくる。 

 

 

２．地域の課題 

 

岩沼市の課題は、これまで震災復興のために様々な活動を行ってきたにもかかわらず多

くの人にその特徴や意義、効果が認知されておらず、市民に復興が進めているという自信と

誇りが根付いていないことではないだろうか。 

例えば、「健幸」先進都市を目指したエコ・コンパクトシティの創造は、同市が力を入れ

て取り組んできた魅力的な取り組みの 1 つである。ところが、それらはメディアに取り上

げられることも少ないことから、認知度が低いと言わざるを得ない状況にある。市では震災

後、瓦礫を活用して、沿岸部を津波から守るために、「千年希望の丘」が建てた。名前の由

来には、先進的な復興モデルを千年後の子どもたちに残し、笑顔で暮らせるようにと願いが

込められている（岩沼市のホームページ参照）。岩沼市には、素晴らしい復興のモデルケー

スがあることを、千年後の子どもたちに教訓として伝えたいという想いである。それゆえ、

現代の人たちにも伝えたいという想いも少なからず持っているのではないか。他にも、震災

直後の復興事業としてリーディングプロジェクトという取り組みを行い、復興の旗振り役

として活動している。しかし、このような岩沼市の先進的な取り組みは、ほとんど知られて

いない。これでは当然、市の復興モデルを後世の人たちにも伝えたいという想いは伝わらな

いだろう。市がこれまで行ってきた取り組みを、岩沼の復興モデルとして全国各地に発信す

ることは、岩沼市民にこれまでやってきたことが報われた、という感情を芽生えさせ、これ

までの活動に自信とプライドを与えるのではないか。 

 

 

３．現状認識―これまでの復旧・復興の取り組み 

 

 岩沼市では、震災からの復興を図るため、平成 23 年 4 月 25 日に「岩沼市震災復興本部」

を設置し、『岩沼市震災復興基本方針』を策定した。さらに、5 月 7 日には有識者（学識経

験者、産業関係者、被災者代表等）から構成される「岩沼市震災復興会議」を設立し、8 月 

7 日には千年先をも見据えた岩沼市のあり方として、『岩沼市震災復興計画グランドデザイ

ン』を提言した。その中で、基本理念並びに復興ビジョンを踏まえ、以下の 7 つのリーディ



ングプロジェクトを設定したのである。取り組みに関しては以下の表 1 の通りである。 

 

表 1 復興のための 7 つのリーディングプロジェクト 

（１） すみやかな仮設住宅の建設と暮らしの安定 

（２） 津波からの安全なまちづくり 

（３） 農地の回復と農業の再生 

（４） 自然共生・国際医療産業都市の整備 

（５） 自然エネルギーを活用した先端モデル都市 

（６） 津波よけ「千年希望の丘」の創造 

（７） 文化的景観の保全と再生 

 

 以下に、それぞれの取り組みの概要を見ておく。 

 

（１） 仮設住宅 

岩沼市では、地震及び津波被害により、全壊 723 戸、半壊 1,582 戸、一部損壊 2,601 戸

の家屋被害（平成 23 年 9 月 1 日時点）を受けた。特に、沿岸部の６つの集落では死者 118 

名と甚大な被害が生じ、ほとんどの建物が全壊したことから、住民は避難生活を余儀なくさ

れた。そのため、被災地区の住民が新しい住宅を確保するまでの間の応急仮設住宅を確保す

る必要があった。その際、仮設住宅において、これまでの生活、コミュニティが損なわれる

ことなく自分らしく生活し続ける環境が確保することが重要である。そのため、サポートセ

ンターやボランティア団体などによる心のケアに努めながら、連続性のあるサポートを継

続することも大事になってくる。また、仮設住宅以外に避難している被災者も含めて、必要

な情報や支援が速やかに届けられるよう、きめ細かな対応を図っていく必要があった。 

 

対応 

⚫ 被災された方々の自立を助けるために 384 戸の応急仮設住宅を整備し、6 月５日に希

望全世帯の入居をいち早く行った 

⚫ 応急仮設住宅には暑さ対策・節電対策として緑のカーテンを準備 

 

取り組みの特徴 

宮城県東松島市では住家が流失・全壊又は大規模半壊となり、居住する家がなく、自己の

資力では住家の確保が困難な住民を対象に、抽選方式での仮設住宅への入居を決めた。選考

は応急仮設住宅入居者選考委員会で行い、希望者多数の場合には世帯状況により優先順位

をつけ、抽選して入居者を決定した。このような抽選方式は、公平かつ迅速に入居者を選ぶ

ことができる一方で、これまでのコミュニティや人間関係に対する配慮ができなくなって

しまうため、孤立する世帯の発生、震災関連死の増加につながる。岩沼市では、むしろコミ



ュニティの保全を優先したことが、後の復興にとって有効であったといえよう。 

 

（２）ハード面の復旧と整備 

市内のいたるところで道路の陥没、隆起が起きるとともに、ライフライン（電気、ガス、

水道）に大きな被害を受け、排水機場の損壊や地盤沈下等により、排水能力が著しく低下し

ており、大雨発生時には道路や住宅地で浸水、冠水が発生している。「減災」の考え方に基

づき、東部地区の安心、安全を確保するために、多重防御によるまちづくりを進めるととも

に、中央・西部地区への避難路を確保しなければならない。また壊滅的な被害を受けた地区

については、住民の意向を十分踏まえつつ、集団移転等について検討を進めていくことも求

められる。 

 

対応 

⚫ 国による海岸防潮堤の整備、県による貞山堀の総合的浸水対策の実施 

⚫ 東部地区から中央・西部地区等へ迅速に避難できる安全な道路を確保 

⚫ 地区の意向を十分踏まえつつ、エコ・コンパクトシティの形成を基本とする集団移転等

について検討。 

 

取り組みの特徴 

 住民の意向を早い段階から取り入れながらエコ・コンパクトシティ（詳しくは後述）とい

う基本方針を確立したことが注目される。復旧・復興を急ぐあまり、復興後のまちのビジョ

ンがないまま、あるいは住民の意向が反映されないままハード面の復旧と整備が進められ

がちであるが、岩沼では迅速さを確保しつつも、住民の意向を汲み取りながらビジョンを描

いていると言える。住民からの意向を汲み取るためにアンケート調査や住民参加型のワー

クショップを行った。アンケートは移転する住民を対象に、郵送方式で実施された。内容と

して玉浦西地区のまちづくりルールの見直しや変更、自由記入欄を設けて移転する住民か

らの率直な意見を参考にした。ワークショップでは 3つのグループに分かれて、まちづくり

のルールについて直接話し合うことで、忌憚ない意見をお互いに共有し納得できる答えに

たどり着いた。そして、これらの結果を踏まえて、市が説明会を開催し住民に対してルール

や制度の変更点を説明した。 

 

（３） 農業の復旧と復興 

津波により、1,240ha の農地が被害を受け、被害を受けた農地については、宮城県による

土壌調査が行われるとともに、県と岩沼市地域農業復興組合による瓦礫の撤去作業が行わ

れた。被災農家の半数以上が農機具を失い、離農の意思を持つ農家も多くなっていた。その

ため、農地復旧については、国・県の地盤沈下調査等の結果と農家の意向を基に、ほ場整備

を含めた対応を関係機関に強く要望していく必要があった。除塩については、用排水路の復



旧状況及び土砂の堆積状況等を考慮し、対応を関係機関と調整していくことと農家意向調

査結果を基に、土地利用を含めた今後の地域農業の方向性を検討していくことが必要だっ

た。また離農する農家に代わる担い手の確保と、離農者の就労先の確保も求められた。 

 

対応 

⚫ 農業復興組合の設立や運営に対して支援を行い、地域農業の再生と早期の営農再開を 

目指した 

⚫ 海水が浸入した区域については、用排水路改修、塩分除去、土壌改良等を行い、農地の

復旧に力を注ぐとともに、排水計画の見直しを含む地盤沈下対策を国へ要望 

⚫ さらなる農業振興を図るために、本市の社会的・自然的特性を生かし、1)農業生産 の

高付加価値化、2)農業生産の低コスト化、3)農業経営の多角化を目指した 

⚫ 復興トマトや菜の花、レンゲソウなど塩に強い植物の試験栽培や新規作物の導入を行

う農家を支援 

⚫ 営農の効率化を図るため、JA 等の関係機関と連携して取り組む 

 

（4）産業復興と雇用の確保 

津波により、仙台空港臨空矢野目工業団地、二野倉工業団地で大きな被害を受け、震災前

と比較して正社員とパートを含めた雇用者数が大幅に減少した。工業団地に立地する各企

業の意向等を踏まえ、企業立地や雇用対策について検討を進め、新たな雇用の創出を図るた

めに、新しい分野の企業誘致を含めた産業の振興を図ることが求められた。 

 

対応 

⚫ 震災により雇用を喪失した方を対象に、雇用の確保・促進 

⚫ 工業団地内の企業の再建に向けた支援 

⚫ 津波からの安全性確保 のために、千年希望の丘の配置や避難路の整備 

⚫ あらゆる交通の結節点である岩沼市の特徴を最大限に活かし、新しい分野の企業誘致

を含めた産業の復興を図る 

⚫ 「自然共生・国際医療産業都市」の実現にあたっては、有識者や関係機関等による検討

会を設置し、事業の詳細や震災復興特区の導入等を検討 

 

（５）エネルギー先進都市の創造 

震災による停電が長期間にわたったことで市民生活に大きな影響を与え、同時に東京電

力福島第一原子力発電所の事故に伴い、日本のエネルギー政策の抜本的な見直しが検討さ

れるようになった。そこで求められるのは、停電が長期にわたっても影響が最小限に止まる

ようなエネルギー供給体制の構築、自然エネルギーを活用した先端モデル都市である。 

 



対応 

⚫ 太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの生産拠点としての可能性を検討。 

⚫ 農業の再生を図りつつ、農地としての回復が難しい地区については、太陽光発電による

自然エネルギーの生産拠点としての可能性を検討。 

⚫ 自然エネルギーを活用した自然共生都市として、スマートグリッドを活用したモデル

タウンの構築。 

 

（6）防災、減災の推進と経験の継承 

沿岸部においては、津波の強大なエネルギーにより、防潮堤の機能喪失や、海岸防災林の

流失、倒木などの大きな被害を受けた一方で、岩沼海浜緑地内の小高い丘の上に避難するこ

とにより、津波被害を免れたという事例もあった。そこで、「減災」の考え方に基づき、多

重防御機能の整備と合わせて、避難場所となる機能を沿岸部に確保すること、津波防災に関

する意識の醸成を図るため、被災を受けた地区住民の意向も踏まえつつ、津波被害を後世に

伝え残していくこと。 

 

対応 

⚫ 沿岸部に多重防御の新しい社会共通基盤として、津波の力を減衰させる津波よけ「千 

年希望の丘」を整備 

⚫ 減災に取り組むとともに、後世の人々へ今回の津波被害の大きさや市民の想いをつな

ぐために、「千年希望の丘」を含めたエリアをメモリアルパークとしての整備 

⚫ 「千年希望の丘」などのメモリアルパークの整備にあたっては、諸外国、国内外の 企

業や NPO・NGO などのペアリング支援の獲得 

 

取り組みの特徴 

大規模地震による瓦礫は、一度に大量に発生するという特長があり、津波で破壊された

家々や家財道具は瓦礫と化し、その量は岩手、宮城の両県で 2,000 万トンを越えた。岩手県

で平年の 11 年分、宮城県は 19 年分に相当する膨大な廃棄物を処理することが課題となっ

ている。岩沼市ではこの瓦礫を用いて、自然の防波堤として「千年希望の丘」を整備した。

波よけの効果と後世にまで復興の象徴として残り続けるなどのメリットがあり、震災瓦礫

を有効活用している取り組みとして挙げられる。 

 

（７）防災機能を視野に入れた文化的景観保全 

岩沼市の東部地区は、古くから居久根や貞山堀に代表される優れた文化的景観を有して

いたが、居久根の多くは流失、塩害による枯死などの大きな被害を受けた。しかし、多くの

家屋、集落が、居久根・防風林によって津波外力や瓦礫、漂流物から守られた。居久根は、

暴風・防火の役割があるが、災害の規模によっては被害を軽減する一定の効果が期待できる。 



 

対応 

⚫ 居久根などの周辺景観と調和のとれた良好な地域づくりを推進し、震災からの早期復

興とコミュニティの再構築を図るため集団移転に取り組む。 

⚫ 集団移転実施に際しては、歴史的景観である居久根を再生するとともに、自然再生エネ

ルギーを活用したエコ・コンパクトシティの形成を目指す。 

 

取り組みの特徴 

震災によって街が破壊されたことで元の姿に復旧するための取り組みが多いが、これか

らの将来にむけて新たな街を創っていくことに岩沼市は取り組んだ。それが「エコ・コンパ

クトシティ」の形成である。人と自然の共生を目指し、再生可能エネルギーを活用している。

上記の取り組みに加えて、メガソーラーの誘致も行っており、先進的な取り組みに積極的で

ある。何よりも大事なのは、この取り組みが住民の協力があってのことである。復旧が最優

先される震災時において、新たな取り組みが行うことができたのも根底に住民の合意があ

ったのである。岩沼市の取り組みには住民がこのように復興計画に関わっていたことが多

いのである。 

 

 岩沼市では、東日本大震災以降、復旧・復興を目指して上のような取り組みを展開してき

た。これらの取り組みから見られる特徴を改めてまとめると、以下の諸点を指摘することが

できるだろう。 

 

・人と環境にやさしいコミュニティづくり 

・地元住民との対話を重視 

・速やかな対応 

 

 このような特徴について、まず市民によく知ってもらうことが重要である。市民が、自分

たちも関わった復旧と復興の取り組みをよく理解し、その良さを認識することができれば、

市民自身の自信とプライドにつながるからである。この点については、市の広報や、学校教

育、地域活動を含む生涯学習を通じて、市内全域で継続的な取り組みを進める必要があるの

はいうまでもない。しかし、災害の記憶は時間とともに薄れていくのが常であることから、

市内での取り組みを高いレベルで継続することは容易ではない。市民の関心とモチベーシ

ョンを維持するためには、市外から注目されることが有益である。そこで、ここでは、岩沼

市が取り組んできた復旧・復興について、全国に発信し、全国から関心を持ってもらえるよ

うにすることを中心に検討する。 

 

 



４．危機の経験を「資源」にした例―財政破綻した夕張市の場合 

 

夕張市は平成 16年に財政破綻したことは周知の通りである。財政破綻に陥った要因とし

ては、相次ぐ炭鉱災害及びエネルギー変革や観光施設過大投資、人口の急激な減少などがあ

るが、ここでは財政破綻そのものに関心があるわけではない。この危機的状況から夕張市を

立て直すために行われた様々な取り組み自体が、交流人口を増やす「資源」となったことに

注目する。 

 ほとんどの自治体は厳しい財政状況に直面している。破綻する自治体が続出するという

ことはないにしても、夕張市は他人事ではないという意識も少なからず存在する。破綻対応

ということではなくとも、究極の行政改革の事例としても夕張市の取り組みは参考になる。

そこで、全国各地からの調査・視察が相次ぎ、多くの人が夕張を訪問している。通常の観光

客ではないが、夕張市に強い関心を持ったお客さんである。「財政破綻した夕張市」として

ではなく「甦りつつある夕張市」として知名度を上げるだけでなく、当然、経済効果も生み

出されている。 

 具体的には、夕張商工会議所では管外視察団の受け入れ事業を行っている。これは財政破

綻した「夕張市の概況と今後のマチづくり」について視察団を受け入れるといったものであ

る。現在までに市、県議会議員、経済団体、大学、学校団体など多くの調査・視察の受け入

れを行っている。ここでは資料代や会場料を徴収し、「夕張から見る地域づくり、人づくり」

をテーマに講習会を開いている。主なテーマとしては、地域、観光、商工、農業の観点から

見た振興策、財政再建団体の概要、財政破綻の原因、全国からの支援と地元住民の動き、新

生夕張への提言などが挙げられる。このように財政破綻とそこからの立ち直りの取り組み

が資源となり視察団が訪問し、地域の発展と交流人口の増加につながっている。 

 

 

５．政策提言 

 

岩沼市では上記の復興のリーディングプロジェクトや取り組みから復興のトップランナ

ーと評されるようになった。実際復興事業の取り組みも他の地域から視察に来るほど、評価

されているものもある。そこで私たちはこの岩沼市での復興の取り組みを将来の震災対策

や復興の良きモデルケースとして「岩沼復興モデル」を他の自治体に情報発信していくこと

を提案する。その内容として以下の 3 つ提案する。 

1 つは岩沼市では被災者を元の居住集落単位で、災害公営住宅に集団移転される方式を取

り入れたことである。地域コミュニティの崩壊を最小限に食い止める効果があり「岩沼方式」

と言われている。被災地では被災者の孤立が問題になっていた。被災者の住環境が避難所か

ら仮設住宅、災害公営住宅へと移行するたびに入居抽選が行われ、それまで培ったコミュニ

ティがシャッフルされて人間関係を一から再構築せざるを得なかった事情がある。住環境



が改善されるに従い、孤立が深まる皮肉な結果になっていた。宮城県で仮設住宅、災害公営

住宅に住む１人暮らしの人は 9,685 世帯で、居住世帯全体の 34.5％を占める。県警による

と、県内で「プレハブ仮設住宅に１人で暮らし、死亡状態で見つかった人」は震災後５年間

で計 84 人、震災関連の自殺者も計 40 人に上る（産経新聞集計）。しかし岩沼市では現時点

で被災者の孤独死、自殺共にゼロである。「岩沼方式」と呼ばれる取り組みでは、玉浦西復

興住宅が例に挙げられる。玉浦西復興住宅は岩沼市内唯一の災害公営住宅として市が整備

した。家を自費で建てた自力再建組と合わせ、336 世帯 886 人が暮らしている。岩沼市は仮

設住宅の段階でも「里の杜東住宅」「里の杜西住宅」の主に２つの拠点に旧集落単位で集団

移転させた。その前段の避難所でも集落ごとに生活区域を仕切り、住民が分散しない工夫を

している。取り組みが迅速に進んだ要因として、復興計画をつくる上で住民参加を促し早い

段階で住民同意が得られたことが挙げられる。復興の取り組みが迅速に行われたのは市が

きちんと住民に適切な指示を与えたのも 1 つではあるが、住民の意向をくみ協力してでき

たことが大きいと思われる。 

2 つ目は瓦礫の有効活用である。岩沼市には「千年希望の丘」は、東日本大震災の津波に

より人が住めなくなった土地を活用し、「相野釜公園」、「藤曽根公園」、「二野倉公園」、「長

谷釜公園」、「蒲崎公園」、「新浜公園」の 6 つの公園と園路が整備されている。そして、東日

本大震災の大津波により流された家屋の基礎などの震災廃棄物や津波堆積物、いわゆる震

災瓦礫を丘の土台になどに使っている。大津波の痕跡や被災者の想いを後世に伝え、さらに

集落跡地などの遺構の保存による震災の記憶や教訓を国内外に発信するメモリアル公園と

防災教育の場として活用されている。大型の丘 15 基を南北 10 キロにわたって数珠つなぎ

のように設け、それぞれの丘の高さは 8 メートルと、震災の津波高より高く、災害時は緊急

避難所を兼ねているのである。一般的に処理に困ると言われている震災瓦礫を道の整備や

防波堤づくりなどに活用できるのである。 

3 つ目はエネルギーマネジメントである。「千年希望の丘」の一角に大規模なメガソーラ

ーの建設を行った。震災前は農地だった場所が、津波による塩害と地盤沈下によって農業に

利用することが困難になったため、どのように有効利用するかが課題となっていた。岩沼市

は復興プロジェクトとしてメガソーラーの誘致を決め、「いわぬま臨空メガソーラー」開発

を行った。年間の発電量は 2,900 万 kWh に達して、一般家庭で 8,000 世帯分の電力を供給

することができる。岩沼市の総世帯数（16,500 世帯）の約半分を賄うことができるのであ

る。発電した電力は通常時は電力会社に売電する一方、災害時には地域内に電力を供給する

ことができる。これによって岩沼市はエネルギー自立型の「エコ・コンパクトシティ」を目

指している。 

 

次に「岩沼復興モデル」を広めるために、夕張市が視察団を誘致したことを参考に岩沼市

独自の視察・研修プログラムを提案する。岩沼の経験と取り組みの優れた点を凝縮したプロ

グラムを用意すれば、岩沼へ行けば、災害時の復旧・復興において留意すべきポイントや具



体的なノウハウをまとめて学ぶことができるようになる。また、視察・研修団側が、視察場

所やヒアリング対象を選定するのは困難であるし、対応する岩沼市側も煩雑となるので、あ

らかじめパーケージを用意し、視察・研修団の関心や要望に応じて、迅速かつ有効に対応で

きるようにしておく。岩沼市においてそのような体制が整っていることが全国に知られれ

ば、防災に関わる多くの視察団、研修団を受け入れることが可能になるだろう。 

具体的な視察・研修プログラムは以下の通りである。 

 

① 【現場・現状視察】千年希望の丘一体の施設見学による復興を経ての現在状況理解→一

連の津波被害を避けるための丘の壮観さを実体験し、岩沼市が大きく復興しつつあるこ

とを実感してもらうとともに、瓦礫の活用の具体例を確認してもらう。 

② 【座談会】岩沼市の市職員・議員へのヒアリング調査→岩沼市の復旧・復興に関わった

関係者の中から、日程等を勘案して適任者を抽出し、視察・研修団の希望に沿った回答

者をセッティングする。 

③ 【市民インタビュー】実際に復興に携わった岩沼市民の生の声を聞く→岩沼市において

最も誇るべき側面である、市民の合意と納得を得ながら復旧・復興を進めたことや、地

域コミュニティを維持することに努めたことを、実際に市民から聴いてもらえるように

する。市外の視察・研修団にとって、ヒアリング対象を探すのが最も難しいため、岩沼

市として適任者をあらかじめ選定しておき、随時、対応できるようにする。 

 

 以上のようなプログラムを企画するに当たっては、行政、議会、各種団体、市民代表が参

加した「『岩沼市の経験を全国に』委員会」（仮称）を設置し、地元でのこれまでの取り組み

を再検証することにもつなげる。 

 プログラムを利用する視察・研修団からは一定の料金を徴収することとするが、岩沼市内

に宿泊する場合には原則無料にするなどの工夫を行う。 

このようなプログラムを市のホームページ等で積極的に周知するとともに、旅行代理店

等に委託することにより、より多くのひとに周知してもらう。それによって行政・議員・農

協・漁協・商工会等関係者に広めやすくなることが見込める。近年南海トラフが懸念されて

いるが、最近ではそれよりも内陸地震の発生が警戒されている。よって、「岩沼復興モデル」

を発信することで東海地方や近畿地方のみならず全国各地から視察・研修団が来ることを

見込むことができる。 

 

 

６．効果 

 

視察団側のメリットとして、一般的には市職員や議員、組織・団体の役職員にしか対応し

てもらえないことが多いが、実際に復興に携わった市民の声を聞くことができるため、行政



側からの意見だけではなく市民側からの意見も聞くことができる。また、岩沼復興モデルに

見られるように岩沼市でしか学べないことを学ぶことができることが効果として挙げるこ

とができる。また、視察・研修の準備をする事務局や担当者にとって、時間と労力を大幅に

削減しつつ、効果的で参加者の満足度が高い視察・研修が実現できる。 

そして市側のメリットとしては、地元の PR となることが挙げられる。岩沼市が東日本大

震災の被災地であったこと、一方でいち早く復旧・復興に成功したことを全国に知らしめる

ことができるのである。しかし、単に知名度を上げるだけでは、市民にとっては他人事にな

ってしまう恐れもある。今回の提言は、市民にとっての効果が期待できるが重要である。す

なわち、市民や地域社会が主体的に、また行政と協働して復旧・復興に取り組んできたこと

を、全国の多くの人が注目し、視察や調査に訪れることによって、市民に誇りや自信が生ま

れる。いわゆる「シビック・プライド」が醸成されることになる。震災の経験からシビック・

プライドを持つことができるようになれば、これこそがまさに「心の復興」と言えるだろう。 

最後に、あくまでも今回の企画では付随効果という位置づけであるが、経済効果も期待で

きる。岩沼市でも料金収入のほかに、宿泊・飲食等による経済効果も期待できる。 

 

 

７．まとめ 

 

岩沼市にとってこの「岩沼復興モデル」が多くの人々に認知されることにより、交流人口

拡大を実現できるのではないだろうか。それにより、震災から復興までのたゆまぬ努力や復

興へのひたむきな姿勢が報われ、市民の誇りや自信（シビック・プライド）の源となり、ま

た後世に残すことが可能になる。震災とその後の復旧・復興は辛く厳しい経験であったが、

それは無形の「資源」として、岩沼市の知名度を高め、市民のシビック・プライドを高める

ことに有効なのである。 

災害大国の日本では、今後も多くの被災者が生まれることを覚悟せざるを得ないが、被災

者の心の復興のために「岩沼復興モデル」が大きな役割を果たすことが期待できる。岩沼市

のためだけではなく、全ての人々に貢献することを目指している。 
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