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梗概 

東日本大震災の発生から約 7 年が経った今日、岩沼市は「復興のトップランナー」とし

て高い評価を受けている。特にハード面では順調に進捗し迅速な復興が実現したことで知

られている。一方で、ソフト面では市民に寄り添った「心の復興」のためにさらなる丁寧

なサポートが必要であるとして課題に挙げている。また、観光振興においては、東北地方

屈指の観光名所である竹駒神社を有する岩沼市であっても従来型の観光に加え、新たな観

光のあり方を確立することがさらなる発展のために必要となっている。 

 これらのことを踏まえ、岩沼市民が参画し、活躍できる交流の機会をつくることで「心

の復興」を実現したいと考える。ひいては、岩沼市近郊の仙台市民などを対象に岩沼市全

体を舞台に岩沼市民参画型の魅力的な「来訪体験」を提案することができれば交流人口の

拡大も達成できるのではないかと考えた。具体的には、岩沼市内で体験型イベントや市民

農園などを企画、展開する。さらにサブスクリプションを導入することで継続的な来訪者

の確保を狙う。いわば、「コト消費型サブスクリプション」事業である。 
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第１章 「地域資源を活用した観光と交流人口拡大による震災復興」の定義 

「公共政策フォーラム in2019 いわぬま」開催案内において、岩沼市は「29 年度までの

7 年間の計画期間が満了となり、岩沼市の復興状況の現在地を確認したところ、 『復興の

トップランナー』として評されており、ハード面においては順調な復興の進捗が得られた

一方で、『心の復興』といったソフト面に関しては，まだ時間がかかるものと判断され、引

き続き、被災者に寄り添った丁寧なサポートが必要となっている。1」とある。そうした現

状を前提に、テーマの解釈を試みた。本ゼミナールの学生の大多数が今回の公共政策フォ

ーラムを通じて初めて岩沼を知った。現状では、観光などで訪れる際に発想する対象とし

ては広く知られていないのではないだろうか。 

 そこで、近年のコト消費が重視されるトレンドを踏まえ、アピールするべき魅力的な来

訪体験を実現することに着目するべきだと考え、フェスなどのイベントを例として挙げる。

CD が売れない時代になった2と言われているが、音楽フェスは全国各地に広がり、観客動

員数も増えている3。さまざまな地方で開催されるようになったアートイベントも観客だけ

でなく運営ボランティアも含めて多数の参加者を獲得している例がある。有名な観光地が

存在していなくても、地域外からの来訪者を獲得するきっかけとなっているのだ。特に学

生は自身の趣味に利用する時間が比較的多いため、参加者の中の割合が高いのではないだ

ろうか。報道などでもこれは「コト消費」として分析されている。 

 次に我々は「地域資源を活用した観光と交流人口拡大による震災復興」というテーマの

要素を分けて考えることで、政策提案の方向性を検討した。 

 地域資源を活用することは、観光、交流人口拡大の両者にもかかる言葉であり、我々は

まず観光を想定する。そして、観光だけではない様々な形での交流人口拡大を目指す提案

をし、地域資源を最大限に活用する。さらに我々は、貴重な「体験」つまり「コト消費」

もまた立派な地域資源であり、岩沼市には、地域資源として広く認識されていないものの、

「コト」を提供する場になると同時に、コミュニティ形成のきっかけとなりうる潜在的な

地域資源が数多く存在すると考える。この地域資源にアレンジを加えることによって、観

光客として岩沼市に訪れるだけではなく、コミュニティに参画することで、岩沼市に関心

を持ち続ける関係性の構築をすることが重要であると考える。 

次に、継続的に岩沼市を訪れ、地域資源を活かし岩沼市民と市外からの訪問客との接点

をより多くつくることで、地域コミュニティに参画する人口を増加させ、「交流人口の拡大」

を図る。しかし、それだけではひとつひとつのコミュニティの規模が小さく、交流人口の

拡大にも限界がある。そこで、コミュニティ同士で横のつながりを持たせることで、「コト」

の幅を広げ、より幅広い層の人を岩沼へ誘えるようになりコミュニティも岩沼を接点とし

たより大きなものとなる。その中で、交流を深めることで、震災復興をハード面に限らず、

ソフト面での復興を、一度きりのものではなく、継続的なものとする。 

 従って、我々は「地域資源の潜在能力を引き出し、継続的に参画するパートナーの輪を

広げることで、力強い岩沼市を構築すること」とテーマの解釈をした。 

 

第２章 現状分析 
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2-1 既存政策 

まず初めに現在岩沼市において策定されている様々な都市計画を確認する。 

「いわぬま未来構想」(平成 26 年度) によると「民間活力による発展が期待される仙台空

港や仙台東部道路、国道４号・６号が所在する交通利便性、歴史・文化などの有形無形の

地域資源を活かし、本市の発展を支えてきた農・商・工業を活性化するとともに、観光の

復興を図ります4」とある。 

また、「岩沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成 29 年度) では「観光振興による

交流人口の拡大」とあり、「復興のシンボルである『千年希望の丘』の整備を推進するとと

もに、ボランティアによる植樹や育樹、震災語り部の活用等を通じて、震災伝承・防災伝

承を兼ねた復興ツーリズムの充実を図ります5」と記されている。 

従って、今回の公共政策フォーラムのテーマである「地域資源を活用した観光と交流人口

拡大による震災復興」とは前述した二つの都市計画において示されている岩沼市のめざす

理想的な震災復興と発展を集約したものであり、震災以降掲げてきた重要な指針として位

置付けることができるのではないだろうか。 

 

2-2 岩沼市の現状 

 岩沼市の現状について述べていく。まず、岩沼市の昼間の人口流出入の状況を岩沼市都

市計画マスタープラン(平成 29 年度)6で確認する。15 歳以上の就業者の 43.1％は岩沼市内

に通勤しているが、次いで 26.1％が仙台市内に通勤している。さらに、15 歳以上の通学者

においては 46.7％が仙台市内に通学している。これは岩沼市の 28.4％よりも高い割合で

ある。このことから岩沼市は仙台市のベッドタウンとしての側面を持つことがわかる。 

 次に交流人口の現状について確認していく。交流人口の定義は存在しないため、本ゼミ

ナールでは観光客入込数を交流人口と定義する。岩沼市の観光客入込数は 2,297,962 人(平

成 26 年度)7であり、竹駒神社だけの観光客入込数は 1,700,000 人であると記されている。

ここで宮城県内の観光地である仙台市と松島町で比較する。仙台市と松島町の観光統計に

よると、仙台市の観光客入込数は 21,817,554 人(平成 30 年度)8、松島町の観光客入込数は

2,761,000 人(平成 29 年度)9である。 

岩沼市には、金蛇水神社と竹駒神社という長い歴史と由緒ある神社がある。金蛇水神社

は「花まつり・春季例大祭」が開催されており、その際には臨時直通バスが設けられるな

ど多くの観光客が訪れ、外苑に咲く牡丹や藤の花などの庭園も魅力的である 10。また、竹駒

神社は、日本三大稲荷にも数えられるように 1000 年を超える歴史を持つ東北地方屈指の

名所である。初詣には約 45 万人、年間約 170 万人もの参拝者が訪れ、宮城県の調査によれ

ば、宮城県内の主要な景観、名所、旧跡の分類別観光入込客数では 2 番目の数値である11。

なお、この調査において松島海岸が最多の年間約 275 万人となっている12。東日本大震災

以降、他の地点同様に大きく減少したが、現在の数値まで回復した。しかしながら、回復

傾向も近年は停滞しており、現在の数値は発災以前の年間約 360 万人前後という水準には

達していない13。松島町都市計画マスタープラン（平成 30 年度）14の第 3 章松島町の現状

と課題において、景観保全のために「住民協働による景観形成に向けた体制、取組みの強

化を図る必要性」について言及している。また、地域コミュニティの課題として、「地域の
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防災活動や各種イベント等を通じて、地域のコミュニティ活動の担い手を育成するととも

に、まちづくり活動への住民参加体制の充実・強化に努める必要がある 15」と述べている。

現状の手法及び体制では不十分であるという認識が読み取れるともに、住民参加型の体制

づくりをめざしている。 

 このことから、竹駒神社を擁する岩沼市も、日本三景の一つである松島を擁する松島町

も、旧来型の観光の限界に直面しており、これからの時代にふさわしい観光のあり方や、

来訪者の獲得策が求められているのではないだろうか。 

ここから言える問題点は、初詣やお祭りの時期外で人に来てもらう施策が不足している

という事である。また、岩沼市には、上記施設外でも千年希望の丘や朝日山公園といった

多くの地域資源が点在しているが、その間の連携は弱く、地域住民のためのコミュニティ

バスとしての機能が重視されている事を指摘したい。竹駒神社や千年希望の丘などが孤立

している状態であり、神社の例でいえば参拝客は参拝して終わりになってしまう。岩沼市

にある目的で来た観光客を、その体験だけで終わらせてしまうのはあまりにも惜しい。 

『岩沼市統計書』(平成 29 年度)16によると年平均気温が 12.1℃で、海洋性気候で温暖で

積雪も少ないといった特徴がある。さらに市の北約 18km には政令指定都市である仙台市

があり、市内には仙台空港があり、国道 4 号、6 号や JR 東北本線も通っている。つまり、

岩沼市は気候的にも地理的にも、農業に適している環境であるといえる。しかしながら岩

沼市に特産物といえるものは幻のメロンと呼ばれる「クールボジャメロン」があるももの、

それも市外へ広く知られるためには生産量が少なすぎるという問題がある 17ため、岩沼市

の特産品として売り出すには難しいところがある。 

 まとめると、岩沼市にとって農業は強力な武器となりえる一方で、現状では交流人口拡

大へは活かせていないと言えるだろう。また、産業別の人口として農業は 676 人で、その

うちの 48％を 65 歳以上の高齢者が占める。「岩沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 18

の人口ビジョンによると 2019 年の岩沼市人口は 43,987 人であるが、2040 年には 39,177

人、2060 年には 32,346 人と人口は減少していくと予測されており、後継者不足という問

題を抱えていることも忘れてはいけない。このままでは恵まれた条件があるにもかかわら

ず、衰退していくのは明白であり、農業という岩沼市が持つ強力な武器をどう活かし、維

持していくかは大きな課題である。 

 

2-3 これからの課題 

 これまでの岩沼市の課題を整理すると、日本三大稲荷にも数えられる竹駒神社を擁する

岩沼市は、旧来型の観光の限界に直面していること、そして岩沼市の立地に適した農業を

どう活かしていくかがあげられる。 

 ここで、地域資源について確認する。地域資源とは、従来の解釈では、実在する物体と

しての意味で認識されるが、1 章で述べたように「体験」や「コト消費」を重視する近年の

トレンドを踏まえれば、その地域でできる有意義な「体験」や新たな「知識や価値観の形

成」といった来訪者を惹きつける「コト消費」も重要な地域資源として機能していること

が分かる。このことから地域資源とは「観光施設」や「自然の景観」であるという従来の

ような解釈のみをもって地域資源の本質とすることはできず、前述のような「コト消費」
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やそれを可能とする「人々のネットワーク」をも含めた概念として捉えなおす必要がある。 

 こうしたことを踏まえたうえで、今回の「地域資源を活用する」というテーマを考える

必要がある。その際には、現在岩沼市で広く認知されているものに限らず、前述したよう

な「地域資源」を対象とするべきである。 

 よって、ここでいう現存する地域資源の潜在能力を引き出すとは、継続的に岩沼市を訪

れたくなるような魅力的な来訪体験を生み出すことである。また、岩沼市民も参画するこ

とを通じて岩沼市の魅力に気づいてもらうことが重要である。 

 次章からは、どのようにして現存する地域資源の潜在能力を引き出していくのか、いか

にして継続的により多くの人が岩沼市を訪れる可能性を見せるか、ということを考える。 

 

第 3 章 政策内容 

3-1 概要 

 第 1 章で確認したように、「ハード面においては順調な復興の進捗が得られた」岩沼市に

おいて今後より一層の注力が求められている復興とは、継続的なサポートを要するソフト

面の復興つまり、『心の復興』であると考えた。 

 本提案において『心の復興』を実現するために、「新しい交流の機会」をつくり出し、「岩

沼市民の活躍」をめざす。まず、「新しい交流の機会」とは、地縁型コミュニティ 19を土台

として、居住地に制約されないという性質をもつテーマ型コミュニティ 20の融合である。

これを岩沼市に当てはめれば、震災以前から涵養されてきた地縁型コミュニティを土台に、

新しく移り住んだ岩沼市民と岩沼市外からの来訪者をテーマ型コミュニティの参画者とし

て迎え、その両コミュニティを結び付けた新しい交流の機会をつくり出すことである。さ

らに「岩沼市民の活躍」とは、岩沼市民がそれぞれの得意分野を活かして主体的に活躍し

ている状態をさす。 

 そこで本提案では、「コト消費型サブスクリプション」事業を提案する。その一つの柱と

なるコンテンツとして市民農園がある。近年の社会のトレンドを考慮し、可能な限り利用

者はモノを所有しない農業を提案する。農機具や肥料など農園の設備を使うことができる

ようにすることで、モノを所有するリスクをなくした農業を実現し、農業へのハードルを

下げることができる。さらに、サービス利用者は岩沼市民と利用者が交流できるイベント、

ワークショップなどに参加することができる。利用者は毎月の支払額の中でこれらの「体

験」つまり、「コト消費」を楽しむことができる。サービス利用者は、予約や参加費の支払

いなどの手続きを簡略化できるだけでなく、農業やイベントを通じて出逢う目的を一にす

る仲間ができる。それによって、イベントを楽しむだけでなく、参加すること自体に価値

が生まれる。ひいては、岩沼市に継続的に足を運ぶことで岩沼市に親しみや関心を抱くこ

とになる。 

 また、岩沼市民にはこれらの「コト消費」を実現するために様々なアプローチで参画し

てもらうことで従来の枠を超えた交流の機会を持つことができる。そうした中で、岩沼市

民がやりがいや楽しさを感じながら人々と交流、活躍していることが理想的であり、本提

案では実現を目指す。 
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3-2 サブスクリプションの動向 

 サブスクリプション(以下、サブスクとする)とは、”Subscription”の略称で、「製品や

サービスなどの一定期間の利用に対して、代金を支払う方式」(三省堂『大辞林』より)の

ことである。また、利用者からすれば「利用する期間に応じて料金を支払うシステム」の

ことであり、事業者からすれば「利用する期間に応じて利用者から料金を受け取ることで、

継続的にサービス提供や製品販売を行う事業モデル」のことである。また、テクノロジー

を活用することで、顧客のニーズに応じた商品やサービスを提供し、継続的に課金するビ

ジネスモデルが最新の潮流となっている 21。 

 これまでも小売業やサービス業者がサブスク型ビジネスを展開してきたが、近年メーカ

ー自身で自社商品をサブスク型で提供する形態のサービスが出てきた。現時点で「音楽」

「動画」「車」「衣料品」「食」「日用品」など様々な分野でサブスクのサービスは存在して

おり、まさに「サブスク隆盛期」である。矢野経済研究所によるとこの傾向は今後も続き、

サブスクの国内市場規模は年率 5〜15％ずつ拡大していく見込みだ22。 

 そもそもサブスクがここまで増加している背景には、「選択するという手間が解消され

る」というサブスクの特徴が挙げられる。その道の専門家や AI が利用者の志向や経験を踏

まえて商品やサービスを選ぶため、ネットにある膨大な情報を調べて比較衡量するという

手間が省ける。それに加え、購入に伴う高額出費がなくなることや定額で様々なものを試

せることは利用者にとって魅力的だ 23。 

 サブスクのマーケティングは他の業種とは異なり、「再度売る」ことではなく「退会しな

いようにユーザーを維持する」ということに重点を置く必要がある。 

  

3-3 先行事例 

 「コト消費」のなかでも典型的なモデルである市民農園は、屋上庭園や週末農業など、

様々な形がある。そこで、どのような取り組みがあるのか紹介したい。 

 まず紹介するモデルケースでは、播種や収穫などの農業体験の際、種、苗、肥料、農機

具などの貸し出しや知識が豊富なアドバイザースタッフから雑草の手入れや水撒きなどの

指導サービスが行われているため、初心者でも安心して利用できる。また、休憩・宿泊が

できる古民家付き農園では、農業体験ができるだけではなく、収穫した野菜を使用して芋

煮やカレー作り、農園に併設された窯でのピザ作りなどが体験できる。さらに、バーベキ

ューや忘年会などのイベント会場として利用することも可能である。他にも、野菜の種を

付録にし、農業の楽しみを特集した情報誌の発行、養蜂や料理教室などの菜園カルチャー

スクールを展開しているところもある。 

 上記のようなケースから、実際に土と触れ合い農業体験をすることで、農業や食に対し

て理解を深める食育や情操教育ができるだけでなく、バーベキューや宿泊といった農作業

と関連したイベントに参加できることも売りとしているケースが多いため、地域のイベン

トと組み合わせることにより、地域経済への還元効果も期待される。これにより、農園利

用者と地域住民の交流を図ることができ、交流を通して、住民にその地域への愛着を持っ

てもらえることも期待される。 
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3-4 詳細 

 本提案におけるコンセプトは「コト消費×農×サブスクリプション」である。この提案

は、農園利用者が継続的に岩沼市に訪れることで交流人口を拡大し、岩沼市で経験、体感

できるサービスを実現する。さらに、岩沼市民も様々な人との繋がりを感じながらコミュ

ニティを形成し、交流人口を拡大することを目的とする。 

 まず我々は現代社会において、資産を所有する時代から利用する時代に変化しているこ

とに注目した。そして、その変化に適合したビジネスモデルとしてサブスクリプションが

考えられる。 

 サブスクの事業者側の大きなメリットとして「継続的に収益をあげられること」があり、

それはすなわち「岩沼市で継続的に人々が交流すること」を意味している。期間単位で料

金を支払っているため、利用者は少しでも元を取ろうと一定以上の頻度で岩沼市を訪れる。

そこで交流の場を設けることが出来れば、岩沼市に訪れる目的は自然と「人々との交流」

になる。これはまさに岩沼市が目指しているところであり、岩沼市の理想像なのだ。 

 このサブスクの隆盛期において本提案で提供すべき価値は「新しい消費体験」「圧倒的な

利便性」「コスト優位性」の 3 つだ 3。「岩沼市がこの 3 つの価値をいかに提供し、継続的な

交流人口を増やしていけるか」が成功の鍵となるだろう。 

 以下で、その 3 つの要素についてこのサービスの市民農園を例に検討していく。 

 

①新しい消費体験 

 今回我々は農業を中心とした様々な体験型アクティビティを提供するが、農業体験や定

額制の貸し農園などはすでに存在する。それらのサービスはすでに都心部や仙台市内でも

数多く存在し、ただの農業体験はもはや「新しい体験」とは言えない。今回の我々の提案

は、農業体験にとどまらず、そこから派生する「加工」「料理」「工作」などを一度に体験

し、「本当の農業」を全身で感じることができるサービスである。さらに、前述のようなサ

ービスと農地周辺の住宅に定額で宿泊できるサービスも組み合わせることで、週末などに”

住”、”食”、”体験”などライフスタイルを根底から変えて生活をするという「全く新

しい体験」を目指す。 

 従来のただ育てて収穫するだけの「表面的な農業」から脱却し、それらに関連する様々

な体験もまとめて提供する「真の農業」は、ユーザーにとって衝撃的な体験となるだろう。 

 また、育てる作物に関しても全く新しいアプローチをする。誰もが知る定番の野菜に加

え、多くのユーザーが名前すら聞いたことがないようなユニークな世界中の野菜を取り扱

う。それらの野菜は季節ごとにリニューアルしていくため、ユーザーは常に新しい体験を

することができ、飽きることがない。 

 

②圧倒的な利便性 

 サブスクで農業を行うことの特徴は、農作業に必要な農機具だけでなく、加工道具、調

理するための調理器具、泊まり込みで作業するための宿泊施設、定期的に行われるイベン

トへの参加などの面倒な手配をまとめて行うことができるということだ。これらのサービ

スは 1 つの料金体系に含まれるため、ユーザーの負担は大幅に削減できる。 
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 また、平日に加え週末でも来れない時は農園のスタッフが農地の管理を行うため、普段

は農地のことを心配する必要もない。それだけでなく、1 日 1 回作物の生育状況を写真で

レポートするため、家にいながら作物の成長をリアルタイムに感じることができる。 

 さらに、今回我々は育てる作物はこちらで予め難易度ごとにランク付けしたうえでユー

ザーに提示するオプションも設ける。こうすることで、ユーザーは育てる作物を考えたり

悩んだりする必要性から解放され、しかもこのことは「自分で決めないからこそ継続的に

新しい体験ができる」という一石二鳥の性質を持つ。もちろんこの植物の種を用意するの

コストも 1 つの料金体験に含まれているため、ユーザーはまさに「お金を払うだけ」で様々

な全く新しい体験をすることができるのである。 

 

③コスト優位性 

 まず、サブスクのサービスにおけるコスト優位性の「コスト」とは、単に価格だけのこ

とを表すわけではない。物を置くスペースや手間も含めて「コスト」として捉えなければ、

サービスに付加価値を与えることはできない。 

 今回の我々のプランでは、農機具や宿泊施設などの手配を一度に行うことで圧倒的な利

便性を誇るうえ、このことはユーザーの負担を大きく取り除くことができる。 

 また、自分が農地にいない時に作物がどうなっているかを心配することは、ユーザーに

とって大きな心のコストだ。その点も、農地に来れない時の農園のスタッフによる農園管

理が大いに軽減してくれる。当然、様々なサービスをまとめて提供するため、1 つひとつ

個別に手配するよりも金銭的なコスト面でもお得に利用することができる。 

つまり、我々のサービスは、金銭面、手間、心のコストなどのあらゆる面でコスト優位

性を持っている。 

 

 以上のように、今回の我々のプランではサブスクに必要不可欠な「新しい消費体験」「圧

倒的な利便性」「コスト優位性」24の 3 つを網羅しており、岩沼市で多くの人に交流しても

らいたいということを考えると、定期的に人々が岩沼市に訪れるサブスクという事業形態

が最もふさわしいと考えている。 

 また、岩沼市は全国の誰もが知るような巨大シェアを誇る特産品がなく、これは一見大

きな欠点に見えるかもしれないが、実は「何にでもなれる」という大きな可能性を秘めて

いる。新しい消費体験のところで述べた「聞いたこともない野菜」などの新しい分野に旺

盛に取り組むことができるのは、岩沼市が特産品のイメージに縛られていないためだ。岩

沼市はまさしく「オールラウンダー」の素質を持っている。我々のプランは、先入観に縛

られない岩沼市でしか成し得ないのだ。 

 また、このサービスでは岩沼市内を舞台に様々なイベントを展開する。その際には、岩

沼市民との「協働」が不可欠となる。本提案で想定するイベントとは単発のものだけでな

く通年で行うものも想定している。一年間をかけて完了するイベントを企画することで単

に「体験した」よりも一段階上の「コト消費」にすることができると考える。企画する段

階では、岩沼市内の事業者や市民団体等に提案、アドバイスをいただきながら実施する企

画を決めるコンテストを開催する。そして、サービス利用者には参加の入口としてイベン
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ト企画コンテストの審査員として参加してもらう。市民や地元の事業者が関わりながら企

画運営することで、岩沼市の魅力をサービス利用者に伝えることができるだろう。 

 このようにして、他地域から参加するサービス利用者が継続的に岩沼市を訪れることで

交流人口を拡大することができる。さらには、岩沼市民が活躍する機会を創出することが

でき、「心の復興」を進めることができると考えた。 

 

おわりに 

「心の復興」は数値化できないことから、進捗を確認することはできない。よって、本

提案も丁寧かつ継続的に実施するために、岩沼市民の声を反映させながら進める必要があ

る。つまり、市民との「協働」ができて初めて実現することが可能である。そのため、岩

沼市民が得意分野を活かして主体的に活躍することが理想的であると考えている。 

 そこで、1 章から 3 章にかけて示してきたような近年の社会や消費者のニーズの変化に

注目し、そうしたトレンドに適応したコンテンツである「コト消費」や事業形態である「サ

ブスクリプション」を取り入れた。本提案を事業として継続させていくためには、先行事

例や失敗例を研究しながら必要に応じて、企画やシステムをアップデートしていく必要が

ある。 

 本提案によって継続的に参画するパートナーの輪を広げ、一層魅力的で力強い岩沼市を

構築することができると考える。 
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