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梗概 

 関西大学永田ゼミナール（以降 本ゼミナール）は,「地域資源を生かした観光と交流人口拡大

による震災復興」という本政策コンペの課題に対する具体的政策案として,「誰もがハッピー！“ヒ

ュッゲ”なまち岩沼プラン」を提案する.豊かな自然に恵まれている岩沼市を,北欧発祥の「ヒュ

ッゲ」というライフスタイルを用いて,温かく居心地の良い空間にし,市民・観光客ともにリラッ

クスできる街にしていくことを目指す. 

 東日本大震災後の岩沼市では,千年希望の丘やいわぬまひつじ村が整備され,ハード面において

は,「復興のトップランナー」と評されてきた.一方で,ソフト面のケアにおいてはこれらの施設を

うまく活用できておらず,被災者の心の復興はまだ時間がかかるものと判断されている. そのた

め,岩沼市の地域資源をより有効に活用し,課題の解決につなげていく必要がある.岩沼市にある

地域資源の新たな魅力を高め,交流人口を拡大し,市民と観光客が交流できる場をつくることが心

の復興の糸口になると考える. 

そこで,本ゼミナールが着目したのが,デンマーク発祥の「日常の当たり前の中に新しさを・幸

せを」を意味する「ヒュッゲ」というライフスタイルである. 本政策案では,交流人口の拡大及び

市民の心の復興を目的として,岩沼市の豊かな自然や優れた食材を活用し,ヒュッゲを通して市民

と観光客を結び付けた事業を展開する. 

私たちは,交流人口の拡大をすることで市民に生きがいを持ってもらうことを最終的な目標と

する.また,生きがいの定義を,被災者が①日常を楽しいと感じる ②人とのつながりを感じる ③

主体性を持って行動する,の 3 つを柱として設定し,震災の傷を抱えた市民がこれらの全てを感じ

ることができた場合に「心の復興」を果たせたものとする. 

以上のことから,本政策案を通し,心の復興を果たすことで,岩沼市が市民・観光客ともに「心安

らげる街」として生まれ変わり,岩沼市の新たな魅力を観光客誘致にもつなげていく． 

 

 

 

第 1 章 現状分析 

 岩沼市は被災から 8 年半経過した今,ハード面の整備において近隣の市と比較すると驚異的な

スピードで進んでおり,復興のトップランナーとして称されている.一方で市民の心の復興は置き

去りになっているという現状がある. それを象徴する例として, 2018年時点で宮城県の不登校率

が全国ワースト 1 位になったことが挙げられる1.これは,岩沼市が学校の設備を整えた2にもかか

                                                      

1 被災地の子どもに不登校急増 宮城で顕著な理由とは 

 https://www.news.tv-asahi.co.jp/news_sosiety/articles/000123157.html 

2 岩沼市教育委員会，床上浸水からの学校再開・復旧（岩沼市立玉浦小学校のケース）＆ 「学

校の危機管理～東日本大震災から学ぶ 次への備え～」編集， 



わらず,学校に通う子どもたちの心のケアは十分ではなかったということが原因であるといえる.

また,岩沼市の健康づくり市民計画によると,40～64 歳の市民は,生活の中で人とのつながりを実

感している人が 2，3割にとどまり, 65歳以上の市民は,悩みを気軽に相談できる相手を必要とし

ているなどの声が多くある3.このことから,これまでは,子どもから高齢者まで個々に寄り添った

心の復興のアプローチが不十分であったということがわかる.  

岩沼市は,「千年希望の丘」や「いわぬまひつじ村」などの新資源をハード面で整備したが,ソ

フト面にはあまり影響がなく,心の復興においてはこれらをうまく活用できていない.これは,震

災遺構の有機的な活用の失敗であるともいえる. また,日本全体として抱える少子高齢化による

人口減少の問題も岩沼市に当てはまる.人口の減少によって市全体の消費や収入が落ち込むこと

が懸念されており,解決すべき課題である. 

よって,本ゼミナールでは,岩沼市の地域資源に新たな付加価値をつけて,岩沼市独自の魅力を

つくり,これらの現状を解決すべきだと考える.また,独自の魅力を新資源に与えることで,交流人

口を拡大させる.  

 

 

 

第２章 永田ゼミとしてのテーマの解釈 

2-1 震災復興に関して 

前章では,岩沼市の震災復興に関してハード面の復興ではなくソフト面での心の復興が最重要

項目と記した.復興庁の HPより,心の復興には「被災者の生きがいづくり」が条件であると記され

ている4.第 2章では,ここでいう生きがいとは何かについて述べていく. 

 

 

2-2 生きがいとは 

本ゼミナールでは生きがいについて次の三つの要素が必要だと考えた. 

（1）「被災者が日常を楽しいと感じた時」 

被災者は東日本大震災によって身近な人を失うなど,震災以前の生活に比べ急激な変化が与え

られ,心に大きな傷を受けた.震災から 8 年半たった今,被災者が心に受けた傷の治療は重要であ

り心の傷の治療にとって,日常を楽しむことが特効薬である.つまり些細なことでも日常を楽しい

と感じられることは心の復興の要素の一つだといえる. 

（2）「人とのつながりを感じられた時」 

この人とのつながりとは,地域住民とのコミュニティの形成や,観光客との関わりを持つことで

ある.地域住民とのコミュニティの形成に関して,岩沼市は震災後の仮設住宅から存在したコミュ

ニティを崩さず集団移転させた.よって,現在においても強いコミュニティが形成されていると考

えられる.また,本政策案によって観光客と関わりを持つことは,観光客ならではの視点に触れる

ことで住民たちにとっても地域の新たな魅力を発見でき,より岩沼市への愛が深まる.他に,観光

客を案内することなどによって,人の役に立つことが出来れば,自己肯定感の向上につながる.こ

のような観光客との関わりが,人とのつながりとなり,生きがいにもつながると考える. 

（3）「主体的に行動すること」 

主体性を持って行動することとは,被災者自身が自らの意志で行動することである.専門家の調

査によると持続的な幸福モデルを構成する要素は３つで,50%が遺伝,40％が意図した活動,10％が

環境となっており,幸福感を高めるためには,意図した行動による影響が大きいことが分かる5.意

                                                      

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/12389.pdf， 

3 岩沼市健康福祉部健康増進課，第 2 次岩沼市健康づくり市民計画，

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kenko/shinsa/otona/documents/gaiyoubann.pdf， 

4 復興庁 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-4/20190206085640.html 

5 「幸福感」を高めるために必要なこと 



図した行動,つまり,自ら考え判断し選択した行動だからこそ,自分の活動に意味や価値を見出す

ことが出来る.被災者は震災によって与えられた心の傷の影響で脱力感や虚無感などを抱いてい

る.これらの感情は被災者自身が主体的に行動し,自らの行動に価値や意味を見いだすことで払拭

できる.つまり,被災者自身の主体的な行動が心の復興につながるのである. 

 

 

2-3 交流人口拡大の必要性  

また,交流人口の拡大は人とのつながりを作るきっかけになり,心の復興にもつながる.これま

で岩沼市は単一自治体で,いわぬまひつじ村によるアニマルセラピーなどの心の復興事業を展開

してきたが満足のいく心の復興は進んでいない.観光客と被災者の関わりの機会を増やし,生きが

いにもつながるとの視点から交流人口の拡大は必要だといえる. 

 

 

 

第 3 章 本政策案の全体像 

ここまでの内容を踏まえた上で,本政策案の全体像を説明したい.まず,本政策案の軸となるヒ

ュッゲから説明する.ヒュッゲとは「日常の当たり前の中に新しさを・幸せを」と定義されたデン

マーク発祥のライフスタイルのことである. このライフスタイルは,日常を楽しむ,人とのつなが

り,主体的な行動といった生きがいの要素をすべて満たしている.例えば,デンマークは冬が長く,

日々の多くを家で過ごしている.その中でも主体性を持って,家の中で自分のしたいことを見つけ

て日常の楽しさを生み出している.また,何気ない日常や自然の中で家族や友人と過ごす時間,つ

まり大切な人々とのつながりを通じて,幸福感を得ている.さらにデンマークは,毎年国連が発表

している世界幸福度報告で,2012 年に調査が始まって以降,必ず 3 位以内に入っている.このこと

から,ヒュッゲがデンマークの人々に主体性を持たせ,幸福感を与えていると言える.心の復興を

必要としている岩沼市にヒュッゲというライフスタイルを取り入れることにより,主体性を持た

せ,生きがいを感じられることが心の復興に繋がると考える. 

また,デンマークと岩沼市は月々の平均気温が類似して

おり,また自然も多いことから,よく似た環境の中にある

といえる6.加えて岩沼市では,私たちが事業案として提

案する北欧文化の 1 つであるノルディックウォーキング

の常設コースが既に整備されている.これらの類似点か

ら,岩沼市でヒュッゲを取り入れることができ,デンマー

クと同じように生きがいが得られると考える.さらに,ヒ

ュッゲというライフスタイルはまだ日本で浸透していな

いため,岩沼市に取り込むことで北欧文化を体験したい

と思う日本の人々も多く訪れると考えられる. 

                                                      

 https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000000150/ 

6 .気象庁

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=4766
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図１ 岩沼市とデンマークの月別平均気温比

較 

出典 気象庁 HP⁶より 

関西大学永田ゼミナール作成 



前述のヒュッゲの定義に基づき, 私たちの政策案の全体像を図２に示す.「誰もがハッピー！

“ヒュッゲ”なまち岩沼プラン」では,ヒュッゲという大きな概念の中にある 5つの要素を体験で

きる事業案を提案する.これらを行うことで心の復興と交流人口の拡大につながる.各事業案の詳

細は,次章で説明する. 

 

 

 

第 4 章 事業案の提示 

4-1 イワヌマグリーター 

4-1-1 ニースグリーターとは 

今から４つの事業案について説明する.初めに,イワヌマグリーターのもととなるニースグリー

ターから説明する.ニースグリーターは,南フランスのニースという町に住む人々が,海外からの

観光客に対して自分のお気に入りの場所やアクティビティを観光客に紹介し,観光客の要望に応

じて一緒に町歩きをするボランティアの名称である.観光客がボランティア団体のホームページ

に載っている現地の人々の顔写真からいずれかをクリックする.すると,その人のお気に入りの現

地の風景と一緒にそのスポットの紹介が記載されており,観光客は,そのホームページから気に入

ったスポットや体験を記載したガイドに直接予約することができる.つまり,実際にホームページ

に載った現地の人々に案内してもらえるという流れになっている. 

ニースは 2013 年のフランスの都市別観光客数において,首位のパリに次いで２位となっており,

年間 400万人の観光客数を誇る.なにより特徴的なのが,訪れた観光客の 97％が滞在に「満足」あ

るいは「非常に満足」したと回答している7.こうした観光客の満足度が高い理由として,ニースグ

リーター制度が挙げられる.現地の人々と観光客の触れ合いや体験を通じて満足度向上につなげ

ている.ニースグリーター制度がニースの観光客数を増やす要因になっているのである. 

 

4-1-2 イワヌマグリーターについて 

 第 2 章で,心の復興のゴールは岩沼市の被災者に生きがいを持ってもらうことであると明記し

た.そして,被災者の人々が主体性をもって積極的に行動をすることで生きがいを持ってもらうた

めには,前述したニースグリーターの事例を岩沼市に当てはめるのが相応しいと考える.従って本

事業案では,被災者の人々がイワヌマグリーターとして,自分にとってお気に入りのスポットや体

                                                      

7 観光先進国フランス・ニースの観光施策を聞いてきた - 観光インフラ整備や満足度向上の施

策事例 

https://www.travelvoice.jp/20150226-37626 

図２ プラン全体図 永田ゼミナール作成 



験を紹介し,実際に自分のおすすめスポットに行きたいと思ってくれた人と触れ合い体験するこ

とで観光客の満足度を向上させ,交流人口の拡大やリピーター客の増加につなげる. 

また,イワヌマグリーターを後述するチェアリングやノルディックウォーキングと連携させ,被

災者と観光客がそれぞれのコンテンツを一緒に楽しむことでつながりが生まれる.つまり,被災者

がグリーターとして岩沼市外から来た観光客に岩沼市の魅力を伝えるなど主体的な行動をするこ

とで,岩沼市の魅力の再確認,生きがいを持ってもらうことにつながる. 

さらに,市民のボランティア獲得と,経済面において地域を活性化させるための対策として地域

通貨を提案する.地域通貨とは,ある限られた地域でのみ利用できる通貨のことである.利用でき

る地域を限定することで流通をより促し,経済を回すことによる地域の活性化を目的としている.

例として早稲田・高田馬場で行われている「アトム通貨」は,地域のボランティアなどに参加する

ことで通貨をもらうことができ,現在は全国で展開されている.まさに日本を代表する地域通貨だ

といえる.本事業案での地域通貨は,スマートフォンのアプリでポイントをチャージして,そのポ

イントを使ってキャッシュレスでお買い物ができる電子地域通貨を取り入れる.買い物の際は,ダ

ウンロードしたアプリを開いて店のレジに備え付けられた QR コードを読み取ることでチャージ

したポイントで支払うことができる.加盟店は QR コードが書かれた紙やシールを用意するだけで

いいので導入コストはほとんどかからない.飛騨地域の地域通貨である「さるぼぼコイン」はこの

仕組みを取り入れたことで,現在 1000 を超える店舗が加盟しており,地域活性に成功している事

例だといえる.本事業案では,イワヌマグリーターとしてボランティアガイドを行った人には地域

通貨をプレゼントする.また,地元の人々に限らず観光客に対しても岩沼市での消費をより促進し

ていくために,買い物をした際の支払額から数％還元されるといった“お得感”を得られるような

仕組みを作る.自身の消費が地域経済の活性化に繋がることを地元の人々が認識できるよう宣伝

していけば,利用者は増え継続的に運営していくことが可能となる. 

 

 

4-2 チェアリング 

第２に,チェアリングについて述べる.チェアリン

グとは,軽量な椅子を野外に持って行き,好きな場所

で椅子に座り,景色を見ながら人と話してくつろぐ

アクティビティである.キャンプとは違い,折りたた

み椅子を一つ持参するだけで気軽に楽しむことがで

きる.岩沼市には,阿武隈川,朝日山公園など多くの

自然が身近にある.このような場所は,チェアリング

に適しており,岩沼市にとって最適な事業案といえ

る. 

本ゼミナールは,チェアリングで市民同士のつな

がりをつくることができると考えている.気軽に行

えることが最大のメリットであるチェアリングは,

市民が集う場に適している.チェアリングをするこ

とで,市民同士で交流する機会が生まれ,心の復興に

つながる. さらに,チェアリングは市民の憩いの場

となる.市民の中には自分の休息を取ることを心掛けている人が,男女ともに約 8割存在している
8.千葉大学と森林総合研究所の合同研究によると,座って景色を眺めることで,ストレス状態が緩

和され,リラックス効果があると示された9.このことから,チェアリングも同様の効果が得られる

                                                      

8 第 2 次岩沼市健康づくり市民計画 中間評価 平成 31 年 3月版 

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kenko/kenko-zukuri/kenko-

keikaku/documents/tyukanhyouka.pdf 

9 自然セラピーとリラックス p407‐p408 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/59/8/59_KJ00007731108/_pdf/-char/ja 

図３ チェアリングのイメージ 

出典 関西大学永田ゼミナール撮影 



と考えられ,市民の憩いの場の一つとなることが期待できる.また,岩沼市でチェアリングが可能

な環境整備を進めることで,自然の中でくつろぎたい観光客も呼び込むことができる. 現在の日

本では,ソーシャルハラスメント,スマホ疲れなどの言葉があるように,SNSが普及したことで人

間関係における社会問題が生じている.そのため, SNS社会で疲労を感じている幅広い世代の観

光客を呼び込むことが期待できる. 

本事業案では,チェアリング文化が岩沼市に根付くまでは,市がチェアリングに適した場所を指

定し,後述のマップに明記する.そうすることで,交流人口拡大による騒音被害などのマナー問題

の対策となる.チェアリングを行う環境整備が整ったのちに,市全体どの場所でもチェアリングで

きるように範囲を広げる.これに併せて,前項で説明したイワヌマグリーターと連携する.最終的

には,市全体でチェアリングを行うため,市の新たな魅力に気づくことができる. 

 

 

4-3 ノルディックウォーキング 

第３に,ノルディックウォーキングについて述べる.ノルディックウォーキングはフィンランド

発祥のポールを使ったウォーキングであり, 場所を問わず行うことができ,無理のないスポーツ

として,現在ではドイツ,オーストリアなどヨーロッパを中心に人気が高まっている.ノルディッ

クウォーキングは,ポールを使うことにより四足歩行となり,通常のウォーキングではあまり使わ

ない腕や肩など上半身の筋肉が稼働することにより,通常のウォーキングに比べて 20％以上トレ

ーニング効果を高めることができる.また,通常のウォーキングに比べて心拍数が上がるが,それ

ほど疲れを感じることなく,効率よくトレーニング効果を得ることができる.また,足首・膝・腰

などへの負担が最大 40％軽減されたという研究結果が報告されており,足腰に問題を抱える人や

心臓病など循環器系の病気のリハビリにも適している.運動が苦手な人でも手軽に始められる全

身運動として,男女年齢を問わず幅広い層が楽しめるアウトドアフィットネスである.私たちは,

ノルディックウォーキングのターゲットとして自身の健康,運動習慣に不安を抱えている人々に

焦点を当てる.厚生労働省によると,自身の健康について不安が「ある」と回答した割合が

61.1％となっている10.国内からの観光客はこれらの人を対象とする.また,岩沼市の健康増進課に

よると,市内の成人男女で自身の生活の中に運動習慣が「ある」と回答した割合が男性は

22.8％,女性は 13.3％にとどまっている11.つまり運動習慣のない人が過半数を超えている.これ

らの人々に対して,ノルディックウォーキングを通じて運動習慣をつけ健康的な体づくりを行う

きっかけをつくる狙いがある. 

本事業案では,初級,中級,上級といったようにレベルを分けてコースをマップに明記すること

で,世代を問わず誰でも気軽に参加して,ノルディックウォーキングを楽しむことができる.さら

に,同じような意識を持った人とコミュニケーションを取ることで,市民・観光客問わず様々な人

とのつながりも生まれる.また,ノルディックウォーキングは健康状態の改善効果があり,自身も

それを感じることで,自分の活動に意味を見出し,より積極的に健康を促進しようという主体性が

生まれ,生きがいにつながる.よって,心の復興を達成することができる.なお,この事業では,初期

の段階からイワヌマグリーターと連携する. 

 

 

4-4 イワヌマグリーターとの連携で得られる効果 

 イワヌマグリーターと上記２つの事業案を連携させることで,観光客は市民だからこそ知る場

所で各事業案をより楽しむことができる.また,市民は観光客とふれあうことで,観光客目線の岩

沼市を知ることができ,岩沼市の新しい魅力の発見につながる. 

 

                                                      

10 男女の健康意識に関する調査報告書 

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/health_ishiki.html 

11 健康づくり市民計画  岩沼市 

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kenko/kenko-zukuri/kenko-keikaku/ 



 

 

 

4-5 イワヌマ・キュジーヌ 

4-5-1 ニューノルディック・キュイジーヌとは 

 最後にイワヌマ・キュイジーヌについて述べる.イワヌマ・キュイジーヌのもととなるニューノ

ルディック・キュイジーヌは,デンマークのレストラン「Noma」が提唱した,地産地消と今までに

ないユニークなアイデアが融合した新しい料理スタイルのことである.具体的には,10か条のマニ

フェストが存在し,健康で独自性があり,季節感を持たせるといった方向性が詳細に記載されてい

る.ニューノルディック・キュイジーヌは,「Noma」以外のデンマーク国内にあるレストランにも

広がり,欧米諸国を中心に注目を集め,観光客増加の一因となった.現在,この発想は料理界の最新

ムーブメントの 1つとなっている. 

 

4-5-2 イワヌマ・キュイジーヌについて 

本ゼミナールでは,岩沼市においてもニューノルディック・キュイジーヌを参考に岩沼市独自の

食文化を形成するイワヌマ・キュイジーヌを提案する. 

 本事業案は,ニューノルディック・キュイジーヌ同様に,岩沼市の地域資源である地元食材を使

用する.また,岩沼市の人たちに料理を通じて「生きがい」を持ってもらうことを可能にするため

①地元食材を使用する, ②アイデア性がある, ③健康でおいしい,と指針を定める.これを推進す

るため,市のホームページでイワヌマ・キュイジーヌを使用した料理を紹介する掲示板サイトを作

成する.そこへ投稿することにより,イワヌマ・キュイジーヌによって生み出された“料理”が人

と人を結びつけるツールとなる.具体的な事業の流れとして, イワヌマ・キュイジーヌによる料理

過程には 3つの段階が存在する.  

第一段階では,料理するまでの準備の時点で,料理とそれに使う食材の考案作業が主体性を持っ

て行動してもらうことができる.第二段階では,実際に考案した料理することで人とのつながりを

感じてもらうことができる.第三段階では,料理を食べることにより,楽しさが感じられる. 

図４ 岩沼市ウォーキング＆チェアリングマップ 

出典 関西大学永田ゼミナール 



 
 

4-5-3観光客に対する企画 

 観光客の人にイワヌマ・キュイジーヌを知ってもらうため,以下の企画を提案する 

(ア) 年に 2回,半年ごとにテーマを定めたイワヌマ・キュイジーヌの料理コンテストを開催す 

る.応募資格は市内在住の人に限り,厳正な審査の後,千年希望の丘で投票形式の決勝戦を行

う.さらに,観光客にも参加してもらい,楽しんでもらえるように実際に食べて投票できるシ

ステムにする.また,優勝した料理は岩沼市公認の地域料理とする. 

(イ) 市のホームページ上や広報紙で料理の紹介を行い,地元の人が公民館などで観光客に対

して料理教室を実施する.この企画では,地元の人と観光客が直接ふれあうことができる場

を設けることができる. 

(ウ) 毎年,日本全国から大勢の人が参加する「東北・みやぎ復興マラソン」において,給食物

としてイワヌマ・キュイジーヌを活用した料理をランナーの人たちに提供する. ただの給食

物でなくイワヌマ・キュイジーヌに沿った料理を提供することで,参加したランナーの人た

ちに魅力を知ってもらうことが可能である. 

 

4-5-4 防災面での活用 

 イワヌマ・キュイジーヌは,防災面での活用も考えている.ミドリ安全株式会社が 600 人を対象

に防災食についての調査を行った結果,「現在,防災食を備えていない」と回答した割合は半数以

上であった.また,「防災食を備えている」と回答した家庭においても,75%以上が「防災食の賞味

期限が切れてしまった経験がある」という結果が出た12.これでは,政府が提唱するローリングス

トック法（日常的に非常食を食べて,食べたら買い足すという行為を繰り返し常に新しい非常食を

備蓄する）を全く生かせておらず,非常時に対応できない恐れがある. 

 この現状に対して,私たちはイワヌマ・キュイジーヌを活用し,防災食の有効活用を図っていく.

具体的には,市内で実施される防災訓練において,参加者にそのまま防災食を提供するのではなく,

一手間加えた形で参加者へ提供する.そうすることで,普段の生活の中に防災食を取り入れること

で,被災地ならではの食育を行うことが可能となり,幅広い世代においてさらなる防災意識の向上

が期待できる. 

 

 

 

第 5 章 担当部局 

 本章では,本政策案の主な担当部局について説明する．本プランの担当部局は，総務部のさわや

か市政推進課･政策企画課･防災課,市民経済部の商工観光課を想定している．これらの部局が連携

して行っていくことを推進する．さわやか市政推進課は，コミュニティ活動やまちづくりに関す

る仕事を行っていることから,チェアリングとノルディックウォーキングの事業を担ってもらう．

商工観光課は,観光情報をまとめる仕事を行っていることから,イワヌマグリーターの担当に適し

ていると考える.さらに,地域通貨においては, 導入している他の地方公共団体の多くが観光業を

主体とした部局が管理を行っているため,地域通貨の管理の役割も担ってもらいたい.政策企画課

                                                      

12 ミドリ安全株式会社 9/1 防災の日 2018 年 8月 24 日 11 時 00 分 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000011153.html 



は,様々な政策の企画を行っていることから,イワヌマ･キュイジーヌにおける各種イベントの主

催を協力していただく.また，防災課においても,市民の防災力向上のために,食を通じた防災教育

を担当していただく.このようにそれぞれの部局のプロフェッショナルの力を借り,整合性をとり

ながら連携し本政策案を実施していきたい. 

 

 

 

第 6 章 実現可能性 

6-1 予算 

本政策案に必要な予算を想定する.まず,ノルディックウォーキングで使用するポールの費用に

ついて,1セットあたり 6000 円と想定する. 

このポールをマップで示した 5か所の貸し出し場所に 30個ずつ設置するため,6000 円×150 個

＝90万円となる.チェアリング事業で使用する椅子の費用について,1脚あたり 2000円と想定す

る.椅子は駅に設置する分は交通需要があるため人が多くなると予測できることから,100個設置

し,後の４か所には 50個ずつ設置するため 2000円×300 個＝60万円となる. 

地域通貨を導入するにあたりアプリの作成が必要になる.そのアプリ作成費用については 150

万円とする.ヒュッゲの政策を提案するにあたり,椅子やポールの貸し出しなど活動主体が必要と

なる.その活動主体としては,地域創生やまちづくりを支援している NPO団体の力を借りてこの事

業を展開する.したがって,本政策案を展開するにあたり必要な予算は 90万+60万+150 万＝300

万円となる.この費用は復興庁による被災者支援総合交付金の補助金で賄うことができる.この補

助金の対象として,「人とのつながりや被災者の生きがいづくりを支援する心の復興」という条

件があり,また,上限を 350万円としている.本政策案はこの条件を満たしているので,この補助金

を活用することができ,市がコストを負担しなくて済む. 

 

 

6-2 推定観光客数 

 本政策案における推定観光客数について述べる.近年,ヘルスツーリズムやグリーンツーリズム

という観光があり,そのような健康を重視した事業の観光客が増加していることから,旅行の目的

として,健康やリラックスが注目されている.実際に栃木県茂木町では,自然を生かし,健康を目的

とした事業で交流人口拡大することに成功している. 平成 5年のグリーンツーリズムを通した交

流人口は開始当初,2000人であったが,平成 19年には 17300人にまで拡大している.他に大田原

市では,ノルディックウォーキングを導入したグリーンツーリズムを行なっており,平成 24年に

189 人だった交流人口が平成 27年には 6419人にまで拡大している13.これらの町は自然を魅力に

していることや,近くに大都市がある地理的条件も岩沼市と類似している.そのため,本政策案も,

チェアリングやノルディックウォーキングで自然に触れ,心も体も健康になる点で共通している

ため,観光客は増加することが見込まれる.さらに,本政策案では,イワヌマ・キュイジーヌといっ

た新たな食文化を堪能でき,かつ震災遺構にも触れることができるため,より多くの観光客の誘致

につなげることができる. 

 

 

6-3 経済効果 

 本政策案における経済効果について述べる.現状分析で述べたように,岩沼市の人口は将来的に

減少していく.生産年齢人口が減少し,高齢者の割合が増加している.したがって,出生数よりも高

齢者数の方が高いことが分かり,社会保障費が多く必要になってくると同時に,労働年齢人口が衰

退していくため,市民からの税収入が不足する.つまり,収入と支出が釣り合わない現象が起きて

くると予想できる. 

 このような状況では,岩沼市内だけの経済活動（内需）に限界があるので,観光客の経済活動

                                                      

13 国土交通省 ニューツーリズム 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/pdf/ikiiki2009_05.pdf 



（外需）に目を向ける必要がある.6-2推定観光客数で示したように,本政策案に類似した政策で

成功した地域が実際にあり,観光客の増加が見込める.また,本政策案では地域通貨を使用するこ

とを考えており,岩沼市内での観光客による経済活動をより促進することができる.よって交流人

口が拡大することで地域経済が活性化するので,経済効果が見込める. 

 

 

 

第 7 章 おわりに 

 以上のように,本ゼミナールでは,「ヒュッゲ」というライフスタイルを用いて,岩沼市の地域資

源を活かし,交流人口拡大と心の復興を果たすための政策案として,「誰もがハッピー！“ヒュッ

ゲ”なまち岩沼プラン」を提案した.東日本大震災後,早くしてハード面での復興を遂げた岩沼市

であったが,その速度に対して,市民の心の復興がなかなか追いついていかなかった.そこで,私た

ちが提案した政策案によって,これまで活用しきれなかった地域資源を十二分に活用し,そこに市

民と観光客を有機的に結びつけることによって被災者が生きがいを見出し,心の復興につなげて

いくことができる. 

当たり前の日常に幸せを感じることができるヒュッゲは,世界一幸福なデンマークの思想を似

せたものであるため,そのライフスタイルを岩沼市でも根付かせていくことで,岩沼市は「日本一

幸せなまち」になる. 
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