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概要 

 「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」というテーマに基づき、私

たち明治大学木寺ゼミナールが提案するのは、人と人を結ぶ「LOUNGE IWANUMA（以

下、ラウンジ岩沼）」である。2016 年 7 月、岩沼市内に位置する仙台国際空港（以下、仙

台空港）が民営化され、2019 年現在では、各航空会社が仙台―台北線の増便やデイリー運

航を実施している。これにより、宮城県へのインバウンド客は増加傾向にある。その一方

で、岩沼市への観光入込客数は仙台市のそれと比較すると圧倒的に少ない。また、岩沼市

内の商店街におけるフィールドワーク調査を通して、地域経済の低迷や地域コミュニティ

の衰退が見られた。そこで私たちは、岩沼市における先行の量的調査と、フィールドワー

ク等の質的調査の 2 つのアプローチから、岩沼市の地域資源の魅力を最大限に活かし、商

店街をはじめとする地域経済や地域コミュニティの活性化を実現する政策を考えた。ま

ず、岩沼市の神社仏閣等の既存資源と、震災後に新たに造られた千年希望の丘やいわぬま
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ひつじ村等の地域資源を、3 箇所のエリアに分ける。そこに、「いわぬマイレージ」という

携帯アプリのポイントシステムを導入し、各観光地を有機的に“結ぶ”。そして、岩沼市内

の商店街に、空き店舗を活用した観光の拠点となる場を創出し、その運営の一部に地域住

民が携わることで、さらなる交流人口の拡大と地域活性化を図る。 

 私たちが提案する本プランを通して、岩沼市の観光地化による地域経済・地域コミュニ

ティの活性化が、岩沼市を訪れる人と地域住民・地域住民同士を“結びつけ”、交流人口の

拡大につながる。さらに、岩沼市において生まれる、人と人の“結びつき”が、震災の記憶

を紡いでいくことで、震災復興に寄与すると考える。 

 

第 1 章 岩沼市の課題及びテーマの定義付け 

1 節 岩沼市の概要 

 岩沼市は宮城県の中央部に位置する都市で、西部の山岳地域から東部の太平洋岸に至る

までなだらかな平野が広がっている。また、東北本線と常磐線の分岐点、国道 4 号・6 号

の合流点であり、さらに東北地方の玄関口となる仙台空港が所在するなど、交通の要衝で

ある。 

 岩沼市の人口は、現在 43,987 人である。

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で

は、甚大な被害が生じ、一時人口が減少した

ものの、2014 年度以降は再び震災前の人口ま

で回復している。しかし、高齢化率は、2017

年現在 24.4%と高い傾向にある。また、『岩沼

市まち・ひと・しごと創生 総合戦略』の

人口推計によると、今後さらに高齢化が進

行すると見込まれている（図 1）。 

 先述した東日本大震災では、岩沼市にお

いても多くの尊い命が奪われた。特に海岸沿いの 6 地区においては、大津波により家屋が

流出するなど壊滅的な被害を受けた。また、仙台空港は敷地全体が水没し、滑走路、航空

保安施設が使用不能となり、旅客ターミナルも大きく破損する等の被害が生じた。岩沼市

は、他の被災自治体に先駆け『岩沼市震災復興計画グランドデザイン』、『岩沼市震災復興

計画マスタープラン』を策定し、復旧・復興に向けて取り組んできた。2017 年度にマスタ

ープランは計画期間が終了し、全体の進捗状況が 90%に達したことで「復興のトップラン

ナー」と評された。2018 年度以降は、マスタープランのフォローアップ計画を策定し、復

興の完了に向けて取り組みを進めている。震災復興の取り組みの中で、震災の記憶や被災

者の想いを後世に伝えるためのメモリアル公園として「千年希望の丘」が造られた。丘は

津波威力の減衰、避難場所、防災教育の場としての役割を併せ持つ。また、「人と人」「人

と自然」を結ぶ交流の場所を目指して、大津波で壊滅した二野倉の集落跡地が「いわぬま

図 1 人口推計 

[ここに出典を記載します。] 

（出典：岩沼市まち・ひと・しごと創生 総合戦略） 
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ひつじ村」として整備された。これらのような震災後に整備された新たな資源は観光にも

活用し得るが、交流人口の拡大においては、限られた一定の効果にとどまっている。 

 

2 節 岩沼市の課題 

 私たちは、岩沼市役所、岩沼市商工会、及び岩沼市民や仙台空港利用者などから、聞き

取り調査を行った。 

 岩沼市の観光資源として、初詣などで多くの参拝客が訪れる「竹駒神社」、震災後に新

たに整備された「千年希望の丘」や「いわぬまひつじ村」などが挙げられる。それから、

東北のグローバルゲートウェイである仙台空港へはバスで 25 分とアクセスが良い。ま

た、仙台空港の周辺地域は「ジャパンエコトラック」に認定され、震災復興が感じられる

サイクリングルートが整備されている。しかし、地域住民への聞き取り調査において、

「岩沼市は観光地ではない」という声が多くあった。実際に、宮城県経済商工観光部観光

課の『観光統計概要（2017 年）』による

と、2017 年度の岩沼市の観光入込客数

は約 248 万人で、年々増加傾向にある

ものの、県庁所在地である仙台市と比

べると約 9 分の 1 と低くなっている

（図 2）。これらのことから、地域資源

が観光に活用しきれていないことが窺

える。 

 また、2 つ目の課題として、商店街を

中心としたコミュニティの衰退が挙げら

れる。岩沼駅近くの「岩沼中央通り商店

街」は、かつて宿場町として栄えていたが、聞き取り調査では「車社会が発達してから人

が来なくなった」、「市外のショッピングモールができて買い物客が少なくなってしまっ

た」という声があった。また、現在では 6 箇所の空き店舗が存在する。岩沼市商工会は

『空き店舗活用支援事業』として、空き店舗への新規開業者を募集し補助金を支給してい

る。しかし、この制度を利用して開業しても、集客が上手くいかず、業績不振に陥ってし

まう店舗もある。「中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会」によると、「地

域経済社会が疲弊する今日、商店街、とりわけ地域密着型の商店街としては、このような

『地域コミュニティの担い手』となることにより活性化を図るべきであると考えられ

る。」としている。このことから、商店街の活性化が地域・岩沼市全体の活性化に繋がる

と考える。 

 以上から、「地域資源が観光に活用しきれていない」、「商店街を中心としたコミュニテ

ィの衰退」という 2 つの課題が明らかになる。 

 

（出典：観光統計概要） 

[ここに出典を記載します。] 

図 2 市町村別観光入込客数 
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３節 テーマの定義 

 私たち木寺ゼミナールが考える「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、岩沼市民が一体となり、地域の魅力を最大限に活かした観光振興で地域コミュ

ニティを再生することである。観光客の増加によって市内に賑わいが創出されること、そ

して交流を通して地域住民と観光客の心と心が“結ばれる”ことが、交流人口の拡大に繋が

るとする。 

 そこで、第一に、地域住民の観光に対する意識を高め、観光客の受け入れ体制を整える

ことが必要である。そして、魅力ある地域資源を有機的に結び付け、有効に活用していく

ことが求められる。また、商店街の空き店舗を活用し、地域住民と観光客の集いの場を作

りあげ、商店街を観光の拠点とする。 

 東日本大震災から 1 ヶ月余りというかなり早い段階で決定した「岩沼市震災復興基本方

針」には、「ふるさと岩沼の復興に向けて」というサブタイトルが入っている。「チーム岩

沼」という理念を掲げ、すべての市民が力を結集して主体的な復興に取り組んできた。 

 岩沼市の観光地化を通して、地域経済や地域コミュニティの活性が促進され、交流人口

が拡大することで、震災の記憶の風化防止、ひいては「被災者の心の復興」に繋がると言

える。 

 

第 2 章 観光における岩沼市の地域資源の活用 

1 節 プラン概要 

 私たちが提案するのは、ラウンジ岩沼である。本プランは、岩沼市の特徴である仙台駅

から電車で 20 分、仙台空港からバスで 25 分というアクセスの良さに注目し、岩沼市を観

光の目的地にするのではなく、仙台市から仙台空港までの観光客の動線の中に市内観光を

組み込んだものである。 

 空港には、ラウンジと呼ばれる会員制の特別待合室が設置されている。空港利用者は、

会員であればフライトまでの空き時間をこのラウンジで過ごすことができるが、ラウンジ

では軽食や休憩以外の選択肢が少ない。そこで、本プランでは、仙台空港から近い岩沼市

全体をラウンジと見立て、空港のラウンジにはない「空き時間を楽しむためのコンテン

ツ」を提供する。このように、ラウンジ岩沼は仙台空港利用者に「空き時間を岩沼市で観

光して過ごす」という新しい選択肢を提案するものである。 

 そして、ラウンジ岩沼のコンセプトは“結び”である。本プランにおいて、この“結び”と

いう言葉は多義性を持つ。1 つ目は、「観光客の旅の終わり」という意味である。ラウンジ

で時間を持て余すことしか出来なかった仙台空港利用客に、旅の終わりの空き時間を岩沼

市を観光するという選択肢を提示し、宮城県観光の満足度の更なる向上を目指す。2 つ目

は、「地域住民と観光客を結ぶ」という意味である。観光課題と地域課題の包括的な解決

には、地域住民と観光客の“結びつき”が不可欠であると考える。ラウンジ岩沼は、人と人

との“結びつき”を生み出し、市全体を活性化させる。 
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2 節 ターゲットの選定 

 私たちは、本プランの主なターゲットを台湾人観光客に設定する。ターゲット設定の背

景には、日本のインバウンド需要の増加が挙げられる。日本政府は、2018 年の「明日の日

本を支える観光ビジョン構想会議」

において、2030 年までにインバウ

ンド観光客を 8,000 万人集客し、彼

らによる消費額を 15 兆円にするとい

う目標を設定した。インバウンド観

光客を重要視する理由には、日本の

人口減少に伴う国内旅行者の減少、

アジアの経済成長によるアジア圏を

目的地とする観光客数の増加が挙げ

られる。とりわけ、訪日台湾人の観

光客数は過去数年、大幅に増加傾向

にあり、2017 年には 450 万人を突

破し、2016 年、2017 年と伸び率

は鈍化傾向を示すものの、前年比

10%程度で増加している。 

 仙台空港においても台湾人の利

用客数は増加しており（図 3）、エ

バー航空や LCC のタイガーエアー

台湾が仙台―台北線を増便するな

ど、東北地方を訪れる台湾人観光

客は今後も増加すると考えられる。

そして、台湾人観光客は日本を複数回訪れるということがデータにおいても示されており

（図 4）、また台湾人は全国平均と比べ、大阪や東京といった主要都市だけではなく日本の

伝統文化や自然体験を求めて地方を訪れるという傾向がある（図 5）。 

（出典：法務省 出入国管理統計統計表） 

[ここに出典を記載します。] 

図３ 仙台空港の出入国訪日外国人数 主要国籍別 年推移グラフ 

(出典：国土交通省 観光庁 統計情報・白書「訪日外国人消費動向調査」) 

図 4 訪日外国人の消費動向調査 

(出典：国土交通省 観光庁 統計情報・白書「訪日外国人消費動向調査」) 図 5 都道府県別訪問率 
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 以上の理由から、竹駒神社や金蛇水神社といった日本有数の歴史的建造物、さらには、

いわぬまひつじ村や、ジャパンエコトラックに認定されたみやぎ県南浜街道などの素晴ら

しい自然景勝地が、台湾人観光客のニーズに一致していると考える。以上を踏まえ、私た

ちは台湾人観光客を主なターゲットとする。 

 

 

3 節 プラン内容 

 現在、岩沼市では、地域資源の魅力を活かしきれていないという課題がある。東日本大

震災の津波の影響を受けて以来、津波発生時の避難場所であり、復興のシンボルともなっ

ている千年希望の丘や、毎年 160 万人もの参拝客が訪れる竹駒神社、商売・金運の大神と

して全国的に知名度の高い金蛇水神社など、数多くの観光資源があるが、岩沼市は観光地

としてのイメージが未だ定着しておらず、地域資源の魅力を活かしきれていないと言え

る。また、岩沼市内の商店街をはじめとする地域経済や地域コミュニティが衰退しつつあ

るという課題もある。 

 そこでラウンジ岩沼では、“結び”をテーマに岩沼市を 3 箇所のエリアに分ける。そし

て、台湾人観光客をターゲットとし、岩沼市での新しい時間の過ごし方を提案する。1 箇

所目は、“おむすび”を作りながら、日本食を楽しめるエリア。2 箇所目は、伝統文化体験

を通して、人と人との“結び”を感じられるエリア。3 箇所目は、旅の“結び”として、岩沼

市の雄大な自然を活かしたアクティビティを提供するエリアである。以下でこれらの詳細

について述べる。 

  まず、岩沼市中央地域の日本食エリアである。具体的には、岩沼市内の商店街の空き

店舗をリノベーションして「岩沼食堂」を設置し、日本食を提供しながら台湾人観光客に

日本文化ならではの温かいおもてなしを体感してもらう。岩沼食堂では、地域住民の中で

も特に高齢者などが中心となって経営を行い、観光客と地域住民が食を通じて繋がる。お

かずとお味噌汁は、地域住民が提供し、観光客は地域住民と一緒におむすび作りを行う。

おむすびは、日本を代表する食べ物であり、調理過程が少ないため、言葉が通じにくい観

光客にも容易に教えることが出来る。また、各々でおむすびの具材を選ぶという点で、楽

しみながら体験することが出来る。おかずとお味噌汁、そしておむすびを揃えることによ

り日本食が完成し、台湾人観光客に日本食を楽しんでもらう。また、岩沼食堂の内装は、

円卓や掘りごたつを設置し、暖かい雰囲気の下で観光客と地域住民の交流の場を提供す

る。観光客と地域住民が同じ時を過ごし、時を共有するトキ消費の場を、岩沼食堂で実現

することが出来るのである。このように、商店街に観光客と地域住民の新たな交流の場を

設けることで、「岩沼市内の商店街をはじめとする地域経済や地域コミュニティが衰退し

つつある」という岩沼市の課題を解決することができる。 

 2 箇所目は、岩沼市西部の伝統文化体験エリアである。日本三大稲荷の 1 つとして人気

を誇る竹駒神社では、施設内の弓道場を利用し、初心者でも楽しむことができる観光客向
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けの弓道体験を実施する。相撲や剣道などの日本の伝統的なスポーツに対してインバウン

ドの需要が高まる中、弓道体験は観光客にとって非常に魅力的な伝統文化体験であると考

える。また、商売・金運の大神が祭られ、全国的にも知名度の高い金蛇水神社では、現

在、観光客向けにそば打ち体験教室を開いている。私たちは、この既存の取り組みを、観

光客と交流しながら楽しむことが出来るよう、多言語対応などの面からインバウンド向け

にさらなる改良を行う。また、恵洪寺では、現在毎月第 1 土曜日に写経写仏体験、座禅体

験が開かれている。このように、岩沼市では体験の機会が数多く提供されている。そのた

め、見るだけの観光にとどまらず、観光客が地域住民と一体となって市に入り込むこと

で、人と人の“結びつき”を築き上げることが出来る。以上より、岩沼市の魅力的な資源を

利用した 3 つの伝統文化体験を通して、台湾人観光客が日本文化や歴史を存分に味わうこ

とで、岩沼市が抱える「地域資源の魅力を活かしきれていない」という課題を解決でき

る。 

 3 箇所目は、岩沼市東部の自然体験エリアである。近年、観光にドローンを掛け合わせ

たものが注目を集めており、空を新たな観光資源としてみなす動きが強まりつつある。そ

こで、震災と地域の記憶を次世代に伝えていくための場として建設された、いわぬまひつ

じ村を活用する。最新技術を駆使したドローンで、多くの羊と一緒に広大な草原と青空の

下、写真や動画を撮影することができる環境を整える。また、最新技術を使用した VR ゴ

ーグルを装着し、観光地の空中映像をドローン目線で楽しむこともできる。このように、

旅を通じて一緒に過ごす瞬間を写真や動画などのカタチにし、仲間と思い出を共有するこ

とができるため、旅の“結び”にふさわしい締めくくりをすることが出来る。他にも岩沼市

には、千年希望の丘や貞山運河などの自然があるため、地域資源の魅力を活かした自然体

験の可能性を多く秘めている。ただし、航空法でドローンの飛行禁止空域が定められてお

り、千年希望の丘の敷地内でも二野倉公園以南でプランを実施する必要がある点に留意し

たい。 

  そして私たちは、市内を観光する交通手段としてレンタサイクルを推奨する。現在、

国土交通省は、サイクリング観光を推進しており、注目度が高まっている。岩沼市には

「ジャパンエコトラックみやぎ県南浜街道」があり、豊かな自然を五感で体感し、地域の

歴史や文化をゆっくりと味わえる環境が揃っていることから、地域住民の暮らしを身近に

体感し、地域資源を堪能するにはレンタサイクルが最も適していると考える。また、レン

タサイクルの受付、荷物預かりに関しては、岩沼市内の商店街の空き店舗を活用する。こ

れにより、観光客は荷物を預け、ラウンジ岩沼で身軽に、そして快適に観光を楽しむこと

ができる。 

 

第 3 章 岩沼市の地域資源の有機的なつながりとしての「いわぬマイレージ」 

1 節 概要 

 私たちが考案する「いわぬマイレージ」とは、地域ポイントシステムを通じて各観光地
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を有機的につなぐだけではなく、観光地化マーケティングのための情報データベースの構

築、ひいてはインバウンド対策をも叶えるシステムである。 

 

2 節 システム 

 いわぬマイレージとは携帯アプリによる地域ポイントシステムであり、観光客だけでは

なく、地域住民もその利用対象としている。既存の地域ポイントシステム同様、商店街等

対象店舗での消費金額に応じてポイントを付与することに加え、ウォーキングによる歩数

やサイクリングによる移動距離にも応じてポイントを付与することで、各観光地に有機的

なつながりを創出する機能を高める。貯めたポイントは岩沼市内での買い物に利用するこ

とが出来、また、失効したポイントは岩沼市に寄付される。さらに、多言語翻訳機能を搭

載することで、上記携帯アプリは、インバウンド観光客への観光案内の役割も果たす。ま

た、マルチ QR 決済を導入することで、ポイント決済と併用した完全キャッシュレスを、

このシステム１つで叶えることができる。システム開発に関しては、株式会社サイモンズ

社長、斉川満様より御協力いただけるとの承認を頂いている。 

 

３節 効果 

 いわぬマイレージの導入により、ポイントシステムを通して各観光地を有機的に結び、

ポイントの獲得という観光客が各観光地を周遊する理由を創出する。ウォーキングやサイ

クリングによるポイントの付与は観光客の周遊促進、ひいては岩沼市民に、車以外の他の

移動手段の選択を誘発する作用を持つだろう。これは、岩沼市が掲げる将来像「i があふ

れる健幸先進都市」の実現にも寄与する。もちろん、消費を地域内に閉じ込める作用も持

つため、商店街の活性化等にも効果がある。さらに、このように移動や購買行動といった

観光客(消費者)の行動を全てポイント化することで、観光客の消費行動をデータとして集

積することが出来る。これにより、岩沼市の更なる観光地化を目指したマーケティングが

可能になる。さらに、このポイント付与のシステムをより発展させる（図 6）ことで、市

民の動向を把握した持続可能な地域活性化のためのマーケティングを行うことも可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 いわぬマイレージの発展可能性 
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４節 経済効果 

 実際に、地域ポイントによって集積されたデータ分析を用いたマーケティングを実施し

た事例として、福島県伊達市が挙げられる。伊達市内のある寿司屋では、顧客情報をもと

にした DM 送信等を行った結果、売り上げが 40 倍になった。また、日本全国のポイント

システムにおいて、年間を通して失効しているポイントは全体の約４割(約４億円)といわ

れており、いわぬマイレージではそれが市の財源になるため、年間約５００万円の利益が

見込まれる。 

 

第 5 章 本プランの運営方法 

 本プランへの関わりを持つ、岩沼市、商工会、寺社、神社、岩沼食堂の運営及びラウン

ジ岩沼の運営事業者、バス業者、地域住民に呼びかけ、運営のかじ取り役として、

LOUNGE IWANUMA DMO(以下、ラウンジ岩沼 DMO)を設立する。DMO とは

Destination Management/Marketing Organization の略語であり、観光庁が『観光ビジョ

ン実現プログラム 2019』の中で推進する方向性を示している。広域連携や地域間連携を図

る前に、まずは岩沼市内の企業や行政を統括する必要があるという考えのもと、ラウンジ

岩沼 DMO は観光庁の定める「地域 DMO」を目指すものとする。DMO の設立により、観

光地経営の視点に立った観光地域づくりが可能となり、観光地としての持続的な発展が期

待できる。 

 また、ラウンジ岩沼の各観光エリアの具体的な運営方法は以下の通りである。まず、岩

沼市の観光の拠点となる日本食エリアは、運営事業者を公募し、地域住民の社会参加を促

す。2 箇所目の伝統文化体験エリアは、弓道体験については竹駒神社、そば打ち体験につ

いては金蛇水神社、写経、写仏、座禅体験については恵洪神社がそれぞれ運営を行う。 

3 箇所目の自然体験エリアの岩沼スカイムービーの運営については、岩沼市に、千年希望

の丘における事業実施の協力を仰ぎ、ドローン事業者に公募を行う。 

 

第 6 章 本プランにおける経済効果と政策効果 

1 節 経済効果  

 私たちは、このラウンジ岩沼のプランを通して、岩沼市の地域資源の魅力を活かしきれ

ていない、商店街を中心とした地域経済や地域コミュニティが衰退しているといった課題

を解決するとともに、空き店舗問題の解決、さらには年間を通じて交流人口の拡大を図る

ことが出来ると考える。本プランにより、経済面においてどれほどの効果が生じるかを算

出する。観光客が、ラウンジ岩沼における 3 箇所の観光エリアで支払う金額に加え、レン

タサイクルの貸し出し料金が、本プランの主な観光収入となる。台湾人観光客 1 人当たり

の 1 日平均消費額が 11,909 円（飲食費：6,729 円、交通費：3,871 円、娯楽・サービス

費：1,307 円）であること（日本政府観光局 JNTO 『日本の観光統計データ』より、台湾

人 1 人当たりの旅行消費額（飲食費：24,900 円 交通費：14,324 円 娯楽・サービス
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費：4,839 円）から平均滞在日数の 3.7 日で割った値（本プランでは一日を過ごすことを

想定している為、1 日当たりの消費額を算出））、また、ラウンジ岩沼における 3 箇所の観

光エリアが、この消費額の内訳と合致していることから、このラウンジ岩沼においても同

程度の消費額が見込まれる。仙台空港を利用している台湾人 17,901 人（七十七銀行 

『調査月報』 2017 年 2 月号 より引用 2017 年に仙台空港を利用した台湾人）のう

ち、私たちが独自に行ったアンケートで、本プランに行きたいと答えた約 8 割がラウンジ

岩沼を訪れると仮定すると、1 年間で約 1.7 億円の経済効果が見込まれる。さらに、先述

した「いわぬマイレージ」による年間 500 万円の収入に加え、本プランではインバウンド

の受け入れ体制を充実させている為、台湾人観光客だけではなく、仙台空港を利用する多

くの外国人観光客の集客により、さらなる経済効果も期待できる。 

 

2 節 サーベイ調査による政策効果の検証 

 本プランが、台湾人観光客の集客にどれほどの効果が期待できるかを考えるために、サ

ーベイ実験を実施した。サーベイ実験とは、一つの対象に対するある条件の影響を明らか

にしようとする際、目的とする条件以外を同じ条件で行う調査に基づく実験であり、影響

の効果を数値化できるため、マーケティングや判断指標など様々な用途で利用される。具

体的に今回は、本プランのターゲットである台湾人 161 名を対象としたサーベイ実験を行

い、本プランの内容の説明を含めたアンケートの回答 80 枚（実験群）と含まないアンケ

ートの回答 81 枚（コントロール群）を回収し、カイ二乗検定を行った。結果は、p の値

が、0.00000001 となり、有意水準の 0.01 を大きく下回ったため、本プランは岩沼市の観

光客増加に効果があることが強く示唆された(図 7)。 

 

3 節 政策効果 

 私たちが提案した観光コンテンツは、岩沼市の地域活性化に向けた多くの発展可能性が

期待できる。まず、空き店舗を有効活用し、地域住民が主体となって開く「岩沼食堂」で

は、観光客と地域住民が一緒に“おむすび”を作るという、その時、その場でしか味わえな

図 7 サーベイ実験による政策効果の検証 
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い体験ができる。そして、岩沼食堂が新たな交流の場となり、地域コミュニティの再生に

つながる。また、岩沼食堂と同様に空き店舗を、レンタサイクルの受付所や荷物預かり機

能を有する施設として活用し、岩沼市広域の周遊観光をしやすくする。さらに、岩沼市の

有名な観光資源の一つである神社仏閣では、既存の体験の門戸をより広げることで、交流

人口のさらなる拡大を狙う。そして、「ドローン」や「VR」を使用した新たな自然体験を

通し、思い出をカタチにして旅の“結び”とすることが出来る。 

 これら「ラウンジ岩沼」の魅力的な観光資源が、岩沼市の観光地化とインバウンド需要

を見据えた誘客に効果的であると考える。また、本プランによる岩沼市への交流人口の伸

張が、地域経済の活性化へとつながり、地域コミュニティの再生が達成される。観光客と

地域住民の交流を通して岩沼市の歴史や文化、震災の記憶が語られ、受け継がることが、

岩沼市の発展とさらなる震災復興に大いに資するだろう。 

 

第 7 章 総括 

 東日本大震災から 8 年。以降、国や自治体、民間企業、専門機関、NPO やボランティア

などにより、様々な復興支援の取り組みが行われてきた。岩沼市は、他の市に先駆けて復

興計画を策定し、「復興のトップランナー」と評されていることから、ハード面における

復興は順調に進んでいると言える。しかし、少子高齢化による地域経済や地域コミュニテ

ィの衰退等、課題は多く残っている。ハード面において、土地は息を吹き返しつつあり、

今やその場所を使った「営み」を行うフェーズへ到達している。そこで、私たち木寺ゼミ

ナールが提案したのは、当市を取り巻く近年の好機を活かし、課題を包括的に解決できる

観光まちづくりプランである。本プランでは、当市をラウンジと位置づけ、フライトまで

の空き時間の新たな過ごし方を提供する。ラウンジ内では、地域資源の魅力を最大限に活

用した体験を通して、観光客と地域住民が“結ばれ”、また、観光コンテンツの運営を地域

住民が担うことで、地域住民同士も“結ばれる”。今後、本プランでターゲットとして選定

した台湾人観光客に加えて多くの外国人観光客が訪れ、魅力が新たに発見されることによ

り、より多くの人がその魅力に触れ、さらなる活性化につながることを期待する。 

 私たちのプランである「LOUNGE IWANUMA」が、岩沼市の観光地化による地域経済や

地域コミュニティの活性化に加え、交流人口の拡大による人と人の“結びつき”を生み、震

災の記憶を後世につなぐことで、さらなる復興に寄与すると、私たちは確信する。 
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