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【梗概】 

岩沼市役所をはじめとするフィールドワークやヒアリング調査を通じて、被災者の⼼の復興や
経済⾯の衰退、地域コミュニティの希薄化という課題に着⽬した。これらの課題を解決するため
のカギとなるのは、本⼤会のテーマでもある交流⼈⼝の拡⼤である。⼤会の開催地である岩沼市
を例にすると、「岩沼市まち・ひと・しごと総合戦略」の事業では、基本⽬標の対象者が岩沼市⺠
を中⼼としている。かたや、市外や県外、あるいは国外からの訪問者へ光を当てることについて
は⼗分でないとも⾔え、結果として情報発信についても不⼗分となっている可能性があり、交流
⼈⼝の拡⼤という観点からは今後取り組むべき課題である。また、地域資源の側⾯から考えると、
岩沼市が有する地域資源を点で考え、単独で活⽤して交流⼈⼝を獲得するのは難しいであろう。
そこで、岩沼市を⾯で考え、さらには名取市・亘理町・⼭元町を合わせた 2 市 2 町（通称：みや
ぎ県南浜街道）の広域連携で進めるなど、複数の地域資源を活⽤できる⾯での検討を進めること
が重要となる。そうすることにより、地域⼀体となったプロモーションが可能となり、多くの交
流⼈⼝の獲得可能性が⾼まる。 

既に岩沼市で取り組まれているこの広域連携を応⽤して、私たちは「みやぎ県南浜街道ファン
クラブ構想」を提案したい。この構想は、平成 30 年度「岩沼市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」
をもとに考えた『関係⼈⼝』を⽣み出すものである。この構想で地域に呼び込むべき⼈として想
定しているのは、地域と関わりを深く築く「関係⼈⼝」であるが、その誕⽣が地域に訪れる「交
流⼈⼝」を増加させる役割を果たすと捉えている。つまり、地元を活性化させたいと思う⼈や団
体と地域住⺠をつなぎ合わせることで、更に多くの⼈との交流が⽣まれることが期待される。地
域の魅⼒や現状を発信するファンクラブというシステムの構築により、会員⾃⾝が情報の発信源
となり、関係⼈⼝および交流⼈⼝の拡⼤を図る。 

本研究では、「みやぎ県南浜街道ファンクラブ」の事業構想の具体を⽰し、浜街道内外の⼈々や
各⾏政機関、店舗を巻き込み、情報の発信が活性化や地域資源を有効に活⽤した交流⼈⼝拡⼤を
図ることを⽰す。 
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1. 問題の背景と定義 
 
1.1. 被災地域の課題と観光による交流⼈⼝の拡⼤ 

今回の公共政策フォーラムのテーマは「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」である。まず、このテーマが設定された背景を捉えるために、東⽇本⼤震災で影響を受けた
地域が抱える地域の問題について３点を挙げたい。 

 
①ソフト⾯での復興の不⾜ 

東⽇本⼤震災により、東北地⽅特に東北沿岸部は甚⼤な被害に⾒舞われた。東⽇本⼤震災から
８年が経ち、⽡礫の撤去、道路や防潮堤の整備など、ハード⾯の復興は順調に進んでいるが、か
つての活気ある街並みや思い出の地を失った被災者の⼼の復興をもたらすためのソフト⾯での復
興プログラムが⼗分でない。例えば岩沼市では、いわぬまひつじ村によるアニマルセラピーや千
年希望の丘でのイベント開催をメンタルケア事業として⾏っているが、依然としてその課題が残
ったままである。 
 
②経済的な⾯での衰退 

企業の集積そしてそれに伴う働き⼿が都⼼部に流れていき、東京⼀極化が進んでいる。被災し
た東北地域に限らず、地⽅での経済活動は鈍る⼀⽅であり、地⽅の経済は苦しい局⾯にある。東
北地⽅では、東⽇本⼤震災からの復興のためのインフラを中⼼とする特需や復興⽀援補助⾦が経
済を⽀えるという側⾯もあったが、復興⽀援期間が終わりを迎えつつあり、今後どのように対応
するかが課題となっている。 
 
③⼈⼝の減少と地域コミュニティの希薄化 

地⽅では、都⼼部に⼈が流れることにより⼈がいなくなるだけでなく、かつては濃密であった
地域コミュニティも年々希薄になっている。また、地域の商店街や、市⺠館、公⺠館などは、利
益が出せずにつぶれてしまい、⽼朽化や利⽤者数の減少による施設の廃⽌なども検討されており、
地域住⺠の交流の場もなくなりつつある。東北地⽅では、そのような時期に震災の影響を受けて
⼈⼝流出が加速している。そうしたなかでいかにして現代に機能する地域コミュニティを形成し
ていくかが課題となっている。 
 

岩沼市を含め東北の被災地域はいずれもが同様の社会基盤的な問題を抱えている。その問題を
解決するためには、⼈と地域社会という基盤確保が必要であり、さらなる発展のためにはその起
爆剤となるアイデアが必要である。そのように考えると、アイデアは地域の⼈が考えるだけでは
なく、それを持ち込んでくれる⼈、地域の活動に関与してくれる「外の⼈」あるいは「外者」を
獲得することが重要となる。現時点では、そのように寄与する⼈を⼗分に呼び込めていないと考
えられ、その課題に取り組むことが基盤的な課題解決に有効であると⾔える。⾔い換えると、こ
の地域に呼び込むべき⼈は、地域と関わりを深く築いてくれる⼈々、いわゆる関係⼈⼝を増やす
ことが効果的であると考えられる。さらには、関係⼈⼝の定着がその地域に訪れる交流⼈⼝を増
加させる役割を担うことが期待できる。 

関係⼈⼝や交流⼈⼝が⽣まれることにより、⼼の復興、経済⾯での活性化、そして地域内への
刺激にプラスの影響が及ぶと考えられる。⼼の復興については、交流⼈⼝の拡⼤を通した活気あ
る街づくりを⾏うことによって地域住⺠を元気づけることができるであろう。また、単に⼈との
関わりが増えることで、共感してくれる⼈や思いやってくれる⼈が増え、直接的にも⼼の復興が
できると考えられる。例えば、岩垣他（2017）は、⼤橋・近藤尚（2015）が「社会的な関係性を
多くもっている避難者は、精神状態がある程度改善しており、友⼈や⽇常的に交流する⼈の存在
が⼤きな不幸を和らげる緩衝装置としての役割を果たしている」ことを指摘している。 
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経済⾯での活性化については、訪れる⼈が増えれば収益の増加も⾒込まれる上、深く関与して
くれる⼈の中には移住という選択をし、地域での事業を⽣み出す⼈となる可能性もある。地域内
への刺激については、地域外の⼈がその地域にはないアイデアをもたらす可能性があり、それが
地域住⺠の地域への関与を促進する役割を担いうる。住⺠の主体性を促し、その後の⾃治活動で
⾃らが住みやすい地域を作っていくきっかけとなりえる。 
 
1.2. 交流⼈⼝・関係⼈⼝の定義と本研究の⽬的 

総務省『関係⼈⼝』ポータルサイトでは、関係⼈⼝について次のように定義している。 
 

「関係⼈⼝」とは、移住した「定住⼈⼝」でもなく、観光に来た「交流⼈⼝」でも
ない、地域や地域の⼈々と多様に関わる⼈々のことを指します。地⽅圏は、⼈⼝
減少・⾼齢化により、地域づくりの担い⼿不⾜という課題に直⾯していますが、
地域によっては若者を中⼼に、変化を⽣み出す⼈材が地域に⼊り始めており、「関
係⼈⼝」と呼ばれる地域外の⼈材が地域づくりの担い⼿となることが期待されて
います。（総務省『関係⼈⼝』ポータルサイト, 2019/10/17 最終閲覧） 

 
図表 1 は、交流⼈⼝と関係⼈⼝と定住⼈⼝における地域の関わりと⼈数を、岩沼市をモデルに

グラフに表したものである。グラフの縦軸は⼈数をとっており上にいくほど⼈数が多いことを表
している。横軸は地域との関わりを表しており右に⾏くほど地域との関わりは強くなる。⼈数の
観点からグラフを⾒ると左から交流⼈⼝、関係⼈⼝、定住⼈⼝の順に少なくなっており地域との
関わりの観点から⾒ると左から交流⼈⼝、関係⼈⼝、定住⼈⼝の順で強くなっている。今回の論
⽂のテーマは、この図のオレンジで表現された線の関係⼈⼝をいかに⽣み出すか、そしてその有
効な⽅法を明らかにすることである。 
 
 

図表 1 交流⼈⼝と関係⼈⼝ 

 
出所：筆者作成 
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関係⼈⼝に着⽬する理由として、⼤型観光地のように 1 ⽇ 1,000 ⼈を⼀回だけその地域に誘致
するよりも、その地域に 100 ⼈が 10 回訪れるような場所を作ることでその地域は特別なものと
なり、ただ地域に来てお⾦を落としていくだけではなく、地域への想いも地元との関わりも深く
なっていく。そんな中、⾃分の愛着深い地域が消滅の危機にさらされているというような課題や
苦悩を知った時、その地域を何とかしたいという思いが⽣まれるだろう。このとき、その思いを
具体化させるためのシステムがあることで、地域に新たなプレイヤーが⽣まれると考えられるた
めである。 

したがって、関係⼈⼝の部分をつくる取り組みを考えることが重要で、どのような⼿法が岩沼
を含めて、被災地で可能であるかを明らかにし、政策提案を⾏うことが本研究の⽬的である。 
 
2 取り組み事例 
 
2.1. 岩沼市の関係⼈⼝拡⼤の取り組み 
 平成 30 年度岩沼市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略（岩沼市,2019）の検証に関する報告書内
において基本⽬標に「新しい⼈の流れを作る」を掲げている事業が 3 つある。⼀つ⽬は、「千年希
望の丘」震災伝承・防災学習事業である。震災の記憶・教訓等の伝承や、環境保健活動を含む様々
な体験を提供している。⼆つ⽬は、みんなで輝く「まち・ひと・しごと」プロジェクトである。地
域コミュニティを活かした町づくりと将来の岩沼市を担う⼈材の育成、仙台空港を活かした観光
等の産業創出に取り組んでいる。三つ⽬は、「みやぎ県南浜街道」誘客促進事業である。名取市、
岩沼市、亘理町、⼭元町の 2 市 2 町と連携し、地域⼀体となったプロモーションを図り、県南浜
街道のエリア活性化に貢献できる⼈材の育成に注⼒している。これらの取り組みによって、岩沼
市の魅⼒を市外の⽅たちに PR する活動を⾏っている。また、三つの事業全てに共通することと
して、観光振興による交流⼈⼝の拡⼤が掲げられている。図表 2 は、岩沼市まち・ひと・しごと
創⽣戦略の関係性を図⽰したものである。 
 

図表 2 「岩沼市まち・ひと・しごと創⽣戦略」 

 
出所：「岩沼市まち・ひと・しごと創⽣戦略」を参考に筆者作成 

 
岩沼市が⾏っている事業は先ほど挙げた三つを含め六つあるが、基本⽬標で岩沼市⺠を対象と

していることから、ターゲットとなる⼈が岩沼市内の住⺠に偏りがちであり、市外あるいは県外、
国外の⽅への発信⼒が⼗分でないと考えられ、交流⼈⼝の獲得にも課題がある。さらに⼆つ⽬の
事業で、仙台空港を活⽤した観光が考えられるが、岩沼市へのヒアリングから⼗分に活⽤するこ
との難しさを感じ、地域資源の活⽤⽅法を検討していくことが必要であると考えられた。そのた
め、交流⼈⼝拡⼤を狙いとした事業を活かし、⾜を運んだ⼈々にこの町に関わりたいと思っても
らうような地域資源の活⽤・発掘、まちづくりを進展させ、関係⼈⼝の拡⼤に結び付けていかな
ければならない。 
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2.2. 全国の事例―地域との関わりを強める取り組み、関係⼈⼝創出の取り組み 
（1）「外者」を活⽤した地域の関わりを強める事例 

1 つ⽬は、東京都⽂京区で、特定⾮営利活動法⼈（以下、NPO 法⼈）カタリバが⽂京区からの
依頼を受け、市内の中⾼⽣と共に、施設のプランニングを⾏った事例である。市内の⾼等専⾨学
校と共同し、合計 100 ⼈以上の学⽣が参加した。結果として、「b-lab」という区内初の中⾼⽣向
け施設を開設した。この事例は、市⺠同⼠が交流することで地域コミュニティを向上させるとと
もに、地域活性化を実現したものである。 

2 つ⽬は、宮城県気仙沼市にある認定 NPO 法⼈底上げが⾏っている活動である。この団体は、
東北の⾼校⽣が⾃分のやりたいことと、地元のためにできることに対して⾏動することをサポー
トする団体である。⾏っている活動の中に、「ロールプレイング気仙沼」というものがある。この
活動は、「気仙沼を離れても、地元のためにできることを考えたい。」という思いから始まった⼤
学⽣主体のプロジェクトである。観光客に気仙沼の魅⼒をゲーム感覚で楽しみながら知ってもら
う企画となっている。この事例から、若い世代の中に、地元のために活動したいと思っている⼈
がおり、その活動を団体がサポートすることで実現できることが分かる。 

 
（2）「交流⼈⼝」を活⽤した地域の関わりを強める事例−SET 

ヒアリングを実施した、陸前⾼⽥市広⽥町にある特定⾮営利活動法⼈ SET の事例である。（特
定⾮営利活動法⼈ SET HP,2019/10/17 最終閲覧）この団体では、「広⽥⺠泊事業」として修学旅
⾏誘致を⾏っている。陸前⾼⽥市での⺠泊事業が始まった背景に、東⽇本⼤震災の復興のために
集まった多くのボランティアが、旅館やホテルが少なく泊まることが出来ないということがあっ
たということである。このような背景から、NPO 法⼈ SET は、⼀般社団法⼈まるごと陸前⾼⽥
や⺠泊修学旅⾏の専⾨家と協⼒し、⺠泊事業を始めた。2016 年から神奈川・東京・千葉など都市
部の修学旅⾏⽣を⺠泊に受け⼊れており、2016 年には 5 校 750 名、2017 年には 10 校 1,750 名を
受け⼊れている。 

内容は、農林漁家に宿泊し「ありのまま」の暮らしと仕事を体験する「農村漁家⺠泊」を核と
した体験教育旅⾏である。SET がこの事業を取り組む理由に、交流⼈⼝の増加と正の経済効果お
よび⾃信と誇りを再び得るということがある。修学旅⾏を終えた学⽣の中には、初めは不安や嫌
だという感情を持っていた学⽣もいたが、帰るときには涙するほど好きな居場所になったという
感想が寄せられることもあったという。また、修学旅⾏の後に⼿紙のやりとりや、⾃費で再度訪
れたという学⽣も⽣まれている。 

派⽣効果もある。⺠泊受け⼊れ家庭同⼠が集まって「⺠泊⼥⼦会」を 10 名規模で開催するなど、
学⽣との関わりだけでなく、地域住⺠同⼠の関わりも活発化している。このことから、⺠泊事業
をし、域外の⼈を呼び込むことで、関係⼈⼝を増加させることに加え、地域の住⺠に刺激が加わ
り、住⺠同⼠の交流も促進されたと捉えることができる。（杉本・⻑⾕川・宮崎,2018） 

その他にも、中⾼⽣をターゲットにし、地域活性化とキャリア教育を⽬的にした「⾼⽥と僕ら
の未来開拓プロジェクト」や全国の⼤学⽣が集まる１週間の実践プロジェクト「Change Maker 
Study Program(以下、C.M.S.P)」、それを発展させた 4 か⽉の移住留学プログラム「Change Makersʼ 
College（以下、C.M.C）」などの事業を通じて関係⼈⼝拡⼤を⽬指している。特に C.M.C.P と C.M.C
は、ほかの⼆つの町の⼈との交流や地域への愛着づくりといった事業とは異なり、課題解決型の
実践プログラムとなっている。 

「地域おこしをしたい」「広⽥町を何とかしたい」という思いを持つ、地域と本気で向き合う本
気度の⾼い⼈のみを対象にしており、「やりたい！」という気持ちを形にしていくことができる。
SET の三井⽒によると、この⼈たちは関係⼈⼝というよりはむしろ「活動⼈⼝」とも呼べると話
している。これらの⼈々が地域おこしを担い、地域にとっての重要なプレイヤーになっている。
復興をはじめ、地域の活性化のためには、この外者を巻き込むという考え⽅を応⽤していく必要
であると⾔える。 
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（3）「ファンクラブ」を活⽤した地域の関わりを強める事例 

関係⼈⼝拡⼤の先⾏事例として、⾃治体ファンクラブを取り上げる。地⽅圏は、⼈⼝減少・⾼
齢化により、地域づくりの担い⼿不⾜という課題に直⾯しているが、地域によっては若者を中⼼
に、変化を⽣み出す⼈材が地域に⼊り始めており、「関係⼈⼝」と呼ばれる地域外の⼈材が地域づ
くりの担い⼿となることが期待されている。そこで、近年ではインターネットやソーシャル・メ
ディアの発展を背景に、情報を発信し他者に影響を及ぼす消費者(アンバサダー顧客)の存在が関
⼼を集めている。（藤崎,2016） 

1 つ⽬は、岐⾩県⾶騨市が⾏う⾃治体ファンクラブである。⾶騨市役所地域振興課が主体とな
って取り組んでおり、会員費は無料で、⾶騨市を⼤好きな⼈であればだれでも申し込みが可能で
ある。間⼝の広さにより、3,227 名(2019/10/3 現在)が会員となっている。会員となれば、楽天 Edy
機能付きオリジナル会員証と、会員としてのオリジナル名刺 100 枚がプレゼントされるほか、市
内で買い物する際は市内協⼒店舗で特典が受けられる。注⽬したいのは、名刺を利⽤すればする
ほどサービスが向上するという点である。⾶騨市は、ふるさと納税にも取り組んでおり、1 万円以
上の寄付でおいしい特産品を贈っている。ファンクラブでもこの特産品を活⽤して、名刺 30 枚の
利⽤でふるさと納税返礼品「1 万円以上の寄付でもらえる」コース、名刺 50 枚の利⽤で「2 万円
以上の寄付でもらえる」コース、名刺 100 枚の利⽤で「3 万円以上の寄付でもらえる」コースの
いずれかをプレゼントされるという仕組みを取っている。（⾶騨市ファンクラブ，2019/10/17 最
終閲覧） 

2 つ⽬は、栃⽊県⽇光市の⾃治体ファンクラブである。⽇光市役所企画部総合政策課⽇光ブラ
ンド戦略室内⽇光ブランド協議会が主体となっている。会員費は無料となっている。会員となれ
ば、会員証の発⾏、ピンバッジ、ミニシールのプレゼント、メールマガジン配信などが特典とし
て受けられる。注⽬したいのは、様々なメディアを活⽤し情報発信を⾏っていることだ。公式 HP
「NIKKO LOVE FAN すごい⽇光ファンサイト。」、公式 Facebook「⽇光シティプロモーション」、 
「⽇光ファンブック」、栃⽊県内の⾃治体初の LINE＠公式アカウント、⽇光市公式 YouTube チャ
ンネルによる情報配信などである。その中でも公式 HP「NIKKO LOVE FAN すごい⽇光ファン
サイト。」を取り上げたい。この HP がほかの⾃治体と違うところは、市内に点在する様々な地域
資源、イベント、情報を会員によって⾃発的に発信されていることである。発信主体は、⽇光フ
ァンサポーター・市⺠ライターと呼ばれ、⽇光ファンサポーターは 15 名、市⺠ライターは 6 名登
録されている(2019/10/3 現在)。HP 内では募集バナーが置いてあり、会員であれば団体・個⼈問
わず登録することが可能である。この仕組みを導⼊した⽬的として、⽇光の魅⼒や情報をファン
や市⺠が⾃発的に発信することで、交流⼈⼝の拡⼤とシビックプライド(郷⼟愛)の醸成を挙げて
いる。（NIKKO LOVE FAN,2019/10/17 最終閲覧） 

これら 2 つの事例は、アンバサダー顧客の⼿法をとっている。その⼿法とはアンバサダー顧客
と共にマーケティング活動を⾏う取り組みの総称であり、クチコミや評判が広がる仕組みを構築
することを⽬的としている。つまり、⾶騨市で⾔えばファンクラブ会員⾃⾝が名刺を利⽤すれば
するほど得する仕組みを作り、さらにその名刺に広告の効果を持たせることで、紹介者にも被紹
介者にも得があり、広告費も抑制できるという仕組みである。⽇光市で⾔えば、ファンサイトに
会員である市⺠やファン⾃⾝が⽇光について発信することでシビックプライドを醸成しながら、
同じように広告費を抑えつつも効果的に PR を⾏っている。 

すべての事例で共通していることは、地元を活性化させたいと思う⼈や団体と地域住⺠をつな
ぎ合わせることで、さらに多くの⼈との交流が⽣まれ、ときには地域コミュニティの向上を実現
できたことである。またプレイヤーに着⽬すると、⾏政では対応が難しいような専⾨的な仕事を
⾏える団体が現れていることや、その団体がうまい仕組みを考えていること、そしてそのような
団体を活⽤する施策を打ち出した⾏政がいる。 

これらの事例を踏まえ、次章では、私たちが考える関係⼈⼝創出のための構想を提案したい。 
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3. 事業プランの提案：「みやぎ浜街道ファンクラブ」の構想 
 
3.1. プランの背景 

第２章で、「岩沼市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」の検証に関する報告書内における基本⽬
標「新しい⼈の流れを作る」取り組みについて整理した。『岩沼市まち・ひと・しごと創⽣総合戦
略~岩沼で産まれ・育ち・⽣きる(活きる)「地産地⽣」のまちづくり~』における「地産地⽣」を
達成するためには、関係⼈⼝拡⼤が必要不可⽋であると読み取れる。 

岩沼市には様々な⼟地に魅⼒的な地域資源が数多く存在するが、その多くは単独で多数の観光
客を引きつけるほどの地域資源となり得ていないと⾔える。また、全国的に⼈⼝や資本⼒、集客
⼒がある⼤型の地域資源のある地域がより⼈々を引きつけ､経済の活況を⽣み出すという構図も
ある。そこで私たちは、岩沼を含めたみやぎ県南沿岸地域の連携によって、より多くの観光客を
引きつける地域ブランドの確⽴で、岩沼市をはじめとする広域のコミュニティ創造と、関係⼈⼝
の拡⼤が実現すると考える。そしてこの実現は、地域間連携の新たなあり⽅として他地域のモデ
ルプランになり得ると考える。 

本研究では、交流⼈⼝を⽣み出すための関係⼈⼝の創出が重要であると位置付けた。また、実
現可能性を考慮し、現在⾏われている交流⼈⼝拡⼤に向けた取り組みを強化することを考えた。
そこで、現在の取り組みの伸び代を活かし、新たな「ひと」との繋がりを⽣む仕組みを検討し、
提案することとした。それが「みやぎ県南浜街道ファンクラブ構想」である。 
 
3.2. 事業内容 

「みやぎ県南浜街道ファンクラブ」の事業構想の内容について説明する。名取市・岩沼市・亘
理町・⼭元町の宮城県沿岸の 2 市 2 町が連携し、それぞれの地域を愛する⼈たちに、地域の魅⼒
をおのずからアンバサダー顧客として発信してもらうことで、2 市 2 町の認知度を⾼め、多くの
⼈に訪れてもらうというものである。みやぎ県南浜街道は、『ジャパンエコトラック』に登録され
ている。ジャパンエコトラックとは、トレッキング・カヤック・⾃転⾞といった⼈⼒による移動
⼿段で、⽇本各地の豊かで多様な⾃然を体感し、地域の歴史や⽂化、⼈々との交流を楽しみなが
ら旅をするスタイルのことである。歴史や⾷、⾃然を満喫できるコースが指定されているため、
サイクリングを楽しむために訪れる⼈も多い。サイクリングをしながら撮影した写真や出会った
⼈とのエピソードをファンクラブで発信することで、全国のサイクリング好きにも浜街道の魅⼒
が伝わると考えている。 

ファンクラブのターゲットを浜街道内に住む⼈と浜街道外で⽣活している⼈の双⽅とする。浜
街道内に住む⼈には、何気ない⽇常や現地での最新の情報を提供してもらうことで、ディープな
視点で浜街道を外に向けて発信することができる。浜街道外に住む⼈は、観光客としての視点や
⾃分の住む地域にはないことからの気づきをもとに、浜街道ならではの魅⼒を発信してもらうと
同時に、浜街道を知らない⼈たちに情報を拡散する役割を担う。その情報交流の場が「みやぎ県
南浜街道ファンクラブ」である。 

会員は 2 市 2 町が⼤好きな⼈ならどんな⼈でも⼊会でき、⼊会費・年会費無料で様々な会員特
典が受けられるような仕組みとする。会員の主な活動としては、⾃⾝のブログや SNS、⼝コミを
利⽤して各地域を PR することや 2 市 2 町に関連するイベントの参加や事業に関する協⼒などが
挙げられる。ファンクラブ⾃体の活動は、2 市 2 町の様々な情報をメールマガジンや会報誌など
で発信することや会員交流イベントの開催（年 1，2 回程度）、会員を対象としたワークショップ、
マーケティング調査の実施などである。会員特典としては、会員証明書と名刺の発⾏や市内の協
⼒店舗での会員限定優待、会報誌の送付とメールマガジンの配信（希望者）などを考えている。
配布された会員証明書を協⼒店舗で提⽰することで割引やプレゼントといった会員限定優待が受
けられる仕組みとなっている。これらのファンクラブ全体の活動費は協⼒店舗からの協賛で運営
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を⾏う。協⼒店舗は情報発信と顧客獲得の機会を増加させる相乗効果が得られる。宮城県沿岸の
2 市 2 町が連携することにより⼤きな存在感と地域ブランドが⽣まれ、新たなコミュニティの創
造と関係⼈⼝拡⼤につなげられる。 

交流⼈⼝拡⼤のプロセスは浜街道を知らない⼈が興味を持ち関係を築くことで実現できるが、
その流れを図表 3 で確認する。浜街道に魅⼒を感じ興味を持った⼈たちの⼊り⼝に「みやぎ県南
浜街道ファンクラブ」を置くことで情報収集や発信ができる「場」を提供する。浜街道を好きに
なってもらい、実際に訪れてからまた来てもらうことでリピーターを確保することが出来る。ま
た、浜街道を知らない⼈にも情報が発信されることで、興味を持ってもらう機会が⽣まれる。こ
れにより、ファンクラブが関係⼈⼝拡⼤の「きっかけ」になると考えられる。また、私たちはフ
ァンクラブをきっかけに「活動⼈⼝」の創出も展望している。浜街道に訪れるだけでなく、⾃ら
の⼒でより良い地域を作りたいという意思を持つ⼈を⽣むことで、最終的に移住や定住の促進に
も繋がるだろう。 

 
図表 3  交流⼈⼝拡⼤のプロセス 

 
出所：筆者作成 

 
図表 4 はファンクラブと⾏政との関わりを図⽰したものである。ファンクラブの運営は商⼯観

光課や産業振興課が担いうる。この２つの課だけに任せるのではなく、住⺠や企業にファンクラ
ブの説明や特典発⾏のサポートを⾏ってもらうことで縦割り⾏政ではなく、互いに連携の取れた
⾏政の形を⽬指す。活動に賛同してくれた企業は情報を掲載し、ファンクラブ協賛店舗というこ
とが⼀⽬でわかるような⼯夫も取り⼊れる。例えば、店舗の⼊り⼝やレジ脇にファンクラブの会
報や協賛店舗シールを提⽰することによって、市内外から来た観光客にわかりやすい視覚的な効
果を与えることが可能になる。ファンクラブを「きっかけ」に関係⼈⼝拡⼤の実現を⽬指す。 
 

図表 4  ファンクラブと⾏政の関わり 

 
出所：筆者作成 
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3.3. コスト⾯の検討 
本プラン実現のためには、まずファンクラブ公式ホームページの制作が必要である。2 章の先

⾏事例の⽇光市や⾶騨市のように、ファンクラブの存在を全国各地に広め会員を増やすためにも、
魅⼒が伝わる分かりやすいホームページの作成が必須である。ホームページを⼀から作成するた
めには様々な⼿法がある。最近では、HTML や CSS といった専⾨的な知識がなくても⾼クオリ
ティなホームページが作れる無料ツールが多く登場している。そこで、無料ツールでホームペー
ジを作成した場合を考える。無料ツールも様々存在し、容量や広告の有無、独⾃ドメインの設定
可否など特徴は様々であるが、その中でたくさんの著名⼈や企業も利⽤する「Ameba Ownd」を
例に挙げて考える。「Ameba Ownd」は、「アメーバブログ」を運営する株式会社サイバーエージ
ェントが提供する無料で簡単に Web サイトを作成できるサービスである。⽉額無料、容量無制限、
商⽤可能、独⾃ドメイン設定可能など様々なコンテンツが利⽤できる。このツールを利⽤すると
無料で簡単にホームページを作成することができる。しかし、将来的に無料ツールには広告が表
⽰される。お問い合わせフォームのユーザビリティが悪いなど不都合が発⽣する場合がある。
（Ameba Ownd,2019/10/17 最終閲覧） 

次に、ホームページ制作会社に委託した場合のコストを考える。ホームページ制作会社は会社
によって作成費⽤にばらつきが⽣じてしまうため、作成時の正確なコストを把握することは難し
いと⾔えるが、本プランのホームページは会員を集めるための集客⽤のホームページであるため、
その相場を考える。集客⽤ホームページの場合、デザインだけでなくホームページのコンテンツ
や⽂章・写真もしっかり作り込んでいく必要があり、問い合わせフォームや SEO 対策も必須のた
め、名刺代わりのホームページ制作よりも費⽤は増えてしまう。⼀般的に完全オリジナルデザイ
ンで制作会社に依頼するなら 20〜30 万円以上、テンプレート利⽤なら 5 万円前後〜30 万円かか
ると⾔われている。また、作成だけでなく完成後の運⽤サポートもお願いする場合は、制作費⽤
以外も⽉々のサポート費⽤が必要になってくる。 

これらの初期費⽤は、地⽅公共団体が地域再⽣計画を作成し、内閣総理⼤⾂の認定を受けた場
合に当該計画に記載された事業について交付される「まち・ひと・しごと創⽣交付⾦」（地⽅創⽣
推進交付⾦）の利⽤を考えている。（内閣府 地⽅創⽣推進事務局,2018）会員特典などに関する
継続的な費⽤は、企業からの協賛⾦を主な資⾦としてファンクラブを運営していく。 

 
3.4. 広報戦略 

対象にする 2 市 2 町の現在使⽤している広報ツールと利⽤数は図表 5 のとおりである。ホーム
ページ以外にも、広報誌、ラジオ、⾏事での PR、ゆるキャラの出張など様々な広報ツールが存在
している。これらを利⽤して関係⼈⼝拡⼤のため遠⽅でもアクセス可能な SNS を⼊⼝にし、そこ
から現地に⾜を運びたくなるような仕組みとさらにクチコミで会員数拡⼤を図る広報戦略を提案
する。 

まず、SNS の利⽤とクチコミによる会員数拡⼤の⽅法について、公式 Twitter や公式 Instagram
で宣伝を強化し、『みやぎ県南浜街道ファンクラブ特設 HP』へ誘導する。特設 HP では、ファン
クラブ会員⾃⾝が⾃由に投稿できる形式を取り、実際に訪れた際の写真や魅⼒を発信してもらう。
ここでは、既存のメンバーとともに新規会員への PR をするアンバサダー顧客の⼿法を応⽤する。
会員特典として配った名刺を利⽤すればするほど得する仕組みを作り、さらにその名刺に広告の
効果を持たせることで、紹介者にも被紹介者にも得があり、広告費も抑制できるという仕組みに
なる。閲覧者は“いいね！”の代わりに“名刺をもらう！”というアクションを取ることができ、それ
により会員の投稿意欲を煽り、特設 HP を衰退させないシステムを構築する。 

 
図表 5  現在使⽤されている広報ツールと利⽤数 

ツール 利⽤数 
岩沼係⻑公式 Twitter 1,069 フォロワー 
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岩沼係⻑公式 Instagram 818 フォロワー 
岩沼市 HP 合計訪問数 120,215(7-9 ⽉) 
岩沼市公式 YouTube チャンネル 登録者数 89 
名取市公式 HP 合計閲覧数 246,243(7-9 ⽉) 
亘理町公式 HP 合計閲覧数 68,847(7-9 ⽉) 
⼭元町公式 HP 合計閲覧数 53,571(7-9 ⽉) 
わたりん(亘理町)公式 Twitter 1,974 フォロワー 
名取市公式 Facebook 433 ⼈のいいね！ 
名取市防災情報公式 Twitter 1,256 フォロワー 

＊SimilarWeb より HP 合計閲覧数引⽤ 
 

次に、現地に⾜を運びたくなる仕組みについて、ゆるキャラのグッズを利⽤した“ぬい撮り“を
挙げる。”ぬい撮り“とは、ぬいぐるみと⼀緒に旅をし、その地域の⾵景や⾷べ物などと写真を撮
ることである。ひとり旅をする⼥性もぬいぐるみを連れて”ぬい撮り”をする⼈が多い。写真に特
化した Instagram では、＃(ハッシュタグ)数がぬい撮りは 105 万件、ぬい旅が 3.3 万件である。
SNS の系統が揃うという利点もあり、ぬい撮りで PR する企業の公式アカウントも存在する。 
 

図表 6 ぬい撮りの例 

 
出所：Ponta（ポンタ）公式 Instagram 

 
3.5. 実現可能性 
（1）施策と交流⼈⼝・関係⼈⼝拡⼤の整合性 

この施策は 2 市 2 町の広域のファンクラブである点に独⾃性があり、互いを⾼め合う相乗効果
が期待できる。平成 29 年度の調査によると岩沼市のみの観光客数は、2,477,393 ⼈であるのに対
して、名取市、⼭元町、亘理町が加わると 4,044,752 ⼈となり、ファンクラブ会員候補もその分多
くなる。また、各市町に愛着を持つ⼈に直接情報を提供できることから、情報の発信の仕⽅次第
で内外のファンの参画を促すことができる。さらに、広域ファンクラブは該当企業も多くなるた
め、収益源が協賛⾦しかなくても充⾜させうる。したがって、継続的な各地域の交流⼈⼝、関係
⼈⼝の増加を促しうる。 
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（2）ブランドコミュニティの相乗効果 
「みやぎ県南浜街道ファンクラブ」は、ブランドコミュニティに該当すると考えられる。ブラ

ンドコミュニティとは、「当該ブランドを好む⼈々の社会的関係から構成される、地理的な制約を
いとわない特殊なコミュニティ」と定義される（Muniz and Guinn 2001）。県南浜街道というブラ
ンドを好む、ファンクラブという社会的関係、そして地域内外の⼈を対象とすることから、この
構想によって創設されるものはブランドコミュニティであるとみなされる。ブランドコミュニテ
ィの特徴は、ブランドとの関係性を重視すると同時に、それ以上に他メンバーとのつながりが⼤
切にされる点にある。この作⽤により、メンバー同⼠のつながりが強化され、それがコミュニテ
ィの境界意識を⼀層強化する。この循環作⽤により、多様な相互効果を⽣みだすことができる。
以上の点からも、この構想は有⽤である。（⽻藤,2016） 
 
（3）キャンバスモデルによる整理 

キャンバスモデルを活⽤し、この構想に関わるキーパートナー、主要活動、提供価値、顧客と
の関係、顧客セグメント、経営資源、チャネル、コスト構造、そして収益の流れを以下の図表 7 の
とおりに考えた。 
 

図表 7 キャンバスモデルで⾒る「みやぎ県南浜街道ファンクラブ」 
KP(キーパートナー) 

名取市商工観光課 

岩沼市商工観光課 

亘理町商工観光課 

山元町産業振興課 

浜街道内協力店舗 

KA(主要活動) 

会報誌の発行 

FC サイトの運営 

会員限定イベントの

開催 

メルマガ配信 

会員証発行 

VP(提供価値) 

いつでも情報が得

られる 

ホームページで簡

単登録 

様々な会員特典 

CR(顧客との関係) 

ホームページ 

会報誌 

SNS 

会員制度 

CS(顧客セグメント) 

在住者 

勤務者 

出身者 

ゆかりのある人 

浜 街 道 を 愛 す る

人、楽しむ人、応

援したい人 

 

KR(経営資源) 

浜街道のファン 

店舗 

住民 

CH(チャネル) 

ホームページ 

PC 

スマホ端末 

CS(コスト構造) 

ホームページ作成費 

ファンクラブ運営費 

RS(収益の流れ) 

協賛金 

 
4. おわりに 

総括にあたってもう⼀度テーマを確認しておく。今回のテーマは「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」である。そして私たちはこのテーマが設定された課題背景にある
地域の問題を交流⼈⼝の拡⼤、中でも関係⼈⼝を拡⼤させることにより解決しようとした。 

今回私たちが提案する「みやぎ県南浜街道ファンクラブ」はこの関係⼈⼝の拡⼤にダイレクト
に貢献するものになっており、効果として地域資源を活⽤した観光や震災復興を考案し、実⾏に
移すプレイヤーが現れることが期待される。また地域がファンを獲得することはその地域の持続
可能な発展に繋がると考えられる。地域が抱える様々な問題が進⾏することにより地域の経済基
盤が弱くなるといずれ地域の消滅に繋がってしまう。そのような問題を公共セクターの政策だけ
で解決するのは限界があり、地域住⺠が主体的に活動を⾏い、事業を起こし持続的に利潤を上げ
続けることが地域の持続・発展に繋がると考える。 
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この「みやぎ県南浜街道ファンクラブ」をきっかけに集まったプレイヤーが主体となって活動
を⾏うことで、⾏政が積極的に地域に貢献する事業を⾏うのではなく、地域住⺠が主体となって
⾏政はあくまでサポート的な役回りになることで地域の持続可能な発展に繋がると私たちは考え
る。 
 

図表 8  ⾏政と地域のキープレイヤーの関係性 
 

 
出所：筆者作成 
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