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１ 岩沼市の現状分析及び構想 

（１） 岩沼市の現状分析 

 東日本大震災以降、岩沼市では復興計画を早期に策定、実施したことによりハード面にお

いては順調な復興の進捗が見られた。また岩沼市の人口は、震災翌年である 2012 年は人口

が 43,626人1であったが、2018年には震災以前とほぼ同数である 44,308人2に増加しており、

岩沼市の復興は終盤に差し掛かっていると言えるだろう。しかしながら、岩沼市民の「心の

復興」は進捗状況が芳しくなく、今後も被災者に寄り添った丁寧なサポートが必要とされて

いる。その中で、アニマルセラピーによる心の復興を目指した「いわぬまひつじ村」の整備

等を実施しているが効果は限定的なものとなっている。そのため同時に、周辺 4 市 9 街に

より構成される「宮城インバウンド DMO 推進協議会」への参加により交流人口の拡大し、

岩沼市民の心の復興を図っているが、こちらも効果は限定的になっている。 

 ではなぜ、交流人口の拡大の効果は限定的になってしまっているのか。最大の問題は岩沼

市及び市内の施設の集客能力の低さである。上記の「いわぬまひつじ村」や、震災伝承を目

指し築造された「千年希望の丘」では、「岩沼でなければ体験、学習できない」といった体

験の希少性がないため、観光客や周辺市街村の住民の注目を集めることやリピーターの確

保ができていないと想定される。集客能力の低さは、岩沼市の観光入込客数の 8 割以上を竹

駒神社が占めている点や3、岩沼市の観光入込客数が現在、震災前の規模に回復したのみで

                                                   
1 『岩沼市統計書』

〈https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/tokei/joho/documents/H29-tokesho-2-

jumin.pdf〉（2019 年 10 月 10 日閲覧） 
2 『岩沼市統計書』

〈https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/tokei/joho/documents/H29-tokesho-2-

jumin.pdf〉（2019 年 10 月 10 日閲覧） 

3 『宮城県観光統計概要』

〈https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/723268.pdf〉（2019 年 10 月 10 日閲

覧） 

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/tokei/joho/documents/H29-tokesho-2-jumin.pdf
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/tokei/joho/documents/H29-tokesho-2-jumin.pdf
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/tokei/joho/documents/H29-tokesho-2-jumin.pdf
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/tokei/joho/documents/H29-tokesho-2-jumin.pdf
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/723268.pdf
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ある点より明らかである。 

 

（２） 構想 

 岩沼市では震災発生以後、地域間コミュニティが震災発生以前に比べ、希薄になっている

といった問題も発生している。そのため、現状の岩沼市の問題を解決及び、震災復興を完遂

するためには、ただ交流人口を拡大するのではなく、コミュニティを創生することも可能な

策を講じる必要がある。特に、岩沼市民の「心の復興」を進めていくためには、岩沼市民が

主体となり、他地域の住民や観光客とコミュニケーションをとることができるコミュニテ

ィでなければならない。では、そのコミュニティには具体的に何が必要だろうか。 

アメリカの社会学者マッキーヴァー(Robert Morrison Maclver)は、コミュニティに対する意

識として、「我々意識」「役割意識」「依存意識」の 3 つがあると指摘4しており、所属してい

る人々にこの 3 つの意識が存在しない限り、コミュニティは持続することができない。「我々

意識」とは、人々がそれぞれコミュニティの一部を構成しているという意識のことである。

「役割意識」とは、コミュニティ内での役割を果たさなければならないという意識のことで

あり、「依存意識」は、交流により情緒面において有効に働く際に発生するコミュニティへ

依存する意識の事である。3 つの意識のうち「役割意識」と「依存意識」は人々に役割を与

え、コミュニケーションせざるを得ない環境を整える等の施策により生み出すことが可能

である。また、「我々意識」は一定期間以上、上記の施策に人々が協力した場合、自然に発

生すると想定される。そのため、コミュニティを創生するには、「役割意識」と「依存意識」

を発生させる施策が重要になる。 

しかし、現在岩沼市にはこのような施策は講じられていない。また、地域コミュニティ形

成支援施設「いわぬま市民交流プラザ」が建設されたが、これはコミュニティの「場」を作

るものにすぎず、上記の 3 つの意識を生み出し、コミュニティを創生することは困難である

と考える。そのため、我々は発表テーマの「地域資源」を現在設置されている施設に限らず、

岩沼市にて施策が可能な土地及び環境と定義し、交流人口の拡大やコミュニティの創生と

いった効果を最大限得られる案を検討した。 

その結果、我々は「体験型街づくりによる震災復興」を提案が最善策であると考えた。こ

の街は、畑や家屋、古民家型宿泊施設等によって構成されており、国内外からの観光客をタ

ーゲットに運営する。また、観光客は地域住民の協力を得ながら、街づくりに主体的にかか

わることができるようにすることで、観光客と地域住民によって賑わう空間を創出する。こ

れにより、地域住民同士の交流、観光客同士の交流、そして地域住民と観光客との交流を創

出し、岩沼市の交流人口の拡大を図る。また、街そのものが岩沼市にとっての新たな地域資

源となることで、岩沼市の地域力の向上を目指す。そして、我々はこの街を「I Village」と

                                                   

4 小笠原真（1976）「アメリカ社会学史の一節：R.M.マッキーヴァ一研究」『奈良教育大学紀

要』第 25 巻第 1 号、101-120 頁。 
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名付けたい。 

 

 

２ 体験型街づくりの構成 

（１）コンセプト 

「I Village」における柱として①物を育て収穫をする「園芸」、② 工作や調理によっ

て物を作る「ものづくり」、③ 日本の伝統的な家屋で生活を体験する「宿泊」という 3

つを設ける。これらの柱を中心として、日本の伝統的な農作業や、田舎生活を体験するこ

とが可能な、テーマーパークのような街を作る。体験をとおして、日本の伝統的な農業や

生活に対して理解を深めることができ、田舎生活に憧れのある、都会に住む日本人や、日

本の文化の興味のある外国人などをターゲットとすることができる。これらの観光客が、

地元の人々の支援を受けながら体験を行うこととなる。このような街が作られることによ

って、地元の人々と国内外の観光客が交流する機会が増え、交流人口が拡大することにな

る。 

 

（２）園芸 

 ①農業 

 現在、岩沼市では、岩沼みんなの家というコミュニティ施設が存在し、そこには、みん

なの千年希望の丘ファームという農作業を体験することのできるプログラムが存在する。

そのため、我々の考えた、コンセプトと類似している点がおおくあることから、農業に関

しては、このみんなの千年希望の丘ファームと連携して、発展させるということを想定し

ている。 

農作物に関しては、みんなの希望の丘ファームにてすでに栽培されている農作物に加

え、宮城県で栽培される農作物などの栽培も行う。これらの農作物は、岩沼市近郊で収穫

されている作物であることから、生育環境も整っているし、これらの農作物を育てるにあ

たってのノウハウなどを簡単に手に入れることが可能であると想定できる。また、これら

の収穫された農作物を、「ものづくり」にて調理をして、郷土料理などを作ることができ

るようにする。 

 ②花 

 みんなの家には、花壇が作られており、様々な花を植えている。そこで、これらの花の

規模を拡大してみようと考える。この街では一年を通して、花が咲いている状態にする開

花リレーを形成する。また、宮城県にある、国営みちのく杜の湖畔公園でも、花畑を充実

にしている。そのため、この公園の花畑なども参考にしつつ、全国各地で行われている花

まつりなどを参考にする。これらの花まつりなどを実施する広報活動をとおして、全国規

模での認知度を高め、SNS などによる拡散をきたいすることができる。 
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 また、これらの花も、「ものづくり」において活用することができるのではないかと考

えている。様々な用途での花を考えることで、この花園の存在は重要になってくる。 

 ③竹林 

 沿岸部には、防潮林が存在していることが多々ある。この街は沿岸部に作ることが想定

されていることから、この防潮林などが必要である。しかし、木の成長速度では防潮林が

完成するまでに数十年時間がかかってしまう。そのため、我々は、竹林を防潮林として作

ることを提案する。竹の成長速度は、木に比べとても速い。そして、一つの苗木から、地

下茎が伸びたくさんの芽を出すという特性から、竹林を作ることは、容易であるのではな

いかと考える。このように、防潮林としての役割の他にも「農業」としても、タケノコ掘

りなどをすることができる。また「ものづくり」においても工作に使うことができるた

め、この竹林の役割が重要になるのではないかと考える。 

 

（３）ものづくり 

 ① 調理 

 調理においては、この街で取れた野菜などを利用して行う。調理を行えるような農作物

や果物を園芸においては栽培している。この調理では、日本の伝統的なものであったり、

東北や岩沼の郷土料理などを作る。特に、外国からの訪日観光客の多くは、日本食を食す

ことを期待して、訪日している傾向が強い。そのため、この街づくりで食べるだけでな

く、作り方のレシピなどを持ち帰ることもできるし、実際に作ることができるという点

は、大いに外国の興味をひくことができる。料理を作るだけではなく、栽培された農作物

を加工することでも、農作物を使うことが可能である。 

 ② 工作 

 工作では、現代の生活で使う、おしゃれなものを作ったり、日本の伝統的な玩具を作

る。世界に一つしかない物を作りたいと考える人は多く存在する。またこれらの物を製作

する際には、この街で取れたものや準備できる物を利用し、スマホケースなどを、自分で

アレンジして作ることができる。 

 伝統的な玩具としては、竹を利用しようと考えている。この街には、竹林が存在するた

め、この竹を大量に使うことができる。これらの玩具を自分たちで作り、それを実際に利

用できるという機会を作る。 

 竹を利用することで、玩具など以外にも他にも使うことができる。竹で箸を作ったり、

花瓶やコップなどを作ることができる。やはりこれら全て、世界に一つしかないものとし

て作ることができる。また、流して素麺祭りなどを実施することも可能になる。このよう

に、日本の文化として、古くから根付いている竹を利用することが、この街づくりでは重

要なポイントとなる。 

 

（４）宿泊施設 
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 体験型街づくりでは、日本の伝統を感じてもらうというのがコンセプトの一つである。

そのため、日本の伝統的な家屋で生活体験をすることで、さらに日本の伝統を感じること

ができるのではないかと考える。そこで、岩沼やその近隣の市街村にある古民家を移築

し、宿泊をすることも可能にするためのリフォームを行い、宿泊施設を整備しようと考え

る。また、移築できる古民家が存在しない場合は、古い資料を利用し、再現した物を建て

ることとする。このように、古民家を宿泊施設にするということが重要である。 

宿泊を促すことが、本当の日本の生活を体験することにつながる。また、食事を通して

も、夜に自分たちで作った郷土料理を食べ、岩沼で作れた日本酒などを提供し、朝は和食

を用意し、そして、その日の昼ご飯として弁当を作るという体験も可能である。お弁当作

りも、日本の伝統的な生活の特徴である。お弁当を食べるだけなら、どこでも売っている

が、作るという機会はあまり存在しない。だからこそ、この街で行うことで、日本の伝統

的な生活を体験することができる。 

 

（５）街の設備 

 主な施設としては、園芸における畑や花畑や竹林、工作室や調理室、そして宿泊施設を

あげた。その他にも、水路や陶芸用の窯や飯ごう炊さんや BBQ などを行うことのできる

ような窯などを作ることを想定している。 

 水路を作り、田んぼを作れば、農作業として稲作も可能になる。そして、この水路から

釣り堀を作ったり、ザリガニ釣りなどが可能になる。また、季節によることになるが、夜

になればホタルを見ることができるような物を作ることができれば、宿泊しようとする観

光客も増えるのではないかと考える。 

 陶芸用の窯があることで、工作で体験することのできる幅がとても広くなる。陶芸を体

験することで、日本の伝統工芸品を作り、日本の伝統を体験することができる。  

 

 

３ 街と地域の関わり 

（１）地域コミュニティと接続 

 体験型街づくりを通して観光客は、街づくりにおける協力と連帯によって新たな交流を

拡大する。そのため、「I Village」では観光客と運営に関わる地域住民によって新たなコミ

ュニティが創出される。しかし、コミュニティを「I Village」の外の地域コミュニティに

接続しなければ、岩沼の交流人口の拡大にはつながらない。街と地域に関わりを持たせ、交

流を「I Village」の外に広げることを狙う。 

「I Village」のコミュニティを地域コミュニティと接続させるための方法は 2 つある。 

② 地域イベントに街を参加させる。 

②「I Village」を地域に開放する。 

この 2 つの取り組みによって「I Village」と地域に“つながり“を持たせる。これによ
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って岩沼市から独立した存在ではなく、岩沼市と一体化させることで岩沼市にとって「I 

Village」が地域資源として発展する。街と岩沼とのネットワークが形成されることによって、

「I Village」が地域全体にとって欠かせない存在になることを目指す。 

 

（２）「I Village」の産品を販売 

 まず、「I Village」で収穫された農産物を地域に販売するために地域イベントに参加する。

岩沼市では農産物を販売できるようなイベントが開催されている。それは「竹駒の朝市」と

「市民夏まつりの青空テント市」である。 

「竹駒の朝市」のホームページで「岩沼市の中心部に鎮座する日本三稲荷と称されている

竹駒神社様の駐車場を会場に、賑わいがある・会話とコミュニケーションがある、昔の市の

ような『竹駒の朝市』を開催いたします5」と明示されているように、朝市は地域の人々が

つながりを持てる場所になることを目的に月に 2 回開催されるようになった。 

 「I Village」で観光客が育てた農産物を「竹駒の朝市」で出店することで、観光客と地域

住民との交流を狙える。また、月に 2 回、岩沼の外から交流人口が「竹駒の朝市」提供され

ることによって、「竹駒の朝市」の活性化につながる。この活性化によって朝市の魅力が向

上し、地域住民が多く訪れるようになれば、住民間コミュニケーションの活性化も生み出す

ようになる。 

 定期的に開催される「竹駒の朝市」に「I Village」が参加するということは、常に地域と

の関わりを持ち続けることになる。岩沼にとって「I Village」が地域の一部であると地域

住民に認識してもらうと同時に、地域へ所属して存在しているという意識が高まることに

もなる。これによって、「I Village」が岩沼の一部として成立するようになる。 

 いわぬま市民夏まつりでは 2019 年に初めて LED 電球を入れた和紙の風船を夜空に浮か

べるイベントが行われた。運営委員会はこの夏まつりを盛り上げていくために新たな企画

を実行しており、「I Village」もこの動きに参加していく。 

 夏まつりでは青空テント市が開催される。ここでは地場産品だけではなく、友好都市の産

品も販売される。ここに、「I Village」が出店することによりさらなる夏まつりの盛り上が

りを狙う。 

 

（３）地域への開放 

 「I Village」が地域に参加していくだけではなく、地域が参加できるような仕組みを考

えていきたい。「I Village」を地域に開放することによって、地域にとって公共性の高い存

在になることを図る。それは地域と関わりを持つために重要なことである。 

まずは収穫祭を開催することである。「I Village」で収穫したものを地域に開放すること

で、「I Village」が岩沼と共にあるという意識を芽生えさせることができる。そして何より

も、「I Village」が祭りを開催することで地域コミュニティに盛り上がりを貢献する存在で

                                                   
5 「竹駒の朝市」〈http://takekoma.net/index.html〉(2019 年 9 月 24 日閲覧) 
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あると地域に認識してもらうことが大切である。 

また、竹を利用した流しそうめん大会を実施することもできる。みんなの家では餅つき大

会を開催し地域住民の交流の場を作っており、同様に「I Village」でも流しそうめん大会

によって地域住民が集う場所として発展させる。 

 体験型街づくりの中では花畑が作られる。四季を通して作成されるこの花園は、岩沼の観

光資源に発展し得る。花畑を地域に開放し、地域住民の憩いの場として用いられるようにで

きる。また、花畑の風景を SNS で広報することによって市外から人が訪れるような仕組み

を整える。それによって、交流人口の拡大を狙う。 

 また、「I Village」で作られた子どもの遊具は地域の子どもが使えるようにする。岩沼の

親と子どもが自然に集えるような空間として「I Village」が成立していく可能性がある。

地域住民の子育て世代が集う場所として用いられるようになれば、地域コミュニティの活

性化に「I Village」が貢献するようになったと考えることができる。 

地域に開放された「I Village」は、岩沼にとって公園のような役割を果たす。地域住民が

集い、また「I Village」にいる外からやってきた観光客と交流をすることで、コミュニティ

をより豊かにできると言える。以上のことを実現することによって「I Village」を岩沼の

公共空間として成立していくことができる。 

 

 

４ 実現性 

（１）園芸の可能性 

農業については、みんなの家千年希望の丘ファームを広げ、発展させることを想定してい

るから、農業はかなり実現性の高いものになる。栽培技術に関しても近隣農家と協力するこ

とで共有することができる。農業体験の実施の難易度は高くない。現状、農業の実現性で問

題とされるのは新たな投資を必要とする部分である。 

 新たなに農作物を作るために必要な種子にかかる費用は政策を実施不可能にするほど基

本的に高価にはならない。新たな農作物と予定しているキュウリ、イチゴ、ホウレンソウ、

セリ、コマツナ、チンゲンサイ、トマト、シュンギク、ブルーベリーは現実的な農作物であ

る。しかし、いちごについては新たなに投資しなければいけない金額が多い。新たに希望の

丘でいちごを作るとした場合、かなりの投資をしなければならない。 

 栃木県の試算によると、新規参入でいちごを始める場合(20a の敷地)約 1,460 万円必要で

あると試算されている。いちごを作るにはパイプハウスなど、整備しなければならない設備

が多く費用がどうしても高額になってしまう。地域と協力できる部分で費用を削減するこ

とができるかもしれないが、設備に関しては新たなに整備をしなければならず、1,000 万円

以上の費用がかかるだろうと予想できる。 

 農業に用いる道具は、コンバイン等の農業機械を用いるわけではない。そのため多額な費

用を必要としない。観光客の手作業によって農業は行われるため、道具の準備は安価な費用
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に済むと予想される。およそ数万円程度で必要な道具は揃えられるだろう。 

 花畑を作る費用は一季節に約 7 万円程度を必要とする。道具については農業と共用し、

費用を節約する。また、竹の苗は大体一つ 5,000 円から 6,000 円だと試算できる。竹林は苗

を準備さえすれば実現できるものであり、特別高額な投資を必要としない。 

 

（２）ものづくりの可能性 

 材料については園芸のものを使用する。そのため、多額な費用を必要としないと予想でき

る。調理や工作も観光客が主体になって行うため、高度な技術を要するものではなく実現性

は高いだろう。 

 刃物を使用する調理や、工作はしっかりと見守るスタッフを配置しなければ安全な環境

を整備できない。そのため、スタッフを雇う人件費がかかることが予想される。 

 

（３）場所・宿泊施設 

 場所はみんなの家希望の丘ファームと連携できる場所に作ることを想定している。ここ

は岩沼市からみんなの家希望の丘ファームは現在無料で土地が貸し出されており、賃料は

発生していない。もし、賃料が発生するとしても高額ではなく土地の面で費用がかさむこと

はない。また、希望の丘ファームの近くには広い土地が空いており、新たに農業を広げるこ

とについて空間的には問題が無い。 

しかし、現在沿岸部は災害危険地域に指定されており、新たなに人が居住するような建造

物を建てることは難しい。岩沼市では建築基準法第 39 条の規定による災害危険区域の指定

及び災害危険区域内における建築物の建築制限に係る条例を平成 24 年 12 月 17 日に公布

し施行している。 

施行された条例の第 4 条において「災害危険区域においては、住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎、下宿その他居住室（居住のために使用する居室をいう。）を有する建築物を建

築してはならない6」と定められており、希望の丘に居住施設を建築することは容易ではな

い。 

また「前条第 2 項に規定する第 2 種区域においては、次の各号のいずれかに適合し7、災

                                                   
6 岩沼市「岩沼市災害危険区域に関する条例」の制定について」

〈https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/infrastructure/toshi-

keikaku/sonota/documents/kikennkuiki-jyourei-kouhu.pdf〉（2019 年 10 月 7 日閲覧） 
7 ⑴ 主要構造部（屋根及び階段を除く。）を鉄筋コンクリート造又は鉄骨造とし、かつ、 

地階に居住室を有さないとき。 

⑵ 基礎を鉄筋コンクリート造とし、1 階居住室の床面高さを、その敷地の接する道路 

面以上の道路に接する場合は最高路面高の道路とする。なお、道路の縦断面に高 

低差がある場合は、最も大きい高低差の 2 分の 1 の高さとする。）から 1.0 メート 

ル以上とするとき。  
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害防止上支障がないと市長が認めるときは、前項の規定を適用しない8」と定めており、完

全に建築を禁止しているわけはない。しかし、第 2 種地域はみんなの家希望の丘ファームに

隣接していないため、住み込みのスタッフが住む施設は沿岸部から離れた場所に作らなけ

ればならない。 

 災害危険地域の指定は地方自治体の裁量に任されており、柔軟性がある。もし、体験型街

づくりを希望の丘で展開する場合、条例の改正（あるいは災害危険地域区域の変更）を視野

に入れて動かなければならない。今のところ公園の付属施設として建設は可能である。ただ、

その場合は宿泊施設の規模は大きいものにはならないだろう。 

 宿泊施設を実際に整備する場合を検討する。農林水産省は農泊の推進を行っており、多種

多様な政策に対して支援が見込める。また、農林水産省は農泊の目的を以下のように定義し

ている。 

 

・農泊とは、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流

を楽しむ滞在（農山漁村滞在型旅行） 

・農家民宿だけではなく、古民家を活用した宿泊施設など、旅行者のニーズにあった多様な

宿泊手段により農山漁村に滞在し魅力を味わってもらうこと9 

 

今回の体験型街づくりの目的には古民家での生活体験を通して、日本文化を体験しても

らうことがある。政策として農泊を推進するわけではないが、多くの部分で農林水産省の目

的と合致しており、支援が期待できる。 

 また、農林水産省は農山漁村新興交付金制度を作っており、補助金も期待できる。農泊地

域人材育成研修、国内・海外へのプロモーション、施設整備事業、都市農業共生推進等への

助成を実際に行っており、政策を実際に行うにあたって岩沼市も助成を受けられる可能性

は大いにある。 

 古民家を宿泊施設とする場合、費用は高額になる可能性がある。古民家のリフォームの相

場は 1,500 万円だとされている。さらに、岩沼市には釘などを使わない伝統的な“古民家”は

現存しない。そのため、そういった伝統的な古民家を宿泊施設にする場合、新たに建築しな

ければならない。その場合、かなりの費用が掛かることが予想される。 

 そもそも、古民家の定義は難しい。岩沼市において「古民家リノベーション」として活用

されている古民家の一つは築 60 年前後であり、昭和期に建築されたものである。岩沼市に

は大農家の豪邸がいくつかある。これはいわゆる伝統的な古民家ではないが、古くからある

日本家屋で古民家の一つである。こういった岩沼市の地域資源ともいえる古民家を活用す

                                                   
8 岩沼市「「岩沼市災害危険区域に関する条例」の制定について」

〈https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/infrastructure/toshi-

keikaku/sonota/documents/kikennkuiki-jyourei-kouhu.pdf〉（2019 年 10 月 7 日閲覧） 
9 農林水産省「農泊の推進について」〈https://www.mlit.go.jp/common/001172878.pdf〉

（2019 年 10 月 7 日閲覧） 
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ることも可能である。こういった家屋も日本の建築様式で建てられ、日本の文化を感じさせ

るものであり十分観光資源に成り得る。 

 新たに伝統的な古民家建築する方法か、地主農家の古民家を移築する方法の 2 つがある

が、どちらにせよ 1,000 万円以上の費用が必要になる。農林水産省の助成金を得られること

を前提に政策を進めることになる。 

 

（４）採算性 

 農業の部分で共通している部分の多いみんなの家は採算を重視して行われているわけで

はなく、企業の社会貢献として行われている。そのため、みんなの家は企業が赤字を補填し

ていることによって存続している。しかし、「I Village」では入園料を徴収することも検討

し、採算性を考慮していきたい。新たに政策を拡大していくためには企業頼りの事業から自

律的な事業に発展させていかなければならない。 

まず、農林水産省の支援と、既存の地域資源を活用することで全体にかかる経費を節約す

ることはできる。その上で観光客が岩沼にわざわざやってきてくれるような方策を考え、採

算性を向上させていかなければならない。 

国内外への宣伝キャンペーンは農林水産省と協力して行うことができる。また、独自に

SNS を通して発信していくこともできる。岩沼の観光を考える上で問題となるのは、岩沼

が全国的に知られていないということである。そのため、まず岩沼という存在を認知しても

らい、そして「I Village」の存在を知ってもらわなければならない。 

全国的に知られていない岩沼に来てもらうため、「I Village」で体験できることが貴重な

ことであると知ってもらえるような広報を行う。自分たちで作り上げる街であるというこ

とを強調し、「I Village」の唯一性を理解してもらうことが大切である。 

「I Village」で行う体験型街づくりはリピーターが発生しやすいプログラムである。一

度来てもらう仕組みを整えれば、その後も何度も「I Village」に訪れるような観光客が生

まれるようになるだろう。 
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