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梗概 

我々日本大学中川ゼミナールは、岩沼市での現地調査・行政から民間までの様々な分

野へのヒアリング・実際のデータに基づく回帰分析を通して得た、岩沼市の潜在的な可能

性を生かした革新的な提案を行う。この政策提案は、積極的に新たな地域資源を作り出す

のではなく、我々が考える岩沼市の現状の問題とこれからの将来生まれるであろう問題を

上手く利活用した政策である。 

 現状の問題は、各観光ポイント等への市内回遊性を持った交通手段とビジネス環境が乏

しいことであり、今後生まれる問題は単独高齢者・夫婦のみ世帯の空き部屋の増加である。   

これに対し、空き部屋の増加に関しては、空き部屋の持ち主は低家賃で空き部屋を貸

し出してスペースを提供し、その見返りとして利用者には家主の話し相手と家の保守点検

を担ってもらう「家守マッチングサービス」を発案する。これはドイツで行われている

「ハウスハルテン」を岩沼市に適応できるようアレンジを加えたものとなっている。交通

手段の乏しさにはシェアサイクルやモビリティロボットであるロデム、セグウェイといっ

た新時代かつ自由度の高い移動手段を活用する「モビリティの改善」を用いる。ビジネス

環境の乏しさには仙台空港内と周辺地域の空きスペースを利用し、企業家向けのコワーキ

ングスペースを作ることによって、岩沼市内に来る起業家を増やすことを目的とした「エ

アサイドの充実」を提案する。それぞれの政策は各章で詳述する。 

 我々はこの 3 つの政策を柱として、モビリティが改善されることとエアサイドが充実す

ることで市内回遊性の向上・交流人口の増加を見込み、それらが家守マッチングサービス

に帰結することで岩沼市の人々の心の復興をも達成し、総合的に新たな人々との繋がりを

生み出せると判断した。 

 この提案は、将来の岩沼市を見据えた長期的な地域活性化を目指した政策となっている。 

 

第 1 章 岩沼市の現状と政策提案 

1 節 岩沼市の人口と一人暮らし高齢者世帯数 

 はじめに、岩沼市がどのような状態にあるかを人口推移の観点から見ていく。  
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図表 1-1 日本の人口推移（国立社会保障人口問題研究所資料より） 

 

図表 1-1 は、日本全国の人口推移を示したものである。全国では 2010 年以降から人口減

少が始まっている。 

 

図表 1-2 岩沼市の人口推移（国立社会保障人口問題研究所資料より） 

 

しかし、図表 1-2 の岩沼市の人口の推移から読み取れるように岩沼市では大幅な人口減

少がみられず、現在では人口をほぼ維持できているといってよい。よって、近い将来“消

滅可能性都市”になるということはない。ところが、高齢者人口の割合は年々増えており、

全体の人口も緩やかな減少は読み取れる。 
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図表 1-3 夫婦のみ、単独世帯の比率（H30 住宅土地統計調査（総務省統計局））より 

 

現在岩沼市全体では空き家率が 8.8％と全国平均や宮城県全域とで比較すると少ない方

ではある。しかし、図表 1-3 からは 60 歳以上の高齢者が夫婦のみ世帯・単独世帯の割合

が多いことから、単独世帯の高齢者が今後増加すると予想される。それに伴い、住宅の空

き部屋などのスペースも増大することが考えられる。 

 

図表 1-4 岩沼市と仙台市の住宅延べ面積比較（H25 住宅土地統計調査 総務省統計局） 

 

そこで図表 1-4 から、同じ宮城県の仙台市と比較してみると、一住宅あたりの延べ面積

は岩沼市の方が戸建てが広く、総面積÷総戸数である総数で見ても岩沼市の方が広い家が

多い。そのため、今後空き家が他の地域と同じように増えていったとしても、空き部屋の

数は他の地域よりも多くなってしまうことが予想される。よって、我々はこれらの空きス

ペースをあえて地域資源と考えることにした。 
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2 節 家守マッチングサービスを提案した経緯  

我々は、一人暮らしの高齢者が増加することは民生費の増加につながると考えた。高

齢者が一人で暮らすということは、認知症などの発症リスクを高め、健康寿命を短くして

しまう要因になるため、いずれは市町村の財政を圧迫すると仮定したからである。そこで、

我々はハウスハルテンを基に「家守マッチングサービス」を提案する。詳細については 3

章で説明する。 

  

3 節 モビリティとエアサイドを用いた経緯 

3-1 市内観光のモビリティの確保 

また、我々は 9 月 4 日に岩沼市にて現地調査を行った。結果、観光地への移動手段はバ

スもしくはタクシーのみとなっていた。岩沼市には、観光名所である「竹駒神社」や「金

蛇水神社」などがある。「神社のある街」として今後も観光客は増加していくだろうが、

神社内の施設に関する補助等のユニバーサルデザインの政策にまでは至っていない。また、

インバウンドによる外国人観光客の移動手段もバスツアーで留まっているのが現状である。

そこで駅からの交通手段として岩沼市の広い道路を利用したパーソナルモビリティの拡大、

規制緩和の提案をする。 

 

3-2 仙台空港の今後の活用 

岩沼市には東北地方唯一の国管理空港である仙台空港がある。仙台空港は東北と世界を

つなぐ国際空港として重要な役割を担ってきた。現在は台湾への就航便をはじめとする数

多くの国際線の就航便を持っている。これを活かして今後は、世界へ目を向けた若者起業

家に、新しい働きの場を与える方法を提案する。現在、仙台空港からは東北各地への直通

マイクロバスが低価格で出ている。また、仙台空港駅から仙台駅までの電車やバスも比較

的充実しており、交通の便がかなり良い。しかし、これは言い換えれば空港のある岩沼市

からの他地域への流出のし易さを意味しており、このことは岩沼市内での経済にあまり良

い影響を与えているとは言えない。空港内や空港周辺で来客を受け入れてあげるようなシ

ステムの構築がここでの課題となる。例えば、我々が現地調査をした際に見受けられた空

港内のスペースや空港周辺の土地を活かし、空港からやってきた起業家向けに会議室の提

供がなされれば岩沼市内での来客の滞在につながるのである。こうしたエアサイドの充実

とパーソナルモビリティの拡大についての提案は、4 章で説明する。 

 

第 2 章 仮説のエビデンス 

1 節 推定方法と目的 

 第 1 章において、現在の岩沼市は都市雇用圏であり、仙台市の郊外都市として位置付け
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られ、戸建てが多く住宅面積が広いことや、将来の高齢化が全国より高い数値であること

が確認できた。また、60 歳を超えてくると単独高齢者の割合が増加することが、夫婦の

みの世帯・単独世帯高齢者率から読み取ることが出来た。そして岩沼市では将来、空き部

屋の増加と単独高齢者の増加が見込まれるということが分かった。 

これを受けて、特に単独高齢者の増加は、社会福祉費などの民生費の増加につながり、

市町村財政に影響を与えるだろうと考えた。したがって、第 2 章では単独高齢者が市町村

財政赤字に影響を与えるかどうかを実証的に分析し、その結果に基づき考察を行い、政策

提案をする。分析の手法は重回帰分析を用い、実証モデルは以下のように定式化し分析を

行う。 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋1＋𝛾𝑋2＋𝛿𝑋3＋휀𝑋4＋휁𝑋5＋𝑢𝑖     

  

推定に使用したデータは次の通りである。活用したデータは市町村ごとのデータで、町村

を除いて特別区を入れた。被説明変数である Y は市町村財政赤字であり、「市町村財政赤

字1＝自主財源を中心とする歳入―公債費を除く歳出」として分析を行った。説明変数で

ある X1 には単独世帯高齢者数2（一人暮らし高齢者）、X2 には病院数3、X3 には製造業の

事業所数、X4 には情報通信業の事業所数、X5 には宿泊業・飲食サービス業の事業所数 4と

して分析を進めていく。なお、𝑢𝑖は誤差項（撹乱項）といい被説明変数 Y に影響を及ぼさ

ないとする。 

 

2 節 結果予想 

図表 2-1 結果予想 

 

1 総務省 地方財政状況調査関係資料「平成 27 年度市町村決算状況」 歳入と目的別歳

出 

2 総務省統計局 「平成 27 年 国勢調査 都道府県・市区町村別主要統計表」 

3 政府統計 e-stat 「平成 27 年 医療施設調査 （表番号 E1）」 

4 経済センサス 「平成 26 年経済センサスー基礎調査 事業所に関する集計 （表番号

03201）」 

予想（係数） 符号条件

単独世帯高齢者数 β＜０

病院数 γ＜０

製造業 δ＞０

情報通信業 ε＞０

宿泊業・飲食サービス業 ζ＞０
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各説明変数（X1～X5）の係数（β～ζ）の符号の予想を図表 2-1 にまとめた。 

被説明変数 Y は市町村財政赤字であるためマイナスの数値を持つ。単独世帯高齢者数

（X1）が増加すると社会福祉費や老人福祉費などの民生費が増加すると推測する。その

ため、単独世帯高齢者数（X1）の増加は市町村財政赤字が上昇するので、β＜０と予想

する。病院数（X2）が増加すると高齢者の病院の行き来が容易となり、足を運ぶ回数が

増加し、市町村の高齢者医療費負担額が増える。また、病院への補助金が増加すること等

によって、病院数の増加は市町村財政赤字が上昇するので、γ＜0 と予想する。製造業

（X3）・情報通信業（X4）・宿泊業・飲食サービス業（X5）の増加は、働き場所の確保

につながり、所得税や法人税などの税収が見込めると思われるので、δ＞0、ε＞0、ζ

＞0 と予想する。 

 

3 節 分析結果 

 図表 2-2 分析結果 

 

図表 2-2 に分析結果が示されている。決定係数（R）は 0<R<1 の間をとり、1 に近づく

ほどデータの当てはまりがよいとされる。分析結果によると、決定係数は 0.860、自由度

調整済み決定係数は 0.859 となっており、データの当てはまりはよいといえる。単独世

帯高齢者数、病院数、宿泊業・飲食サービス業の係数の符号は予想通りとなったが、製造

業、情報通信業の符号は逆の結果となった。 

次に、分析結果が有意であるかをｔ値の絶対値をとり、有意水準 5％で検定した。ほぼ

すべての説明変数において検定有意となったが、情報通信業のみ検定有意でないという結

果となった。 

 

 

決定係数 0.860

自由度調整済み決定係数 0.859

観測数 813

係数 t（絶対値） ｔ検定 有意性

切片 -6.195E+09 12.819 ＞1.960 有意

単独世帯高齢者数 -1962048.8 16.340 ＞1.960 有意

病院数 -814928393 14.546 ＞1.960 有意

製造業事業所数 -1884073.4 2.013 ＞1.960 有意

情報通信業事業所数 -5336564.6 1.710 ＜1.960 有意でない

宿泊業・飲食サービス業事業所数 9158864.54 6.226 ＞1.960 有意
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4 節 考察 

分析結果より情報通信業は有意でないので、市町村財政赤字と関係性があるとはいえな

い。また、製造業は予想と違い負の係数となった。これは、日本全体の産業構造転換を受

けて、付加価値を稼ぎ出す主体が、二次産業から三次産業に移行していることを、厳格に

ではないものの示唆していると考える。「雇用政策」という観点から製造業などの工場誘

致は良い政策であると考えられるが、長期的な目線で考えると少子高齢化が進んでいくた

め工場の人手不足等から外生的な地域振興策は持続可能ではない可能性があると考えた。

これに対して、宿泊業・飲食サービス業は正の係数で有意であるため、観光資源を利用し

ていくことで、これらの産業がにぎわうであろうと考える。 

 そして、単独世帯高齢者が 1 人増加すると 196 万 2,048 円市町村財政赤字が増加する

ことから、単独世帯高齢者を 1 人減少させることで、最低でも約 175 万円5の財源確保が

出来るであろう。また、単独世帯高齢者になると、周囲との関係が上手くいかず認知症の

進行が高まることや孤独死リスクが高まるなど、様々な問題に直面するため高齢者が一人

にならないようにする必要があると考える。 

以上のことから、今後の岩沼市においては空き部屋という資源を活用し、単独世帯高齢

者の増加を防ぐことで「心のケア」を図っていくと共に、産業構造転換をしていく必要が

あるといえる。 

 

第 3 章 交流人口のスペースの確保 

１節 ハウスハルテンの活動を導入 

 我々は、広い家に 1 人で住む高齢者宅の空き部屋に着目し、空き部屋を貸し出すことに

より、人との関わりを通して単独高齢者等の心のケアができるのではないかと考えた。そ

こで我々は、日米不動産協力機構（JARECO）の研究員の方にヒアリングを行った。それ

を基に、ドイツで実際に採用されているハウスハルテンの活動を岩沼市に導入することを

提案する。この提案を行う狙いは、ハウスハルテンの活動を導入することにより、空き部

屋を資源としてとらえたマッチングを起業家や仙台市の学生、今後増加する高齢者と行う

ことにより、単独高齢者等の増加を防ぎ「心の復興」も行えるところにある。 

 

2 節 ハウスハルテンの活動内容 

 ハウスハルテンとはドイツ（ライプチヒ）に本拠を置く非営利活動法人のことを指す。 

住み手がなく放置されることによる荒廃や固定資産税の負担を危惧する空き家所有者と、

住み込みで建物を管理する借り手（家守）をマッチングさせることにより、住民による空

 
5 95％信頼区間で、単独世帯高齢者の上限の値 
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き家の有効活用、地域コミュニティの再生をめざすための仕組み作り、運営を行っている。 

2004 年に設立し、現在はライプチヒだけでなくドイツ各地の 20 ヶ所以上の都市において

ハウスハルテンの活動が広まっており、各地で家守による空き家の再生がプロジェクトと

して行われている。例として、空き家の一階を店舗化して利用することによって人の出入

りを増やし、建物をバンダリズムから守ることができると共に、廃れつつあったエリアの

活性化に繋がりコミュニティの再生、地域の活性化が行える。また、小規模オフィスとし

て起業家を誘致し、デザイナーや建築家などが利用することで起業しやすくなり、地域の

ビジネスを増やすことにも繋げられる。 

 

図表 3-１ハウスハルテンの仕組み 

 

3 節 日本における類似事例 

 ハウスハルテンが行っているわけではないが、既に日本にも類似事例がいくつかある。 

徳島県神山町は、人口 6,100 人、高齢化率 46％の人口減少と高齢化、空き家の増加な

どの問題を抱えた典型的な過疎の町であった。しかし、2011 年度の人口動態調査で転入

者が転出者を上回った。その理由として、IT ベンチャー企業や映像制作会社が空き家を

改修したサテライトオフィスを開設したり、都市と地方のマルチハビテーションに空き家

を有効活用したことが挙げられる。 

このように、空き家を有効活用することによって移住者を増やすこと、多くの若者が訪

れることが期待できる。 

 

4 節 岩沼市におけるハウスハルテン(家守マッチングサービス)の提案 

第 1 章で述べたように、岩沼市では夫婦のみ世帯・単独高齢者世帯の増加が見込まれ、
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それに伴い空き部屋が増加すると考えられる。そこで、このような住宅の空き部屋を地域

資源とした岩沼市におけるハウスハルテンを提案する。この提案は 2 つの特徴がある。1

つ目は増加する空き部屋を、スペースを需要する交流人口に無料または低家賃で提供する

代わりに、単独高齢者が生活サポートを受けられるという点である。2 つ目は、先述した

ヒアリング先からハウスハルテンの協力を取り付けているため、ハウスルテンのノウハウ

を短期間で習得、利用できる点にある。ただし、前述のドイツにおけるハウスハルテンで

の主な借り手（家守）は学生やアーティストであったが、岩沼市におけるハウスハルテン

では家守のターゲットを起業家や仙台市の学生、今後増加する高齢者とする。 

利用者（家守希望者）と貸し手とのマッチングはハウスハルテン指導の下、NPO が行う。

家守のターゲットをこれらの人にしぼるのは次のような狙いがある。 

まず、仙台市を中心とする仙台都市圏では人口の一極集中が起き、家賃相場が高い。仙

台駅と岩沼駅間は電車で約 20 分と好アクセスなうえに、ハウスハルテンを利用すること

で低い家賃で岩沼市に住むことが出来るというのは学生にとって魅力的に感じるであろう。

また、高齢者にとっても孫のような存在が出来ることで、認知症など健康寿命の短縮につ

ながる病の発症が減少し、結果的に市町村財政の圧迫を緩和する狙いもある。 

さらに、2045 年には仙台市の高齢化率が岩沼市を上回ると考えられている。そこで、

仙台市の高齢者の受け入れ先として家守マッチングサービスを活用する。以前は盛んに行

われていた近所付き合いや茶飲み友達との交流が現代社会では見られなくなってしまった

が、仙台市の高齢者を岩沼市で受け入れることで近所付き合いや茶飲み友達との交流がも

たらすメリットを得ることが出来る。さらに、仙台市の学生が家守として一緒に生活をす

ることで、高齢者が苦手とする SNS の使い方を教えてもらい、茶飲み友達を全国的に拡大

するという相乗効果もある。 

次に、近年コワーキングという働く場所に縛られないワークスタイルが広がりを見せて

いることに着目する。もし、岩沼市の空き部屋を起業家に貸し出した場合どのようなメリ

ットがあるのか。それは、空港が近いという点にある。第 4 章で詳述されるが、コワーキ

ングスペースの整備や、航空機を利用しない人でもエアサイドに自由に出入りすることを

可能とし、仙台空港から出ることなく打ち合わせや会議を効率よくこなすことが出来るな

ど仙台空港のビジネス環境を劇的に向上させることを考えている。これを売りに、起業家

を岩沼市に呼び込むことで第二次産業から第三次産業へとシフトさせることが可能となり、

岩沼市全体の活性化が期待できる。このように岩沼市で家守マッチングサービスを行うこ

とで「交流人口の拡大」だけでなく「心の復興」に繋げることも出来る。 

 

第 4 章 交流人口のモビリティの確保 

1 節 仙台空港のビジネス環境の改善 
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 2016 年 7 月より、仙台空港では運営事業を東急不動産に委託した。東急不動産は、東

北の方々に一番に選ばれる空港を目指し、「プライマリー・グローバル・ゲートウェイ」

といった、LCC の新規就航促進や東北ブランドの発信拠点となる商業店舗の拡充、活性化

施策の取り組みを行っている。そして、そのためには交流人口を増加させ、東北を活性化

し、2 次交通の利便性を向上させる必要があるが、ここでは東急不動産のヒアリングを元

に、仙台空港を利用したモビリティの改善案を考える。 

 様々な方法がある中、我々は起業家を対象とした、エアサイドでの会議室やシェアオフ

ィスの導入について提案する。はじめにエアサイドとは、空港内においてセキュリティー

ゲートを境に、搭乗口側の建物の事を指している。そして現在の日本の空港では、搭乗券

を持つ人だけがエアサイドに入ることを許されている。 

 

図表 4-1 my pit pass 

 

しかし、アメリカの Pittsburgh international airport では 2017 年 9 月より、搭乗

券を持たない人も、my pit pass(図表 4-1)という入場券を取得することで、エアサイド

に入ることが出来るようになった。搭乗しない人もエアサイドに入る事で、多くの人が利

用するようになるため、エアサイドの店舗も充実させることが出来、お見送りする人が出

発直前まで一緒に過ごせ、近くに住んでいる人も気軽に訪れる事が出来るようになる。こ

のようにすることは、多くの人にメリットがあると考えるが、特に推奨したいのが、起業

家の利用である。前述したように、起業家のコワーキングスペースをエアサイドに導入す

る最大のメリットは、岩沼市に移り住んだ起業家と、岩沼市に住んでいない、あるいは乗

り継ぎで仙台空港を利用する起業家が、効率よく会議することが可能になることである。

よって、この制度が導入される事により、コワーキングスペースの確保だけでなく、これ

まで時間がなく繋がることのなかった人と、今まで以上の関係を築くことが出来るように

なり、多くの起業家により良い環境を提供できると考える。さらにこのような環境が整う
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ことで多くの起業家の移住に伴い、空き部屋が減り、茶飲みネットワークの拡大に期待が

できる。また、エアサイドの取り組みに関しては、東急グループも規制緩和の申請など、

実現に向けて話を進めているため、より現実的であり、我々は活性化に大きな影響を与え

ると考え、この政策を提案する。 

 

2 節 モビリティの改善(短期的な対策) 

岩沼市に訪れる起業家や学生を対象に、シェアサイクルの導入を提案する。シェアサイ

クルの導入によって、仙台空港から岩沼市、岩沼市内をより快適に移動できると考える。

自転車を好きなタイミングで、好きな時間使用することができるサービスであるため、交

通の面で不便な思いをすることがない。シェアサイクルのメリットは、複数の駐輪場で乗

り降りができる、コストが安い、交通事情による影響を受けにくいことである。IC カー

ドで支払いができ、若者もスムーズに利用できる。また、無人で自転車を貸し出す仕組み

になっており、人件費も削減できる。東京都千代田区では、30 分ごとに 100 円～150 円

で自転車を借りることができ、一日パスなら 1,500円で利用が可能である。仮に、仙台空

港から岩沼市役所まで移動したとする。その時のタクシーとシェアサイクルとを比較する

と、タクシーを利用した場合、3,420 円かかるのに比べ、シェアサイクルを利用した場合

は、200 円で移動できる。起業家や学生は公共交通機関、タクシーを利用しなくても、低

コストで岩沼市内を自由に移動できる。これとは反対に、レンタサイクルは、利用する際

はお店を訪れ、返却も同じお店へ返す必要があり、お店で必要事項を記入、現金を支払っ

て借りるというデメリットがある。 

ただし、日本におけるシェアサイクルの今後の課題は駐輪場の確保となっており、そ

れはコストがかかる。Hello Cycling というコンビニエンスストアのセブンイレブンと

提携している会社もあり、駐車場を利用すれば、岩沼市における駐輪場の確保にかかる費

用も削減が可能である。このシステムを利用している千葉県千葉市では、シェアサイクル

に対して大いに満足していると回答した数は、利用者の７割にも上っている。 

 

3 節 モビリティの改善(長期的な政策) 

我々はシェアサイクルの導入だけでは補えない高齢者のモビリティ改善のため、次の段階

として新領域「パーソナルモビリティ」に着目し、内閣府へのヒアリングを行った。 

この節では、パーソナルモビリティの概要を説明し、岩沼市への導入を提案する。 
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図表 4-2 ロデムのイメージ図 

 

パーソナルモビリティとは、現在テムザックが開

発中である小型モビリティのロデム（図表 4-2）な

どを歩道では歩行者として取り扱い、車道では車両

として取り扱うことで、歩道及び車道の双方での走

行を可能とする新領域（図表 4-3）のことである。 

 

 

 

 

図表 4-3 パーソナルモビリティのイメージ図 

 

この領域は、道路運送法及び道路運送事業法との整理がついておらず、現在の日本では実

施できない。このため、国家戦略特区である京都市で観光地回遊を目的とした導入を提案中

であるが、市内の交通混雑が予想されることがネックとなっており、導入が見送られている

状況である。一方で岩沼市内は、小型モビリティが走行するのに十分な広い道路（図表 4-4）

があることや、交通量が比較的少ないことから交通混雑が導入のネックになるとは考えにく

く、より実現性が高いと考えた。なお、岩沼市は国家戦略特区には指定されていないものの、

バーチャル特区制度を用いることで現実化できるものと考えている。 



14 

 

図表 4-4 千年希望の丘へのアクセス道路 

 

具体的には仙台空港を拠点とし、市内の観光名所のいくつかにステーションを設ける

ことで、利用者はその間を小型モビリティによって自由に移動できるようにする、という

ものである。このステーションはシェアサイクルと同様のものを利用し有効活用するのも

良いだろう。これにより千年希望の丘を始めとする岩沼市内の様々な観光名所への、高齢

者や外国人観光客の回遊モビリティを改善することができる。というのも、ロデムには多

言語機能をはじめとする様々な機能が搭載されているため、仙台空港を利用する外国人観

光客にも魅力的な乗り物であるといえる。 

段階としてはまず千年希望の丘での公道実証実験を行い、市内の高齢者を対象に小型モ

ビリティに実際に搭乗してもらう機会を設けることや、規制緩和により保安基準を簡素な

ものに設定することでパーソナルモビリティの領域の確保が必要となる。 

また、市内の学生や起業家向けに、同じステーションに、より安価で機動性のあるセグ

ウェイも設置することでステーションの更なる有効活用と若者のモビリティもシェアサイ

クルとの相乗効果で改善することができると考えた。 

小型モビリティについてもハウスハルテンが運用を行うものとする。その際に岩沼市の

単独高齢者を 1％ずつ低下させるという目標の下、全員分の台数を確保する。その際に必

要な費用として、維持費用および人件費等を考慮しても 4 億円程度(土地を除く)と試算で

きる。一方、単独高齢者削減の 10 年間の財政赤字削減効果は 8 億円に上るものと 2 章の

回帰分析では予想できるため、それを財源としたソーシャルインパクトボンドによって資

金調達が可能である。 

今後保安基準の規制緩和や小型モビリティの開発が必要となる日本ではまだまだ新しい

提案であるが、イギリスなどでは電動車いすが歩道及び車道の双方で走行することを認め

る法制度が整っていること、日本でも小型モビリティを用いたパーソナルモビリティの公

道実証実験が積極的に行われていること、国家戦略特区でネックとなった交通混雑が岩沼
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市ではネックにならないということから実現性はあると考え、提案する. 

 

終章 

 我々の提案を最後に整理する。 

・家守マッチングサービスを行うハウスハルテンに、増加する単独高齢者の空き部屋と大

都市高齢者及び学生あるいは起業家のマッチングサービスを担っていただく。 

・その場合、岩沼市に住むあるいは訪れることの魅力を増加させるため、仙台空港のエア

サイドの魅力向上とパーソナルモビリティの導入を行っていただく。この事業主体もハウ

スハルテンを想定している。 

・その際、ハウスハルテンはソーシャルインパクトボンドにより資金調達し、財政赤字の

削減の成果を踏まえて行政から資金を還流してもらうことを想定する。我々の試算では、

10 年間の行政コスト削減は 8 億円、それを大幅に下回る結果となったため、十分に現実

性があるものと考える。 

 このような手段を通じ、岩沼市の交流人口を増加させ、高齢者を中心とした市民の心の

復興を達成するとともに、新しい産業構造にマッチした経済構造を実現できるものと考え

る。 

図表 5-1 提案の全体イメージ 
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