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梗概 

私たちが本研究で取り組んだテーマは「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」であった。私たちは 9 月に岩沼市で現地調査を行なった。そこで得た貴重な経

験 と調査資料をもとに、このテーマを私たちなりに分析した。その上で私たちは自らの経

験と 調査から「地域資源」とは観光資源だけでなく、人と人との繋がりそのものであると

考えた。 人と人との関係を構築する上で注目したのが岩沼市民と他地域の交流である。岩

沼市が「心 の復興」を実現するためには、今の子どもたちの世代を育てる教育が必要であ

る。そこで私 たちは岩沼の子どもたちと首都圏在住の学生の交流機会を提供する提案を

行う。  

岩沼という現在の狭いコミュニティだけ得れることのできる経験はほんの一部である。 

そこで、様々な背景をもつ学生が講師として岩沼を訪問し子どもたちと交流する機会を提 

供する。その交流の中で自分のもつ専門的分野の楽しさ、技術を子どもたちに移転する。

岩 沼市の子どもたちは本来触れることのできない新しい分野に興味関心を持つことがで

きる。 興味を持てれば、その夢に向かって努力するきっかっけとなる。  

このように私たちの提案がきっかけとなり、岩沼市は子どもたちをよい人材として育成

できる。岩沼市で育成された人材は、岩沼市の未来を担う人材として岩沼市をよりよい方

向 へ導いてくれるはずである。  

まずはこの提案から、岩沼市の子どもたちの可能性を広げる。また、学生が持続的な交

流人口として岩沼市との交流が続いていく。また学生がインフルエンサーとなり岩沼市を

PR し更なる観光客に流入も見込まれる。  

私たちは、岩沼市の心の復興を促進するための持続可能な交流人口拡大を可能にするプ

ランを提案する。  
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はじめに 

 宮城県は日本三景松島を有する国内屈指の観光地である。2016 年に仙台空港が民営化さ

れ、LCC の誘致などから東北のグローバルゲートウェイとしてインバウンドが増加し、今

後も更なる観光客増加が見込まれる。その仙台空港を有するのが、今回の対象都市である

岩沼市だ。しかしながら岩沼市は観光資源の枯渇から同市に流入する観光客を誘致できて

いない。そこで私たちは観光以外の地域資源に着目し、岩沼の魅力創出を目指すこととし

た。これには単発的な政策では不十分だ。同市との強固なパートナーシップ構築による持

続する交流人口の形成がカギとなる。この交流人口の拡大と持続により、同市の知名度と

話題性を向上させ、訪問者獲得へ至る持続可能なプランを提案する。 

 

1. 現地調査 

私たちは、9 月 3 日から 3 日間、現地に滞在し、現地調査を行なった。同調査では、ま

ず公式 YouTube チャンネルである岩沼市公式チャンネルの岩沼市 PR 動画で紹介されてい

た場所を訪問した。また、津波の被害に遭われた方々が集団移転した玉浦西地区を訪問し、

ご当地グルメである「岩沼とんちゃん」を食した。その後、東日本大震災の被害が深刻で

あった石巻市、日本三景の１つである松島も訪問し、さまざまな角度から「岩沼」を捉え

た。 

1-1 竹駒神社・金蛇水神社・二木の松 

 岩沼市を代表する観光地「竹駒神社」は日本三稲荷の１つである。私たちの訪れた平日

午前中には観光客の姿はなく、のんびりとした空気感が漂っていた。金蛇水神社は、平日

の午前中にも関わらず参拝客が見られた。また二木の松は、竹駒神社から近く江戸時代の

俳人松尾芭蕉が歌を詠んだ松でもあった。この３つに共通することは歴史遺産であり、岩

沼を代表する観光地であることは確かだが、他県から誘客するほどの魅力は感じられなか

った。竹駒神社を日本三稲荷として見ると、京都の伏見稲荷大社と比べ、魅力度は下がる。

金蛇水神社も他地域と差別化できるほどの魅力は感じなかった。二木の松に関しても周辺

に電柱があるなど松尾芭蕉が詠んだ松であっても思いを馳せるには難しい場所であった。 

1-2 ハナトピア岩沼・朝日山公園 

 この２つの公園は岩沼駅前にある観光案内に書かれていたため訪問した。ハナトピア岩

沼には園内のラーメン屋「麺組」目当ての人たちが多く見られた。芝生や花が整備されて

いる公園に麺組の待ち時間を有効に使おうとする人が数人いるのみであった。また朝日山

公園はウォーキングや犬の散歩など地域の人達の憩いの場として利用され、観光客らしき

人は私たちだけだった。この２つの公園も他地域から誘客することは難しく感じられた。 

1-3 千年希望の丘・玉浦西地区 

 千年希望の丘は、東日本大震災の津波で居住困難になった土地を活用し、沿岸約 10 キロ

メートルにわたり６つの公園と園路を整備したものである。丘の土台には津波によるガレ

キが用いられ、津波の痕跡や被災者の想いを後世に伝える場である。また、津波発生時の

避難場所となるよう丘の高さは 8 メートルある。千年希望の丘には心の復興のための「い

わぬまひつじ村」や慰霊碑、津波で流された家屋の基礎部分などがある。土地の活用とし

てソバの栽培がおこなわれていた。ソバ畑は 1 万 800 平方メートルと広大で、私たちの訪

問時にはちょうどソバの花が開花し、風光明媚な空間となっていた。ここで栽培されるソ



バは岩沼市の復興のシンボルとしての特産品としてブランディングが試みられている。ソ

バは収穫後、岩沼産そばとして市内の飲食店で提供される。千年希望の丘を訪問し、私た

ちは津波被害を目の当たりにするとともに、復興に尽力した人々の思いを感じた。この地

域に住んでいた人々が、仮設住宅を経て、集団移転をした場所が玉浦西地区である。この

集団移転は被災後から速やかに既存の地区単位で、避難、仮設住宅への入居、集団移転先

への移転が行われた。そのため震災前と同じコミュニティが玉浦西地区には存在する。 

1-4 麺組・岩沼とんちゃん 

 麺組は岩沼市 PR 動画で紹介されていたことがきっかけで訪れた。ここは「食べログ」が

行なっている東日本のラーメン百名店 2017 に選ばれ、平日にもかかわらず多くの人が並

んでいた。実際に私たちも並んだ。すっきりとした醤油味でとても美味しかった。岩沼市

がすすめるラーメンの町としてブランディングは、麺組が顔になると私たちは実感した。

また「岩沼とんちゃん」は岩沼駅から程近い「万来」で食した。同店は観光客向けではな

く、地域密着の焼肉屋さんのようで観光客が足を運びにくい雰囲気があった。しかし、味

もよく人柄のよい店主が切り盛りしており人の温かさを感じた。 

1-5 石巻と松島 

 石巻市では鹿島神輿神社、大川小学校を訪れた。鹿島神輿神社から見た石巻市の風景、

震災遺産として保存されている大川小学校、ひたすらにまっすぐな新しい道を走り去って

行く多くのダンプカーの数々は震災の爪痕を改めて感じた。また松島は日本三景としての

ブランド力が高く、平日にも関わらず多くの観光客で賑わっていた。松島も仙台市からは

北上する地域である。しかし、岩沼市の地域資源では松島に対抗できる集客力のある場所

は存在しない。そこで私たちは、観光地となるような地域資源ではなく、異なる方向への

ベクトルから岩沼市の観光と交流人口の拡大へ繋げていく必要があると考えた。 

 

2. 聞き取り調査 

 私たちは岩沼市の滞在期間で様々な方に聞き込みを行った。その中で感じたことは同じ

岩沼市内でも人々の震災に対する記憶は大きく異なることが感じられた。 

2-1 岩沼市民の声 

私たちは比較的沿岸部から離れて立地する朝日山公園で、散歩していた地域住民の方に

話をうかがった。聞き取り調査では震災後の様子について「あんまり被害はなかった」や

「震災発生時は騒がれたが、すぐに震災前と変わらない生活に戻った」という回答が得ら

れた。また、どうしたらより良い岩沼市になるかと伺うと「岩沼はすれ違う人たちに挨拶

がないですよね。大人がしないから子どももしない。まずはそういうところからじゃない

ですかね。」という回答があった。その方は、岩沼市の野球連盟で審判員をされ、あいさつ

ができない、覇気のない子どもたちを問題視されていた。さらに地域のコミュニティにつ

いて伺うと「囲碁将棋、お花、踊り、いろんなコミュニティがあり、朝日のお年寄りはた

くさん参加してますよ。子どもだと子ども会くらいかな。」という回答があった。 

一方、岩沼とんちゃんを食べていた際には、常連さんと会話が弾んだ。私たちが現地調

査で岩沼市を訪れたことを伝えると「メディアが騒ぎすぎだ、私たちはもう普通の生活を

しているので地域外の人が震災には関わってこないで欲しい。東京から来たような連中に

震災のことを分かったような面されたくない。」という声もあり、震災に向き合うことの重



み、心の復興の難しさを痛感した。 

2-2 岩沼で働く人の声 

 私たちは事前に約束をし、ヒトベース株式会社の代表取締役渡辺氏から心の復興につい

てお話を伺った。最も印象に残っているのが、「震災で想像していた未来と変わってしまっ

た人がいる。その人たちに新しいコミュニティを伝えてあげる、将来の選択肢を広げてあ

げる。」であった。この言葉から、心の復興とは、岩沼にはない新しい何かを見せる人であ

り、サービスなのではないかと私たちは考えた。 

 

3. 地域資源は「人」 

 現地調査と聞き取り調査により、岩沼市は他地域と差別化可能な観光資源はほとんどな

いと感じた。そこで私たちは全く知らない岩沼の人との出会いから「地域資源」は観光資

源だけでなく、地域に住む人自体と考えるようになった。  

3-1 新潟県佐渡市での経験 

 私たちはゼミナールの活動で、昨夏、今夏に 2 年連続で新潟県佐渡市の「集落活性化事

業」に参加し、新潟県佐渡市松ヶ崎・岩首地区を訪れた。松ヶ崎・岩首地区はいわゆる限

界集落であり、松ヶ崎小中学校には児童 8 名、生徒 10 名しかいない。アクセスの悪さに加

え、観光面でも目立った観光資源はない。そのような地区で私たちが「集落活性化事業」

に 2 年連続で参加したのは、地域の方々の「地域で子どもを育てる温かさ」と「子どもた

ちの佐渡を思う気持ち」に心を動かされたからである。 

 昨夏は松ヶ崎小中学校の子どもたちと地域の方々と BBQ などを通して交流した。その際

に子どもたちを優しい表情で見守る地域の方の姿が印象的であった。都会では、行事に対

して保護者は仕方なく参加しているような場面が多々ある。しかし、同地区の保護者は子

ども達と一緒にその時間を楽しみ、「地域で子どもを育てる温かさ」に心を動かされた。 

 そして今夏の交流で特に印象に残ったのが、P4C というディスカッションを子どもたち

と行ったことである。P4C とは、「Philosophy For Children」の略称で子どもたちが安心

して自らの意見を発言し、対話に参加できるようにボールを持っている人だけが話せる、

言いたくないときはパスをしてもよいなど 7 つのルールが設けられているディスカッショ

ンである。P4C のテーマは「佐渡のこれから」であった。テーマに対し、人がいない佐渡市

の分析を児童が行い、観光客や移住者を増やす施策を話し合った。テーマがさらに狭い地

域になり「将来、松ヶ崎・岩首地区に住み続けられるのか」というテーマでは活発な P4C

が行われた。同地区に住み続けたい児童は、家業を継ぎたい、伝統芸能を継承していきた

いなどという声があった。一方、同地区から出ていきたい児童は、プロゲーマーになり多

くの大会に参加したい、都会に出たら戻れない、同地区からは出るが佐渡市には残るなど

の声もあった。同地区を出たいという児童も佐渡を思う気持ちで溢れていた。この経験か

ら私たちはこれからも佐渡市、そして同地区とはこれからも交流人口の一部となり継続的

に交流できると確信した。これは地域の人々という地域資源を好きになったからである。 

3-2 震災を経験して 

 私たちのメンバーの 1 人は熊本県出身で高校 3 年の春に熊本地震を経験した。当時親元

を離れ寮生活を送っていた。同じように寮生活を行う仲間とグラウンドで前震、本震と二

夜を明かした。本震を機に、寮生全員に帰宅指示が出され、校舎が甚大な被害を受けたた



め、学校も 1 か月間臨時休校となった。自宅は震源地から約 30km 離れ、被災した高校より

震源地から離れており、直下型地震だったため、帰宅した際にはほとんど被害がないよう

に見えた。しかし、よく見ると泥壁が剥がれ落ち、瓦がずれていた。みかん農園を営む自

宅のみかん園も甚大な被害を受け、石垣の崩壊は 12 か所に及んだ。 

 1 か月間学校が休校になったため、積極的に家の手伝いをした。そこで今でも印象に残

ったエピソードが 2 つある。1 つは近所の高齢女性とのことである。実家の隣に一人で住

む 80 代の高齢女性は腰が悪い。震災後、屋根の様子を確認するために梯子をかけ屋根に上

ろうとしていた。それを見た私は代わりに屋根に上り、ずれた瓦の部分にシートを張る作

業を手伝った。高齢女性から感謝の言葉をもらった私は「おばちゃん、何でん仕事は“お

もやい”でせなん」という言葉がふと出てきた。それに対して女性は「そーね良かこつも

悪かこつもなんでも“おもやい”せなん」と笑顔で返してくれた。「おもやい」とは熊本弁

で分け合う、共有するという意味である。しかしその言葉の中に私はただ分け合うという

だけでなく、「シェアハッピー（Share Happy）」につながる温もりを感じた。もう１つは石

垣の修繕を手伝っていた時の経験である。昔ながらの石垣の修繕は大きな労力と時間を要

し、今日では農業用パワーショベルを用いる。しかし、高額な農機具であるため所持して

いない農家が多い。わが家にはパワーショベルがあるため、震災後石垣の修繕作業に取り

掛かった。しかし、農園が被害を受けた農家はわが家だけではない。知人農家から「一段

落ついたらパワーショベルを貸してほしい」と頼まれた。父は快諾し、作業に支障を来さ

ない最小限の修繕が済むと、パワーショベルを貸した。すべて修繕が終了していないので

私は父に聞いた。すると父は「大変なのはうちだけじゃない道具は“おもやい”で使わな

ん。」と答えた。 

この 2 つの経験は 3 年半経った今でも鮮明である。田舎の助け合いの心は、災害が起こ

った時により大きな力を発揮することを強く感じた。逆に言えば、日頃から助け合いなが

ら生活しているからこそ、何か起こっても皆で乗り越えていけるということだ。震災時お

互いを励ましあった「負けんばい熊本！がまだすばい熊本！！」という言葉には今でもこ

み上げてくるものを感じる。熊本の「おもやい」の心、人と人とのつながりが熊本を震災

から復興させた最大の要因である。 

3-3 人と人のつながり、思いやりの重要性 

私たちは 2 つの経験から、人の心を惹きつけ、心を癒すのは人と考える。岩沼は 8 年前

の震災で思い出したくない経験をした。そういった心を癒せるのは、ハード面の復興や観

光だけでは不十分だ。取り組まなくてはいけないことは、子どもを支える立場にいる人々

が協力し、将来を担う子どもを支援できる環境を提供することである。人と人がつながる

持続可能な環境を整備することが、地域住民の「心の復興」につながると確信している。

先にあげた松ヶ崎・岩首地区には目立った観光地はないが、私たちは何度も訪れた。それ

は今後も継続的に交流し、子どもの成長を見続けたいからである。そこで私たちは岩沼市

の子どもたちによる交流人口拡大と震災復興プランを提案する。 

 

4. 具体的提案 

4-1 私たちの提案 

 私たちは大きく２つの提案を行う。提案は下記の２点である。 



提案１：岩沼出前授業 

提案２：岩沼×友好都市＝ニューカルチャーの創出 

この２つの提案を軸に岩沼市の震災復興につながる提案を行う。 

4-2 テーマ分析 

 今回私たちに与えられたテーマは「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。このテーマを私たちなりに解釈した。「地域資源」を岩沼市在住の子どもた

ちとする。子どもは地域の将来を担う宝である。私たちは自らの佐渡市での経験から子ど

もたちの幸せなくして、地域の幸せはないと考えている。そこで本提案の最大のターゲッ

トを岩沼市の子どもたちとし、子どもたちの未来へつながる提案を行う。また、岩沼とん

ちゃんや神社仏閣といった観光資源も提案内に盛り込む。 

「観光と交流人口」は、首都圏在住の大学生・専門学生（以下学生）との交流人口の構

築を提案する。その懸け橋となるのが東京宮城県人会連合会と、各大学の宮城県人会であ

る。学生と岩沼の小学校、子ども会と連携し、学生と子どもの交流の場をつくる。子ども

たちとの交流と岩沼での経験を通して学生と岩沼市の持続的な交流人口の構築を行う。ま

た、私たちは岩沼市が姉妹都市協定を結ぶ高知県南国市、カリフォルニア州ナパ市とのパ

ートナーシップに注目し、両都市の関係性を強固にする異文化交流プランを提案する。 

最後に「震災復興」は、地域の子どもたちに夢を与え、地域に対する愛着を持つことが

震災復興の最重要課題である。熊本地震の経験を機に、地元に貢献できる仕事がしたい気

持ちが芽生え、ステークホルダーの関係性をよりよいものとするマーケティングを勉強し

ている。その経験から、地域に愛着を持ち、地域を担う人材を育てることが地域の復興、

「心の復興」へとつなげていけると確信する。また、現在も頻繁に行われている姉妹都市

との交流も両都市の異文化の融合で自らの既存文化の更なる魅力度アップを見込む。これ

は地域力の向上につながり、結果的に岩沼全体での心の復興につながると考える。 

4-3 具体的提案 

4-3-1 提案１：出前授業 

◎関係する人・組織→首都圏在住の学生、岩沼市の児童、岩沼市、宮城県人会 

私たちの第一の提案である「出前授業」は、首都圏在住の学生と岩沼市在住の児童の交

流機会を設け、学生が持つ多様な背景を楽しく小学生に伝えるプランである。その楽しさ

を小学生へ移転できれば、子どもはその分野を志すきっかけとなる。夢へのきっかけを多

く見出すことが子どもの可能性を引き出すことにつながる。 

 メンバーの一人は小学生時代、地域で開催された大学生によるスポーツ交流会に参加し

た。そこで学んだストレッチやユニークなスポーツを通して運動の楽しさを実感した思い

出がある。また、高校時代所属していた野球部では年に一回オフシーズンに野球教室を開

催していた。が指導することで、通常の指導者では伝えられない専門的技術や実際に取り

組むトレーニングやストレッチの指導は好評であった。この教室がきっかけで高校進学を

決め入部した部員も多くいる。この経験から、学生が指導することで普段とは異なる新鮮

な指導を提供し、子どもも意欲を持って取り組むことが可能となる。 

 この提案では、多様な背景を有する学生を指導者として選定する。子どもが学校の授業

だけでは触れられない新しい分野を提供し、学ぶことの楽しさを伝える。学問分野では、

児童が興味を持ちやすい科学の実験、日常生活に隠れているマーケティングや広告といっ



た活動を、小学生でもわかりやすい言葉で伝えることが必要である。スポーツ分野では野

球、サッカーなどのスポーツ指導をはじめ、運動を好きになるきっかけとなる運動やスト

レッチを遊びの中で伝えることも重要だ。専門性の高い美容やアパレル、調理、アート、

音楽といったクリエイティブな分野も、普段の授業だけではふれられない。学生がきっか

けを提供することで児童の意欲的な学習に繋がる。このような機会を設定することで子ど

もたちは、日常生活では触られない分野へ興味を持ち、夢に向かって走るきっかけとなる。 

 この活動で重要となる学生と子どもの懸け橋となるのが、東京宮城県人会連合会と各大

学の宮城県人会などである。県人会が学生の参加を募り、岩沼市での募集活動や、小学校、

子ども会との連携により、学生と児童の交流機会を提供する。特に注力したいのが子ども

会とのパートナーシップの構築である。多くの児童は小学校 6 年間子ども会に所属する。

この持続性の高い子ども会との連携が岩沼の将来を担う子どもたちの育成につながる。ま

た、子ども会はある程度の歴史を持っており、今後も永続的活動が見込まれる。新規団体

を構成するのではなく、県人会、子ども会といった既存の組織を活用し、持続可能なパー

トナーシップの構築が可能となる。 

4-3-2 提案２：岩沼×姉妹都市＝ニューカルチャ―の創出 

◎関係する人・組織→岩沼市、高知県南国市、カリフォルニア州ナパ市 

 岩沼市は高知県南国市とカリフォルニア州ナパ市と姉妹都市協定を結んでいる。そこで

私たちは、南国市、ナパ市の両都市の名産品に着目した。岩沼市の食文化をさらに魅力的

なものとするため、これら名産品との融合を提案する。岩沼市を代表する食文化は岩沼と

んちゃんである。私たちが全国の 137 人にアンケートを実施したところ、岩沼とんちゃん

を知らない人が 98.5％に上り、大多数であった。また、岩沼とんちゃんを食べたことがあ

ると答えた人は 0％という結果であった。しかし私たちは岩沼を訪れた際に岩沼とんちゃ

んを実食し、他地域にはない新たな食文化で素直においしいと感じた。そこで岩沼とんち

ゃんの魅力を全国へ発信したいと考える。他方、南国市の名産品は地酒「貫之」がある。

この貫之×岩沼とんちゃんとして、地酒、岩沼とんちゃん双方の魅力を PR できよう。また

ナパ市は、世界的にも有名なワインの産地である。このナパワイン×岩沼とんちゃんとい

う全く文化の異なる組み合わせでもシナジー効果が期待できる。 

ここでは異なる食文化を組み合わせることの話題性を提供。SNS を活用しこの話題性を

さらに拡散できれば岩沼市の PR につなげられよう。現在、岩沼市が運営する岩沼係長のイ

ンスタグラムのフォロワー数は 818 人だ。（2019 年 10 月 17 日現在）しかし、このインス

タグラムを閲覧するのはこのアカウントをフォローしている人に留まってしまうのが行政

アカウントの弱点である。しかし、提案 1 を通して訪れた学生に一定のハッシュタグを付

け投稿してもらうことで、拡散力は一気に高まる。一般的な学生の SNS のフォロワーは 300

～500 人である。1 回の投稿で約半数が閲覧するため、1 人アップするごとに約 200 人が閲

覧する。学生が複数人にのぼれば伝達効果は絶大である。提案 1 と提案 2 の組み合わせに

より、話題性も期待できる。 

4-4 具体的な事業としての提案 

 この提案のモデル日程は図表のとおりである。これをモデルとして第 1 回を開催する。

まずは 1 日目岩沼に入った直後に千年希望の丘を中心とした震災遺構群を回り、若い世代

に震災を肌で感じてもらう。岩沼の歴史、背景を踏まえた上で児童をはじめとする地域住



民と交流する。私たちが岩沼市を訪れた際、飲食店で地域住民と交流する機会があった。

その際に「東京から来たような連中に震災のことを分かったような面されたくない。」とい

う言葉があった。私たちも震災遺構を巡り、自らの被災経験から震災復興というテーマに

向き合っていたが、「よそ者」という捉え方をされてしまう可能性もある。そのような経験

から、震災遺構をめぐる必要性がある。2 日目からは、私たちの提案の中心である学生に

よる出前授業「○○〇」を開催する。学生が持つそれぞれの背景を生かしてその分野の楽

しさ、知識・技術を子どもに伝える。様々な分野の学びに触れ、小学生の夢の選択肢の幅

を広げる狙いだ。また、午後には岩沼市の児童による岩沼の観光案内を計画する。子ども

たちが岩沼市の魅力を発見し、発信することで岩沼市の魅力を再認識できる。地元の魅力

を認識することで地元愛が深まり、岩沼市への永住、将来的な U ターン拡大に期待できる。

３日目も継続して交流し、学生と児童の信頼を深め、知識・技術の定着を図っていく。 

学生の宿泊先は民泊を予定する。近年、インバウンド流入により、民泊、ゲストハウス

といった安宿が注目を集めている。しかし、岩沼市では空港は存在するが宿泊施設が少な

いため、宿泊者を囲い込む力が不十分である。私たちが岩沼市を訪れた際も宿泊施設が少

なく、学生が手を出しやすい価格帯の宿泊施設がなかった。そこで新たに宿泊施設を建設

せず、地域住民が宿泊者を受け入れる民泊の整備を進めることで観光面での整備に繋がる。

さらに、民泊を通した地域住民との交流で田舎の良さ、地域の人々とのふれあいを学生に

感じさせられる。そのような学生が岩沼市の地域住民との交流をきっかけに強固な関係性

を築き上げれば、永続的な関係性の構築に繋がる。関係性がより強固になれば、I ターン

として移住する可能性も考えられる。また滞在期間中には岩沼市の食文化である岩沼とん

ちゃんを食す。そこで貫之、ナパワインと組み合わせた新しいとんちゃんに触れる。岩沼

の食文化と姉妹都市双方の魅力を発信することで、両都市との関係はより強固なものとな

る。 

4-5 メリット 

このアイデアは大学生・専門学生、岩沼市の子どもたち、岩沼市三者にメリットがある。 

4-5-1 子どもたちのメリット 

岩沼市の子どもたちのメリットは 4 点ある。1 点目は学校の授業だけでは触れることの

少ない分野や興味のある分野に接触することができる点である。早い段階から様々な分野

を経験し、その分野への興味がわけば積極的に学習する意欲が沸く。また、進路選択のミ

スマッチを減らすこともできる。2 点目は、子どもたちに夢を与えることができる点であ

る。将来の夢へのきっかけを持つことで、夢の選択肢を広げるきっかけとなる。3 点目は

小学生の新たなコミュニティを形成できる点である。最後は、子どもたちが地域の魅力を

再認識できる点である。普段から子どもたちは地域学習などで地域の学習をしている。そ

の学習の成果を学生に対して観光ガイドという形で発信でき、さらに地元愛を育むことが

できる。 

4-5-2 学生のメリット 

学生のメリットは大きく 4 点ある。1 点目は、事前準備により自らの理解が深まる。指

導にあたり、様々な準備が必要となる。その準備段階で自らの知識・技術を整理でき、理

解をより深められる。2 点目は、知識の言語化である。小学生への説明には、考え方や説

明をやさしい日本語に置き換える必要がある。知識、理解を言語化することで抽象的理解



から明確な理解へと変わる。3 点目は、コミュニケーション力の育成である。子どもたち

との交流により人前で話すスキル、コミュニケーションスキルも確実に向上する。4 点目

は、子どもとの交流により、自らが新たな発見できるという点だ。前述の佐渡市での活動

から、メンバーの一人は子どもと触れ合ったことで、子どもと携わる福祉の仕事に興味を

持った。このように、子どもだけでなく学生の選択肢を広げることも可能である。 

4-5-3 岩沼市のメリット 

最後に岩沼市のメリットは 4 点ある。 1 点目は課題でもある交流人口の拡大という点

だ。私たちの調査では、宮城県外在住者 137 人にアンケートしたところ、岩沼市を聞いた

ことがあると答えた人は 21.5％にとどまり、訪れたことがあると答えた人はわずか 0.7％

であった。しかし、この提案により必然的に学生が岩沼市を訪れる。また、子どもたちと

の交流は将来的にも持続可能な関係性を構築できる。この提案により、より強固な交流人

口が獲得できる。2 点目は大学生・専門学生による岩沼市の PR が期待できる。現在の岩沼

市の知名度は非常に低い。そこで大学生をインフルエンサーとして PR 活動を行う。大学

生・専門学生の多くが SNS を活用し、その多くが旅先の様子をアップしている。岩沼市に

足を運んだ大学生がインフルエンサーとなり、岩沼市を PR できれば、岩沼の魅力をさらに

発信できる。3 点目は子どもたちが岩沼の将来を担うという人材として育成できる。仮に

勉強のために首都圏に出ても、岩沼への愛着があれば優秀な人材となり流出するのではな

く、U ターンしてくる可能性は大きい。最後に I ターンの可能性だ。この提案による交流

人口と、より強固な関係性が構築できれば、学生から岩沼に興味を持ち将来的な移住地と

して I ターンの可能性を広げることができる。 

 

おわりに 

 本研究のテーマは「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。

このテーマを踏まえ、自らの経験と照らし合わせながら震災復興プランを考えた。議論を

行う上で重要したのが、自らの経験に基づいた持続可能な交流人口の拡大である。単発的

な集客プランを一度行うのは簡単である。しかし重要なのはいかにして「心の復興」につ

なげるかだ。この提案は岩沼市のキャッチコピーでもある「地味じゃなく地道なんです。」

という言葉にふさわしく、持続可能な提案である。持続可能で実現可能性の高いこのプラ

ンは、確実に「心の復興」につながる。地域の宝である子どもたちが将来岩沼で輝けるよ

う、このプランを通して様々な学びを提供した。岩沼の心の復興を促進するための、持続

可能な交流人口拡大を可能にするプランであると確信する。 
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