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梗概 

 私たち東海大学岡本ゼミナールでは、「公共政策フォーラム 2019 in 岩沼」でのテーマ

「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」に対し、心の復興と、地域資源

を活用した交流人口の拡大という部分に着目し、「住民主体による交流人口拡大～

IWANUMA CONNECT～」という内容で論文を作成した。 

現在、岩沼市では、ハード面においては順調な震災復興の進捗が得られた一方で、「心の

復興」といったソフト面に関しては、まだ時間がかかるものと判断され、引き続き被災者に

寄り添ったサポートが必要となっている。  

そこで私たちは「心の復興」を達成するため、「地域住民が主体となり交流人口拡大に向

けたまちづくり政策」を行うことが必要であると考えた。この政策を実施するにあたり、ま

ずは地域住民同士が互いに意見を出し合い、発言する場を作ることが必要となる。 

そこで私たちは、「寄りあいワークショップ」を用いた「スタンプラリー」を行うことを

提案する。住民は、その地域に住む暮らしの専門家であり、その地域の良さを分かっている。

その住民が積極的に地域について考え、今ある地域資源を生かす方法を考える場を提供す



ることが心の復興につながると考える。そのワークショップで住民と協働し、実施するもの

として、私たちはスタンプラリーを提案する。方法としては、寄りあいワークショップにて、

住民がスタンプを置く場所、条件、商品などを考えることで、住民たちが自分の住む地域に

ついて深く考えることで心の復興を行いつつ、市外からの交流人口の拡大につなげること

ができるのである。これにより、岩沼市の地域住民はコミュニティの再構築と地域資源を活

用した交流人口の増加につなげることができるのである。 

以上の、地域住民が主体となり交流人口拡大に向けたまちづくり政策を提案していく。 

 

はじめに 

 2011年 3月 11日に東日本大震災が発生し、多くの方々が亡くなり、心の傷を負った。宮

城県岩沼市もその地域の１つである。岩沼市は、その傷を負いながらも市の迅速な対応や住

民の協力などもあり、ハード面では宮城県の中では一番早く復興することができた。しかし、

ソフトの「心の復興」といった面ではいまだ傷を抱えた人も少なくはないだろう。では、「心

の復興」を行い、人々の傷を癒すためにはなにをすべきか。 

私たちは「心の復興」を「被災者の地域コミュニティのつながりを震災前以上に強め、被

災者が力を合わせて地域を盛り上げていこうとする力をつけること」と定義した。この定義

をもとに、地域住民が積極的に地域の活性化に努めていくことのできる政策を提案するこ

とが現在の岩沼市と、その住民にとってさらによいまちづくりに発展していくのではない

だろうか。 

 

第 1 章 岩沼市の現状分析 

第 1 節 交通  

岩沼市の現在の主な交通手段は３つある。１つ目は鉄道である。仙台市と県南地域からの

アクセスとなる東北本線と常磐線を結ぶ岩沼駅を有しており、1日約 7000人の利用がある。

仙台駅から岩沼駅へは約 30分程度でアクセスでき、東北新幹線の停車駅でもある仙台駅か

ら都心部へ約 1時間半で行くことができる。 

 ２つ目は市民バスである。市内全域で 7路線が運行されている。また、岩沼臨空工業団地

内の企業の通勤する従業員及びその他の公共交通サービスとして、平成 28年度から仙台バ

ス株式会社による路線バスが運行されている。また、平成 30年 2月から、岩沼デマンドタ

クシーの運行が始まった。デマンドタクシーとは、ワゴン車両による乗り合いタクシーで、

バスのように乗車と降車の場所は決められているものの、タクシーのように電話での予約

で自宅までの迎車も可能という、バスとタクシーの中間的なサービスである。市民バス運行

の見直しに伴って行われた路線の単純化により、経路を変更した地域で行われている。バス

停から 500 メートル以内に居住する人口割合は 96.7%で、ほとんどの市民が市民バスを利

用することができる状況となっている。しかし、岩沼市の主な観光資源の一つである金蛇水

神社へは最も近いバス停から徒歩 10分程度、いわぬまひつじ村までは最も近いバス停から



徒歩 20分程度となっており、便数も多くないため観光での交通機関利用はしにくい状況で

あり、自家用車で訪れる観光客がほとんどである。 

 ３つ目は岩沼市と名取市にまたがる仙台国際空港である。2018 年度には国内線利用者数

が 330万 1127人、国際線利用者数は 31万 811人、合計で 361万 1938人となり過去最多

を記録した。電大国際空港は国管理空港で初めて民営化した空港で、格安航空会社（LCC）

の誘致に力を入れるなど、今後も利用者数のさらなる増加が見込まれている。しかし、仙台

国際空港を観光目的で利用する人のほとんどが仙台市や松島、蔵王などといったほかの観

光地へと流失している現状にある。 

 

第 2 節 観光地  

 東日本大震災の津波により壊滅した集落の跡地に整備された、いわぬまひつじ村は、玉浦

地区の住民と、公共社団法人青年海外協力協会(JOCA)、市の協働により当時整備された。

さらに羊を繁殖させたり譲り受けたりすることにより、頭数が増え、当時の除草の目的だけ

でなく、近年では近年では岩沼市内外からも多くの人々が集まり、2017 年度には 12,520 人

が来客した。月に一度イベントを開催するなど、観光地化しつつある。しかし、いわぬまひ

つじ村の運営は JOCAのスタッフ従業員が 2 人、アルバイト 1 人の計 3 人で運営しており、

人手不足が深刻な問題となっている。 

 また、岩沼市の主な観光資源は金蛇水神社、竹駒神社などが挙げられるが、市内に観光資

源となるようなものは少ないといえる。 

 震災で生じたがれきを再生利用し、市の沿岸部約 10 キロメートルに 15 基の丘とそれら

の園路と 6 つの公園を造成した千年希望の丘は、園路には植樹を行い森の防潮堤として整

備を行っている。震災の記憶の伝承、防災学習、環境保全活動により交流の拠点となってい

る。また、千年希望の丘交流センターではレンタサイクル事業を開始している。 

 

第 3 節 復興状況  

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災により、岩沼市も甚大な被害を受けた。死者 181 名、

行方不明者１名、家屋被害 5428戸であった。また、耕作面積 1870haのうち津波被害農地

面積は 1248ha で被害面積率は 66.7％に及んだ。岩沼市はこのように甚大な被害を受けた

が、宮城県沿岸部の中で最も早く復興が進めることができた地域である。その理由としては

以下の 2つが挙げられる。 

まず 1つ目は、震災復興のための計画を作るのが早かったという点だ。岩沼市では、復興

に関する方針や総合的な施策を迅速に行うため、震災からわずか 1 カ月後の 2011 年 4 月

25日に、「岩沼市震災復興本部」を設置し、計画期間を７年と定めた「岩沼市震災復興基本

方針」を決定した。そして同年 8 月 7 日、第 4 回岩沼市震災復興会議において、震災復興

会議としての「岩沼市震災復興計画グランドデザイン」を決定し、岩沼市長へ提言した。そ

して岩沼市震災復興計画マスタープランは、グランドデザインで提言された内容を踏まえ、



震災復興計画の計画期間である今後 7 年間の具体的な取組内容を取りまとめ、これを実行

に移した。このようにおおよそ半年で、復興への道筋を明確化することで岩沼市は素早く復

興を進めることができたのである。 

2つ目は、地域間のコミュニティが強かったことで、集団移転がスムーズに進めること

ができたという点である。岩沼市ではもともと兼業農家の多い地域で、地域間のコミュニ

ティがもともと強く、集団的なまとまりがあり、住民相互の意思決定も早く合意形成をス

ムーズに進めることができた。それにより集団移転の意思が住民の間でまとまりやすかっ

た。岩沼市は住民との意見交換を積極的に行うとともに、国や県との間で集団移転計画の

手続きを進めており、そして、被災地の中ではいち早く、2012年３月に国の認可を受け、

さらに 5月に県の認可を受けた。 

移転先の場所については、住民の意思を町内会などの小さな区切りで、代表に住民の意見

をまとめてもらうことになった。そして、市の職員が代表と話し合うことでスムーズに住民

の意思を重視した決定をすることができたのである。これも地域間のコミュニティが強か

ったからこそできた。 

さらに 2012 年 6 月には、住民と市が一同に介する「玉浦西地区まちづくり検討委員会」

を組織化した。ここでは、6地区から各 3人の住民代表に参加してもらい、毎月平均 2回前

後、土地の利用計画や区画割り、公共・公益施設の整備方針といったテーマをワークショッ

プ形式などで検討した。このように、岩沼市では住民が自分たちの暮らしを豊かにするため

に、地域ごとで協力し、意見をまとめ、団結して行動できるといえる。 

 震災から半年後には復興計画グランドデザインを提示したこと、住民の意思を尊重した

集団移転を行ったことから、ハード面においては宮城県内でもかなり早く復興を遂げたと

言える。しかし、ソフト面での復興にはまだ課題が多い。岩沼スマイルサポートセンターに

よる活動など、公益社団法人青年海外協力協会（JOCA）との連携した住民支援などを行っ

ているが、将来的には住民主体の地域コミュニティの形成を目指している。  

 

第 3 章 政策提案 

第 1 節 IWANUMA CONNECT 

１．課題 

以上の現状分析を踏まえ、今回の目的である交流人口の拡大による心の復興には何が必

要であるかを考えた。はじめに．で述べたように、私たちは「心の復興」を「被災者の地域

コミュニティのつながりを強め、被災前以上に住民が力を合わせて地域を活性化させてい

こうとする力をつけること」と定義した。そこで、私たちはこの中に出てくる「地域コミュ

ニティの強化」「地域の活性化」という 2つのキーワードに着目した。 

「地域コミュニティの強化」については、政治経済学者である A.O.ハーシュマンは、「コ

ミュニティから地域住民が離脱した場合、その地域が衰退から回復することは妨げられる

だけでなく、更なる衰退を促す可能性がある。」と述べている。これは震災により、人口の



減少、移転によるコミュニティの分散が起こってしまった岩沼市において無視することの

できない問題であるといえる。しかし、ハーシュマンは「一般に当該地域の問題について自

分の意見を表明することや各種キャンペーンの活動を行う「発言」を行うことが、衰退から

回避する重要な役割を果たす。」と述べている。よって地域コミュニティの中で離脱が起こ

り、衰退したコミュニティ間ではこのような「発言」を行うことのできる環境づくりが必要

であるといえる。また、この「地域の活性化」においても地域住民で意見を出し合い考えて

いくことが必要となってくる。 

そこから、この 2 つのキーワードを達成するために、岩沼市にある地域資源の活用した

交流人口の拡大を、住民自身が積極的に携わり、参加していく場を作れないかと考え、「地

域住民が主体となり交流人口拡大に向けたまちづくり政策」として、以下の政策提言してい

く。 

  

２. ワークショップ 

この政策を実施するにあたり、まずは「発言」が可能な環境づくりを行っていくことが重

要となる。そこで用いるのが「寄りあいワークショップ」である。ワークショップは、住民

の課題解決、合意形成、学習などを行う場である。そしてそこから地域を活性化させる具体

的な事業を生み出し、公共事業として実行していく。その過程を通して、「発言」をおこな

い、地域コミュニティの再構築を進めていくことが可能となるのである。なぜかというと、

ここではただ話を聞くだけではなく住民が周囲との協力や、参加者同士が多く議論を交わ

し、積極的に参加することが必要となるからである。 

和歌山県有田川町北川区では、ワークショップにて里の直売所を設置することが決定さ

れた。そこでは、行政がワークショップによって話し合いの場を提供し、その場を活かして

住民が話し合い、自分たちで計画を作り、自ら規約を作り、出資をし、自ら運営をする。行

政はその動きを支援する。という形で進んでいた。当時の会長は、直売所ができるまでは、

地区の人たちと交流する機会が少なかったが、できた後は物が売れることよりも、みんなと

話ができるようになったことが一番うれしい、と語っている。このように寄りあいワークシ

ョップには、住民間で「話ができること」に意味があるのだ。よって、地域は産業の再生よ

りも、まずはワークショップによるコミュニケーションの場が必要であり、それが心の復興

や、住民の意識につながるという事が言える。 

岩沼市ではこれまで、震災の際の土地の利用計画や区画割り、公共・公益施設の整備方針

といったテーマを「ワークショップ」を用いて、住民と協働してきた。ここでは、これまで

のような、震災の復興に向けたワークショップではなく、新たに岩沼を活性化させるための

ものを開催することとする。それは、私たちの定義する心の復興が、コミュニティのつなが

りが被災前以上に強まっていなければ達成できないと考えているからである。 

このように寄りあいワークショップをまず行政が設置することで、住民に「発言」の場を

与える。そうすることで地域の課題解決能力が芽生えるのはもちろんのこと、地域のコミュ



ニティを再構築することが可能となるのだ。 

 

3. スタンプラリー 

第 2 章第 3 節で述べた通り、岩沼市はもともと兼業農家が多かったこともあり、町内会

などの小さな規模でまとまりが強かった。そしてその代表と行政が話し合うことで効率的

かつ住民の意思を尊重した方法で復興を遂げることができた。 

では、どのような方法をすればこの強みを生かし、地域住民と岩沼市役所が協働すること

で岩沼市の地域資源を生かしていけるのかと考える。 

今回はスタンプラリーを実施することを提案する。岩沼市の魅力をより多くの人に知っ

てもらい足を運んでもらうため、いわぬまひつじ村や竹駒神社、金蛇水神社、千年希望の丘

公園などの主要な観光地すべてに足を運んでもらうのである。スタンプラリーは上記で述

べた、主要な観光地のほかにも、市内の飲食店や農業体験のできる場所にも設置する。スタ

ンプが溜まった場合、市内のラーメン店で使える割引券やいわぬまひつじ村の羊をモチー

フにしたグッズと交換できる。 

また、試作段階からワークショップを用いて携わってもらうことで、この事業を通して、

既存の地域住民間の連携を強化し、さらなる地域コミュニティの構築が見込める。 

ここで、ワークショップを活用したスタンプラリーの作成の例を紹介していく。千葉県南

房総市千倉町の平舘地区では、移住・2拠点居住を検討している、または地域コミュニティ

とつながる方法を知りたい人向けに、人と地域をつなぐための新しいスタンプラリーを作

成した。千倉地区・平舘エリアをモデルに、さまざまに設定されたスタンプミッションを通

じて、地域の人との交流を深めていくことができる。この活動は 2019年 3月から実施され

ている。このスタンプラリーは、ただその場所に行けばよいのではなく、スタンプをもらう

ための「ミッション」が設けられている。ミッションには難易度があり、すべてを集めるに

は、何度も平舘に通う必要がある。このように、スタンプミッションひとつひとつに、参加

者が地域とつながる、地域に馴染むためのきっかけが仕掛けられているのだ。10 個のスタ

ンプすべてを集めた人に用意されている特典も特徴的だ。普通のスタンプラリーでは、豪華

賞品や特産品など、消費するモノがもらえるケースが多いが、「HEDATE PASSPORT」で

もらえるのは、「梅の木オーナーの権利」。「新しいローカルメディアを考えよう」というワ

ークショップが開催され、そこで参加者から発案されたのが、「移住者が地域になじむため

のスタンプラリー」という企画だった。「中の人が伝えたい平舘の魅力」「外の人が面白いと

思うポイント」「スタンプがあるからこそ越えられる壁」、それらのバランスがとれたスタン

プミッションを考えるために、地域の中の人と外の人を集めたワークショップが行われた

のである。 

 

 

 



第 2節 ワークショップを活用したスタンプラリーの効果 

スタンプラリーの地域全体へのメリットは大きく分けて、３つ挙げられる。 

１つ目は、回遊性の向上である。スタンプラリーを行うことにより、施設内の回遊や複数 

店舗間での回遊が見込める。また、設置個所は５か所よりも 15か所のほうが平均立ち寄り

店舗数が約 1.3倍になった。さらに滞在時間も向上する。スタンプラリーなしの観光客とス

タンプラリーを実施している人を比較した際、スタンプラリーを実施している人の滞在時

間が、約 1.4倍となった。 

２つ目は、集客効果と再来店・再来場が見込めることである。キャラクター等を活用した 

スタンプラリーを導入することにより、集客が図れる。スタンプラリーに参加したことがあ

る 20～49歳の男女 449人に対し、スタンプラリーに参加した後の、 その商品・地域・ 

サ―ビス・キャラクターなど企画内容に対する興味関心・購買意欲に関して質問したところ、

「非常に上がった」27.4%（123 人）、「上がった」51.4%（231 人）で合わせて 78.8%   （354

人）と約 8割が関心を持つという結果となった。また、スタンプを集めるという仕組みを導

入することで、イベントや店舗などへの再来店・再来場を促すことができる。さらに、スタ

ンプラリー加盟店に登録してもらうことでそのお店の宣伝効果や、集客率が期待できる。 

３つ目は、楽しく学べる仕組みとして最適であることである。施設内や自治体を楽しく巡 

回、見学しながら学べる仕組みとしても活用できる。また、市全体にも、観光客が訪れるこ

とによって、経済効果が見込める。さらに、参加者が SNS に投稿してくれた場合、知名度

が上がることが予想され、それによって観光客が増加し、話題性が見込めるといったメリッ

トがある。 

住民へは以下の 2 つのメリットが見込める。1 つ目は、近隣の住民だけでなく市外や県外

からの観光客が見込まれ、岩沼市の住民の地域コミュニティ以外の人々との関わりを持つ

ことで心の復興につながることである。 

2 つ目は、市民が岩沼市の良さを再確認し岩沼市に誇りを持つことができることである。

今回のスタンプラリー事業では試作段階から地域住民の方に携わってもらい、今後も市の

ための活動が活性化できる。また、地域住民を中心とした政策を行うことで、今後の政策も

住民の意見を収集し、市民のニーズに応える政策を打ち出すことが可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図１ スタンプラリ―に関するアンケート 

  

出典 スターティアラボ株式会社 

 

第 3 節 課題と対応策 

１交通の整備 

スタンプラリーの実施に伴い、導線の確保が問題になる。岩沼市の現状として、交通機関 

が整備されておらず、どの観光地に行くにも車がないと厳しい状態である。いわぬまひつじ 

村を実際に訪れようとしても、最寄りのバス停からもほど遠いことから交通手段は車のみ 

である。岩沼市は、仙台市にある仙台駅から電車で約 20分、仙台空港から車で約 15分の 

場所に位置している。この距離であれば、岩沼市に足を運ぶことは可能であるはずなのに 

岩沼市の観光客は決して多いとは言えない。 

解決手段としてレンタサイクルを私たちは提案する。レンタサイクルは、自転車の貸出を

してくれるサービスのことで、駅前などで貸出をしている業者が多く色々な用途に利用す

ることができる。このレンタサイクルを利用することで様々な観光地を回ることが可能に

なるため、観光客の行動範囲を広げることができる。自然が多い場所に旅行に行った際など

は、交通手段を自転車にすることで、思う存分に自然を感じることができる。 

 岩沼市は、既に千年希望の丘交流センターでレンタサイクル事業を行っている。南北約 10

㎞にわたる千年希望の丘には、「相野釜公園」、「藤曽根公園」、「二野倉公園」、「長谷釜公園」、

「浦崎公園」、「新浜公園」の６つの公園があり、それぞれに丘と園路を整備している。レン

タサイクルで各公園の散策や、苗木の成長の見守り、レンタサイクル利用者の健康促進など

に役立てることができる。また、普通自転車であれば 200円、電動アシスト自転車でも 400

円で終日レンタルでき、料金も比較的安価である。 

 前述したようにレンタサイクルは、活用方法次第ではとても便利で効率的な交通手段で

ある。さらに有効活用してもらうために乗り捨てを自由にできる場所を増やすことを提案

する。従来は、千年希望の丘公園でレンタルし、丘と園路を巡るだけのレンタサイクル事業

である。このままでは利用者は健康志向の地域住民のみで、観光客やリピーターなどは訪れ

ないと推測できる。したがって、岩沼市内の主要な観光地や、市内にたくさんあるラーメン

27.40%

51.40%

19.80%

0.40% 0.70% 0.20%

スタンプラリーに参加した後の、その商品、地域、サービス、

キャラクターなどの企画内容に対する興味関心、購買意欲につい

て教えてください。
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変わらない
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店の周辺に等間隔の乗り捨て場所を増設することが必要となる。 

 また、長期休暇などの休日では比較的たくさんの来訪者が見込める。そのため、レンタ 

サイクルでは利用する人が限られてくることや、子供連れの観光客に対応することは難し 

くなる。したがって、観光バスを長期休暇などの休日に観光地をつなぐ周遊型バスの運行 

が必要であると考える。長期休暇などの休日に限定することで経費を抑えることができ、 

効率的な集客をすることができる。また、岩沼市の「いわぬまひつじ村」などをはじめと 

する観光地へは、バスは本数が少ないことやバス停から遠いなどアクセスはしにくい。し 

たがって、観光地を結ぶ周遊バスをつくることで、観光地に訪れやすくなる。 

 

２．PR方法の課題 

 スタンプラリーを地域住民と行政で協働して実施し、交流人口を深めていくにあたり、ま

ずはスタンプラリーを行っているという事を発信していく必要がある。そこで、わたしたち

は、若者に影響を与えることが可能な SNSと、岩沼市にある宮城県への玄関口である仙台

空港を活用していくことを考えた。SNS では、岩沼市役所のアカウントを用いて宣伝し、

若者を呼び込んでいく。また、宮城県への玄関口である仙台空港でもチラシ配りやスタンプ

を押す紙などを配ることで PR効果が期待できる。 

さらに、スタンプラリーを行った際の参加者のアンケート結果では、現代の主要情報源で

ある SNS に、スタンプラリーに関する内容を発信もしくは紹介したかという質問に 69.2％

の人が YESと回答した。スタンプラリーへの参加者はスタンプラリー楽しむだけではなく、

広告塔として活動してくれているのだ。さらに、YES と回答した人にどんな情報を発信し

たのかを調査すると、イベント情報と回答したのが 65.7％と１位で、景品と回答したのは

60.8％で２位だった。イベントの内容と景品の両方について発信した参加者もいると考えら

れる。その場合、イベントと景品に関連性があるとイベントの趣旨がより伝わりやすくなり、

効果的な広告となる。 

 

図２ スタンプラリー宣伝効果について 

 

出典 スターティアラボ株式会社 
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３ 住民が積極的に参加するためには 

 住民がまちづくりに積極的に参加するためには、寄りあいワークショップの充実が重要

になってくる。いかにこの寄りあいワークショップの中で、地域住民が地域のコミュニティ

が衰退しているという現状、交流人口が少ないという危機的状況を痛感できるかどうか、そ

のことに気づいてもらえるかどうかにかかってくる。また、行政自身が地域住民を支援して

いるということが、実感して伝わってくるという事が重要となってくる。また、そのほかに

も寄りあいワークショップを開催していく中で、まず住民一人一人がそれぞれの意見を見

える化し、自分の意見が、多くの人と同じであるということを感じることができれば、多く

の人が安堵感と安心感を抱く。これにより、地域課題解決への原動力を生み出すことができ

る。 

 

第 5 章 まとめ 

 私たち岡本ゼミナールでは、岩沼市へ実際に現地を訪れて調査を行ったことなどにより、

交流人口の拡大のために必要なことが見えてきた。そこで私たちが考える政策は「地域住民

が主体となり交流人口拡大に向けたまちづくり政策」である。 

この政策の中にある、寄りあいワークショップとスタンプラリーを行うことで、地域住民

のコミュニティに力強さ、また、問題解決能力、そして岩沼市の交流人口の拡大につながる。

それこそが私たちが掲げる～IWANUMA CONNECT～なのである。これにより、一度は

東日本大震災によって、甚大な被害をうけ被災した岩沼市に活気を取り戻すための環境づ

くりになるのではないだろうか。 

岩沼市は地域住民の意見をまちづくりに取り入れていくことで、さらなる問題解決を行

っていく力を得ていくに違いない。そしてその力得ることで岩沼市の更なる発展につなが

っていくだろう。 
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