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１章	 はじめに	

	 岩沼市は、平成23年 3月 11日に発生した東日本大震災では極めて甚大な被害を受けた。その後、他

の被災自治体に先駆けて「岩沼市震災復興計画マスタープラン」を策定し、被災者の一日も早い生活の

再建と産業の再生を目指した。上記の復興計画マスタープランの計画期間が満了した現在、「復興のトッ

プランナー」として評されている通り、復興の取り組みは順調に進み、市民の生活再建の基礎となる物

理的（ハード面）な環境整備が実現している。その一方で、「心の復興」といったソフト面の環境整備に

関しては、引き続き被災者に寄り添った丁寧なサポートが必要となっている。	

そこで本政策提案では、岩沼市を「海の杜」「まちの杜」「山の杜」の３つのエリアに分け、それぞれ

のエリアでの「自然と人の触れ合い」を通して地域の活性化を狙う「森杜(もりもり)プロジェクト」を

提案する。このプロジェクトは山側の「森」と海側の千年希望の丘の鎮守の「杜」を基盤に考え、３つ

の「海」、「山」、「まち」の３つのエリアで構成されている。基本的な提案の方向性としては、交流人口

を拡大することで被災者の心の復興を促す。さらに、被災地におけるコミュニティの再生、或いは地域

力の向上に繋げることを目的とする。	

	

【森杜プロジェクトの背景】	

	現在千年希望の丘では「鎮守の森のプロジェクト」が行われている。このプロジェクトは、岩沼市の

沿岸約10kmにわたって続いている丘同士を繋いでいる園路に植樹をし、木々が育ち森になることで、

津波の力を減衰させる緑の堤防になるというものである。将来完成する鎮守の杜と現存する山の森の２

つの森の違いを活かしつつ、自然と人の触れ合いによって岩沼市の活性化を狙うというものである。	

	また「森杜プロジェクト」という名前には、「森」と「杜」２つの漢字を用いることで通常の木々が生

い茂っている自然の森という意味と鎮守の森やご神木といった神聖な森や人工的に出来た森などの意味

も持たせている。	

	

	

２章	 調査・研究の方法	

はじめに、東日本大震災や岩沼市の震災復興に関する文献や資料収集を行い、震災後の取り組みや地

域の全体像の把握を行った。さらに、文献調査だけでは得られない情報を得るために、岩沼市へのヒア

リングを中心とした現地調査（R1.09.16-18）を行った。この調査では、市役所（復興・都市整備課、復

興創生、防災課、政策課、商工観光課、岩沼市さわやか市政推進課）、岩沼みんなの家、新かけはし隊、

いわぬまひつじ村へのヒアリング及び現地調査を行った。	



そして、現地調査で得られた知見をもとに、「杜」をキーコンセプトとする政策提案を行うこととなっ

た。また、政策提案を考える上での参考事例として、気仙沼市の「ゲストハウス架け橋」や「一般社団

法人まるオフィス」についての研究を行っている。	

	

【小論文の構成】	 	

１章	 はじめに：テーマ課題：研究の目的	

２章	 調査・研究の方法：調査概要：論文の構成	

３章	 岩沼市の現状と課題：岩沼市全体の現状と魅力、現状と魅力からみえる課題	

４章	 事例研究：「ゲストハウス架け橋」、「まるオフィス」、「アファンの森」	

５章	 政策提案：森杜（もりもり）プロジェクト:「海の杜」「まちの杜」「山の杜」	

６章	 まとめ	

	

３章	 岩沼市の現状と課題	

３-１	岩沼市全体の現状	

	 東日本大震災において甚大な被害があった岩沼市は、津波により死者180 名、重傷者200 人以上や住

家の損壊5000戸以上などの影響を受けている。岩沼市は被災自治体の中でもいち早く復興事業に取り組

み、集団移転事業が早期	に完了したことから「復興のトップランナー」と呼ばれている。	

	 その一方で、集団移転により新しい土地で生活を始めた住民の孤立が問題となっている。以前の集落

と環境が違うことから戸惑いがある住民が多い。また、岩沼は名所が点在していることで観光しにくい

ことや、岩沼を知られていないことから観光客などが取り込みにくくなっている。少子高齢化が進んで

おり、こどもの数も全体的に少なく、地域によってムラがあることがわかる。（注１）集団移転のコミュ

ニティ再構成、交流人口の拡大、少子高齢化の問題が岩沼の現状である。	

	

３-２岩沼市の魅力	

	 岩沼市の東側は東日本大震災により津波被害にあった。沿岸部一帯は市によって千年希望の丘が整備

された。千年希望の丘は仙台空港が近いため多くの観光客を呼び込める場所となり、岩沼市の新たな観

光資源として期待されている。また、岩沼市西側には奥羽山脈があり、松などが多く存在し豊かな自然

がいまなお残っている。	

	 岩沼市は江戸時代において、東街道と奥州街道といった旧街道が交わる地域だったため宿場町として

栄えていた。いまなおその名残は大きく、岩沼市を南北に貫いている国道４号は奥州街道の継承である。

そのため、近隣市町村はもちろん隣県などからも多くの人が利用している道路となっている。よって、

今日においても国道４号沿いは様々な飲食店などが立ち並び、人とものが常に行き来している。	

	

３-３	岩沼市の現状と魅力からみえる課題	

	 現在の岩沼市の交流人口は極めて限定的な拡大をしている。地元の人と外部の人との繋がりが持てる

ように、新たな資源でいかに人を呼び込み、運営するかが課題として挙げられる。	

	 具体的な方法としてSNSやパンフレットによる魅力的な地域資源を広める。また、観光客の滞在時間

を考えた仕組みとして、様々な体験ができ気軽に足を運べる場を設ける。それをわかりやすく伝えられ

るツアーやルートガイドが必要である。観光客と住民の交流のための住民の運営や活動のしやすい仕組

みづくりや住民が参加できるイベントを行う。点在する観光スポットを繋ぐアクセス、また仙台空港を



利用する観光客や車での観光を目的としない観光客のための、二次交通の整備によるアクセスのしやす

さ等が課題として挙げられる。	

	

	

４章	 事例研究	

４-１	宮城県気仙沼市「ゲストハウス架け橋」の「第２の故郷づくり」	

【調査目的】	気仙沼市は岩沼市と同じく、東日本大震災で大きな被害を受けた地域である。当時ボラン

ティアとして入っていた人たちの一部が現在移住して地方創生、復興支援などの活動を行っている。同

じ被災地での活動として、そのうちの一つの事業であるゲストハウス架け橋の調査を行った。	

(１) 概要	 	
	 古民家をリノベーションして震災当時学生ボランティアが長期滞在できる宿を、震災後ボランティア

が減ってきたのをきっかけにゲストハウスにすることを決断した。ゲストハウスにするためのリノベー

ションは地元の方達と施工している。現在は「被災地気仙沼から、第二の故郷気仙沼へ」をコンセプト

としてゲストハウス架け橋を経営している。	

(２) 「被災地気仙沼から、第二の故郷気仙沼へ。」	
	 ゲストハウス経営による交流人口拡大：東日本大震災の被害が大きかった気仙沼市では、震災をきっ

かけとしたコミュニティが多く存在する。ゲストハウス架け橋では、地域との繋がりも深く、近隣の住

民の方が夜に架け橋に集まる。そこで地元の方と宿泊者の交流が生まれる。宿泊者と現地の人が関わり

親密になることで気仙沼に対する愛着となり、「もう一度来たい」や「あの人に会いたい」という気持ち

が、リピーターへと繋がる。宿泊者の中には、東日本大震災をきっかけとして訪れる人や、東北の旅の

一部として気仙沼市に立ち寄る人もいる。このように、旅行で来る人と地元の人が交流するきっかけと

なる場所となっている。二度目の訪問になると「おかえり」と迎え入れてくれることもまた気仙沼市を

訪れたいと思わせる要因となっている。“被災地気仙沼”から“第二の故郷気仙沼”への意識の変化が気

仙沼市のファン増加に繋がる。	

	

【ゲストハウス架け橋の取り組みから考える岩沼市への政策提案のポイント】		

・地域に対する愛着による交流人口拡大	

・	ソト者の“自分事化“	

・訪問客と地域とを繋げる「きっかけづくり」	

	

	

４-２	事例研究	 気仙沼	 一般社団法人まるオフィスの「人材還流」と「移住・定住」	

(１) 「まるオフィス」概要	
	 この団体は岩沼市と同じ、宮城県の気仙沼市で活動する非営利型のまちづくり団体。東日本大震災を

機に気仙沼に移住した若者と、地元の若者が2015年春に立ち上げ、教育や移住推進などを通して地域の

人材育成や持続可能性の仕組みづくりに挑戦している。	

(２) 人材還流の仕組み「じもとまるまるゼミ」	
	 体験型地域塾「じもとまるまるゼミ」は、気仙沼の地元漁師はじめ、様々な大人が先生になり、地元

の中高生が地元のくらしや仕事を半日間体験できる地元塾。	

	 気仙沼市では少子化に伴い、地域内の子どもたち向けの行事等が減り、高校生は卒業後に進学、就職



のために90％が市外に出ていくが、その子たちにとって地元での原体験や原風景が育つことなくネガテ

ィブな状態で一度仙台や東京に出てしまうとUターン率は上がらない。そこで、「地元のくらしがい・は

たらきがい」を学びのテーマに、五感を使った体験型プログラムを通じて、地域の大人たちが思う地元

の良さを中高生たちに伝えて、地元を再発見してもらい、地元に戻ってくるきっかけをつくっている。	

(３) 気仙沼市移住・定住支援センター「MINATO」	
	 MINATOは、気仙沼市の移住・定住支援センターで、スタッフは自身が県外からの移住者であり、その

経験を活かし寄り添ったサポートをする。気仙沼に関わりたいと思っている人が地元の人と交流できる

イベントや、大学生向けの移住体験キャンプなどを行い、県外の人が気仙沼を知り、地元の人と関わる

きっかけを作り、移住・定住者を増やしている。	

	

【まるオフィスの取り組みから考える岩沼市への政策提案のポイント】	

・地元の若者が岩沼に還流するきっかけや、仕組みをつくる。	

・市外の人を受け入れる地元の人の体制と、移住・定住者を受け入れる体制を整える。	

	

	

４-３	長野県黒姫「アファンの森」の「心の復興」	

【調査目的】	アファンの森の、森の再生や自然と触れ合うことによる心の再生を目的とした活動から、

岩沼市の課題である心の復興について考える。	

(１) 概要	 	
	 アファンの森財団理事長のC.W.ニコルは「日本本来の美しい自然環境を取り戻したい」という思いで、

1986年から長野県黒姫に荒れ果てた森を自ら買取り森づくりをはじめた。現在アファンの森は、生態系

が甦りつつあり、また「豊かな森は人の心も豊かに育む」ことが活動を通して見えてきた。森の再生の

ために森林整備、人工林再生の試み、トラスト活動、調査研究を続け、障がいのある子どもたちや震災

により心に傷を負った子どもたちの心の再生のための活動を続けている。	

(２) 震災復興「森の学校」プロジェクト	
	 東松島市の野蒜地区で津波等の被害を免れた高台に、地域の自然を活かした森づくりと、その森の中

に木造の教室が点在するような学校をつくる取り組みである。近年、集中できない落ち着かない子ども

が多く、その原因として自然欠乏症候群が挙げられる。自然欠乏症候群は、小さい頃にテレビやゲーム

に長時間接し、自然との交わりがほとんどない子どもが、一定の発達段階を経て成長する脳の成長が阻

害される状態のことを言う。森を歩いていると、子どもの脳や五感が刺激され成長を促すため、震災に

よって精神的ストレスを抱えた子どもたち、自然離れした子どもたちは自然と触れ合うべきである。森

の整備や学校をつくり、ワークショップを開催して子どもたちに太陽光エネルギーのみで作る料理体験、

ツリーハウス作り、ツルのブランコや木登りなどの森の遊びを体験してもらい、自然と触れ合う機会を

作った。完成した宮野森小学校では自然を楽しみ、自然を考えて行動する大切さを学んでいる。	

	

【アファンの森の取り組みから考える岩沼市への政策提案のポイント】		

・地域資源としての自然を知る	

・自然体験を通した交流人口の拡大	

・自然との触れ合いによる心の復興	

	



	

５章	 政策提案：自然と人の交流を促す「森杜プロジェクト」	

	 「森杜プロジェクト」とは、岩沼市の東、海側の千年希望の丘による鎮守の「杜」と西側の奥羽山脈

の「森」、ふたつの「もり」を岩沼市の魅力と捉えた。また岩沼市の課題である「心の復興」に効果のあ

る「自然と人の交流」を促すプロジェクトである。岩沼市を３つのエリアに分け、それぞれに「山の杜」

と「海の杜」、その中間地点である岩沼市の市街地を「まちの杜」と名付けた。	

	 よって、「森杜プロジェクト」は「自然と人の交流」を軸とし、「海の杜」「山の杜」「まちの杜」３つ

のエリアとプロジェクトを支える運営組織「SMCフォレスターズ」を合わせて提案する。	

	

５-１	鎮守の杜と一緒に成長する「海の杜」	

	 海の杜は千年希望の丘のエリアを示し、「記憶・希望・鎮魂」の３つをテーマで展開する。「記憶」は

サイクリングを利用した震災エコミュージアム、「希望」は野外活動体験学習の場である「こどもの杜」、

「鎮魂」は被災者が安らぐ花の丘を提案する。	

	 この海の杜で、子どもたちを対象に、自然と触れ合い人と交流することで心を癒し、森とともに成長

することができる。	

(１) 震災の「記憶」を伝えるエコミュージアム	
【新しい形の震災伝承】	

	 海の杜である千年希望の丘の更なる発展のため、レンタサイクル事業の発展を目指す。サイクリング

ロードである園路は植樹・育樹によって整備され、将来的には木の回廊のようになり森林浴をしながら

サイクリングやハイキングができる。	

	 海の杜の目標の１つである震災伝承の強化のため、サイクリング時に震災語り部の方々の音声ガイド

の貸出を提案する。千年希望の丘に出向いても慰霊碑を見るだけで終えてしまう観光客は少なくないだ

ろう。そこで音声ガイドとして震災語り部の話を記録して後世に残す。観光客は語り部の方々にアポイ

ントを取る手間なく震災について知ることができる。音声ガイドの内容は、震災前の集落の様子や文化、

津波による被害状況、復興状況など、様々な情報を提供し、岩沼について知ってもらうきっかけにもな

る。	

【ガーデニングによる効果】	

	 植樹・育樹活動に加えて、15基の丘のガーデニング活動を提案する。サイクリングがより楽しめるよ

うに15基ある丘に花を植えて彩り、先に進むワクワク感を演出する。このガーデニング活動は、津波に

よって移住せざるを得なくなった玉浦西地区の住民を癒す目的もある。それはガーデニングに夜園芸療

法となり、日々の生活の中での自然の緑と人の交流は平和や自尊心の感情を高める効果が期待できる。

地域の人々と共にガーデニングをすることによって、心の復興に繋がる。	

【市民参加が期待できる効果】	

	 これらの活動は、地域住民の協力が必要不可欠である。震災語り部や協働のかけはし隊など、岩沼市

にはまちづくりに積極的な市民が存在する。そのような人々が、まちづくりに関わりやすいように既に

ある市民団体等に呼びかけ、ガーデニング活動や語り部の音声ガイドなどの活動を行う組織を作る。こ

の組織を中心に千年希望の丘での活動を行う。	

	 ガーデニング活動は千年希望の丘だけでなく街中にも活動の幅を広げられる。ガーデニング活動をき

っかけとした岩沼市のまちづくり活動の意識を高められる可能性がある。「まちの杜」の活動に繋がり、

岩沼市全体のまちづくり活性化が望める。	



	

(２)希望から未来へ紡ぐ、子どもと自然が触れ合う「こどもの杜」		

【目的】	千年希望の丘は約 20 年後には現在植樹や育樹をしている木々たちが成長し、鎮守の杜へと発

達していく。そこで、成長していく杜によって子どもたちの成長を促すことができる施設を造る。		

【野外活動体験学習による効果】	自然と触れ合いながら子どもたちが成長できる場としてアメリカ発祥

のアウントウォード・バウンド（野外活動体験学習）が効果的である。野外活動体験学習ではグループ

活動を基礎として行い、活動を通して新しい技術を身につけて他人を信頼することを学べる。また、個

人的な挑戦を行うことで多くのことに自ら気づき、自分たちの能力を自覚することができる。そして、

子どもたちの精神的な成長へとつながる。		

【野外活動体験学習の施設、「こどもの杜」】	野外活動体験学習の施設全体を子どもたちが杜とともに成

長する場ということで「こどもの杜」と名付ける。「こどもの杜」では、拠点を設け野外活動体験学習の

ための団体の募集などの受け口とする。そして、千年希望の丘の鎮守の杜で自然との触れ合い体験や、

いわぬまひつじ村の羊と触れ合うことによる動物教育を行い子どもたちの心身の成長を促す。	

【未来とともに成長する】未来において、現在より生活がハイテク化し、生活は豊かになるだろう。し

かし、その一方で自然と触れ合う機会はより少なくなっていく。そのような未来においても千年希望の

丘では杜が成長を続け、未来の宝とされる子どもたちの成長を持続的に促すことのできる場所となるだ

ろう。		

	

(３)	被災者が安らぐ花の丘	

		震災で亡くなられた方や大切な人を亡くしてしまった方のために、千年希望の丘全体を「鎮魂」の場

としてより良い場所にするべきである。「鎮魂」は死者の霊を慰めしずめることであり、地元の方々は3

月 11 日に千年希望の丘の慰霊碑に集まり黙祷を捧げ、亡くなられた方への想いを込めて花を手向ける

という。多くの人が花は想いを伝えるものとして認識しているだろう。そこで、15 基の丘に花を植え、

亡くなられた方を想う場所を作ることを提案する。それは花祭壇のような美しさで亡くなられた方々と

今を生きる人々を繋ぐ安らぎの場所となるだろう。	

	

	

５-２	滞在型自然体験施設「山の杜」	

	 「山の杜」は岩沼市山側にあるグリーンピア岩沼周辺を示す。岩沼市の山間部を子供がいる家庭が自

然に触れる、宿泊する、留まる場所として利用する。	

	

(１) 手軽に自然と触れ合うグランピング施設	
【自然の中の宿泊施設】グリーンピア岩沼周辺に自然を感じながら宿泊できるグランピング施設を設け

る。施設にはコテージ等の宿泊できる空間やバーベキューなどの簡単な調理のできる設備、また道を設

置する。コテージ内にはテーブルやソファ、ベッド等を設け、屋外で自然を感じながらも快適に過ごせ

る宿泊空間とする。	

	食事はバーベキュー食材セットの販売、グリーンピア岩沼のレストランの利用等、利用者のニーズに合

わせたものとし、入浴はグリーンピア岩沼の大浴場を利用できるようにする。	

【グランピングによる効果】グランピングのメリットとして、テントの設営や食材調達といった煩わし

い準備をせずに手軽にキャンプを楽しめるという点がある。この手軽さにより、子供いる家庭や若者、



高齢者などの本格的なキャンプには手を出しにくいような人々も気負いなく自然の中での生活を体験で

き、幅広い人が自然に触れる機会を増やすことができる。	

【安全対策】この施設の近隣には最近イノシシが出没している。実際にグリーンピア内のテントはイノ

シシ出没によって貸し出しを中止している。そこで、グランピング施設はウッドデッキのように床を高

くし、柵を設置することによってイノシシの侵入を防ぐ。	

	

(２) 子供達に本物の自然を体験する機会を提供	
【都心部から近い自然】都会の子供達は身近に自然がほとんどなく、自然と触れ合う機会があまり無い。

仙台などの都市から比較的アクセスしやすい岩沼に、アスレチックを作る事で自然を体験できる機会を

身近に作る。	

【期待できる効果・メリット】アスレチック施設で出会った子供達が共に体を動かし、協力することに

よって交流が生まれ、社会性・協調性が身につく。アスレチックを作る事によって、木を伐採し、木が

生い茂る中にアスレチックを作る事によって、森の間伐にも繋がる。また、自然の地形を生かして、ア

スレチックを設置することによって、コストを抑えられる。	

	

(３)	グリーンピア岩沼の活性化	

(1)(2)より、グランピング施設の利用者とグリーンピア岩沼との繋がりが生まれ、現存するグリーン

ピア岩沼のサービスの利用者の増加も望める。また、グランピング施設の利用者が増えて、バスの需要

が高まる事によって、バスの本数が増える。グランピングで市内外の若者が集まり、SNS 等での宣伝効

果が期待される。	

	

	

５-３	岩沼のゲートウェイ「まちの杜」	

	 「山の杜」と「海の杜」の中間地点の市街地「まちの杜」とする。「まちの杜」、「海の杜」を行き交う

人や車が合流し、交流する場所である。また人とものが多く集まる場所でもあるため、情報発信や休憩

できる場所である。	

	

(１)	岩沼市の中心ゲートウェイ	

国道４号が通っており多くの人々が行き来している。まさに「まちの杜」は岩沼市の玄関口となる。

「山の杜」、「海の杜」に行くきっかけとなり杜同士をつなぐ架け橋である。隣街からの受け入れ窓口や

情報発信をする場所にし、岩沼市の核にする。	

【目的】	 岩沼市が有する資源、ポテンシャル、動向等を最大限活用し強化する。提案として、自家用

車やタクシーが交通手段である岩沼市はインターチェンジ、国道４号を中心にサイン計画を実行する。

現在の公共サイン（案内標識）においては、観光地への誘導がわかりづらいもの、デザインに統一性が

無いもの、多言語対応されてないものが多く見受けられる。そこで、主に「山の杜」「海の杜」の観光地

に円滑にアクセスし、十分に岩沼市を理解してもらい、かつ、観光地周遊を促進するためにサイン計画

を策定し、外国人を含めた来訪者に対して、位置、方向、内容などの情報を分かりやすく発信する。	

【広域なサイン計画（車両計画）】	仙台空港、岩沼駅、主要道路の岩沼市堺を起点に、主要な観光地へ

円滑にアクセスさせるための車両に対するサイン整備を対象とする。	

【地域のサイン計画（車両系・歩行者系サイン）】	千年希望の丘や震災後にできた観光資源と地域資源



を観光と考える場合、主要観光地の把握が必要になる。そこで、観光客をそれぞれの観光地の中の駐車

場に分かりやすく案内するとともに、そこから楽しく散策してもらうための地区内サインの整備を対象

とする。すべての観光地において、地区内サインは必要となるが、本計画では「まちの杜」から「海の

杜」、「山の杜」への人の流れを作るため国道 4 号から千年希望の丘、グリーンピア岩沼周辺までを対象

にする。	

	

(２)	子供食堂と観光拠点「杜の駅」	

【目的】	子ども食堂は、家庭における共食が難しい子どもたちに対し共食の機会を提供し、コミュニケ

ーションや豊かな食経験を通じて、食の楽しさの実感を与えて精神的な豊かさをもたらしていると考え

られている。多様な暮らしに対応した食育を進めるうえで大きな意義を有している。	

【概要】	現在、岩沼市には3つの子ども食堂が運営されているが、今回私たちが提案するのが「まちの

杜」の観光拠点「杜の駅」の中に併設して、観光客や岩沼市民と子どもたちが岩沼市ならではの「食」

を楽しみながら交流できる場とし、地域住民とのコミュニケーションの場とする。	

また、両親が共働きの家庭であると、親同士のコミュニケーションも疎遠になる傾向がある。子ども

食堂は、子どもたちがクラスや学年を超えたコミュニケーションを楽しむことができ、親が子育ての相

談をすることで、コミュニティやネットワークが生まれる。	

【課題】子ども食堂を運営する側にとっては、誰でも始められることから、ボランティアベーススタッ

フの家庭状況や仕事などのさまざまな環境の変化によって、持続的にすることと運営費（活動費）の確

保が難しい。	

	

(３) 道の駅「杜の駅」	
	 岩沼はもともと兼業農家が多いことから農作物が豊富であり、古くから酒造も名品である。特産物が

多い岩沼には道の駅のような外にアピールする窓口のような施設が少なく、岩沼市内に入らない限り県

外の人や空港から来る外の人は手に入れることができない。	

	 「杜の駅」は駅前もしくは国道近くに建て、外の人に開くように建てることを提案する。市内の農家

の方や、自慢の野菜の直売や地酒の飲み比べや芋煮会など外の人がまた来たいと思うようなイベントを

行い、外に開けた施設を提案する。	

	 またこの「杜の駅」は子供食堂を併設したたて施設である。子供食堂の一番の難しいところである財

政難の解決を地産地消に即した「杜の駅」の余った商品や、プラスアルファで地域に還元した子供食堂

ができることを提案する。	

	

	

５-５	3つの杜の運営組織「SMCフォレスターズ」	

	 「SMC フォレスターズ」は岩沼市民・観光客・組織同士をつなげる DMO 組織としての役割を持ってい

る「S」はSea、「M」は	Mountain「C」はCityの頭文字である。3つの杜をはじめとする、地域での取り

組みを持続的なものとするために、地域の担い手となる地域公共人材を育成する役割を有している。	

	

(１) 運営組織としての役割	
	 3つの杜を統括する運営組織として、拠点の管理、市民が参加しやすい環境づくりを行う。	

(２) 中間支援組織としての役割	



	 行政組織、民間組織、市民組織、地域住民を繋げることと、役割分担を行うことで更なるまちづくり

の活動を行うことができる。そして共通の目標づくりや情報共有を行うことで、岩沼市全体にまとまり

をつくる。	

(３) 観光業としての役割	
	 地域資源を観光価値として高めるために「マーケティング」や「マネジメント」を行い、戦略的に観

光客を呼び込む提案を行う。	

(４) 市民主体のまちづくりの促進	
	 市民がまちづくりの活動に参加しやすい環境を作ることで、市民の意見の反映や、地域の活性化に繋

げる。	

	

６章	まとめ：「森杜プロジェクト」による地域の持続的な可能性	

	 本稿で提案した「森杜プロジェクト」は、３つのエリアにそれぞれ地域の特徴を活かした「自然と人

の交流」で、岩沼市の課題である「心の復興」と「交流人口の拡大」の課題解決を促すことができる。

また、岩沼のことを知ってもらい地域に還元することで住民が地元に誇りを持ち一人一人が活躍できる

ような可能性を有している。よって、このモデルは様々な地域において、その地域の特徴を活かした取

り組みをすることにより、地域の課題解決と活性化につながると考える。	

	

	

注釈	

(注１)岩沼市まち・ひと・しごと創生	総合戦略：図表2-1-5小学校区別人口から(2019年 10月18日閲

覧)：(https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/shisaku/senryaku/documents/EmpowermentFor	

IwanumaGrowth201703.pdf)	
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