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東日本大震災の発生から５年が経過しました。津波によって甚大な被害を受けた宮城県名取市閖

上地区においても、本格的な盛土工事が進められており、まちの再構築に向けた動きは着実に進行

しています。しかしながら復興が進む一方で、多くの課題が震災後の地域に取り残されていること

も事実です。そのような中で、2015年度地域構想学科2年次科目「発展実習（人と自然コース）」で

は2014年度に続き、名取市閖上地区を対象に調査実習に取り組みました。この報告書は、受講生12

名が「閖上の魅力を活かした地域づくりと課題」という共通テーマのもと、それぞれの視点で調査

実習に取り組んだ成果をまとめたものです。 

本実習は、大学の週一回の限られた授業時間内で実施されたものです。しかしながら、学生たち

は実習で行われる地域でのフィールドワークを通じて、「地域の想い」を感じながら「地域から学

ぶ」ことを知ります。まず、この実習では対象地域に関する文献の収集をするところからスタート

します。現在は、インターネットで様々な情報が簡単に得られる時代となっていますが、この実習

では、初期段階においてはインターネットをあえて使わず、地域の図書館や書籍などから情報収集

を行い、地域特性を学びます。インターネットでの情報収集は手軽ではありますが、地域を深く読

み解くことはできません。学生自身が資料を探し、地域にある文献を手に取って読むことを通じて、

「地域に想い」を持って入ってもらうことが重要であると私は感じています。 

次に、閖上地域で実際に直面している課題を学ぶため、ゆりあげ港朝市協同組合代表理事 櫻井広

行さんによる特別講義を、昨年度に引き続き行って頂きました。3 月11 日の被災から、現在に至る

復興の過程を実際の映像を見ながらご説明いただき、大変臨場感あふれるご講義となりました。ま

たディスカッションをする時間を設けていただき、学生の疑問・質問にお答え頂きました。 

その後、学生たちは現在の地域において何が問題であるかをグループで議論し、調査テーマを設

定しました。各グループのテーマに沿って、現地調査、聞き取り調査、データの分析を行いました。

また本年は、閖上メイプル館において学生による報告会を実施させていただきました。限られた時

間の中で行われた実習であり、内容的にはまだまだ不十分で的外れな理解も多々あるかとは思いま

すが、なにとぞご容赦頂き、本書に対する忌憚のない真摯なご意見をいただけましたら幸いです。 

本実習では、ゆりあげ港朝市協同組合代表理事の櫻井広行さん、メイプル館の若山陽子さん、閖

上の記憶の小齋正義さん、またアンケート実施にあたり、東北学院榴ヶ岡高等学校 山口稔先生、富

谷匡子先生、若松文子先生等多くの方々にご協力を頂きました。あらためて深く御礼申し上げます。 

 

 

東北学院大学地域構想学科 発展実習 人と自然コース担当 

栁澤 英明 
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1 

 

 

私たちは、閖上地域の活性化について考え、経営者側と新しいお客さんの目線から調査を行いました。 

 

 

震災で大きな被害を受けた名取市閖上にとって、ゆりあげ港朝市は人々の交流の場となっています。

ゆりあげ港朝市が活性化することで、閖上の地域活性化につながると考えました。 

  

第一章 



2 

 

 

この発表の目的は、ゆりあげ港朝市をさらに活性化させ、閖上地域に人を呼び込む方法を提案して

いくことです。 

 

ゆりあげ港朝市の歴史は、とても長く江戸時代以前から漁港として栄え、日本最長の運河「貞山運

河」を使い、仙台城下に海産物を運んだことが始まりとされています。現在は、日曜日、祝日祭日の

早朝６時からやっており、海岸近くにある駐車場で行われています。港朝市では、新鮮な魚介類だけ

ではなく、野菜や果物、生花、日用品などの店も数十店あり、季節ごとのイベントが行われています。 
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こちらが閖上の地図になります。海岸近くには、ゆりあげ港朝市とメイプル館があります。 

 

 

こちらはゆりあげ港朝市のマップです。 
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これは、実際にゆりあげ港朝市に行って撮った写真です。左の写真は、炉端焼きをしている写真です。

朝市で購入した新鮮食材をその場で食べることができる無料のサービスがあります。右の写真は、フル

ーツの写真になっていて、フルーツもたくさん売られています。 

 

 

こちらの写真は、左が赤貝で、真ん中が鮭、右がサンマその下が刺身の写真になっています。 
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その他にも、生花やその場で食べられるお団子、味噌などいろんなものが売られています。 

 

調査方法については、11 月 1 日にゆりあげ港朝市理事の桜井さんに取材をさせていただきました。ま

た、12 月 10 日には東北学院榴ケ岡高校２年生にアンケート調査を依頼し、若者として高校生の目線か

ら見たゆりあげ港朝市についても調査してきました。これらの調査から、経営者側と新規のお客さん(若

者)からの視点で比較をしました。 
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まず、経営者側の視点から、桜井さんのヒアリング結果をまとめました。ゆりあげ港朝市の良いとこ

ろの一つ目は、先ほどの写真にもあった炉端焼きです。炉端焼きの際に使う網や炭は無料で使うことが

できるので、誰でも気軽に楽しめるようになっています。二つ目は、格安な値段で、いろいろな地域の

よいものを取り入れ、安さに独自性を出しています。三つ目は、競り市で、色々な産品が出品されるの

で、楽しみながら掘り出し物を得ることができます。四つ目は、いいものを売ることによって、自然と

安くすることができ、店同士も店の競争という形でお互いの意識を高められます。五つ目は、高齢者の

話しの場となっていることが挙げられ、コーヒーのサービスがあり気軽におしゃべりができる環境もあ

ります。六つ目は、住民のことを考えて食材を売っていることです。朝市は、地元のお客さんも大切に

していて、住民の気持ちを考えて食材を売っていることも大きな特徴です。また、競りの他にも、ジャ

ズフェスや無料試食などの多彩なイベントも開催されています。 

私も実際に朝市に訪れたときに、値段の安さにとても驚きました。刺身や切り身の量が多いのに安い、

多く買うとサービスをしてくれるという衝撃がありました。また、それぞれの「お店同士が競い合って

いる」と実感をしました。同じ食材を売っていても、値段が異なり、試食などの売り方にも違いがあっ

たので、お客さんがそれぞれ興味のあるお店へと足を運びやすいような仕組みがなされているのだと感

じました。そしてわたしが一番感動したのが「お店の人の親切さ、温かさ」でした。ただ食材を売るの

ではなく、その食材の特徴や食べ方を細かく教えてくださったり、世間話をしたり、とても心温まる空

間作りをしていると感じました。遠くても、またお店の人に会いたい、新鮮な食材がほしい、また来た

いと思う朝市だと実感しました。 
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次に、ゆりあげ港朝市の課題です。第一の問題点として後継者不足があります。店を継ぎたいと思う

若者が少ないということです。また、認知度が不十分ではないことや、若者が来ないこと、さらにアク

セス環境が悪いことも課題となっています。 
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これまでは経営者の視点で集客方法案を提示していましたが、今回のスライドから新規のお客さん(若

者)の視点で比較していきます。若者の意見を聞くため、東北学院榴ケ岡高校 2 年生にゆりあげ港朝市の

認知度のアンケート調査を実施しました。 

アンケートはゆりあげ港朝市という市場を知っていますか。という質問で、回答は、行ったことがある、

聞いたことがあるが、行ったことがない、聞いたこともない、の 3 つの選択肢を設定し、回答してもら

いました。 

結果は、行ったことがあると回答したのはわずか 10％でしたが、約半数は聞いたことがあるとの回答

となりました。知名度はあるものの、実際に訪れる若者が少ないということが分かりました。ちなみに

教養学部地域構想学科の 2年生にも認知度の調査を行ったところ、約 4割が知っていると回答しました。

大学生は県外出身者が多いため、高校生に比べ、認知度が下がる結果となりました。 
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約半数の回答が名前は聞いたことがあるとの回答だったため、ゆりあげ港朝市のついてどのくらい知

っているのか、また、知らない人は朝市と聞いてどんなイメージがあるか調査しました。 

アンケートは「ゆりあげ港朝市と聞いてどんなイメージが浮かびますか。」という質問で、回答は、活気

がある、値段が安い、朝が早い、お店が多い、人が多い、魚介類しか売っていない、いろんなものが売

っている、の７つの選択肢を設定し、回答してもらいました。 

一番多かったのは「活気がある」でした。ゆりあげ港朝市の特徴である「値段が安い」というイメー

ジは多くありませんでした。「値段が安い」「いろんなものが売っている」「お店が多い」などを宣伝する

べきだと考えました。 
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若者の視点でどのようなお店があったら嬉しいか調査を行いました。アンケートはご両親と一緒にゆ

りあげ港朝市に行ったことをイメージしてください。どんなお店があったら嬉しいですか。という質問

で、回答は、イベントを開催している、食べ放題がある、アクセスが良い、特産物が食べられる、家族

や一人でも行きやすい、新鮮な魚介類が食べられる、値段が安い、カフェがある、スイーツがある、学

割がある、の 10 つの選択肢を設定し、回答してもらいました。 

約 20％以上の割合をこえたのは「特産物」「値段が安い」でした。名産品があることでそれを目当てに

訪れる人が増えるのではないかと思います。 また、若者はスイーツやカフェが多く票を集めると考察

していましたが、高校生の場合親御さんと一緒に来るため、カフェは必要であると考えていないのだと

思いました。 
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行きたいと思う飲食店の条件について調査しました。アンケートはインターネットやチラシを見て、

行ってみたいと思う飲食店のお店の条件を選んでください。という質問で、回答は、店の外観のいい、

口コミのいい、セールが多い、クーポンがある、料理が多い、の 5 つの選択肢を設定し、回答してもら

いました。 

最近ではお店を探すときにグルメサイトやアプリを利用する人が多くいます。そのサイトやアプリか

らお店の口コミを見て、評判の良いお店や、自分の好みに合ったお店を探すことができます。そのよう

な影響からか、口コミを重視してお店を選ぶ若者が増えてきているのだと調査結果でわかりました。 
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若者が朝市に興味を持たせるためには、ゆりあげ港朝市の情報の拡散が重要だと考えました。そこで、

若者は情報を得るときにの何を利用しているのか調査すると共に、ゆりあげ港朝市は Facebook を利用し

て情報を発信していますが、若者は情報収集に Facebook を利用しているのか調査しました。 

アンケートは、あなたは普段、情報を得るとき何を一番多く利用していますか。という質問で、 

回答は、LINE、Facebook、Twitter、SNS、ホームページ、TV、新聞、雑誌の８つの選択肢を設定し、

回答してもらいました。調査の結果、Facebook の利用は 0%で、若者の半数は「Twitter」を利用して情

報を収集しています。Twitter を使ってゆりあげ港朝市の情報を発信することで、若者に情報を発信でき

るのではないでしょうか。 
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アンケートの結果からのお客さんのイメージと実際の現状を比較しました。このようにしてみると合

っているものもありますが、朝早くからやっているが昼過ぎまでやっていること、いろいろ売っている

と言っても何が売られているのか分からなかったりしていることが分かりました。 

 

続いて若者のニーズと現状の一致する点についてまとめました。イベントは競り、ジャズフェス、無

料試食があり、特産物には赤貝、リーズナブルな価格で売られていて、その場で食べられる炉辺焼きも

あり、気軽に行ける飲食店もあります。  
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それに対してニーズに対する不一致点は、アクセスについては美田園駅から歩いて一時間かかり、カ

フェやスイーツという考えはあがっていますがまだ実現できていません。食べ放題もありません。そし

て宣伝方法が若者はホームページと twitter を利用しているのに対してゆりあげ港朝市ではホームペー

ジと Facebook のため若者の目にはあまりとまらないようです。 

 

ゆりあげに若者を呼び込むためには３つの提案があります。ホームページの改善とフェイスブックで

はなく、若者はもちろん多くの人が利用する twitter での宣伝です。次にカフェやスイーツのお店を設置。

家族で来てもらうことを薦めることで車の利用でアクセス面での不便さがなくなるので若者個人という

よりも家族での集客強化を薦めたらよいのではないかと思いました。  
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簡単に４つにまとめました。若者のニーズに対する実際の朝市での一致点は多くありますが、朝市で

のイメージが実際とは違うイメージがもたれているため若者の来客数が少ないのではないかと調査から

分かりました。そして車のない若者達が来るには電車しかないため、そうなると美田園駅から一時間歩

くというアクセス面が良くないということです。最後にニーズに対する一致点が多いのに知られていな

いということやホームページでのお店や商品のアピールがもっとあってもいいと思います。調べてもあ

っさりと書いてあるだけなので魅力を伝え、それに twitter が加わればさらに多くの人に広まるのではな

いかと私達は考えました。 

  



16 

 

ゆりあげ港朝市に関するアンケート 

東北学院大学 教養学部 地域構想学科 2 年  

斎藤里沙 吉住葵 丹野理沙子 

 

東北学院大学地域構想学科 2 年の発展実習という授業で、名取市閖上
ゆりあげ

地区にある市場「ゆりあげ港朝

市」の活性化方法について調査をしています。以下の「ゆりあげ港朝市」に関するアンケートにご協力

お願いします。    

★ 回答は、該当項目に○つけ、又は記入してください。 

 

問 1 あなたの性別を教えてください。 

   1. 男性 2. 女性 

 

問 2 あなたの住んでいる場所を教えてください。 

  1. 仙台市   2. 名取市   3. 左記以外の宮城県内   4. 宮城県外 

 

問 3 「ゆりあげ港朝市」という市場を知っていますか。 

   1. 行ったことがある  2. 聞いたことはあるが、行ったことはない 3. 聞いたこともない 

 

問 4 「ゆりあげ港朝市」と聞いてどんなイメージが浮かびますか。（複数回答可） 

   1. 活気がある 2. 値段が安い 3. 売っているものが高い 4. 朝が早い 5. お店が多い 

  6. 人が多い 7. 魚介類しか売っていない 8. いろいろなものが売っている  

   9. その他[                               ] 

 

問 5 ご両親と一緒に「ゆりあげ港朝市」という市場に行ったことをイメージしてください。どんなお店や状況があ

ったらうれしいですか。（複数回答可） 

   1. 食べ放題がある 2. 特産物（新鮮な魚介類）が食べられる 3. 家族や一人でも行きやすい  

4. 値段が安い  5. カフェがある  6. スイーツがある  7. イベントを開催している  

8. 行きやすい（アクセスが良い）9. 学割がある 10. その他[                                  ] 

 

問 6 あなたは普段、情報を得るときに何を一番多く利用していますか。１つだけ選んでください。 

   1. LINE 2. Facebook 3. Twitter 4. (1.2.3.以外の) SNS  5. ホームページ 6. TV 

    7. 新聞  8. 雑誌  9. その他[                                ] 

 

問 7 インターネットやチラシを見て、行ってみたいと思う飲食店の条件を１つだけ選んでください。 

   1. 店の外観が良い店 2. 口コミの良い店 3. セールが多い店 4. クーポンがある店  

 5. メニュー（料理）の多い店 6. その他[                                                    ] 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

≪付録≫ 
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東日本大震災のような災害をくり返さないために被害を最小限に抑えることが必要であると考えます。 

  

第二章 
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閖上地区で多くの命が奪われてしまった原因について調べ、どのように震災の教訓を閖上の防災まち

づくりに生かせるかを考えるという目的で今回の調査を行いました。 

 

 

研究方法は閖上の被害状況の文献調査、防災意識に関するアンケート整理、閖上防災活動に関する現

地調査として桜井広行さん（ゆりあげ港朝市協同組合理事長）と小齋正義さん（「閖上の記憶」館長）か

らの聞き取り、「閖上の記憶」案内ガイドに参加、以上の方法で研究をしました。 
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閖上の被害状況です。震災前は閖上の人口が５６１２人だったのに対して震災後は２４１０人と減少

しています。また、名取市の犠牲者は１０２７人でそのほとんどが閖上に集中しています。 

 

 

次に被害拡大要因としてわたしたちは５つの経験.・情報・思い込み・他人の行動・思わぬ状況の分野

にまとめました。まず、経験として貞山運河の変化がないため、大きな津波は来ないと思ったこと。次

に情報の要因として片づけに夢中で大津波警報が出ていることがわからなかったこと。次に思い込みの

要因として避難所が近いためいつでも逃げられると思ったこと。次に他人の行動の要因として周囲も慌

ててなく、近所の人と話したり、片づけをしたりしていたこと。次に思わぬ状況の要因として事故など

で通行止めになり、渋滞したことや地震で防災無線が故障してしまったことが挙げられました。 
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これらの考察として津波に対する危機意識の低さ、想定外の状況が発生したためこのような被害拡

大をまねいたと思われます。 

 

 

次に私たちは防災意識に関するアンケート整理をおこないました。アンケートは名取市市民４０４

人を対象として行われた国土交通省の避難行動調査アンケートを使用しました。目的は防災意識個人

差を調べることです。 
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地震の揺れの直後、大津波警報を聞く前にあなたのいた場所に津波がくると思いましたか。という

質問に対し、どの年代も津波は来ないだろうと思ったと津波のことはほとんど考えなかったが過半数

を占めています。ここからわかるように津波に対する防災意識は低かったと思われます。特に若者は

他の年代よりも防災意識が低いのがわかります。 
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「津波が来ないだろう」と思ったのはどのような理由からですか？という問いに対し、20~30 代と

40～50 代の 1 位と 2 位の回答結果は同じになりました。1 位は“沿岸部から離れているから”で、2

位は“今までの経験や知識から津波は来ないと思った”という理由です。この結果から、若い年代の

人々は、過去に起きた津波の知識が少ないということが考えられます。また、40 代～50 代よりも 20

代～30 代のほうが“沿岸部から離れているから”と回答した人の割合が多かったことから、若い人ほ

ど閖上が海に近い土地にあるという意識が低いということが読み取れます。一方、60 代～70 代の方々

は、1 位は“今までの経験や知識から津波は来ないと思った”、2 位は“2010 年の大津波警報の時も津

波は来なかったから”という回答結果になりました。過去に経験した津波による被害が少なかったと

いう“自分自身の経験”によって津波は来ないだろうと判断したことが読み取れます。 
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 続いて、「お宅では、今回の大震災が発生する前にどのような備えをしていましたか？」という問いに

対しては、次のような回答が得られました。この結果を見ると、家具の固定や非常持ち出し品の準備な

ど個人でできることに関しては備えをしていた家庭が多かったことが分かります。一方で、津波避難訓

練への参加や避難が難しい人の誘導についての話し合いなど、地域全体での備えをしていた家庭は少な

かったことが分かります。 
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以上のアンケート結果から、若い年代になるにつれて、津波に対しての防災意識が低く、閖上が“海

に近い町である”という認識が薄れてきているということ、過去の経験や自分の思い込みにとらわれて

避難しなかった人が多いということ、個人での備えはしていたが、地域全体での備えはあまりしていな

かったことが明らかになりました。 

 

 ここで私たちは、閖上の防災向上のために何をしたらよいのかを考えました。一つ目の提案は、若い

世代や新しい移住者に対して、海との関わりを意識できる活動・教育を行っていくこと。二つ目の提案

は、思い込みにとらわれないための正しい防災知識を普及させること。三つ目の提案は、自主防災組織

などの名取市全体や地域ぐるみによる防災活動を行っていくこと。以上の 3 つの案がこれから閖上の防

災向上のために必要だと思います。 
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それでは、現在の閖上ではどんな防災活動が行われているのか、どのような防災意識を持っているの

か、各団体の防災活動・意識と役割を明らかにすることを目的として、私たちは、ゆりあげ港朝市協同

組合理事長の櫻井広行さん、「閖上の記憶」館長の小齋正義さん、メイプル館主管の若山陽子さんの三人

の方々へのヒアリングを行いました。 

 

櫻井さんへのヒアリングからは、閖上に若者を積極的に呼びこんで、地域生活の復興に取り組んでい

こうという姿勢を強く感じられました。具体的には、若者を呼び込むためのイベントを開催したり、SNS

を活用した情報発信を行うこと。現在の閖上には未だ無い、若者が好むようなスイーツ店を開くこと。

また、海が見える良い景色や飛行機が見える…といった閖上ならではの環境を活かした住宅施設を造っ

て若者を閖上に呼び込みたいとおっしゃっていました。 
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私たちが何度もお世話になっているメイプル館で、訪れた人々に震災当時の映像を流しながら、櫻井

さんはご自身の震災当時の経験をお話してくださいます。このメイプル館には、寄せられた応援メッセ

ージなどが展示されています。ここまでやってこられたのは、みんなの助けがあったからなのだという

感謝の気持ちを大切にしているとおっしゃっていました。ゆりあげ港朝市が繁盛している姿を地元の

人々、多くの人々に見てもらいたい、地元の人を大切にしたい、満足させたい…という櫻井さんの思い

から、地域生活の復興や人々のつながりの大切さを重んじていると感じました。 
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小齋さんのヒアリングから特に印象に残った事を話します。まず、小齋さん自身、祖父から戦争の話

を聞いたことはあったが、津波の伝承は聞いたことが無かったこと。10ｍの津波が来るという情報を聞

くまで危機感がなかったこと。震災が起きたら車を使って避難しない方が良いと知っていたため、徒歩

で避難したこと。被災地では、復興よりもまず復旧をすべきであること。津波の経験を今後に語り継ぐ

事が大切であること。それぞれで復興を行ってもまとまりがなってしまうため、名取市全体で復興を進

めるべきだ、とおしゃっていました。 
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私達は、閖上の記憶で語り部活動に参加しました。実際に閖上中学校の校舎や慰霊碑などを見て、案

内を聞くことで、津波の被害の大きさを実感しました。 

閖上の記憶は、津波の犠牲となってしまった閖上中学校生徒 14 名の慰霊碑を守る社務所、閖上の方達

が立ち寄れる場所、そして震災を伝える場所として地元の方々を中心に活動されていて、語り部や案内

人として、震災や命の大切を伝えています。語ることで心の整理が進められるように語る機会や場所の

提供を行っていて、閖上の記憶は心の復興と命の大切さを重んじていると感じました。 
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若山さんのヒアリングから、特に印象に残った事を話します。最初に、若山さんはメイプル館が海の

側にある事への恐怖は感じているが、海の側で再開をする事に意味がある。次に、津波の怖さを知って

いる人は助かること。被害を抑えるために必要なのは高い建物ではなく、震災を知る機会や考える時間

であること。閖上に人を呼び込み、交流を充実させる必要があること。被災者を支援する時は、常に TPO

を考えた支援でなくてはならないこと。初めは「衣食住」の支援であるが、健康のための医療・生活の

ための職業・仮設住宅ではない住まい、の「医職住」への支援の形に変わらなくてはいけない、とおっ

しゃっていました。 
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メイプル館は、カナダ政府の支援により建設され、特産品や復興グッツをおき、閖上の復興の 1 つの

象徴であると思います。若者とお年寄りが双方向で学べる場の提供として、地震や津波の知識を得て防

災減災を考える、自分の住んでいる土地や地形の知識を得る、若者の集いの場として活用されるように

したいとおしゃっていました。また、行政と民間では支援の役割分担には考えの違いがあることをおっ

しゃっていました。メイプル館は震災後に多くの方々を支援してきた被災者支援と、災害を知る機会の

提供を重んじていると感じました。 
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 今回、私達が聞き取りを行ってきた団体の防災活動を比較し、図に表しました。最初に、ゆりあげ港

朝市では、「地域（生活）の復興」、「人々の繋がりの大切さ」に重点をおいています。次に、メイプル館

では、「災害を知る機会」、「支援活動」に重点をおいています。 

最後に、閖上の記憶では、「心の復興」、「命の大切さ」に重点をおいた防災をしています。この３つの

場所の共通点は、「地元の人々を大切にしていきたい」「震災を直接的に経験していない人にも震災の記

憶を伝えていきたい」「将来の不安は後継者」ということです。 

 

この事から、私達は、閖上の防災を向上させるためには課題があると感じました。それは、地域全体

の防災活動が必要である事です。また、閖上には様々な団体が閖上を思って活動をしていますが、それ

ぞれが単独で活動を行っているため、防災教育・訓練・情報共有において協力できる関係づくりも必要

であると思いました。 
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また私達は、新しい防災活動として海にまつわるイベントを提案したいと思います。私達の調査から、

若者は津波の経験・知識が少ないことが防災意識の低い原因ではないかと分かりました。若者の防災意

識を高め、閖上地区に人を集めることを目的として、このイベントを考えました。海の恵みに触れるこ

とで若者に海に近い事を意識させ、防災に関心を持つきっかけになるのではないかと考えます。 

私達が考えたのは「釣って食べて学んで楽しもう閖上満喫ツアー」です。 

 

 

プラン内容を説明します。港朝市で自由時間→メイプル館で震災を学ぶ→閖上で魚釣り→釣った魚や

閖上の名産物を使って料理をする→交流や理解が深まるようグループワークをする→慰霊碑を見る→日

和山に行くとなっています。このイベントにより、防災を高め、より多くの人に閖上の魅力や震災につ

いて知って貰えるのではないかと思います。 

 

以上で、私達の発表を終わります。 
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背景 震災によって閖上の人口は大きく減少している中地域を持続していくためには、閖上の活性化

が必要であると考えます。 

  

第三章 
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目的 閖上の魅力を生かして、地域を活性化させる方法を検討しました。 

 

 

研究方法 名取市の人口動向の文献調査、他地域の活性化方法の調査、また現地調査による閖上活

性案の検討をしました。 
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名取市の人口動向 左の図は若年女性人口変化について、県内の海沿いの被災地域をピックアップし

た表です。右はそれをグラフにしたものです。このグラフをみると名取は将来的に人口が増えると予想

されています。地域の将来像を独自に推計し、子どもを出産する女性の９割強を占めるのが、若年女性

人口と言われており、その人口が 2040 年でトップである名取市は、人口増加傾向にあるといえ、また地

域の将来性も望める地域といえると思いました。 

 

他地域の活性化方法の調査 ここでは他地域の活性化方法を紹介したいと思います。大崎市では、あ

ら、伊達な道の駅、道の駅三本木やまなみ。中田町では、サイクリングロード。鹿児島県では鹿児島県

ぶらり町歩き。仙台市では牛タンサイダー、そして、全国各地でゆるきゃら、ご当地アイドルなどさま

ざまな地域活性方法がとられています。私たちはこの中から上の 3 つを取り上げました。 

http://www.matushima-omiyage.com http://kanasoku.info/articles/52992.html http://weekly.ascii.jp/ 

http://kagoshima-machiaruki.jp/ 
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道の駅とは、休憩施設、地域振興施設が一体となった施設です。そして、地域の人々の情報発信機能

や地域の連携機能を果たしています。 

 

県内の道の駅の例、大崎市（岩出山）のあら、伊達な道の駅は、国道 47 号線沿い、奥の細道湯けむり

ライン池月駅から徒歩 5 分の位置にあります。そして古川 IC から車で 30 分の位置にあります。この道

は休憩ポイントがなかなかないため、休憩場所としての効果を発揮しています。 
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この道の駅では、コンビニを併設しています。また旧岩出山町が北海道当別町と姉妹都市のため、有

名店ロイズが出店しています。また産直もあり、道の駅らしさも兼ね備えています。展望台の小学校な

どの絵を展覧する場もあります。そして、神戸など東北以外からも集客があります。 

 

 

道の駅三本木やまなみは、三本木スマート IC から車で 10 分、国道４号線沿いに位置する道の駅です。 
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この道の駅は、ひまわりを売りとしているイベントがあり、ご当地アイスクリームがあります。また、

東京行きの高速バス停留所があり、レストランではメニューも豊富で価格も安価です。産直の野菜は、

一般的なスーパーより安価で、無料開放の炭鉱の資料館などもあります。 

 

 

考察 どちらの道の駅も国道沿いに隣接しており、車通りの多い県道 10 号沿いに作ると良いと考えまし

た。賑わっているところには資料館や展示館があり、閖上では、震災関連の展示物を、無料観覧できる

施設を作ると良いと考えました。コンビニの併設、有名なショップを誘致するなどを考えました。道の

駅は車中泊が出来るので、翌日朝市に行きやすくなるため朝市との連携が取れました。 
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 町歩きとサイクリングコースの効果、実際に海風を体で感じて、ゆっくりと閖上の魅力を味わうこと

ができます。地元の人々も町歩きを通して地元のことをもっと知ることができ、活性につながります。 

 

町歩きの例、鹿児島県の町歩きはコースが 24 個もあり、内容もさまざまです。コースは遺跡巡りや、

砲台跡地を巡りながら足湯ができるなど、など、地元民でも気軽にすることができるものとなっていま

す。そこで、私たちは閖上地区でのサイクリングロード・町歩きを提案したいと思います。 
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 サイクリングコースの紹介、コース 1 は、閖上の震災による被害の跡など、震災に関連した場所を回

る震災コース。コース 2 は、閖上の広く見通しの良い土地を存分に味わえる景色コースを考えました。 

 

 

これが、私たちが考えたサイクリングコースのマップです。上がコース 1 の震災コースで、下がコー

ス 2 の景色コースです。 
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 震災コースの見所紹介、1 ヶ所目は小学校です。右の写真の船の遊具は、震災前からあったもので、津

波によって流されることはなく、現状の状態のまま保ったといいます。 

 

 

 2 ヶ所目は中学校です。左の写真のように校舎は原形をとどめています。中の写真は撮れませんでした

が、少し覗くと錆びた机や教室の扉などリアルに震災による被害の状況をとどめています。 
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 閖上小学校前にある掲示板、このようなものがあれば、解体されても震災の記憶として残るため、チ

ェックポイントの 1 つとして加えることができます。 

 

 

3 ヶ所目は、消防署跡地です。壊れて動かなくなっている消防車が当時のまま残っています。壊れ方など

から、震災の威力を感じることができます。 
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4 ヶ所目は、日和山です。閖上という文字を、花を使って書いていて距離をとって見るとすばらしい見

栄えです。上からの景色は絶景です。また近くにトイレがあり、休憩にもってこいです。 

 

 

５ヶ所目は、慰霊碑です。高くそびえ立っていて、まさにシンボルというのにふさわしいものです。

この慰霊碑の高さは津波の高さと同じであり、実際に行くとその高さに驚かされます。 
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この写真は、左はメイプル館から川の方向の写真で、右は山沿いの写真です。 

 

 

景色コースの楽しみ方は、前のスライドのように広く広大な土地と広い川を味わいながら自然の中を

ゆっくりとサイクリングすることができます。 
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震災と景色コースのゴールはメイプル館です。まったりとくつろげる空間となっており、お昼休憩に

はもってこいの場所です。 

 

 

二つのコースの楽しみ方は、二つのコースは円の形でできているため、行きと帰りでコースを変える

ことで、どちらの閖上の魅力も味わうことができます。田んぼ道がたくさんあり、少しコースを外れて

もすぐに復帰できるため、そこも閖上サイクリングにおいての魅力であります。 
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閖上は、思った以上に広く見通しの良い土地であり、風も気持ちがよく、サイクリングに適している

と実際に行って感じました。また、震災関連の大事な物がそのままの状態で残っているものが多く、と

ても参考になることが分かりました。 

 

 

町歩きは地元住民も地域のことにより詳しくなれます。観光客や町歩きをしにきた人々とのコミュニ

ケーションの幅が広がるため、活性につながります。 
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 私たちは、人々の意見に基づく地域づくりをテーマに調査を行いました。 

 

 

 東日本大震災後、津波によって被害を受けた被災地では住民と行政がかみ合わない状況が起こってい

ます。 

第四章 
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 そこで、私たちは被災地における住民合意の課題、より良い町づくりの方法を検討すること、地域の

特色を活かしたまちづくりを検討すること、という２つを目的として調査をしました。 

 

 

 名取市閖上地区は、宮城県の南部方面、沿岸部に非常に近い場所に位置しています。 
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 名取市閖上の被災状況を簡単にまとめると、犠牲者 800 人以上、建物、住宅被害は 3687 戸となってお

り、東部が多大な被害を受けた一方、西武の被害は比較的少ない状況でした。 

 

 

 左の図から、沿岸部に近い部分の家や店が多く流されたことがわかります。右の図から、ピンクの部

分で示されている様に、沿岸部を中心に広い範囲で津波の浸水の被害を受けたことがわかります。 
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 研究方法は、本やインターネットなどの文献と、市役所のヒアリングから行いました。 

 

 文献整理からわかったこととして、１つ目に、町の再建計画において、意見の合意が課題となってい

ることです。二つ目は、住民の方の多くは現地再建ではなく、津波被害の少なかった東部道路西側への

移住を希望していることです。三つ目は、市はインフラや農地を残し、「閖上」という街としての機能を

維持したいと考えていることです。四つ目に、人によって被災の背景が異なり、それによって被害者の

中でも意見が分かれてしまい、住民同士でも対立が起きてしまっていたことです。 
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 これらの問題について考察していくため、まず行政側の意見をまとめ、整理する必要があると考え、

名取市役所に話を伺うことにしました。 

 

 

 市役所でのヒアリングによると、現在の方針としては、復興の軸として現地再建を目標に進めており、

現地再建には閖上の人口の約 3 分の 1 の人が賛成しているとのことです。一方で、市は現地再建を希望

する人にも、他市移転を希望する人にも平等に支援を行っていく予定です。災害公営住宅の建設につい

ては、東部道路西側に 100 戸、東側に 524 戸を建設する予定なのですが、やはりこちらも西側を希望す

る人が多い状況で、それをどうするかが問題となっています。 
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 それでも少しでも良い方向に向かうために、閖上まちづくり協議会を定期開催して住民の方々の意見

を取り入れ、また悩みを解決するために相談会の開催も行っています。その他、仮設住宅に起こりがち

な問題である孤独死やアルコール中毒の問題を防ぐため、主に高齢者の方を対象に見守りシステムの設

置や訪問看護師や自治会ごとの見回り、健康状態の確認訪問を行っています。 

 

 今後のまちづくりとして、閖上再建後もまちを良くしていくために、イベントの開催や施設の設置、

誘致を行って魅力をつくり、観光客や人を集めていく予定です。また閖上においては朝市があるように

良く知られている現地での復興と街のシンボルや慰霊碑を作り祈りの場を設け、さらに毎月復興便りを

発行し復興状況をお知らせるパネル展示も行い情報を発信し続けます。 
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 話から見えてきた課題点をまとめると、まず住民の方の意見としては生まれ育った土地を捨てたいわ

けではないが、津波の被害が少ない安全な土地に住みたい、行政頼りではなく街のみんなでも協力して

閖上を再現していきたいという考えがあります。行政としては、住民の方の意見はなるべく取り入れて

いきたいが、財政面の問題もあり、なかなかすべてを再現させることはできないという問題を抱えてい

ます。どうにか街を存続させるために、閖上の現地再建をしたい考えであり、現実させたいものの、そ

の折り合いがなかなかつけられていない状態だと思われます。 

 

 文献や聞き取りから見えてきた課題を踏まえて私たちが考えたより良いまちづくりを行っていくため

には、まず街を持続させつつも、住民の意見を取り入れた住まい、まちづくりを行い、活気づくりの先

駆けとして目印となるシンボルをつくることが大切になっていると思います。そして震災を忘れず、忘

れないようにするために、情報の収集や発信を行い、後世に伝える必要があることが必要と考えます。

また少しずつ、できることを増やしていき、そのうえで、幅広い意見をとりいれるための相談会やイベ

ントを開催する必要があると考えます。 



54 

 

 

 私たちが、地域に活かせることを考えていくと次の行動が必要になっていると思います。まず、住民

の意見を可能な限り取り入れるということです。次に、震災前のような活気を取り戻すため、人が集ま

る場所にし、経済の活性化を図ることです。最後に、被災地の確かな情報を知るために、被災地の現状

を発信し、他の意見を募るということです。 

 

 

最後にまとめです。現在は、すべての問題を解決するのは難しい状況ですが、街の復興という第一目標

を達成するために、行政と住民、双方の理解・同意する点を考えていく必要があります。そして、まち

としての機能を取り戻しながら、できることを徐々に増やしていけばよいのではないかと考えました。 
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