宮城県の観光業界が果たしたこと
行政経営推進課

課長補佐（総括担当）

――“つながり ”と“マッチング ”
、観光の特長を活かした取組
宮城県総務部

樋口
保
佐藤 一彦

本社で打ち合わせをしていた時に地

副本部長

で初めて津波の映像を見ました。つ

震が起こり、まず支店に戻ってお客

東北観光推進機構推進本部

いさっきまで「来年の観光をどうし

様と社員の安否確認をしました。そ

年）３月

よう」と考えていたのが、その映像

の後に支店が入居するビルが 日ま

樋口 ２０１１年（平成

県の観光課に所属していました。当

を見た瞬間「もう観光という言葉は

庁最上階で打ち合わせを行っていた

事業方針について、同僚とともに県

営業仙台支店で公務営業などを担

佐藤 当時、私はＪＴＢ東北の法人

使えないのでは」と思いました。

めたお客様に対して仙台支店が１週

に拠点を移しました。旅行を取りや

で立ち入り禁止になったので、本社

日の東日本大震災の発生時、私は

日、議会も終わったので、翌年度の

時に地震が発生しました。執務室に

間で約８０００万円以上の取消受付

３月

日月 曜の午 後、私は

地震発生後に初めて県庁を訪れまし

佐藤

ライフライン復旧応援隊の
宿泊手配 （３月下旬）

【被災地対応・第１フェーズ】

いかと思いましたね。

をした時は、会社が潰れるのではな

当する営業二課長を務めていました。
樋口 保（ひぐち たもつ）
宮城県総務部行政経営推進課課
長補佐
（総括担当）
。
1993年入庁。観光
課在籍中に東日本大震災発生。自宅
が津波で被災し家族も犠牲に。震災
当初、観光振興班長として被災者避
難活動等に従事。震災後は観光の復
興に向けた2013年度仙台・宮城DC
の開催に尽力。
2016年4月より現職。
ゆりあげ
宮城県名取市閖上生まれ。

戻って非常電源がついた時、テレビ
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東日本大震災からの復興に
観光は何を果たしたか
特集

｜｜ 5年間のふりかえりと今後への期待

東北地方太平洋沖地震による東日本大震災の発生から5年が経過。

現地では、生活の再建、そしてまちづくりや産業などの復興に粘り強く取り組む姿が、
いくつもの記事や報道で伝えられています。

この間、多数のボランティアや関係者が地元に出向き復旧や復興を支援してきましたし、
旅行会社などによる被災地応援ツアーなども頻繁に企画されました。

このような被災地で暮らす人たちと、他地域から訪れた人たちとの交流、
そして観光は、復興にどのように貢献したのでしょうか。

今号では、主に復興の現場で活動された方々の声を通して、観光の意義と可能性を探ります。

んど毎日のように顔を合わせていま

樋口 それまで佐藤さんとは、ほと

伝いできますかという気持ちでした。

なのかという安否確認と、何かお手

た。樋口さんをはじめ皆さんが無事

も、観 光課が電話で相 手から必要

ば土木部が問い合わせを受けた時に

であっせん窓口を置きました。例え

ということになり、旅行会社と組ん

樋口 観光課で対応を一元化しよう

業しているのか全く分からないと。

話しました。

ないので、山形県の宿泊施設にも電

作りですね。仙台市内だけでは足り

をしました。受入をするための台帳

風呂は使えますか」など聞き取り

最初のあっせんは３月 日。５件

した。南三陸町や石巻、気仙沼など

の職員がどうなったかという情報す

た矢先にそのエリアが被災し、地元

し、教育旅行を強化しようとしてい

沿岸部で一緒に観光資源を掘り起こ

流れです。この窓口は３月 日に作

とのマッチングをしてもらうという

行会社にその情報を渡し、宿泊施設

事項を確認して受付票に記入し、旅

つシーツ交換ができないと宿から聞

しかし、ランドリーが使えず１泊ず

しましたが、どれも１泊ずつでした。

問い合わせが来て３件をマッチング

いう問い合わせが県庁のいろいろな

に行きたいがどこに泊まれるか」と

フライン再建の救援のため、そちら

んど停止状態であったため、社員で

ムの、宮城県の宿泊予約機能がほと

ていましたが、ＪＴＢの予約システ

佐藤 その時にはもう電話は開通し

を作り、公表しました。

精算は事後とし、ファクスでやりと

合った宿を手配しました。

でもいいという救援隊には、それに

ていただきました。大広間に雑魚寝

要望を県庁に伝えて、全国に発信し

場合は寝袋持参で来てほしいという

き、連泊を優先したいこと、１泊の

部署に入り始めていました。

手分けして、旅館やホテルに１軒ず

りしました。手書きで宿泊台帳を作

られ、県庁内でこのようなシステム

佐藤 県庁に伺った時、そのお話を

つ電話をかけ「何室使えますか」
「電

り、お客様の希望を聞いて、空いてい

ら取れない状態でした。

聞きました。問い合わせが入ってく

気はつきますか、水は出ますか」
「お

そんな状況の中、全国から「ライ

るけど、仙台市内でどのホテルが営

る旅館に予約を入れていくという原始

的な方法ですが、
ある意味、旅行会社

のインフラに乗せただけなんですね。

【被災地対応・第２フェーズ】

被災者の県内二次避難
（４～６月）
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樋口 次の局面が、被災者の二次避
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佐藤 一彦（さとう かずひこ）
東北観光推進機構推進本部副本部
長。1990年
（株）
日本交通公社（現ジェ
イティービー）入社。山形支店、
東日本営
業本部、
JTB東北などを経て2015年よ
り現職。東日本大震災後、宮城県から
の委託を受け、
「みやぎ観光復興支援
センター長」
「みやぎ教育旅行等コー
ディネート支援センター長」を務めた。
山形県天童市生まれ。

最初の旅館やホテルへの二次避難

ので、通常の業務のノウハウを生か

した。この二次避難は 月末まで行

宿泊施設に対する受入要請や移送

企画部署が担当し、観光課は県内の

月下旬に出てきました。県外避難は

へ移動していただくという動きが３

間がかかるので、希望者は別の場所

たが、仮設住宅の完成までは相当時

地元の体育館などに避難していまし

たりしました。

る人はオートキャンプ場を希望され

台の近くがいいとか、車を持ってい

ています。仙台に親戚がいる人は仙

避難したいかなどという希望も聞い

調査で、通院の必要の有無、どこに

４月３日に行いました。事前の意向

は南三陸町から栗原・登米・鳴子に

トラブルが起こりにくいよう工夫し

み合わせて相 部 屋を組んでみたり、

り、年齢が離れている夫婦２組を組

きました。ご家族で入ってもらった

先など、ベーシックな要望をいただ

て収集してもらい、コミュニティ優

されている方の情報を市町村を通じ

部屋割りの構成については、避難

我々が心配したのは衛生面です。冷

る方 たち もいました。夏が近づき、

の体育館などにずっととどまってい

樋口 二次避難をせず、一次避難先

短期間の「一・五次避難」
（６月～）

【被災地対応・第３フェーズ】

難です。沿岸部で被災された方々が

などに関する業務を担当しました。

佐藤 宿泊先には介護ベッドを入れ

ました。

房もないので、健康面も心配でした。

われ、約３０００人が参加しました。

内陸部は、沿岸部に比べると被害

られる部屋は何部屋かなども確認し

樋口 これは災害救助法に基づく避

しています。

が小さかったので、何とか営業して
ました。

め

いる内陸部の旅館やホテルを避難先

をもらい、県に伝えました。あとは、

のでＪＴＢ東北盛岡店からその情報

避難の取組は岩手県が少し早かった

正式に打ち合わせをしました。二次

って遂行するという業務補助的な契

なく、県が行う避難業務を一緒にな

佐藤 我々は旅行業法上の契約では

なかったというケースもありました。

げていても、いざバスが来たら乗ら

への愛着などがあり、最初は手を挙

どもたちの学校や仕事の問題、土地

が来なくなるのではという不安や子

ました。後から理由を聞くと、情報

１台に数人しか乗ってないバスもあり

王の遠刈田温泉、青根温泉などにも

鳴子が多かったですが、その後に蔵

は徐々に増えていきました。最初は

佐 藤 「受け入れます」という地域

ました。

のご飯を出してくださいとお願いし

旅館には旅館料理ではなく、普通

に払い、市町村に県が払う形です。

社を通さずに地元の市町村から旅館

館に支払われます。支払いは旅行会

５０００円が宿泊費として国から旅

難なので、旅館に対しては１泊３食

たところ、事業開始前に災害救助法

でしたが、国としっかりと話し合っ

法のスキームに合わないということ

当初、短期間の避難は災害救助

どを行おうということになりました。

１週間で、その間に体育館の清掃な

けました。期間は２泊３日から最長

いうことで「一・五次避難」と名付

ました。一次避難と二次避難の間と

ら検討し、６月１日からスタートし

新しい制度を作ることを５月下旬か

次避難を体験してください」という

そこで「温泉に短期間行って、二

台を派 遣しましたが、

樋口

阪神・淡路大震災の時に神戸市が行

約形態をとって業務を引き受けまし

広がりました。

した。

日には、県庁と我々で

観 光 業 界は宿 泊、運 輸、飲

佐藤 ３月

に出向いて住民説明会を行いました。

日に市町村と県の職員が各避難所

では３月 日から検討を始め、３月

ったリフレッシュ事業も参考にしま

た。南三陸町から４００人くらいの

樋口

県と地元市町村では、災害 救助

県の北部と南部は二次避難、

とお が っ た

樋口

名簿が来て、３時間くらいで部屋割

秋保や作並は応援隊、松島は警察

の適用を認めていただきました。

食など裾野が広いので、災害が起き

りを行いました。募集型企画旅行の

法の１泊３食５０００円に、事業主

あき う

た時には観光のスキームで支援がで

と、何となくすみ分けができてきま

バス

にしていただこうということで、県

と

10

バスツアーなどでやっていることな

40

きたんですね。
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台と東北楽天ゴールデンイーグルス

もう一つは４月 日、ベガルタ仙

地、松島でした。町や観光協会が中

のホームゲーム開幕戦の同時開催で

も早く動いたのは、県内有数の観光

全国に発信しました。
「自粛を自粛

心となって、４月中旬から観光施設

盛り上げてほしいというメッセージを

を上乗せできるようにしました（県
してください」とお願いしたんです。

す。この場で、知事が「震災復興キ

体となる市町村の判断で２０００円
ではこのうち半額の１０００円を助

や宿泊施設の営業が再開されました。

ャッチフレーズとしてよく使うよう

感じて・応援して」という言葉をキ

宮城県の観光課では「きて・みて・

ながると思ったんです。７月頃から、

見てもらうことが息の長い支援につ

を入れるしかない。被災地を実際に

た。とにかく観光で外からお客さん

番組も取材が入るようになりまし

樋口 これがきっかけでテレビの旅

い」と言い始めていた頃です。

人の社長が「宴会自粛をやめてほし

ドがあって日本酒が売れず、南部美

佐藤 お花見などが自粛されるムー

あ、と思いました。

観光という言葉を使っていいんだな

もあ り ます。これからまた我々は、

は東北新幹線が全線復旧した日で

プは非常に大きかったです。この日

再開しました。知事のリーダーシッ

び宮城県にお迎えする取り組みを

ムードを払拭し、多くのお客様を再

ふ っ しょく

ックオフデー」を宣言し、観光自粛

これに呼応する形で、宮城県で最

29

成）
。これは、通常の二次避難と比べ、
短期的な宿泊になるため、リネンや
清掃、宿泊調整の困難度が増すこと
を踏まえたものです。ハンドリング
は日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）にお
阪神・淡路大震災の時、神戸

願いしました。
佐藤

で短期型避難という事例があったの
でそれも参考にしています。実施趣
旨の一つには、
「旅 行 自粛ムードに
苦しむ宿泊施設の支援」も入ってい
ました。

データ：みやぎ観光復興支援センター
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は、被災地が元気になるためには日

になりました。
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本経済全体の元気が必要であり、過
度に自粛することなく、日本全体を

図１ 形態別マッチング実績（人数）の推移

18,000

ネットワークです。一・五次避難や二

り旅行会社のノウハウや観光業界の

たんストップしましたが、５月 日

開催内定の発表が震災によりいっ

がありますよ」と、いろんなところ

泊まるところがなければ山形や秋田

いといけ ないと 考 え、我々も「 今、

【観光復興・第２フェーズ】
次避難も同じで、さまざまなことの

と手を挙げていました。

ボランティアバス
（４月下旬～５月）

の方たちからも、
「休みを利用してボ

持って支援に来てくれました。一般

方々が今回の発災直後からテントを

の組織が多数できました。そういう

ティア元年」と言われ、ＮＰＯなど

佐藤 阪神・淡路大震災は「ボラン

かされました。

お客様とのつながりもこの支援に生

く、我々が普段、営業活動している

も実感しました。旅館などだけでな

がりが生きるのか」ということを私

佐 藤 「こんなにもこれまでのつな

い」と改めて感じました。

つながりです。
「観光業は裾野が広

月 日で、ＪＡＴＡが東京の商品造

震災後、私が最初に行った出張は５

ための県外出張が入ってきています。

観光課の職員も、この頃からＰＲの

心待ちにしていた発表でした。我々

復 興に向け、何 とか開 催したいと、

が発表されました。震災からの観光

に「仙台・宮城」でＤＣを行うこと

れ去られないように、早めに手を打

ごく怖かったので、何とか東北が忘

行ったからもういい」となるのがす

といけない、ボランティアも「一度

にかく継続して支援してもらわない

からないという思いがあったので、と

この震災は復興に何年かかるか分

された方々の意向などはある程度つ

避難所に出入りしていたので、被災

私たちは二次避難の支援などで各

運行されるようになってきました。

圏などからボランティアバスツアーが

きて、ゴールデンウィーク頃には首都

ありました。

避難所の情報をもらいやすいことも

の運 営に携 わっている場 合 もあ り、

す。社員の知っている先生が避難所

難所になった学校もやはりお客様で

会も通常は我々のお客様ですし、避

先ほどお話しした社会福祉協議

めた理由は２つあります。一つは復

もかかわらず、一般観光のＰＲを始

の受入で、一定の稼働率があったに

に県外出張に行っています。

会議でした。そこから私は立て続け

成担当者を田沢湖に集めて開催した

てることは打とうという思いでした。

【観光復興・第４フェーズ】

語り部ガイドの誕生
～ 復興応援ツアー（５月～）

日、南三陸町で語り
一つは、被災３県はある程度宿泊者

興需要は何年も続かないこと、もう

圏や仙台からバスで来てもらい、買

部ガイドがスタートしました。首都

５月
【観光復興・第３フェーズ】

い物をしてもらいましょうと、原則、

佐藤

という役割です。そこが合えば、あ

数が確保できているものの、日本海

毎月の最終日曜日に「福興市」をや

５、
６月はボランティアや避難者

かんでいました。これと、県外の旅

とは当事者同士で任せられるので。

側の山形・秋田の落ち込みが相当の

ていたのは社 会 福 祉 協 議 会ですが、

当初、ボランティアの受け皿となっ

県にとって初めてのＤＣです。そし

ーン（以下ＤＣ）を行いました。宮城

台・宮城デスティネーションキャンペ

ちらは一般のお客さんが全く来てい

県は支援隊などが来ていますが、あ

なければと感じていました。我々の

東北全体が観光復興に向かっていか

ものであると聞いていたことです。

三陸町が着地型旅行受入のために育

に生まれたわけではないんです。南

実は、語り部ガイドは自然発生的

本格化するのは夏以降からです。

れが各地に広がり、語り部ガイドが

っており、そこで始まりました。そ

樋口 ２００８年（平成 年）に仙

依頼が多すぎてゴールデンウィーク

て 震 災 前 に は、 ２ 回 目 の Ｄ Ｃ を

ない。東北が一体になってＰＲしな

ールデンウィークが明けてからです。

中はパンク状態でした。

２０１３年（平成 年）に行いたい

我々がマッチングを始めたのはゴ

行会社のニーズとマッチングさせる

にＰＲしました。

ランティアをしたい」という話が出て

10

県外への観光ＰＲ（５月）

29

25
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20

樋口 その時に役立ったのも、やは

25

たと言えます。

の仕込みが意外なところで役に立っ

する下地ができていたのです。ＤＣ

語り部を始めました。既にガイドを

に行っていたガイド経験を生かして

ちが教育旅行などを受け入れるため

クル汐風」が地元にあり、その人た

てていた「ボランティアガイドサー

感じました。

人たちの葛藤を自分のことのように

身内を亡くしているので、語り部の

ですが、私も 自 宅を津 波で流出し、

それを仕事にしていいのかと。私事

ね。 自 分 た ちの不 幸 をしゃべって、

部の人たちも悩んだと言ってました

を始めてくれたんです。ただ、語り

考えていたら、南三陸の人が語り部

す。着地側からそういうことを発信

復興ツーリズムの基本になっていま

的な支援になるという考えが我々の

こと、被災地で物を買うことも間接

いという人に、とにかく来てもらう

たいけど、何をしていいか分からな

ていったのです。ボランティアをし

復興のためのボランティアに変わっ

た。復旧のためのボランティアから、

城を訪れたのです。

ボランティアと震災学習を兼ねて宮

の帝 京 大学の学 生が２班に分かれ、

育プログラム」です（図３）
。４００人

に受け入れたのが「帝京大学特別教

なりました。そういう中、９月中旬

には企業や大学の団体が来るように

アーは夏頃に減少しますが、その後

した。５月から減

ますが、何より「風化させない」こ

い物をする経済的なメリットもあり

は当時の受入団体として一番多かっ

えでした。この４００人という数字

学びとしなければならないという考

貢献に加えて、将来に生かしていく

オファーがあったのは６月初めで

樋口 現場に立って空気を感じてほ

り始めて、６月に

とだと思います。

たはずです。学生は観光学科だけで

した。このプログラムに参加すると

はそれが顕 著に

佐藤

なく、あらゆる学科からの参加があ

することで安心して来てもらおうと

なった。田んぼの

やはり地域の雰囲 気が違うんです。

りました。

一方、この頃になると、がれき撤

がれきなども 重

町の活力みたいなものが違いました

しいという思いが我々の中にありま

機で撤 去 するな

ね。賑わいがないとやはり駄目だな

受け入れる過程で被災地といろいろ

２単位もらえて、大学としては地域

１

2011年
9/13
（火）

２

10：00
14：30
16：00
18：00
南三陸ホテル観洋＜講義・ワークショップ＞ ➡ 石巻市 ➡ 松島（泊）
被災地視察（車窓）
震災復興と観光まちづくりについて
10：00-12：00 6階弁天
1部講師：ホテル観洋女将 阿部様
9/14
（水） 2部講師：歌津地区協議会長 小野寺様
昼食
12：00-13：00 6階羽衣
被災地において学生はどんな役割を
果たすことができるのか
13：30-14：30 6階弁天
講師：株式会社大清社長 工藤様

9/15
（木） ①相川小学校清掃ボランティア活動（2.3.5号車）
②東松島市ボランティア活動（1号車）
③石巻市立鹿妻小学校避難所支援活動（6号車）
④石巻市立釜小学校ボランティア活動（4号車）

４

9/16
（金）

復興食堂や復興商店街で買

ど復 旧が専 門 化

と感じました。

な関係性を築き、受入側としてメニ

いうことです。

３

【観光復興・第５フェーズ】

にぎ

元 気な人の姿があることで、

していきました。

樋口 東北は安全だという口コミの

ューを作れるようになっていたので
仮設住 宅入居者

樋口 学生さんたちは皆熱心で、核

つの代表的な例となりました。

組織団体を受け入れる企画内容の一

復旧から復興に変わり、その中でも

ボランティアツーリズムの内容が

受けられたと言えます。

こちらとしては、ボランティアを
佐藤 ボランティ

発信も期待していました。

や産業復興への支
援 活 動 な ど、時

佐藤 一般募集のボランティアバスツ

帝京大学特別教育プログラム
～ 団体受入（９月）

砂 浜 の 清 掃 活 動、

アツアーの内容も、

去や泥さらいといった初期のボラン

8：15
10：15 12：00 12：15
13：15 18：30
秋保 ➡ 秋保大滝 ➡ 瑞鳳殿 ➡ 青葉城址・見学・昼食 ➡ 帝京大学

した。来て、見て、震災を体験した

8：00
8：40～9：30
18：00～18：30
ホテル ➡ 石巻・東松島 ➡ 秋保温泉

樋口

被災地復興イベントと集客効果について
16：00-17：00 6階弁天
講師：福興市実行委員長 山内様

ティア作業がどんどん減っていきま

程
行
日次 月日
〈曜〉

2016/03/30 17:23
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7

9：00
16：00
帝京大学 ➡ 昼食（各自持参）➡ 南三陸ホテル観洋（泊）

人の話を聞いてもらうことが重要と

図３ 帝京大学特別教育プログラム 旅程表（スケジュールB）

仙台で世界の観光産業トップが集ま

佐藤 さらにこの後、翌年４月には

でした。

心を突く質問が多かったのが印象的

ることもたくさんあって対応しきれ

直接ありましたが、現地では他にや

たい」という問い合わせが被災地に

佐 藤 「ボランティアツアーに行き

の担当スタッフ約 人を各地に配置

てくれる人を探すなど、市町村ごと

を受け入れたり、語り部ガイドをし

佐藤 被災地に入ってボランティア

きな出来事でしたね。

が、このセンター設立というのは大

ニングポイントがあったと思います

移していった中で、いくつかのター

たいという方々と、受入をする現地

ということで、２０１１年 月１日

け入れる現地の方々にもいいだろう

化したほうが利用される方々にも受

れる問い合わせに、対応窓口を一本

「ボランティアがしたい」と寄せら

みやぎ観光復興支援センター
の設立（ 月）

【観光復興・第６フェーズ】

とは本当にありがたかったです。

ＴＴＣの会議が仙台で開催されたこ

イベントも開催されたので、まずＷ

ではＩＭＦ・世界銀行年次総会特別

我々で企画しました。その後も仙台

Ｃの主要メンバーの被災地ツアーを

ＴＣ）が国際会議を開催し、ＷＴＴ

る世界旅行ツーリズム協議会（ＷＴ

に入った問い合わせにも対応いただ

樋口 ここを窓口にすることで、県

人雇用してスタートしました。

事業の制度を使い、被災された方を

しました。スタッフは緊急雇用創出

佐藤 この業務をＪＴＢ東北が受託

しました。

ら企画を立て、７月には予算を確保

ても判断は早かったですよ。６月か

ました。このセンターの設立につい

んとするように、職場全体で心掛け

ても同僚に対しても報告だけはきち

も多くありましたので、上司に対し

後は担当者がその場で判断すること

てとにかく前に進まないと。震災直

す。短期間でできるところは短くし

樋口 県としての判断は早かったで

ったほうがいいと考えました。

ことになる、双方をつなぐ役割を作

トップで対応しないと両方が大変な

と状況が変わるので、誰かがワンス

ちが疲れていました。被災地は刻々

ず、被災地の市町村の観光課の人た

人来ます」という感じです。

と連絡が来たら、
３日後には「１００

ンターに現地から受け入れてもいい

れられる所はないか」と言われ、セ

いと言っているけど、どこか受け入

旅行会社から「こういう団体が来た

来 たいという 人は 多 かったです ね。

佐藤

受けたと思います。

ので、旅行会社からはかなり信頼を

た情報は公平に提供していただいた

う、お互いに心掛けました。入手し

観光復興に向けた役割を果たすよ

ので、極 力 企業 名 を出さないよう、

ましたが、センターは県の事業です

きます。ＪＴＢ東北に業務を委託し

社や学校を相手にマッチングしてい

樋口 センターはさまざまな旅行会

は当初はメルマガ配信でした。

するという形です。情報提供の手段

ろいろな旅行会社に対して情報提供

って情報をまとめつつ、一方ではい

し、毎日「ご用聞き」に行ってもら

る場合じゃない」と言われて帰って

様を受ける？」
「観光なんて言って

入ると「何しに来たの。観光？ お客

たです。センターのスタッフが現地に

めた当初は、受入側の反応は鈍かっ

佐藤 とはいえセンターが活動を始

首都圏プロモーションと
語り部研修

【観光復興・第７フェーズ】

は思っていませんでしたが。

ありました。こんなに長く関わると

相当な思いがあり、自分のためでも

組みを作ったというか、個人的には

ったのは、継続的に関わるための仕

ういう意味では、このセンターを作

にすれば、公に認められるので。そ

ました。ボランティアではなく業務

仕事として何ができるかを考えてき

続けられないとの思いから、自分の

ビジネスとして関わっていかないと

佐藤 長く被災地と関わるためには、

「被災地に行きたい」
樋口 全国から

にみやぎ観光復興支援センターを設
立しました。県外から被災地に行き

観 光 復興にどんどん軸足を

立ち上げ 当初から被災地に

側の方々とのコーディネートが主な
役割です。

きていました。エリアによって多少
樋口

10

けたので、いい流れができました。

10
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15

10

町村もそういう反応でした。

違いはあるものの、観光協会も、市
るかもしれない」と思っていただこ

元の人には「観光客を受け入れられ

ではこうやっていますよ」と説明し

のスタッフが、各地域に「他の地域

成 年）は落ちてきています。

んですね。こちらも、
２０１５年（平

農業関係者６４５人で新幹線を１編
を分かってもらえればと考えました。

も、ありのままを伝えればいいこと

うと思いました。被災したところに

地道にＰＲをしてきました。

に行き、研修会に参加してほしいと

２０１４年度で、震災前の ％まで

樋口

宮城県の観光客の入込数は

成借り切って、
「食と観光」をテー
佐 藤 「南三陸で語り部やってるか

佐藤 ヒアリングベースで作った各

日に宮城県の観光と

マに首都圏プロモーションに行った
ら、気仙沼や石巻でもやったら」と

【震災から１年後以降】

地域の語り部ガイド受入実績のグラ

月

んです。内陸部もお客さんが来てい
いう話をセンターのスタッフを通じ

マッチング数の減少

樋口

ないので、とにかく県でまとまって
て現地に持ち掛けていました。

の個人にもお願いしに行きました。

行政だけでなく、お寺の住職など

光にどんどんシフトしてきていると

回復しています。おそらく、一般観

思います。

んですが、沿岸部の市町村全部を巻

で、準備期間は１カ月しかなかった

うのは夏前から感じていました。そ

ところを増やさないといけないとい

を聞きたいという声が多く、受ける

きました。その次が企業などの団体

ボランティアバスで一般の方も入って

ランティアや支援の方が入り、その後、

佐藤 発災直後からＮＰＯなどのボ

が減ってきている一つの要因は、や

樋口 センターでのマッチング件数

みないと分かりません。

い予約もあるので、詳細を分析して

っていません。センターを経由しな

フがありますが、あまり利用客は減

き込んで、県の観光課が仕掛けまし

の後、石巻、南三陸、気仙沼で語り

の支援が入ってきて、２０１３年頃

はり「風化」だと思います。震災後

樋口 語り部の話を聞きたい、体験

た。これは一つの変わり目になりま

部ツアーをたくさん受け入れ、復興

からは観光性が強くなりました。セ

２～３年は応援しようということで

翌 年（２０１２年 ）の４～６月、

したね。

市や仮設商店街も賑わいました。

ンターで行ったマッチング数もこの年

した。小さい行政体ほど、
「何で７

を出してほしいというお願いをしま

は 月までに来年の４～６月の企画

やることにしていました。市町村に

か捻出し被災市町村、ＮＰＯ団体の

れていましたが、ＤＣ協議会で何と

りました。年度末なので予算も限ら

めて、南三陸町で語り部研修会をや

月にまだ語り部がいない市町村を集

すね。

う意識が定着したのが２０１３年で

するのも応援することなんだ、とい

被災地を見て、買って食べて消費

風は西に向かって吹いてますから。

年は北陸新幹線の開通など、観光の

流れになってきたのでは。２０１５

行ったから今年は別の所へ」という

プレＤＣとして観光キャンペーンを

～８カ月も前に出さないといけない
には旅行会社に企画を持っていかな

いて研修会を行いました。この研修

すが、教育旅行は２０１４年が最も

ッチングの数ががっくり落ちていま

もあると思いますが、風に影響を受

受けることがあるので仕方のない面
わた り

２年前には計画されるので、一般の

多かったです。教育旅行は１年半～

かなければならないんでしょうね。

けない部分もきちんと磨き上げてい

ーが始まりました。
佐藤

マッチングよりちょっと遅れてくる
10

その下支 えをみやぎ観 光 復

プロモーションをやることで、首都

興支援センターで行いました。 人

そうした企画を作りつつ、首都圏

の後に、亘理町などでも語り部ツア

２０１４年（平成 年）からはマ
26

いと商品を造成してもらえないので。

観 光は、どうしても風に影 響を
方々など多くの方に集まっていただ

24

のか」と反発がありましたが、 月

県では２０１２年（平成 年）３

東北に来ていたけど、
「去年東北に

月中旬

首都圏に行こうと。

27

が最も多くなっています。

企画を立ち上げたのが

94

15
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圏の方には「行っていいんだ」
、地
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9

10

10

学習の意義を改めて感じました。

を訪れるようになったことで、震災

その後、他の学校が次々と宮城県

時間の経過による変化もあります。

卒 業して時間が取れなくなったり、

いますし、活動していた学生さんが

です。高齢化で語り部をやめる人も

み、女川町、南三陸町などは３割く

佐藤

が非常に重要になると思います。

で言えば、交流人口を拡大すること

しました。やはり我々の仕事の範 疇

は ん ちゅう

今後、教育旅行を強化したいとい

仮設商店街などもだんだんなくな

らい減っています。基礎となる人口

【震災から１年後以降】

樋口 ２０１２年１月、福岡のある

う意向がありますが、一つの目玉は

っているので、拠点の問題もあります。

して、学校全体で震災への思いを共

聞いています。しかしこの旅行後は、

て自主参加の形での実施になったと

からも疑問の声が上がり、結果とし

主性を重んじる学校なので生徒たち

まなところから出たこと、生徒の自

どうなんだ？」という意見がさまざ

た地域に生徒たちを連れていくのは

「大震災や原発事故などが発生し

州からの修学旅行が増えました。

っかけになっています。それから九

生がこちらに来て、その時の話がき

れています。前年の７月頃に校長先

した。今年まで４年間連続で来てく

ガイドとして活 躍 してくれている

佐藤 震災から５年経って、語り部

という学びもあると思います。

都市計画の過程を見ることができる

なかないので、土地の問題を含めて、

態からまちづくりをする場所はなか

それに、現代社会ではゼロに近い状

りいろんな分野があると思います。

ボランティアだったり、建築だった

佐藤 学びも、防災・減災だったり

て来てもらう。その二つですね。

になったらまた新しい家族をつくっ

宮城のファンになってもらい、大人

験を正しく伝える。もう一つは仙台

部ガイドの話などを通じて震災の経

もたちに現地に立ってもらい、語り

樋口 もう一つは人口減少の問題で

っと足りないですね。

ど、観光のベースとなるものがちょ

ます。ただ宿泊施設や飲食施設な

ら、人の流れができる可能性があり

すが、国立の祈念公園ができますか

きが注目されます。まだかなり先で

は人口も比較的多いので、今後の動

ているので注目しています。石巻市

り会社も入って運営していこうとし

周辺に商業施設を集めて、まちづく

拠点という面では、女川町では駅

くならないといいなと思います。

はあると思いますが、それまでにな

組織が入れれば、延命できる可能性

イドやボランティア受入を行っている

なる可能性があり、そこに語り部ガ

公園とかが整備されてきたら拠点に

まちづくりがもう少し進んで、祈念

に取り組んでいきたいと思います。

災復興、そして東北全体の観光振興

仕事にプライドを持ち、引き続き震

源的な役割を強く感じました。この

佐藤 私はこの震災で旅行会社の根

ていきたいと思います。

全体のことを気にかけながら活動し

を見て、その先を見て、そして東北

たと感じています。これからも足元

はの特長をうまく活かすことができ

しかし、その中にあって観光ならで

の一部 に す ぎ ないか も しれ ません。

きたことは、復興の過程の中でほん

樋口 私たちがこれまで取り組んで

ていかなければなりません。

ではなく、地域の状況を包括的に見

いと考えています。観光のことだけ

側に一定の規模がないと成り立たな

流人口が大事といっても受け入れる

がどこまで回復するのか。いかに交

教育旅行の強化

高校が、行き先が決定していた修学
復興ツーリズムです。将来ある子ど

有できたとも伺いました。生徒たち

方々が、どうやって組織を維持して

す。沿岸部からどんどん流出してい

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

人口調査でも沿 岸部は軒 並

旅行を宮城県に振り替えてくれま

が東北への修学旅行で感じてくれた

いくのかが課題ですね。来る人が減

ます。震災前から減少は徐々に始ま

取材協力：井上理江

ができてよかった」という 意 見や、
行かなかった生徒たちとの議論を通

おながわ

ことを大人になっても忘れずにいて

っているので、活動している方も限

っていましたが、震災で一気に加速

「現地に立って、いろいろ考えること

くれたら、風化の防止につながるの

られ、シュリンクしているのは事実

【今後の課題】

ではないかなと思います。
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宣言を出しました。多くの方々に来

２０１１年 月 日には、食の安全

とにかく「生きろ」を伝えたい

てほしいという意思表示です。来て、

申 し 込 み が 最 も 多 かった の は

勉強を続けながら案内してきました。

来訪者が知りたいことは何かを考え、

来ていただいた方々の受け皿として、

な応援になります。私たちは石巻に

食べて、買っていただくことが大き

――「 石巻・大震災まなびの案内 」の取組

浅野 清一

めたのは 人ほどでした。

はかなり難しく、実際にガイドを務

歳を超える私たちにとって、これ

石巻観光ボランティア協会

石巻で「震災語り部」が始まった
のは２０１１年（平成 年）の７月
です。８月からは石巻観光ボランテ

２０１２年（平成 年）の 月と

間、自分は何をしていたか。ほとん

４０００人を案内しました。

月で、１カ月間にバス１５０台、約

３月 日の午後２時 分から数日

たが、準備もあって本格スタートは

どの人は、自分が生きるための行動

バーは 人ほど、ほとんどが被災者

ち歩きをガイドしていました。メン

く「生きろ」ということを伝えます。

いいから高い所に「逃げろ」
、とにか

きたら「津波」が来る、てんでんで

をしていました。私は、
「地震」が起

年（平成 年）の後半ぐらいからお

行会社が増えてきました。２０１３

てお客様を連れていきたいという旅

２０１２年になると震災学習とし

です。
初めにコースを考え、どこで何を

そして、全国からの支援に対するお

あらすじ

話すかを話し合い、大まかな粗筋を

礼を話します。

4,500

（人）

2,000

1,000

1,500

らないこともありました。

「石巻・大震災まなびの案内」実績（人数）の推移

リアごとの犠牲者数を推計しました。

りました。ガイド同士で調査し、エ

石巻では約４０００人が犠牲にな

ました。２０１４年（平成 年）か

語り部」が組み込まれるようになり

る周遊ルートの中に石巻での「震災

復だったものが、松島や平泉を訪れ

す。それまでは、被災地への単純往

客様の種類が変わってきた気がしま

今 後、観 光 協 会は、教育旅 行や

代わって教育旅行が増えてきました。

ます。しかし一般客は減少傾向です。

らは少人数グループも受け入れてい

したが、２０１５年（平成 年）か

らは、それが一層顕著になりました。
観光性が強まったのです。
犠牲者のことを考え、案内中はお
ただくようお願いしているのですが、

客様に飲酒を遠慮し、静かに見てい
石巻は食彩感動の町というイメー

この頃になると私たちの意向が伝わ

知りたいことは何かを考えた

ースに入れました。

最も多くの犠牲者が出たところもコ

バス利用の団体を対象としていま

500

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

佐藤勇一

取材協力：一般社団法人石巻観光協会

います。
（談） （あさの せいいち）

育にも力を入れていきたいと考えて

私たちは学びのガイドとして防災教

ＭＩＣＥの受入を推進するようです。

27

ィア協会として行うことになりまし
月です。この協会は震災前にはま

11

作り、基本情報を共有しました。１
時間半ほどの行程中は、バスの中で
立って話し続けなければなりません。

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10
2011
2012
2013
2014
2015
データ：石巻観光ボランティア協会
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3,000

10

26

20

2011年度計（8月～） 3,349人
2012年度計
28,182人
2013年度計
25,134人
2014年度計
20,442人
2015年度計（～12月）15,693人

3,500

11

25

4,000

10

組合長

阿部 忠彦
宮川 舞

住民と観光客の集う場を目指して
―― 南三陸さんさん商店街の取組
南三陸志津川福興名店街運営組合
係長

たため、南三陸町観光協会が拠点を

置いたり、ＢＲＴ（ Bus Rapid Tran-

）
sitの駅が設置されたり、といった
ように、地域の交流に関わる機能が

集約される形となっています。

仮設商店街のオープンは２０１２

観光振興係

の４月から毎月最終日曜日に「福興

けではありません。その理由として

南三陸町産業振興課

震災前にあった「南三陸おさかな
市」を開 催することになりました。

地域外からの来店者への対応

通り商店街」の商店主が「ぼうさい

データ：南三陸志津川福興名店街運営組合

年（平成 年）の２月です。もとも

187,825人

は、商店街の建物のあり方にこだわ

2014年

この福興市は現在まで継続しており、

274,301人

朝市ネットワーク」に加盟していま

2013年

ったことがあります。他の多くの仮

301,725人

この２月で 回を数えています。

2012年（2月～）

した。これは、全国の の商店街が、

南三陸さんさん商店街
来店者数の推移

組織したもので、中越地震の際には

的として２００８年（平成 年）に

災害時にお互いに助け合うことを目

のメンバーの中に仮設商店街の整備

の励ましや期待をいただき、商工会

この活動を通じて、地元住民から

も２階の店舗に客が足を運びにくい

般的なのですが、それだとどうして

設商店街は２階建ての長屋形式が一

地域外からのお客さんが多く訪れる

関 係 者、被 災 地 見 学の一般 客 など、

経ってみると、ボランティアや工事

ですが、オープンから２～３カ月が

とは地元客をメーンに考えていたの

仮設商店 街「南三陸さんさん商

ても理想の形を追求することにした

機構）と折衝を重ね、時間はかかっ

スなどが立ち寄りやすく、イベント

ドコート、広場など、団体の大型バ

広大な駐車場、公共トイレ、フー

ようになり、その割合は９割近くに

店街」の整備にあたって、当初開催

のです。この２階建てが集客の面で

を開催しやすい要素を備えていたこ

め、１階建てで戸建て形式という建

というデメリットがあります。そのた

活動を行っていました。

した説明会には１０８人の商店主が

不利であるという情報も「ぼうさい

とも大きいと考えています。もっと

も達しました。現在も７～８割が地

集まりましたが、最終的には店の広

朝市ネットワーク」に加盟する神戸の

も、中小機構の整備事業は、店舗の

物の配置を実現するため、整備事業

人に

商店街の担当者から得たものでした。

建物のみが対象となっていましたの

南三陸さんさん商店街の概要

絞られ、そのメンバーで運営組合を

現在の仮設商店街の場所を決め

で、フードコートやゲート、案内板、

域外からのお客さんです。

結 成しました。運営 組 合の結 成は

たのは民間の店 主たち自 身ですが、

照明、店舗の外壁デザインなどは民

29

震災後、今度は私たちがこのネッ
トワークの支援を受けて、被災翌月

２０１１年（平成 年） 月であり、

南三陸町としても当初から地域にお

間のＮＧＯ（サルベーション・アー

10

さや家 賃などの条 件により

震災から半年後です。これは他の仮

ける交流の拠点として位置づけてい

を行う中小企業基盤整備機構（中小

の話が持ち上がったわけです。

24

南三陸町から支援物資を送るなどの

54

設商店街と比較してそれほど早いわ

23

20

12
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23

ミー：救世軍）の支援を受けて整備
したものです。
ともかく「なぜか分からないなが

毎週日曜日に運行され、現在も継続

からも働き掛けて実現したものです。

スアルファという考えはなかなか抜

していま す。特に２０１２ 年 から

とはいえ、観光客はあくまでプラ
けず、常に「いつ観光客が来なくな

２０１４年（平成 年）まではほぼ

実 際、 オ ー プ ン し て 約 １ 年 後 の

かったですね。２０１５年（平成

定員いっぱいで運行されることが多

るのか」という 心配があり ました。

いう現状に対して、各店舗でそれに
２０１３年（平成 年）２月頃に客

らも、地域外から客が来ている」と
応じたサービスを考えるようになり

今後の見通し

今よりも海に近い国道 号沿いに本

２０１７年（平成 年）３月には、

29

客がターゲット）
、物販店のオリジ

（いずれも長距離ドライブで疲れた

ッサージ、理髪店の冷たいシャンプー

ました。例えば接骨院のクイックマ

夏にかけて客足が戻り、結局その年

遠のくかと思ったのですが、その後

その時にはいよいよ観光客の客足も

足が落ち込んだ時期がありました。

の来訪客が増えているため、マイカ

客層が変わってきており、県内から

れることもあるようですが、これは、

年）に入ってからは少人数で運行さ

アに移転する予定です。

町観光協会やＢＲＴの駅も同じエリ

隣接して道の駅が整備され、南三陸

流エリアとして位置づけられており、

いまちづくりの計画の中で観光・交

供する「キラキラ丼」などです。も

食店が季 節ごとに創意工夫して提

語り部ガイドなどのコンテンツが整

ＪＲ東日本の「復興応援ツアー」は、

そういった集客の柱の一つである

ち寄ってくれるようになり ました。

他の旅行会社のツアーも商店街に立

アドバイスも受けますが、今後も入

店舗は入れ替えたほうがよいという

れ替えなしで全体の底上げを図って、

にある中、一定の水準を満たさない

２０１５年以降、来客が減少傾向

ともと洋品店であったお店が、土産

ったことにより、南三陸町観光協会

ツアーの内容は松島や中尊寺などの

地域外から来訪するお客様への対応

地域内と地域外のお客様の比率

東北の観光地と周辺の被災地への立

らくは被災地を訪れることに遠慮が

は、経営の安定性からは７：３くら

をブラッシュアップし、商店街の魅

あったようですが、商店街としては

いがよいのですが、現状は逆となっ

ち寄りを組み合わせたものやＪＴＢ

「来て応援してほしい」というメッ

ています。今後の見通しは地域とし

力向上に取り組んでいきたいと考え

セージを一貫して発信していました。

てどのような青写真が描かれるかに

による語り部バスツアーなど、少し

そのように情報発信することで人に

よると考えています。
（談）

ています。

来てもらい、各商店主も注目されて

（あべ ただひこ／みやかわ まい）

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

いることで意識が変わったという好

ずつ変化してきました。震災後しば

このバスツアーが成功したことで、

物屋に業態転換した例もあります。

るという事情があるようです。

ーで来訪するケースが多くなってい

設の商店街が整備される周辺は新し

設の商店街がオープン予定です。本

45

の 月頃までは衰えませんでした。

27

ナルキャラクター商品の開発、各飲

25
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循環が生まれました。
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10

新しくなった女川を見てほしい
―― 女川町の取組
公民連携室長
観光係長

女川町産業振興課
産業振興課

（平成 年）の夏頃まで、がれきがあり
ました。同年４月末には仮設の商店
街がオープンします。バス案内はこの
仮設商店街を拠点とし、女川駅周辺
の被災地、そして復旧復興中の様子を
見て回るというもので、全体で１時間
半ほどのツアーです。町内を巡った後
くのものをお買い上げいただきました。

山田 康人
新田 太
遠藤 琢磨

団体客にも対応したいわゆる「見せる」

ただ私たちは、可哀想だから買い物を

事務局長

津波により、女川町民の約１割が

観光です。観光産業は、震災前も今も、

してほしいわけではなく、例えば女川

一般社団法人女川町観光協会

死亡、または行方不明となりました。

水産業に次ぐ町の基幹産業に位置づ

に仮設商店街に立ち寄ると、相当多

人口比で見ると女川町が最大です。ま

のサンマは本当においしいから買って

月に日比谷公園で感謝祭を催し、

500

11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2011 2012
2013
2014
2015
データ：一般社団法人女川町観光協会

0

観光施設で、展示や四季ごとのイベン

の観光魅力は『マリンパル女川』という

なかったのですが、日に日に町を案内

こちらとしても当初は受け入れようが

このイベントがポジティブな動きの幕

女川産のサンマ６万匹を提供しました。

る時期は終わったのです。

わってきました。被災地が誘客力とな

心でしたが、徐々に来訪者の志向は変

ス案内を開始しています。がれきの間

年）の秋から女川町観光協会ではバ

この対応として、２０１１年（平成

創出されます。

れによって経済活動が生まれ、雇用が

かく買い物をしてもらいたかった。こ

聞きましたが、私たちとしては、とに

当たり３０００円もらっています。

いう団体もあり、その時にはバス１台

２００円です。ただし、これが高いと

ました。つまりツアー代金は１人実質

貨『アトム』として参加者にバックし

３００円は商店街でも使える地域通

５００円もらっています。このうちの

バス 案 内 の 参 加 者 か ら １ 人 当 た り

出しました。今こそつながり、集まって

で考えようと、産業界の人たちが動き

この先の女川をどうするかは自分たち

これだけで手いっぱいでした。ならば、

基盤づくりのために奔走していました。

さて、震災直後の行政は住民の生活

２０１３年（平成 年）４月以降は、
25
を縫っていくルートです。２０１２年

若手に託された復興への道

開けとなりました。

は女川の被災状況を見たい人たちが中

年をピークに減少傾向です。それまで

女川を訪れるバスツアーは２０１３

1,000

してほしいという需要が出てきました。

年

ありがとうを伝えるために、２０１２

てくれることになりました。私たちは、

東京都が女川のがれきを受け入れ

くれという考えです。

けられています。

被災直後は、果たして女川に行って

仮設商店街をきっかけに

た、町民の生活領域や産業用地の約８
割が被害を受けました。町役場、駅な

万人、

どの公共施設は全壊し、町としての機
能は壊滅状態になりました。
震災前の来訪客数は年間約

1,500

トを楽しみに訪れる人、併設の『おさ

もよいのだろうかという 時 期でした。

2,000

女川に何かをしたいという意向もよく

宿泊者数は５万７０００人程度。当時

（人）

2011年度計（11月～） 1,723人
2012年度計
13,641人
2013年度計
14,440人
2014年度計
8,538人
2015年度計（～12月） 9,236人

2,500

かな市場 』の買い物客が中心でした。

写真右：遠藤琢磨氏
下右：山田康人氏
下左：新田 太氏

23

14

観光文化229号 April 2016

2016/03/30 17:23

229観光文化_特集1.indd 14

女川町バス案内実績（人数）の推移

3,000

24

10

70

り、そこに住宅が建ち、そこで住民が

し こう

生活用品や嗜好品、来訪客の購買を見

今では観光バスだけではなく自家用

世代につなげたい」という強い気持ち

味性の高い衣料品などを扱う商店が、

多く訪れています。団体バスの数は確

車やＪＲを利用する個人のお客様も

みんなで考えようという意気込みでし

文字通り軒を並べています。食堂やコ

暮らしていく様子を見てほしい。

これが、テナント型商業施設『シー

ーヒーショップ、焼肉店やバーもあり

込んだ独創的な女川関連グッズや、趣

パルピア女川』を含めた女川駅前商業

を持ち、行動したのです。

川ＦＲＫ）
』を生み出します。女川ＦＲ
エリア復興の方向性を作り出すことに

た。これが『女川町復興連絡協議会（女
Ｋは、震災から 日後の３月 日に準

その時産業界の重鎮は、
「復興には

指そうという有志が集まりました。

で、各産業の枠を超えて産業再生を目

発足しました。商工会を核とした組織

備会がつくられ、４月中旬には正式に

ました。なるべく早く復興させたいと

を造らないということを早々に決定し

は全体を盛土造成することで防潮堤

なったと考えています。また、女川で

ホールや会議室などを備えた﹃女川町

町民だけでなく来訪者も利用できる

、
きる民間施設﹃あがいんステーション﹄

ます。近隣には水産物の加工を体験で

向けツアーのポイントの一つは、地域

成し販売する予定にしています。個人

ており、ＪＲ女川駅発着のツアーを造

は、地域限定旅行業の取得を目指し

実に減っていきます。女川町観光協会

人たちがやりなさい。俺たちは応援す

いうことはあり得ないという意識が染

川町民には生活の中に海が見えないと

しても手は出すな」という言葉で伝わ

ロムナードとその周囲の主要な用地を

駅前の商業エリア整備にあたり、プ

通じて全国に向けて発信されました。

を行ったところ、その状況がメディアを

ＪＲ女川駅の開業に伴い、イベント

が重要です。女川の交流と観光は、駅

核である水産業との連携による体験

メニューの充実。中でも女川の産業の

うに言っています。もう一つは、体験

お店の人たちには、お客さんと話すよ

の人たちと会話すること。そのために

まちなか交流館 ﹄も整備しました。

る」という気構えでした。これが「還

みついているのではないでしょうか。

ります。そして若い人たちは「自分た

公有地とし、テナント型の商業施設を

前の広場、プロムナードを核にして進

暦以上は口を出すな。

ちにまちづくりを託してくれた。自分

２０１５年 月、町開きイベントを行

女川駅（写真奥）前にオープンしたシーパルピア女川

造るという計画を作りました。ここを

50

たちが責任を持ってやり、そして次の

新しくなった女川を見てほしい

いうこともありましたが、そもそも女

21

年も 年もかかる。だからこそ若い

10

代は口を出

20

します。 のテナントには被災事業者

の『女川みらい創造株式会社』が運営

テナント型商業施設は、第三セクター

店舗が集積する予定です。そしてこの

核とした隣接の民有地にも個別再建

ち上がっていく女川」を見ていただき

たちです。これからは被災地から「立

階「新しくなった女川」を見に来る人

見に来る人たちでしたが、今は次の段

ました。これまでは「被災地女川」を

うと、さらに女川への注目度が高まり

らということではなく、こういう女川

あり、楽しめる所がある。被災地だか

川には自然があり、おいしい食べ物が

マイナスからのスタートですが、女

らに興味深いものとなるでしょう。

めます。女川の観光は、震災前よりさ

12

石巻線が再開し、ＪＲ女川駅と温泉施

新規店舗が約半数を占めます。

が約半数、町外からの誘致も含めて

町、そしてこれからどうなっていくか

がありますが、私たちは新しい女川の

被災地の話をしてほしいというニーズ

たいと思います。来訪者にはいまだに

てほしいと思います。
（談）
（やまだ や

い。女川はこうだということを分かっ

ということを売り物にする時期ではな

に遊びに来てほしい。もはや被災地だ
２０１５年（平成 年）３月にＪＲ
設併設の駅舎が開業しました。そして

聞き手：観光地域研究部 寺崎竜雄

すと／にった ふとし／えんどう たくま）
らす人が多いのですが、今後、山を削

を見てほしい。今もまだ仮設住宅に暮
23
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27

月 日、
『シーパルピア女川』がオー
12

プンしました。ここには、町民向けの
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