
宮城県

宮城県の観光客入込状況（インバウンドの現状）
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宮城県の外国⼈延べ宿泊者数の推移

（従業員10⼈以上の施設，単位：万⼈）

岩手県 宮城県 福島県

宮城：震災前の
約6割に止まる

【出典】H26 宿泊旅⾏統計調査（観光庁）

○ 宮城県の平成26年の外国⼈宿泊
者数は10.3万⼈(前年⽐3割増)

○ 震災前の約６割で，回復に⼤幅
な遅れ

○ 被災３県はいずれも厳しい状況
が続いている

○ 平成27年の訪⽇外国⼈数は1973万7
千⼈。

○ 各地⽅の外国⼈観光客は増加の⼀途
で，震災前を下回るのは東北のみ

○ 回復遅れの原因は，海外で根強い東
北に対する原発事故の⾵評

H22 H26 H26-H22 H26/H22

全国 2,602 4,207 1,605 162%

北海道 206 371 165 180%

東北 51 35 △ 16 69%

関東 1,276 1,781 505 140%

北陸信越 66 108 42 164%

中部 201 285 84 142%

近畿 518 1,015 497 196%

中国 38 59 21 155%

四国 12 24 12 200%

九州 190 306 116 161%

沖縄 44 223 179 507%

地⽅別外国⼈延べ宿泊者数の推移
（従業員数10⼈以上の施設，単位：万⼈）

【出典】H26 宿泊旅⾏統計調査（観光庁）
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宮城県

○インバウンドの回復を目指して，ハード・ソフト両面で積極的に事業を展開する。

○ハードとしては，無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の充実や多言語案内板の整備など受入環境の整備促進を図る。

○ソフトとしては，台湾，中国，韓国，香港を誘客の重点市場として，現地で開催される国際旅行博への出展や，マス

コミやパワーブロガー等の招請事業，宿泊施設や飲食店等の従業員を対象とした外国人旅行者向けおもてなし研

修会などを実施する。

○平成２６年度は，これまでの事業を継続して実施したほか，特に，台南市（台湾）の台日友好交流協会と宮城県観

光連盟が「教育旅行に関する覚書」を締結したことから，台南市の高校の教育旅行誘致に取り組んだ。

○平成２７年度は，これまでの取組に加え，東京都と連携したＦＩＴ（個人旅行客）向け誘客事業やＷｉ－Ｆｉの面的な整

備を図る事業を実施している。

○平成２８年度は，さらに，台湾からの誘客を一層促進させるため，現地デスクの設置やメディアミックスによる情報

発信のほか，免税手続一括カウンター導入促進のため，整備支援を行う予定としている。

【取組方針】

【平成２６年度（主なもの）】

○無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）設置支援事業

◆交付決定 30施設 3,831千円

【平成２７年度（主なもの）】

○無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）設置支援事業

○インバウンド誘客拡大受入環境整備事業

◆ＪＲ仙台駅及び松島湾エリアをモデル地域とした無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）整備支援

（例：商店外単位，観光協会 等）

◆松島湾エリアの多言語の案内表示，デジタルサイネージ及びサイクルツーリズム等導入に向けた調査事業

【具体的な取組（ハード事業）】

宮城県のインバウンド事業
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宮城県宮城県のインバウンド事業

【平成２６年度（主なもの）】

○国際旅行博への出展，マスコミ等の招請

○台湾からの教育旅行誘致

◆台南市台日友好交流協会と宮城県観光連盟による「教育旅行に関する覚書」署名

◆現地キャラバン実施・学校訪問等 ◆高級中学校長招請（11校）

○東京都と連携した上海・大連連携商談会，招請

○民間事業者と連携した免税店拡充のための研修会等開催

【平成２７年度（主なもの）】

○国際旅行博への出展・マスコミ等の招請

○台湾からの教育旅行誘致

◆教育旅行の実施（4校220名予定）※12月～2月

◆現地教育旅行検討会でのプレゼン及び学校訪問（H27.4,5,11）

◆高級中学校長招請（国の地方連携事業）

○東京との連携事業（継続）

◆上海・大連連携商談会及び招請事業

◆ＦＩＴ（個人旅行客）向けマスコミ・ブロガー招請

○外務省と連携した風評払拭事業（新）

◆香港（8/13～17） ◆上海（11/27～29）

◆ソウル（2/中旬） ◆台湾（2/下旬）

○民間事業者と連携した免税店拡充のための研修会開催

【具体的な取組（ソフト事業）】

覚書の締結（H26.11)

高級中学校長招請事業（H27.2)

教育旅行検討会及び学校訪問（H27.4，5)

村井知事・賴台南市長
（H27.5.15)

3

学校交流
（宮城一高＊台南一高中）

（H28.1.26)



宮城県宮城県のインバウンド事業

【ハード事業 （主なもの）】

○無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）設置事業（継続）

※補助率 １／２ 補助上限額 １施設当たり２５万円（１０箇所まで） ：個別施設対象

※補助率 ２／３ 補助上限額 １グループ当たり５００万円 ：エリア内の観光・宿泊施設等対象

○免税手続き一括カウンター導入促進整備支援事業

※補助率 ２／３ 補助上限額 １施設当たり３００万円

○松島湾エリアの多言語案内表示看板整備，多言語対応Ｗｅｂサイトの導入及びサイクルツーリズム推進事業

【ソフト事業（主なもの）】

○国際旅行博への出展・マスコミ等の招請（継続）

○台湾からの教育旅行誘致（継続）

◆教育旅行の実施 ◆現地教育旅行検討会でのプレゼン及び学校訪問 ◆高級中学校長招請

○インセンティブツアー誘致（東北観光推進機構との連携事業：継続） 対象地：台湾

○現地デスクの設置及びメディアミックスによる情報発信強化 対象地：台湾

○東京との連携事業（継続）

◆上海・大連連携商談会及び招請事業（岩手県・福島県・北海道とも連携）

◆ＦＩＴ（個人旅行客）向けマスコミ・ブロガー招請

○外務省と連携した風評払拭事業（場所・時期等未定）（継続）

【具体的な取組（平成２８年度（予定））】
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宮城県

4５

仙台空港の民営化がスタート

▽ 国管理空港として全国初となる仙台空港の民営運営が今年７月から開始予定

国内線
フルサービス路線維持，機材大型化，
LCC新規路線拡充

国際線
4時間圏の直行便拡充，
東アジアハブ路線の増便・大型化

プライマリー・グローバル・ゲートウェイ（東北を発着する旅客に一番選ばれる国際空港）

ゴールデン
ルート形成

仙台空港での
東北ブランド発信

東急Ｇとの連携

○ 二次交通網整備
○ 旅行商品開発，ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

○ 四季を感じる空港
○ 特産品の催事販売
○ ロケツーリズム促進

○ アジア商業施設での東北ＰＲ

現在 2020年度 2044年度

旅客数 324万人 410万人 550万人

うち国内 307万人 362万人 435万人

うち国際 17万人 48万人 115万人

(3)マルチモーダルハブ （交通結節点）

仙台
空港

出発
空港

仙台
駅

観光地

東北・首都圏

東北各地

首都圏

仙台国際空港㈱の運営構想

(2)東北ブランドの発信 （四季・伝統・食）

(1)旅客数の目標と具体策



宮城県

56

LCCと連携した誘客促進の取組

▽ 東北に就航中のLCCであるPeachは高い搭乗率と新たな旅行需要を創出

→ Peachと連携し，Webサイトを介した“東北”観光キャンペーンを展開中

キャンペーン第二弾 （実施中）キャンペーン第一弾 （H27.11-12月）

○ 38の東北旅の人気投票でピーチポイントをGET！ ○ ピーチCAが行く「東北女子旅」体験記

1.7万人が閲覧
2,000超の投票

山形・あった回廊 ﾌﾙｰﾃｨｱふくしま 岩手・SL銀河 秋田・蔵めぐり

キャンペーンで紹介した東北旅の一例

蔵王・樹氷ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

Peachの意向を踏まえ
台湾向けにも発信予定



宮城県

6７

平成27年度台湾教育旅行受入実績について
行程

航空路線

H27.12.6～11
（5泊6日）

往：台北（桃園）－成田
復：成田－台北（桃園）
（中華航空（ＣＩ））

H27.12.13～19
（6泊7日）

往：台北（松山）－羽田
－秋田

復：羽田－台北（松山）
（日本航空）

H28.1.24～30
（6泊7日）

往：高雄－成田
復：成田－高雄

（中華航空（ＣＩ））

H28.2.22～27
（5泊6日）

往：高雄－成田
復：成田－高雄

（中華航空（ＣＩ））

【仙台市】街歩き，スキー（H28.2.23)
【南三陸町】震災学習（H28.2.24)

【東京都・千葉県】ディズニーランド，
　　　　　　　　　浅草・スカイツリー
　　　　　　　　　（H28.2.26～27)

平成26年度台南高級中学校向
けモニターツアー
（H27.2実施）

農林漁家民泊等

【南三陸町】（H28.1.26泊）
　○日本文化体験
　　※民泊先のマッチングは，南三陸町
観光
　　　協会で実施

国立台南高級商工職業學校
生徒：64人
引率：8人
合計：72人

【仙台育英学園】（H28.2.24）
○華道・茶道体験による交流
○中国語会話及び英会話による交流

【南三陸町】（H28.2.24泊）
　○日本文化体験
　　※民泊先のマッチングは，南三陸町
観光
　　　協会で実施

国立台南第一高級中學

学校名 参加人数 学校交流 実施した招請事業等

生徒：72人
引率： 8人
合計：80人

【宮城第一高等学校】（H28.1.26）
　○英会話による交流
　○部活動の見学
【松島高等学校】（H28.1.26）
　○学生による松島案内
　　（英語ガイド）

平成26年度台南高級中学校向
けモニターツアー
（H27.2実施）

その他行程

【仙台市】街歩き，スキー（H28.1.25)
【南三陸町】震災学習（H28.1.27)
【蔵王町】樹氷めぐり（H28.1.28)
【白石市】甲冑着付け体験（H28.1.28)
【東京都内】自由行動，ショッピング
　　　　　　（H28.1.29～30)

国立宜蘭高級中學
生徒：36人
引率： 4人
合計：40人

【仙台第二高等学校】(H27.12.7)
　○英会話による交流
　○日台の音楽による交流
　　※通常授業をベースとした交流

-

【南三陸町】震災学習（H27.12.7)
【山形県】学校交流、農林漁家民泊(H27.12.8～9)
【東京都・千葉県】都内観光、ディズニーランド
　　　　　　　　　（H27.12.9～11)

平成26年度南東北教育旅行関
係者招請事業
（H26.12実施）

国立淡水商工高級中學
生徒：32人
引率： 5人
合計：37人

【松島高等学校】(H27.12.17)
　○学生による松島案内

-

【秋田県】農林漁家民泊、学校交流(H27.12.13～15)
【岩手県】スキー体験(H27.12.15～16）
【仙台市】光のページェント鑑賞（H27.12.16)
【白石市】甲冑・打ち掛け着付け体験（H27.12.17)
【東京都】都内観光（H27.12.17～19)

H27年度JNTO主催台湾訪日旅
行現地説明会
（H27.6実施）



宮城県

7８

国立台南第一高級中學の教育旅行の事例

≪行程≫ 平成28年1月24日（日）～1月30日（土）
1月24日(日) 移動日 （仙台泊）
1月25日(月) 午前：スキー体験 午後：仙台市内街歩き （松島泊）
1月26日(火) 午前：松島高等学校と交流 午後：宮城第一高等学校と交流

夕方：農林漁家民泊体験（南三陸泊）
1月27日(水) 午前：日本生活文化体験 午後：震災学習（宮城蔵王泊）
1月28日(木) 午前：樹氷巡り 午後：甲冑着付け体験，東京へ移動（東京泊）

1月29日(金)～30日(土) 東京観光

宮城一高における台南第一高級中學の受入状況 南三陸における農漁家民泊体験・震災学習の状況


