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 資   料   編                            
 
１）みやぎ観光戦略プラン懇話会委員                    

 

青木 昌敏  （社）日本ホテル協会宮城県協議会長 

磯田 悠子  みやぎおかみ会会長 
太田  稔   ＪＲ東日本旅客鉄道㈱仙台支社営業部長 
大沼 眞治  宮城県観光誘致協議会長 
小野  晋   東北広域観光推進協議会事務局長 
恩地  宏   恩地観光戦術研究所代表（前 宮城大学教授） 
佐藤  潤   （社）国際観光旅館連盟副会長 
志賀 秀一  東北地域環境研究室代表 
相馬 政岐  仙台エアラインズアソシエーション会長 
高橋  信   日本旅行業協会東北支部長 
千葉 久美  （財）仙台観光コンベンション協会常務理事 
林  昌利  （社）宮城県バス協会会長 

※第１回懇話会は，谷田貝 勲（前 宮城県バス協会会長）が出席 

間庭  洋   仙台商工会議所常務理事 

宮原 育子  宮城大学事業構想学部助教授 

横山 英子  ＮＰＯ法人キューオーエル理事長 

壹岐 雅章  仙台市観光交流課長 

橋本 茂善  気仙沼市観光課長 

佐藤 忠一  大崎市商工観光課長 
伊藤 悦雄  蔵王町農林観光課長 
佐藤 幹夫  松島町産業観光課長 

 
※懇話会委員の役職等は，平成 18 年 11 月 16 日現在のものです。 

 
 
２）みやぎ観光戦略プラン策定の経緯                    
 
１ みやぎ観光戦略プラン懇話会 

第 1 回 平成１８年４月１３日 
【議題】みやぎ観光戦略プラン骨子(案)について 

第２回 平成１８年６月２１日，２２日（２回に分けて開催） 
【議題】各行動主体の役割について 

第３回 平成１８年９月１日 
【議題】みやぎ観光戦略プラン（中間案）について 

第４回 平成１８年１１月１６日 
【議題】みやぎ観光戦略プラン（最終案）について 

  
２ パブリックコメント 

平成１８年１０月６日から２７日まで実施 
６１人から８６件の意見が寄せられました。 

 
３ その他 

有識者へのヒアリング（平成１８年６月から１０月） 
庁内調整会議（平成１８年６月から１１月） 
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３）みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業 

いざなう

事業の目的 事業内容・計画【全体】 担当課等
非予算的

手法
長期的視
野の事業

①みやぎのイメージづくり
宮城県メールマガジン
「メルマガ・みやぎ」

みやぎをよく知ってもらい，本県のイメージ
アップに寄与するため，毎週１回，メールマガ
ジンを発行。随時，記念号も発行。読者数約
４，０００（平成１８年１２月現在）

（１）県内の旬の情報（イベント情報など）を
紹介
（２）県内市町村などと連携し，地域情報・観
光情報を紹介
（３）県産品など，県にゆかりの品を読者にプ
レゼント

広報課

●

みやぎ夢大使 本県のイメージ向上を図るため，県外に居住す
る本県にゆかりのある方々に，みやぎの魅力を
ＰＲしていただくとともに，提言などをいただ
く。現在６３人に委嘱

（１）本県の魅力・情報等を折りに触れてＰＲ
（２）本県に対する意見・提言 （３）県産品
の良さの普及・宣伝　などの活動をお願いして
いる。
　また，県では活動の支援として（１）ＰＲに
必要な名刺・資料等の提供（２）県産品の提供
を行っている。

広報課

●

みやぎコマーシャルタイ
ム

観光情報など県政情報の発信 フルスタ宮城の観客（年間約９０万人）に対
し，大型映像装置により毎試合（年約６５試
合）延べ９０秒のＰＲ映像を放映

企画総務
課 ●

携帯端末等情報発信シス
テム運営事業

消費者や観光客との情報受発信チャンネルの多
様化を図り，観光産業，地域情報，情報関連産
業の活性化等を目指す。

携帯端末向けコンテンツ制作 産業経済
総務課

地域産業振興事業
（各地方振興事務所が実施
する事業によっては「もて
なす」，「ととのえる」に
該当するものもある）

地方振興事務所において，地域の有するニー
ズ・シーズを活かしながら，産業振興を中心と
した地域振興の横断的・一体的な推進を図るも
の。

新商品の開発，県際連携による集客交流の促進
等各地方振興事務所が自主的・主体的に企画・
実施する事業

産業政策
推進室

富県みやぎの産業応援
ネットワーク推進事業

県内及び県外との幅広いネットワークの構築に
より，官民協働による富県みやぎの有機的な推
進体制を整備する。

県内外から様々な形で本県の産業を応援しても
らう「サポーター」を登録し，富県みやぎを推
進するための各種産業施策に関する情報を提供
するとともに，観光や地場産品，イベントなど
の情報発信を促す。また，各分野で活躍してい
る立場からの本県産業への意見・提案をもらい
各分野へ反映させる。

産業政策
推進室

好きです！みやぎ通検定
事業

幅広い層の個人に宮城県の産品や観光地などに
関心を持ってもらい，宮城県のイメージアップ
と集客交流産業等の地域経済の活性化を図る。

宮城県の歴史，観光地，物産，産業，生活文化
など産業関連情報を中心とした知識を測る検定
をネットと県内会場で実施するほか，検定認定
者の集いを実施し，本県情報の全国への発信，
観光来県・県産品購入のきっかけとするなど本
県経済の活性化を図る。

産業政策
推進室

みやぎ蔵王三十六景ラン
クアップ事業（地域産業
振興事業）

「みやぎ蔵王三十六景」の魅力を活用した地域
産業振興を推進する。

「三十六景を楽しむ」，「三十六景を広め
る」，「三十六景で商う」の３つを戦略とし
て，地域の特産品の育成，情報の発信，都市と
の交流等の事業を展開する。

大河原地
方振興事
務所

インターネット観光情報
提供事業

インターネットを活用した観光情報の提供によ
り，観光客の誘致を図る。

観光データベース（日本語，外国語３か国語）
の掲載及びデジタルフォトライブラリーの管
理・運営

観光課

宮城の観光イメージアッ
プ事業

高まった「宮城」の知名度を活かし，本県の観
光ＰＲを集中して展開して「宮城」のイメージ
アップを推進し，本県への観光客等の誘致を促
進する。

○教育旅行誘致促進
○テレビ番組活用宣伝
○観光ポスターの作成

観光課

大型催事における「臨時
観光案内所」開設事業

スポーツイベント等会場内に臨時観光案内所を
開設し，来客への観光案内を行うとともに，案
内を通じてリピーターの確保を図る。

県内で開催される集客力の高いスポーツイベン
ト等の会場内に，手作りの観光案内所を設置運
営し，旬の観光情報を直接提供する。

観光課

●

ハイウェイコミュニケー
ションin東北出展事業

宮城県の観光宣伝 NEXCO東日本が開催する事業へのタイアップ出
展

観光課
●

秋の行楽　みやぎ路誘客
大作戦
～秋色満載みやぎの観光
～

秋から冬に向けての県内への観光客の誘致を図
る。

「秋の紅葉」の時期に，東北自動車道の主要な
SA内に「秋色満載みやぎの観光案内所」を開設
し，職員自らが紅葉スポットの他に温泉をはじ
めとする多彩な魅力を紹介する。

観光課

●

各種観光展等参画事業 首都圏及び県外事務所所在道県等で開催される
観光展において，本県の観光資源を紹介宣伝
し，観光客の誘致促進を図る。

○東北６県観光展
○宮城の観光展
○夏の海と山観光展
○冬の旅・早春の旅観光展

観光課

観光宣伝広告事業 県内の豊富な観光資源を広く紹介し，観光客の
誘致を進める。

観光ポジフイルム等の貸し出し，仙台空港での
コルトン・ポスター掲示，パンフレットの配布
を行う。

観光課

●

国際観光モデル地区観光
施設整備事業

外客誘致法に基づき，栃木県，福島県，山形県
及び本県で策定した「外客誘致計画」の実現に
向けて，外国人受入体制の整備と外国人観光客
誘致のプロモーションを行う。

以下の事業を通じた外国人観光客の受入体制の
整備
○海外旅行博での県の宣伝，外国語パンフレッ
ト作成
○栃木･福島・宮城・山形で協議会を構成。海
外旅行エージェント等の招請，「i」案内所の
職員研修，広域外国語パンフレット作成

観光課

●

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(県事業)

事業名
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いざなう

事業の目的 事業内容・計画【全体】 担当課等
非予算的

手法
長期的視
野の事業

②みやぎ誘客ピンポイント対応
県政首都圏ラジオ番組 首都圏をターゲットとして，観光産業及び食産

業等の振興を図る。
本県の観光資源や食材・物産等を，首都圏を
ターゲットとして広く広報するラジオ番組を制
作・放送する（平成１９年度実施予定）。

広報課

みやぎまるごとフェス
ティバル開催事業

県産品の展示即売等を通じて販路拡大と地域産
業の振興及び活性化を図る。

県庁及び市民広場等を会場とする市町村特産品
や伝統的工芸品等の展示即売会等を開催する。

食産業・
商業振興
課

「東北フェアin上海」観
光フェア開催事業

中国経済の中心都市である上海市において，東
北六県，仙台市，東北経済産業局，（社）東北
経済連合会及び日本貿易振興機構等の関係機関
と連携を図りながら，「東北フェアｉｎ上海」
を開催し，東北六県の持つポテンシャルと発展
性をＰＲすることにより，広域的な経済交流を
促進し，地域内企業の販路開拓や観光客の増
加，物流の効率化等を図る。

東北六県における企業の事業パートナー発掘，
ビジネスチャンスの創出を図る「ビジネスフェ
ア」，東北地域の食材の売り込みを図る「食材
フェア」，観光資源やモデルルートをＰＲする
「観光フェア」等を開催する。

国際経済
課

みやぎ蔵王三十六景写真
展

「みやぎ蔵王三十六景」の魅力を活用し，観光
客を誘致する。

管内や仙台市内等の駅やギャラリーなど様々な
施設で写真展を開催する。

大河原地
方振興事
務所

●

みやぎ蔵王三十六景を
テーマとした「ＪＲ駅か
らハイキング」，「駅長
オススメの小さな旅」

「みやぎ蔵王三十六景」の魅力を活用し，観光
客を誘致する。

民間企業，市町，団体等と連携し，ツアーを企
画し提案する。

大河原地
方振興事
務所

仙台・やまがた交流連携
推進事業

仙台都市圏と山形県村山圏の交流連携を推進す
る。

各種事業の検討及び実施 仙台地方
振興事務
所

いわて・みやぎ県際花め
ぐり紀行への参画（地域
産業振興事業）

県境を越えて相互に連携を図りながら情報発信
や集客活動に取り組むことにより，地域内外の
交流人口の増加と県際地域の振興を図る。

宮城県北，岩手県南に点在する花をテーマにし
た施設を紹介したパンフレット（スタンプラ
リーカードとしても使用）を作成し，フォトコ
ンテストの開催，花めぐりホームページによる
情報発信等により地域内外の交流人口の増加を
図る。

栗原・登
米・気仙
沼地方振
興事務所

宮城県美術館常設展示・
企画展示事業

芸術文化の向上を図るため国内外の優れた美術
作品を組織的に展示し，鑑賞の機会を提供す
る。

美術館所蔵作品によって特色ある企画展示行う
常設展示と特定のテーマに基づいて構成する企
画展示（特別展）を実施

生涯学習
課

●

外国人観光客誘致促進事
業

本県への海外からの観光客誘致を図るため，定
期便が就航している東アジアを対象に観光誘客
促進を図る。

現地での観光説明会等の開催や現地マスコミ及
び旅行エージェントを招請並びに外国語パンフ
レットを整備し，外国人観光客の誘致を促進す
る。

観光課

観光客誘致ステップアッ
プ事業

海外から東北への玄関口である仙台空港を有す
る本県の優位性を活かし，インバウンドにおけ
る新たな旅行市場の開拓を図る。

直行便早期就航に向けて県内で官民挙げて取り
組んでいる香港，タイの旅行市場の開拓

観光課

③イベント・コンベンションの誘致
フィルムコミッション事
業

映画・ＴＶドラマ等ロケーション撮影を誘致・
支援し，映像を通して宮城の魅力を広く内外に
周知し，当地域の知名度向上と映像文化の発
展，地域の活性化に寄与することを目的とす
る。

映画・ＴＶドラマをはじめとする各種映像作品
製作のためのロケーション撮影を誘致・支援す
る。

観光課

コンベンション都市推進
事業

（財）仙台観光コンベンション協会に対し運営
費を助成し，仙台コンベンションシティーの推
進を図る。

仙台観光コンベンション協会事業運営費補助金
を交付するなどの活動支援

観光課

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(県事業)

事業名
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もてなす

事業の目的 事業内容・計画【全体】 担当課等
非予算的

手法
長期的視
野の事業

①みやぎのやさしい人づくり
森林環境共生育成事業 自然体験や自然観察などの野外活動の指導等を

行う森林インストラクターの養成
森林インストラクター養成講座の開催 自然保護

課

地域特産品認証事業
（３Ｅマーク認証食品）

消費者ニーズの多様化・高度化に対応し，各地
域の自主的な取り組みを尊重した地域特産品に
ついて公的な認証を行うことにより，消費者に
信頼を高める，正確で分かりやすい食品情報の
提供に資する。また，差別化商品の創出によ
り，農林水産業及び食品産業の振興を図る。

認証基準策定と認証及び認証事業の普及拡大。
（認証状況：26認証基準[うち23品目で認証]，
認証業者73社[認証業者の延べ数79]

食産業・
商業振興
課

●

グリーン・ツーリズム推
進活動事業

関係機関との連携のもと，相談窓口の充実や県
内各圏域の実情に合わせた研修会等を開催し，
推進体制を整備するとともに，起業支援等の資
料を作成し，普及・推進を図る。

・相談窓口の整備
・圏域ごとの研修会開催
・県庁内推進体制の整備
・民宿等開業アドバイスブックなど推進資料作
成

むらづく
り推進課

グリーン・ツーリズム促
進支援事業

市町村が実施するGT活動への助言指導，アドバ
イザー派遣，民間主導の協議会活動支援によ
り，GT活動の発展に資する。

・モデル市町村等への助言指導
・アドバイザーの派遣
・民間主導の協議会の活動支援

むらづく
り推進課

ホスピタリティ向上研修
会

観光関係者を始め，住民の来訪者へのホスピタ
リティを発揮した対応の方法等を向上させる。

○研修会の開催（対象者別） 大崎地方
振興事務
所

●

クルーズ船入港歓迎 東北地方の国際海上輸送拠点として，名実とも
に仙台港を「人」と「モノ」の交流拠点とする
ためクルーズ船の誘致を推進する。

国内クルーズ船の寄港については，歓迎訪船
し，船長へ花束・記念品の贈呈，乗客へ記念品
を贈呈する。
外国クルーズ船の寄港については，船長への花
束・記念品贈呈，乗客への記念品贈呈のほか，
郷土芸能（すずめ踊り）等で盛大に歓迎する。

港湾課

●

観光ボランティアガイド
事業

①観光ボランティアガイドに関する情報を発
信，周知することにより活動の活性化を図る。
②観光ボランティアガイドの交流，及び育成

①ボランティアガイドの情報をホームページで
紹介する。
②ボランティアガイドの交流会を開催し，現状
や問題点を話し合い，交流を深めることによ
り，資質の向上を目指す。

観光課

●

外国人受入観光客受入体
制整備事業

県内の善意通訳者を対象に県内観光地での実施
研修を行いながら，観光の知識，通訳の知識を
勉強しながら，通訳ガイドとしての資質向上を
図る。

年１回善意通訳者研修会開催 観光課

●

②みやぎのやさしい観光地づくり
高速自動車道沿線開発プ
ラン策定事業

ＳＡ・ＰＡ及びその周辺地域を活用した地域振
興策の検討

ＳＡ・ＰＡの利用状況，立地特性等の調査を踏
まえ，誘導可能な地域振興策を検討する。

地域振興
課

バリアフリーみやぎ推進
事業

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に
基づく県民の意識啓発等により，公益的施設の
バリアフリー化を図り，バリアフリー観光を促
進する。

■高齢者や障害者等に配慮した観光施設の整備
○福祉のまちづくり普及啓発事業
○バリアフリーみやぎ推進ネットの運営
○多目的トイレ標識設置事業
○条例の整備マニュアル等の普及啓発

地域福祉
課

中小企業金融対策事業 金融機関を通じて，中小企業の成長・発展の支
援及び経営を安定させるための資金を融資す
る。

中小企業産業振興資金及び中小企業経営安定資
金等の融資

経営金融
課 ●

災害時外国人サポート・
ウェブ

多言語による災害時の情報提供及び防災啓発 ■宮城県総合防災情報システム(MIDORI)から発
せられる災害情報・気象警報等を多言語(日・
英・中・韓・ポルトガル)で提供し，言葉の壁
により災害時要援護者となりうる外国人県民へ
の情報提供体制の充実を図る。H19.4からの稼
働を目指している。
・地震情報・気象警報等を多言語化し，携帯電
話やPCへのメール配信とウェブサイトへの掲載
を自動的に行うシステムを運用する。
・サイト内には，日常生活での防災関連情報
や，災害時に役立つ外国語表示シート等を，多
言語で掲載する。
■本ウェブ機能を外国人を迎え入れるホテル・
旅館，観光施設等で利用することにより，外国
人観光客等への災害時における情報提供を迅
速，的確に行うことが可能となる。

国際政策
課

漁港環境整備事業 漁港の景観の保持，美化を図り，快適にして潤
いのある漁港環境を形成する。

漁港環境（植栽，親水施設，遊歩道，駐車場
等）の整備

漁港漁場
整備課

三陸縦貫自動車道整備 高速交通体系の整備 桃生登米道路
登米志津川道路
本吉気仙沼道路
唐桑道路

道路課

●

常磐自動車道整備 高速交通体系の整備 福島県境～亘理間の整備 道路課
●

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(県事業)

事業名
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もてなす

事業の目的 事業内容・計画【全体】 担当課等
非予算的

手法
長期的視
野の事業

みやぎ県北高速幹線道路 高速交通体系の整備 １期工事 道路課
●

津波避難誘導標識設置事
業

津波発生時における観光客の避難誘導を円滑に
するため，沿岸自治体と連携した避難誘導標識
の整備を行う。

松島港及び松島公園において誘導標識の整備を
行う。

防災砂防
課
港湾課
観光課

特別史跡多賀城跡附寺跡
環境整備事業

多賀城跡の調査研究に基づいて，史跡の保存を
図るとともに，親しみやすい歴史公園として活
用するための整備を行う。

親しみやすい史跡公園とするため，園路，便益
施設，緑化修景，案内板設置等の環境整備を行
う。

文化財保
護課

●

みやぎの広域観光づくり
事業費

広域観光案内板の更新・拡充による観光客の利
便性の向上

宮城県内の広域観光案内板１５基の更新 観光課

公園施設再整備事業 ・特に利用が集中する登山道を整備し,安全を
確保
・登山道の荒廃による自然環境破壊を抑制

・階段,木道などによる登山道の整備
・案内板，指導標，トイレなどの再整備

観光課

みやぎ路観光地整備事業
（市町村振興総合補助
金）

県内観光地における観光施設（博物展示施設，
駐車場，公衆トイレ，案内板など）の整備の促
進を図る。

市町村が行う観光施設の整備に要する経費に対
し補助を行う。

観光課

観光物産展示室管理事業 本県各地の観光情報の収集と案内，パンフレッ
ト等の発送等を行い，県内外の観光客へのサー
ビスの提供と県内観光地等への理解と関心を促
進する。

○観光物産展示室（情報発信センター機能）の
運営

観光課

●

観光情報案内システム整
備事業

観光客に対し，県内各所で観光情報を提供でき
る体制を整え，ホスピタリティの向上を図る。

時期に応じた観光情報パンフレット，マップ等
を作成し，県内の観光情報案内所及びガソリン
スタンド等に設置する。

観光課

●

③みやぎの地域資源向上
リゾート地域整備推進事
業

エコ・リゾート形成マスタープランに基づき，
リゾートエリアの魅力づくりを推進する。

市町や団体等が実施する各種取組を支援する。 地域振興
課

離島活性化支援事業 離島振興計画に基づき，離島の活性化を図る。 市町や団体等が実施する各種取組を支援する。 地域振興
課

海藻活用水質浄化事業 海藻を活用した松島湾の水質浄化を図るための
調査研究

浄化機能の現場実験，藻場造成のための養殖手
法検討等

環境対策
課 ●

みやぎビジネスマーケッ
ト（ベンチャー・新分野
進出への支援）

観光業を始め，新たなサービス，製品，技術等
を基にした事業展開を行うベンチャー企業や新
分野進出企業の方々に，多様なビジネスパート
ナーとの出会いの場を提供し，新たなビジネス
チャンスの獲得をサポートする。

・専門家によるプレゼンテーション指導と事業
計画のブラッシュアップ
・プレゼンテーション方式のビジネスプラン発
表会
・発表後の個別商談会

新産業振
興課
財団法人
みやぎ産
業振興機
構

コミュニティビジネス経
営体育成事業

地域資源を活かした県内農業者のコミュニティ
ビジネスの取組普及啓発，体制整備，経営体育
成支援

県及び地域の推進体制整備，コミュニティビジ
ネスの普及啓発，モデル経営体の育成

農業振興
課

地域用水環境整備事業 農業水利施設の整備と地域用水機能の向上 親水景観保全施設整備
利用保全施設整備
生態系保全施設整備

むらづく
り推進課

中山間地域等直接支払交
付金事業

中山間地域の多面的機能の維持・増進 多面的機能を確保するための農業生産活動の支
援

むらづく
り推進課 ●

農地・水・環境保全向上
活動支援事業

農地・農業用水等の資源や農村環境の適切な保
全管理と質的な向上

資源保全向上に資する共同活動支援 むらづく
り推進課 ●

リアスの森保全対策事業 県北部沿岸の松くい虫被害による枯損木を除去
し，景観の向上と漁業被害の防止を図る。

・枯損木除去 森林整備
課

松くい虫被害等総合対策
事業

松くい虫被害を防除し松林を保全する。 ・被害木駆除
・被害予防（薬剤散布等）　等

森林整備
課

森林空間活用施設整備事
業

「ブナ原生林と輝く湖面とのふれあい」を
キャッチフレーズに，長沼・白沼地区を森林浴
や自然観察，キャンプ，釣り等の多様な体験が
できるように整備し，県内外の利用者に開かれ
た森林空間として提供する。

宿泊施設，キャンプ場，炊事・トイレ施設，駐
車場，給水発電施設の整備

大崎林業
振興部

森と湖に親しむ旬間 県民へ森と湖に親しむ機会を提供することによ
り，参加者の心身のリフレッシュを図るととも
に，森林やダム，河川等の重要性や美しさに対
する理解を深めてもらう。

ダム施設見学会等（毎年同じ） 河川課

●

路線拡充のための誘致活
動（エアポートセール
ス）

新規路線の開設・休止路線の再開及び既存路線
の維持拡充

航空会社や関係機関への要請活動（関係機関と
連携して東北の観光資源や交通アクセスなどを
総合的にＰＲする。）

空港対策
課 ●

観光施設整備資金融資制
度

ホテル・旅館等の観光施設などの整備資金を融
資し，観光事業の振興を目的とする。

県内に住所を有し観光事業を経営する者を対象
に総事業費の７０％以内かつ５千万円以内の低
利融資を行う。

観光課

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(県事業)

事業名

 



－ 65 － 

 

ととのえる

事業の目的 事業内容・計画【全体】 担当課等
非予算的

手法
長期的視
野の事業

①みやぎの地域力向上組織
石巻地域観光戦略会議 石巻圏域における観光振興を総合的・効率的に

推進する。
・観光振興に係る情報交換，連携の検討
・２市１町の連携した観光振興の取組の検討

石巻地方
振興事務
所

●

広域観光連携推進事業 石巻・登米圏における広域的な観光振興を推進
する。

・広域観光ルートの策定，情報発信
・観光パンフレットの相互設置
・物産販売等を活用した交流

石巻地方
振興事務
所 ●

広域観光連携推進事業
（地域産業振興事業）

石巻及び登米圏において，広域的な観光施策の
検討を図る。

○広域観光ルートの策定・情報発信
○観光パンフレットの相互設置
○物産販売等を活用した交流
○その他石巻・登米圏の観光促進のための施策

石巻・登
米地方振
興事務所

②みやぎ東北ぐるっと連携
仙南・置賜交流促進事業
（地域産業振興事業）

山形県置賜地域との広域連携を促進する。 観光パンフレットの交換配置，「おきたまの秋
まつり」及び「仙南ふるさと味まつり」の物産
展への相互出店，職員及び関係者による交流・
意見交換「仙南・置賜観光連携塾」の開催

大河原地
方振興事
務所

仙台・やまがた交流連携
推進事業（再掲）

仙台都市圏と山形県村山圏の交流連携を推進す
る。

各種事業の検討及び実施 仙台地方
振興事務
所

最上・雄勝・大崎三県連
携交流事業

最上・雄勝・大崎の三圏域が連携し仙台圏を中
心とした観光客の増加をめざした事業を展開す
る。

○三県合同観光ＰＲの実施
○観光マップの作成
○パンフレットの相互配置
○連携交流事業検討会の開催

大崎地方
振興事務
所

栗駒山麓広域連携事業
（地域産業振興事業）

岩手・宮城・秋田にまたがる栗駒山。その山麓
に湧出する温泉を中心に温泉関係者，市町村及
び県等が連携して広域観光事業を展開し，栗駒
山麓全体での誘客を図る。

・湯めぐり回廊キャンペーンの開催
・温泉情報交換会の開催
・湯めぐり回廊マップの増刷

栗原地方
振興事務
所

いわて・みやぎ県際花め
ぐり紀行への参画（地域
産業振興事業）（再掲）

県境を越えて相互に連携を図りながら情報発信
や集客活動に取り組むことにより，地域内外の
交流人口の増加と県際地域の振興を図る。

宮城県北，岩手県南に点在する花をテーマにし
た施設を紹介したパンフレット（スタンプラ
リーカードとしても使用）を作成し，フォトコ
ンテストの開催，花めぐりホームページによる
情報発信等により地域内外の交流人口の増加を
図る。

登米・栗
原・気仙
沼地方振
興事務所

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(県事業)

事業名
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いざなう

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的

手法
長期的視
野の事業

①みやぎのイメージづくり
国内プロモーション事業 仙台の観光情報の発信，キャンペーン等によ

り，首都圏，中部，関西など全国からの観光客
誘客を促進する。

観光キャンペーンのほか，マスコミ・エージェ
ントの招聘，新聞・雑誌への広告宣伝，観光Ｐ
Ｒ素材の充実等の誘客宣伝事業を実施する。

仙台市

学習体験型観光推進事業 小中学校の教育旅行を中心に，家族旅行や歴
史・文化に関心のあるシルバー層のグループ旅
行など，様々なタイプのターゲットに対して適
切な情報提供を行う一方，体験メニューの開
発・充実，関係機関と連携したＰＲ活動を行う
ことで，交流人口の拡大を図る。

体験メニューの開発・拡充及びＰＲ，修学旅行
誘致説明会の開催

仙台市

海外プロモーション事業 外国人観光客の誘客促進 外国語ホームページの充実や現地での誘客プロ
モーションを行う。

仙台市

石巻市観光推進ネット
ワーク

観光情報の共有化及び相互連携の促進に努め，
効率的な観光事業を展開し，もって本市観光事
業の推進を図る。

・観光に関する事業の情報交換及び情報発信
・観光事業のネットワーク化
・観光施設のネットワーク化
・誘客の促進

石巻市

●

石巻地域みやぎ寿司海道
事業

事業の実施に際しては，石巻ブロックの基本方
針を策定し，“寿司の街”｢いしのまき｣の定着
に向けた事業を展開する。

｢観光施設，漁業関係団体等との連携｣｢観光客
への観光情報の提供｣｢石巻を象徴する寿司の創
出｣の３本柱を掲げ寿司の街，石巻の定着に向
けた事業を展開する。

石巻市

●

教育旅行関係者招待・宣
伝事業

教育旅行の誘致推進を図る。 小中学校関係者や教育旅行取扱業者を対象に，
気仙沼市の体験学習，教育旅行についてプレゼ
ンテーションを行う。

気仙沼市

●

観光ビデオ放映 名取市の紹介・宣伝 仙台空港ビルロビーにおいてビデオ放映 名取市

観光ビデオ放映 岩沼市の紹介・宣伝 仙台空港ビルロビーにおいてビデオ放映 岩沼市

観光ＤＶＤ作製 観光ＤＶＤを作製しＰＲ活動を行い誘客を促進
する。

観光ＤＶＤを作製する。 栗原市

マスメデイア等でのＰＲ
活動

マスメディアを通じて情報発信を行ない，観光
ＰＲを図る。

マスメディアを通じて情報発信を行なう。 村田町

ＪＲ等でのＰＲ活動 パンフレットを設置してもらいＰＲを図る。 大河原駅，ホテル等にパンフレットを設置して
もらう。

村田町

観光宣伝事業 マスコミ等へ情報提供を行ない観光ＰＲをす
る。

新聞，雑誌への無料広告掲載。テレビ，ラジオ
等への情報提供

丸森町

亘理町観光親善大使 本町のイメージアップを図るため，本町にゆか
りのある方々を委嘱し，本町の魅力のＰＲとと
もに，まちづくりの提言と観光事業の推進に支
援する。

魅力，情報等のＰＲ，意見や提言を寄せていた
だき，また，本町特産品の良さの普及，宣伝
(平成17年2月　19人委嘱）

亘理町

● ●

国際観光推進事業 外国人観光客の入込数増加を図る。 外国語パンフレットの提供
ボランティア通訳者支援
外国人向け観光ルートの設定

松島町

まほろば大使事業 町に関する情報を発信し，広くみやぎ大和をＰ
Ｒ，提言することを目的とする。

本町にゆかりのある方々をまほろば大使として
委嘱，広く町に関する情報交換等を行う（情報
交換会・町広報紙掲載）。

大和町

●

南三陸町夢大使 観光や物産品等を含め，全国に南三陸町をＰＲ
していただくことによりイメージアップを図
る。

観光や物産品等を含め，全国に南三陸町をＰＲ
していただくことによりイメージアップを図
る。

南三陸町

●

観光関連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作
成・更新

観光情報をホームページに掲載することで全国
にタイムリーな情報提供を図る。

ホームページに観光情報を搭載 各市町村

観光パンフレット作成業
務

観光パンフレットを作成し観光宣伝の充実強化
を図る。

観光パンフレットを作成し観光宣伝の充実強化
を図る。

関係市町
村

新聞・旅行雑誌等マスメ
ディアを利用した広告宣
伝

観光施設・イベントの観光ＰＲにより，観光客
の誘客を図る。

新聞・旅行雑誌等を利用した町内観光施設・イ
ベント情報の広告宣伝

関係市町
村

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)

事業名

 



－ 67 － 

いざなう

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的

手法
長期的視
野の事業

②みやぎの誘客ピンポイント対応
広域観光連携推進事業 県内や近県の自治体との連携により，観光地と

しての知名度の向上と集客に結び付く共同事業
を展開し，広域的な観光ゾーンとしての総合的
な魅力の向上を図る。

メディア・旅行エージェントへの誘致セールス
等の共同実施や，各自治体が行う各種プロモー
ション活動への協力。観光ルートの開拓などを
実施

仙台市

観光と物産展の開催 石巻の物産品宣伝及び販路拡張 宮城ふるさとプラザなどで「石巻の観光と物産
展」を開催する。

石巻市

観光と物産展の開催 白石の観光地及び物産品の宣伝及び販路の拡大 姉妹都市である札幌市白石区・登別市・神奈川
県海老名市そして仙台駅構内等で「白石の観光
と物産展」を開催する。

白石市

●

観光開発宣伝事業 角田市の観光宣伝による観光客誘致 観光パンフレットの作成，目黒区民祭りへの参
加等によるＰＲ活動，その他

角田市

エアポートマラソン 健康づくりの実践 選手をコースごとに募集し，レースを実施 岩沼市

観光と物産展の開催 登米市の物産品宣伝及び販路拡張 宮城ふるさとプラザなどで「登米市の観光と物
産展」を開催する。

登米市

地場産品等ＰＲ事業 地場産品等の販売を通じて観光ＰＲ及び誘客を
図る。

仙台市にある登米物産館で特産品の販売を行
う。

登米市

各種キャンペーン事業 観光キャンペーン事業を行い，地域観光の活性
化と県内外からの観光客の誘客を図る。

県と連携し，物産販売や観光ＰＲを行う。 栗原市

友好姉妹都市交流事業
（東京都あきる野市）

姉妹都市との交流を通して観光物産などの販路
拡大を進める。

物産品の交流及び現地視察研修会の実地 栗原市

伊豆沼・内沼ハスまつり 蓮の咲く時期に，遊覧船を運航させ，観光客の
増進を図る。

遊覧船の運航 栗原市

観光宣伝事業 市内外への観光宣伝・情報発信を積極的に展開
し，東松島市の知名度及び観光地としてのイ
メージの向上と定着を図る。

観光誘客キャンペーンの実施
観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｽﾀｰの作成・配付
観光情報誌等への広告掲載
観光案内業務の充実
ＨＰの充実

東松島市

姉妹都市交流事業 姉妹都市との交流を通して相互理解並びに観光
物産などのＰＲを進める。

姉妹都市「東京都台東区」との市民及び産業交
流

大崎市
●

地域活性化イベント事業 本町の歴史文化的条件から生み出された地域文
化や郷土料理などを通してイベントを開催し，
地域間交流を深め農・水・商工業者が一体と
なって地域活性化を図る。

伊達なわたり活き生きフェスタ（水産まつり，
まるごとフェア）の開催

亘理町

友好都市交流事業（神奈
川県大和市）

町のＰＲ及び地場産品の販路拡大 大和市民まつり観光物産展への参加 大和町

友好都市交流事業（山形
県尾花沢市）

町のＰＲ及び地場産品の販路拡大 山形県尾花沢市花笠まつりの参加交流 大和町

物産振興事業 地場産品等の販売ＰＲ及び販路拡大 首都圏及び仙台等物産販売，ＰＲ（米まつりIN
巣鴨・たいわまるごとフェアIN仙台等の開催及
び杉並第三小学校同窓会物販）

大和町・
物産振興
協会 ●

地場産品等ＰＲ事業 仙台圏や都市部において開催されるイベント等
へ参加し，地場産品等の販売を通じて観光ＰＲ
及び誘客を図る。

仙台圏や都市部で開催されるイベント等への出
店・参加

加美町及
び地場産
品関係業
者・団体

●

女川のまつり 地場産品の流通促進
交流人口の増加
地域経済の活性

地場産品をまつりテーマとして，春のまつり，
冬のまつりを開催

女川町

夕市事業 夕市を開催し，地元の食材を安価で提供する。
（地産地消）

農林水産物の販売 本吉町

③イベントコンベンションの誘致
デスティネーションキャ
ンペーン事業

自治体，観光関係者，JR６社との協同による大
型観光キャンペーンであるデスティネーション
キャンペーンを行い，地域観光の活性化と全国
からの観光客の誘客を図る。

平成20年10月からのデスティネーションキャン
ペーンに向け，宮城県や他の市町村，観光事業
者などと連携し，推進母体の設立，キャンペー
ンの骨格決定，具体的な受入態勢の整備を行
う。

DC実行委
員会及び
各市町村

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)
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もてなす

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的
手　　法

長期的視
野の事業

①みやぎのやさしい人づくり
外国人観光客受入環境整
備事業

外国人観光客受入体制整備をすることにより，
さらに積極的な海外からの観光客誘致を推進す
る。

外国人観光客が訪れやすく，支障なく移動で
き，快適に滞在できる環境をつくるため，多言
語案内標識等の整備，外国人向け観光情報の充
実，地域受入体制の整備等を実施する。

仙台市

石巻観光協会助成事業 石巻市観光戦略プラン策定委員会で体制の強化
を答申された観光協会の活動を強化し，観光振
興の推進体制を構築する。観光関係団体と行政
がそれぞれの役割を担い，連携して観光の振興
を図る。

観光協会への助成
観光誘客事業
観光ボランティア研修事業の実施

石巻市

コンシエルジュ事業 市民ひとり一人のホスピタリティを向上させ，
満足度アップを図る。

募集，研修，認定制度の創設 気仙沼市
●

観光関係団体育成事業 観光事業者の先導的役割を担う団体として観光
協会の活動を強化し，民間主導による観光振興
の推進体制を構築する。観光関係団体と行政が
それぞれの役割を担い，連携して観光の振興を
図る。

観光協会への助成
観光誘客事業のタイアップ
スキルアップ研修事業の実施

東松島市

桜まつり観光ボランティ
ア

桜まつり期間中，JR大河原駅前に臨時観光案内
所を設け，観光ボランティアによる案内を行
う。

観光ボランティア（国鉄JR職員OB，文化財友の
会会員，さくらの会会員）による案内・観光パ
ンフレットの配布

大河原
町・大河
原町観光
物産協会

思いやりの心で育てる花
と緑のまちづくり事業

環境美化運動の展開 公共施設や幹線道路等をプランターや花壇を利
用し花苗を植栽し，花いっぱい運動を展開

亘理町

観光サービス向上人材育
成事業

観光客等への接遇マナー，サービスの向上を図
る。

本町観光産業に携わるものを対象に，サービス
向上を図る人材育成のための講習会

亘理町

国際交流事業 松島町国際交流協会の活動を通して，国際交流
の推進を図る。

友好都市との交流や，留学生との交流を通じ国
際観光地区の住民としての意識付けを図る。

松島町

住民観光ガイド育成事業 観光ガイドグループの設立を支援推進してい
く。

観光ガイドグループの設立を支援推進してい
く。

松島町

松島湾リフレッシュ清掃
事業

松島を貴重な文化遺産として次世代に引き継ぐ
ために地域住民による清掃を行い，松島湾の再
生を目指す。

松島湾沿岸に係る地域住民総参加の下，清掃活
動を行う。

七ヶ浜町

●

観光客受入体制づくり支
援事業

観光客に対する接客マナーの向上を図る。 講習会の開催 女川町

観光振興アドバイザー派
遣事業

地元の資源を有効に活用し，地域の活性化を図
るため当事業を実施し，特産品のブランド化・
観光客の受入態勢づくりを図る。

南三陸町ブランド塾を開設し，観光関連事業者
の育成及び観光客の受入態勢づくりを図る。

南三陸町

②みやぎのやさしい観光地づくり
作並地区観光振興推進事
業

作並地区の温泉や自然など恵まれた地域資源を
活かし，地域住民や観光客の交流拠点となる施
設を整備する。

交流拠点施設の整備
鳳鳴四十八滝遊歩道等整備

仙台市

観光シティループバス事
業

市内中心部の主要な観光スポットを効率よく巡
る観光シティループバス「るーぷる仙台」を運
行し，来仙する観光客の利便性の向上を図る。

市内中心部の主要な観光スポットを効率よく巡
る観光シティループバス「るーぷる仙台」を運
行する。

仙台市

観光コース開発整備事業 市内観光施設への案内を容易に行うため，計画
的に観光案内板の設置を進める。

観光案内版の設置 角田市

観光案内所設置事業 イベントの開催，観光情報等の発信拠点づくり
を行う。

駅前の旧長崎屋の一部を借り観光案内所を設置 多賀城市

ミニ観光案内所設置事業 本市を訪れた観光客が円滑に観光スポットを周
遊できるように案内システムを充実させる。

ガソリンスタンド等での観光案内・観光パンフ
レットの設置

多賀城市

観光サインの整備事業 交通アクセスや散策ルート上に観光案内誘導サ
インを設置し，来訪者の利便を図る。

交通アクセスや散策ルート上に観光案内誘導サ
インを設置し，来訪者の利便を図る。

多賀城市
●

路地裏整備活用 人通りの多い賑やかさを創出 裏路地を活用してのイベントを実施 岩沼市

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)
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もてなす

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的
手　　法

長期的視
野の事業

統一的景観の整備 人通りの多い賑やかさを創出 中心市街地の景観を整備するためのルールづく
り

岩沼市

歩道・サイン表示 歩行者の歩行空間等の整備 案内表示板・歩道の整備 岩沼市

多目的広場ポケットパー
クの整備

休憩空間の整備 多目的広場等の整備 岩沼市

岩沼駅前広場整備 市街地の整備改善 駅前広場の整備 岩沼市
●

県道岩沼停車場線整備 市街地の整備改善 県道の歩道整備 岩沼市
●

くりこま高原駅～栗駒山
直通バス運行

観光客の誘致を図るため実施 くりこま高原駅～栗駒山直通バス運行 栗原市

栗駒山無料シャトルバス
運行（紅葉シーズン）

栗駒山登山口付近の交通混雑を解消し，より多
くの観光客の誘客を図る。

無料シャトルバスの運行 栗原市

観光振興事業 市民，観光関連団体・事業者，行政などが，そ
れぞれの役割を担いながら，協働して観光事業
を展開できるような仕組みを構築し，一体と
なって観光振興に取り組めるよう，観光振興施
策を整備し，観光によるまちづくりの推進を図
る。

観光振興計画の策定
観光アンケートの実施
観光フォーラムの開催

東松島市

観光イベント支援事業 各観光イベント実施団体が企画実施する観光イ
ベントを支援し，イベントの充実を図る。

イベント補助，支援 東松島市
石巻市

屋号型看板設置事業 七ヶ宿街道としての歴史的宿場町の再現を目的
とする。

屋号を再現及び公共施設の表示を行っている。
また，個人世帯の実施については補助制度を設
けている。

七ヶ宿町

豪農の館整備事業 豪農の館整備 豪農の館整備 村田町

やましょう記念館整備事
業

やましょう記念館整備 やましょう記念館整備 村田町

観光三昧推進事業 本町特産のいちご，潮干狩り，温泉入浴及び四
季折々の特産物を生かした郷土料理を提供し，
観光リピーター増加を図る。

観光三昧クーポン券等の発行及び宣伝 亘理町

●

国民保養センター改築事
業

高速自動車道，鳥の海周辺環境整備事業等によ
り観光客の増加が見込まれ，サービスの向上と
満足度とグレードアップの施設を改築する。

国民保養センター建設 亘理町

寺町整備事業 瑞巌寺周辺地域の環境整備事業を図る。 瑞巌寺周辺地域を寺町としてふさわしい道路及
び沿道空間の整備

松島町

歩いて楽しい街整備事業
（ウォーキングトレイ
ル）

観光名所を巡るコースの整備を図る。 モデルコースの設定
説明・案内板の設置
ガイドの育成

松島町

駅舎建設推進事業 JR仙石線松島海岸駅東北本線相互乗入駅舎建設 JR仙石線松島海岸駅東北本線相互乗入駅舎建設 松島町

観光案内板改修 町内観光案内版を整備し，観光客の利便性向上
を図る。

町内に設置された観光案内板の内容について改
修を行う。

七ヶ浜町

万葉の里・おおひら定住
促進事業

産業振興を図る施設等の整備 地場産品販売所の整備 大衡村

愛宕山公園（シャクヤク
園・あじさい園）環境整
備

愛宕山公園（シャクヤク・あじさい園）の環境
整備

シャクヤク・あじさいによる観光資源の確保 色麻町

観光案内所設置事業 観光情報の提供 観光案内，パンフレット配布 女川町

海水浴場環境整備事業 観光客の誘客 海水浴場の環境整備，開設 関係市町
村

遊歩道・登山道等の整備 安全確保を図る。 維持管理 関係市町
村

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)
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もてなす

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的
手　　法

長期的視
野の事業

③みやぎの地域資源向上
沢端川清掃作業 当市の象徴でもある白石城の掘り割り，特に沢

端川の清流を市民との協働で清掃していくこと
で，市民一人一人の美化意識と観光客へのイ
メージ向上を目指す。

商工会議所との共催で，清掃ボランティアを募
り年２回（春・秋）実施する。

白石市

● ●

田舎暮らし体験ツアー 農業体験や地場産品などを通じて，当市の魅力
を知ってもらい，交流・定住人口の拡大を図
る。

首都圏及び仙台圏の方を対象に，当市の地場産
業である酪農・稲作等の体験と散策（毎年１０
家族３０人を予定）

白石市

白石藩倶楽部事業 ＵＩＪターン支援情報ｻｰﾋﾞｽの一環として本市
の魅力をＰＲするため地場物産品を頒布する。
また，本事業を通じて，関心のある方とのﾈｯﾄ
ﾜｰｸを構築し交流人口増を目指す。

会員を募り，特典として地場物産品のセット販
売と観光ＰＲ・クーポンの発行をする。

白石市

●

多賀城ぐるり満喫ルート
（仮称）の整備

歴史文化等の地域資源を活用した観光散策ルー
トを設定する。

歴史文化等の地域資源を活用した観光散策ルー
トを設定する。

多賀城市

食育・健康フェア 食事を通じての健康づくり 地産地消による料理コンテスト等の実施 岩沼市

伊豆沼・内沼クリーン
キャンペーン

伊豆沼・内沼の環境美化活動による資源保持 伊豆沼・内沼の清掃活動 栗原市

白石川堤桜樹（一目千本
桜）保護

宮城県を代表する桜の名所「白石川堤一目千本
桜」の保護・環境整備を図る。

害虫「アメリカシロヒトリ」の駆除
テングス病枝や枯枝の伐採
栄養剤の注入・施肥
その他白石川や駅前の一斉清掃

大河原
町・大河
原町観光
物産協会

田園空間博物館事業 山元町の大地から空までを博物館としてとらえ
ようとする取組
わが町の主要産業である農業をテーマとした歴
史や文化を「収集・保存」「調査・研究」「展
示・活用」することにより保存・復元し，次世
代へ伝えていくとともに，昔の農家の自給自足
の暮らしで培われた知恵や技を現在に生かし，
地域振興を図る。

○ワークショップ，施設利活用活動，集落検討
会
○わが町の農業の歴史・文化に係る「収集・保
存」,「調査・研究」,「展示・活用」する田園
空間博物館活動

山元町・
野外ぐる
りん友の
会

●

山元町地域産業振興協議
会事業

山元町・商工会・漁協・農協が一体となり，山
元町の豊かな自然から生まれる地場産品の販路
拡大を図るとともに，地域産業の活性化を推進
する。

ホッキ漁の最盛期である２月下旬に『やまもと
ホッキ祭り』を開催し，本町特産のホッキ貝を
中心とした地場産品のＰＲ・販路拡大を図ると
ともに，町内商工業者の活性化と地域振興を図
る。

山元町・
亘理山元
商工会・
山元町漁
協・みや
ぎ亘理農
協

●

文化・芸術振興事業 住民が芸術・文化に親しむ機会の提供と併せて
観光客誘致にも役立てる。

アートフル松島全国絵画公募展
松島芭蕉祭並びに全国俳句大会
松島園遊茶会の開催

松島町

体験型観光推進事業 体験型観光メニューの充実を図る。 松島とっておき体験くらぶの育成，支援 松島町

新商品開発事業 松島における土産品開発及び名物料理の開発 四季彩食松島推進協議会，松島地産地消推進協
議会の支援

松島町

特別名勝「松島」の保護
事業

景観保護の推進 松喰い虫対策事業
石こく再生事業　※「石こく」：ラン科の植物

松島町

利府町観光ワークショッ
プ事業

利府町内の様々な魅力ある地域資源を有効的に
活用し観光客へのもてなしの心を持ってお迎え
するため，体験観光を中心とした事業展開を図
るもの。

・体験観光のメニュー化
・体験観光事業の実施

利府町

●

大和町優良地場産品推奨
事業

特産品等を推奨することで，ブランド化を推進
しＰＲを図るもの。

町の特産品を推奨品として認定し，「大和町の
優良地場産品」としてＰＲ等を行うもの。

大和町

地場産品の振興 酒米蔵の華の大衡村で生産農家の育成 大衡村産の酒米蔵の華で醸造した万葉美人（吟
醸・純米・濁り）でおおひらの観光をＰＲ

大衡村

観光モデルコース作成 広域のパンフレットとともに広域のモデル観光
ルートを作成し誘客を図る。

自然・歴史・食などのコースを設定し誘客の体
制を整備する。

未来都市
づくり研
究会
大衡村

稚魚放流事業 町内を流れる鳴瀬川水系の水産資源確保と自然
環境保全及び観光地域資源定着化を目的に実施
する。

町内数箇所にアユ，イワナ，ヤマメの稚魚を放
流

加美町

●

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)

事業名
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もてなす

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的
手　　法

長期的視
野の事業

グリーンツーリズム推進
事業

地域資源を生かした都市・農村体験交流を推進
することにより地域の活性化を図る。

グリーンツーリズム実践のためのネットワーク
を構築し，農村体験ができる仕組みを作る。

美里町

ＪＲ旅のプレゼント 身障者と健常者が交流し，ＪＲの旅と地引き網
体験を通して楽しむことを目的とする。

身障施設に通う子供たちの地引き網体験 本吉町

乳製品加工体験事業 地場産業を活用した体験型観光の推進 ミルクハート館を活用したアイスクリーム等の
加工体験

本吉町

特産作物振興事業
（薬用人参，ブルーベ
リー）

本町の特産品として確立し，遊休農地の解消，
所得の向上及び体験型農業の観光化を目指す。

薬用人参の作付，ブルーベリーの摘み取り体験 本吉町

グリーンツーリズム推進
事業

消費者と生産者の交流を図る。 農業・自然体験学習の受入態勢づくり 南三陸町

体験観光事業 漁業等の体験観光の確立により観光客の誘客を
図る。

漁業事業者と民宿等の連携強化による受入態勢
づくり

南三陸町

体験型観光受入体制整備
事業

体験型観光の受入体制を整備することにより，
交流型産業の振興を図る。

地域の体験・料理・芸能等を再発掘し，併せて
体験インストラクターや観光ガイド等の人材育
成を実施し，体験型観光の受入体制を整備す
る。

南三陸町

●

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)

事業名

 
 
 

ととのえる

事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
非予算的
手　　法

長期的視
野の事業

①みやぎの地域力向上組織
広域観光連携推進事業 広域での観光連携によりエリア内での魅力を高

め誘客促進を図る。
DCの推進 松島町

みやぎ三陸黄金海道観光
推進事業

広域連携による観光客誘致促進 誘致宣伝事業
ポスター，パンフレットの作成

関係市町

宮城おとぎ街道観光客誘
致協議会事業

広域的に観光宣伝をすることで，情報発信を促
進する。

宮城おとぎ街道観光客誘致協議会事業を通じて
の広報を行う。

関係市町

大崎，栗原，登米地域観
光推進協議会事業
（ろまん街道）

地域の豊富な観光資源を広く紹介宣伝し，観光
客の誘致促進を図り，地域の活性化に努める。

観光ガイドブックの作成 関係市町

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(市町村事業)

事業名
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いざなう

事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

みやぎまるごとツーリズ
ム

宮城県内のグリーン・ツーリズムに関する情報
の発信と，都市と農山漁村をつなぐことを主な
目的としたホームページを運営する。

グリーン・ツーリズムや農林漁家レストラン等
の紹介

みやぎグ
リーン・
ツーリズ
ム推進協
議会

むらづく
り推進課

みやぎ寿司海道塩竈地域
推進協議会支援事業

日本一の寿司の街塩竈をＰＲし，観光客の誘致
により，塩竈地域の活性化を図ることを目的に
活動を行っているみやぎ寿司海道塩竈地域推進
連絡協議会が行う事業を支援する。

塩竈の寿司店への誘客，情報発信への支援 みやぎ寿
司海道塩
竈地域推
進連絡協
議会

仙台地方
振興事務
所

みやぎ寿司海道推進連絡
協議会支援事業

塩竈，石巻，気仙沼地域をエリアとする南三陸
の寿司店を全国に情報発信し，観光客の誘致に
よる地域活性化を目的に活動を行っているみや
ぎ寿司海道推進連絡協議会が行う事業を支援す
る。

みやぎ寿司海道の情報発信への支援 みやぎ寿
司海道推
進連絡協
議会

仙台地方
振興事務
所

貞山運河フェスティバル 宮城県と地域の発展の基礎となった貞山運河に
ついて各種催しを通じ，運河の歴史や河川に親
しみ，河川に対する理解と関心をより深めるこ
とにより，自然や河川への愛護の普及を図るも
の。

貞山運河の水紀行，カヌー体験，運河の歴史な
どの講話や地元団体等による各種イベントを実
施する（毎年，名取市と岩沼市とで交互に開
催）。

貞山運河
フェス
ティバル

河川課
名取市・
岩沼市

仙台空港国際化利用促進
協議会事業

多様な交流を支えている仙台空港の更なる機能
向上を目指して，仙台空港の航空路線の安定化
と拡充，新規路線の開設を図ることを目的とす
る。

仙台空港の利用促進を図るための各種事業（各
種ＰＲ媒体を用いた需要喚起，航空会社への要
請，旅行商品告知費助成，インターネットポー
タルサイトの運営・更新等）を実施する。

仙台空港
国際化利
用促進協
議会

空港対策
課

みやぎ観光サポーターク
ラブ推進事業

関東圏に宮城の観光情報を発信するため，サ
ポータークラブを立ち上げる。

みやぎ女将会が県内に勤務経験のある関東圏の
みやぎにゆかりのある経済人を「みやぎ観光サ
ポーター」として取り込み，観光情報の発信を
推進する。

女将会・
観光連盟

観光課

情報発信資料の整備 県内外の旅行会社やマスコミへの情報発信及び
一般旅行者に対するＰＲに努めるため，各種資
料を整備する。

○観光ガイドブックの作成
○季刊観光情報誌の作成
○観光マップの作成

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

ホームページ（PC用・携
帯用）の運営

各種情報を広く紹介するためホームページ「宮
城まるごと探訪」の運営に努める。

○ 観光掲示板「みやぎ観光ＰＲ応援隊 カキコ
ミ情報」システム
○ 各種宣伝資料等のデジタル化
○各サイト・情報の作成更新

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

各種情報の収集・提供 地域の取組等，観光に関する各種データ・資料
を会員等の協力により収集し，観光資料やイン
ターネット等で広く情報を提供する。

○観光資料の定期的な提供（提供先約950施
設，マスコミ・旅行会社約430か所）
○日本観光への情報提供

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

観光客の誘致促進 主に県外からの観光客の誘致促進を図るため，
社会情勢や観光動向をとらえながら，旅行会
社，マスコミと連携し効果的な事業展開に努め
る。

○マスコミタイアップ
○体験・交流型観光の推進（体験みやぎの情報
整備）
○地域料理メニューの発掘（味コレクションの
情報整備）

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

海外宣伝事業 国際観光テーマ地区会員地域への外客誘致を図
るため，他の団体等との連携を図りながら，韓
国，台湾その他のアジア地域からの観光客誘致
に向けた事業を行う。

○観光セミナー，旅行博等への職員派遣
○旅行AGT，マスコミ等の招請事業

宮城県国
際観光
テーマ地
区推進協
議会

観光課

宣伝ツール作成事業 国際観光テーマ地区会員地域への外客誘致を図
るため，誘客宣伝用パンフレットを作成する。

○「Welcome to Miyagi Japan」の印刷 宮城県国
際観光
テーマ地
区推進協
議会

観光課

観光情報発信事業 せんだい・宮城フィルムコミッションの映像制
作誘致活動やホームページによる情報提供活動
を通し，宮城県・仙台市・松島町の魅力を発信
していく。

宮城県・仙台市・松島町のロケ地情報の提供，
関係機関との調整などの支援を行うとともに，
映像制作の誘致等を実施・宣伝し，誘客を図
る。

せんだ
い・宮城
フィルム
コミッ
ション

仙台市

仙台旅日和運営支援事業 魅力的な観光情報を簡単に入手できるＷＥＢサ
イトを運営することにより，仙台への興味喚起
を促し，新たな観光需要の創出，集客拡大を図
る。

観光情報ＨＰ「仙台旅日和」の運営を支援し，
多角的視点による集客資源の情報発信を行う。

仙台観光
コンベン
ション協
会

仙台市

物産と観光展の開催 仙台の物産品宣伝及び販路拡張 川崎市・横須賀市などで「仙台の観光と物産
展」を開催する。また，市内において工芸展を
開催する。

仙台市，
仙台観光
コンベン
ション協
会

仙台市

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

エアポートセールス 仙台空港のＰＲを行い，観光客を含めた仙台空
港利用者の増加を図る。

仙台空港国際化利用促進協議会の会員として，
航空会社等に対し仙台空港のセールスを行う。

仙台空港
国際化利
用促進協
議会

仙台市

航空路就航都市での観光
キャンペーン

仙台市の観光ＰＲを行い，誘客推進を図る。 仙台空港国際化利用促進協議会の会員として，
各就航都市で仙台市の観光ＰＲを行う。

仙台空港
国際化利
用促進協
議会

仙台市

石巻新名物料理普及促進
事業

石巻地域の新しい名物料理に定着させる。 商品の開発研究・販売方策の検討や，地域内外
に広く紹介するためにイベント等を実施する。

県・商工
会議所

石巻市

おいしおがま「食べ歩
き」事業

食を通じて，「心とこころのふれあい」・「人
と街のふれあい」の中から，塩竈の魅力を再発
見し，同時に商店街の活性化を図る。

食べ歩きイベントの実施 塩釜市青
年四団体
連絡協議
会

塩竃市

気仙沼映画祭 気仙沼市が題材の映画を放映することにより全
国圏での観光客へのＰＲ及び観光客の誘客を図
る。

全国へのＰＲ 気仙沼市
コンベン
ション
ビューロ
協議会

気仙沼市

目黒のさんま祭 関東圏からの観光客誘客 観光ＰＲ活動 目黒のさ
んま祭気
仙沼実行
委員会

気仙沼市

●

蔵王山麓観光キャンペー
ン

蔵王の恵みを広く観光客に紹介し，地場産品の
販路拡大と観光客誘致・地域の活性化を目指し
開催する。

集客を見込める施設，街頭等に赴き，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
を配布する。

宮城蔵王
山麓観光
協議会
（１市３
町）

白石市

●

地域活性化イベント事業 本市の歴史的条件から生み出された地域文化や
食材等を活用したイベントを開催し，農・水・
商工業者が一体となって地域活性化を図る。

神社ｄｅバザール，活き粋“ゆりあげ”浜っ子
市の開催

名取市商
工会地区
活性化委
員会

名取市

阿武隈川いかだ下り大会
事業

阿武隈川の河川愛護と美化を呼び掛け参加の親
睦と観光の振興を図る。

仮装アイディア部門，タイムレース部門，自然
満喫部門ごとに参加者を募り，大会を実施す
る。

阿武隈川
いかだ下
り大会実
行委員会

角田市

宇宙っ子まつり事業 市内台山公園において宇宙関連のイベントを展
開しスペースタワー・コスモハウスのＰＲ活動
と観光の振興を図る。

実行委員会体制により各種イベントを企画・運
営する。

宇宙っ子
祭り実行
委員会

角田市

岩沼市観光写真コンクー
ル

岩沼市の紹介・宣伝 写真の募集と展示 岩沼市観
光物産協
会

岩沼市

ほろ酔いウォークラリー 飲食を通じての街の活性化 飲食ラリー 岩沼市観
光物産協
会

岩沼市

市民夏まつり 市民の交流 各種ブース・イベントの展開 運営委員
会

岩沼市

長沼はすまつり 蓮の咲く時期に，遊覧船を運航させ，観光客の
増進を図る。

遊覧船の運航 長沼はす
まつり実
行委員会

登米市

●

物産振興事業 市内の物産の紹介と販路の拡大 旬の市の開催 東松島市
物産振興
会

東松島市

わらじで歩こう七ヶ宿 健康増進及び観光振興 七ヶ宿街道約11ｋｍをわらじを履いて歩き，歴
史街道を旅する。

七ヶ宿町
観光協会

七ヶ宿町

雪だるまコンテスト 冬期観光客やスキー場への誘客を促進するとと
もに地域の連携と活性化を図る。

町民や団体が主体となり雪だるまや雪像を沿道
に作製し，冬期七ヶ宿を訪れる観光客やスキー
ヤーを歓迎する。

七ヶ宿町
観光協会

七ヶ宿町

農林業イベント開催 町内で生産されている農林産物の良さを知って
もらい，キノコや果樹，特産品などをＰＲしな
がら販売し都市住民との交流を図る。

春の幸祭り・秋の春祭りの開催 七ヶ宿町
森林組合

七ヶ宿町

小京都むらたフォトコン
テスト

村田町の紹介・宣伝 写真の募集と蔵の町並みの店蔵を利用しての展
示

村田町観
光物産協
会

村田町

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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いざなう

事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

観光振興対策事業 観光関係当事者と密接な連携をとり，観光事業
の発展，観光客の誘致を図るため観光宣伝の効
用に努め，観光開発の助長を促進し，併せて地
方文化の向上に資する。

わたりふるさと夏まつり・えんころ節全国大会
等の開催，海水浴場の開設，観光写真コンクー
ル・ファンクラブ事業の実施，機関紙の発行な
ど

亘理町観
光協会

亘理町

青空市 七ヶ浜町の産業を広く周知し，地域発展を図り
ながら町の活性化に寄与する。

町内の第1次産業及び商工業者が一同に会する
産業祭り

青空市実
行委員会

七ヶ浜町

●

七の市 地産地消をテーマに地元で採れた新鮮な野菜や
魚介などを安心・安全・安価で販売し，町内第
１次産業の活性化を図る。

毎月１回，朝市という形で開催し，旬の食材を
目的に添った形で提供する場を設ける。

七の市実
行委員会

七ヶ浜町

●

ボッケと収穫祭 地場産業の活性化並びに地場産品のＰＲ及び消
費拡大を図る。

町の特産「ボッケ」を始め，秋に収穫される地
場産品を販売する。

ボッケと
収穫祭実
行委員会

七ヶ浜町

●

まるごとフェアIN仙台 町のＰＲ及び地場産品の販路拡大 まるごとIN仙台への参加 観光物産
協会

大和町

まほろば夏まつり 町民相互の交流と親睦域づくりの活性化を図
る。

まつりの開催 まほろば
まつり実
行委員会

大和町

各種ＰＲイベントの開催 自然や地場産品などの町の資源を様々なイベン
トを通じて発信・ＰＲする。

・初午まつり火伏せの虎舞　・やくらい春まつ
り　・陶芸の里春まつり　・あゆの里まつり
・やくらいべごっこまつり　・加美町食の文化
祭　ほか

加美町及
び各種団
体（実行
委員会形
式）

加美町

●

おんべこ活性化推進協議
会事業

生産者と消費者，都市住民との交流により地域
活性化を図るとともに地域循環型の環境に優し
い地域づくりを構築する。

菜の花の栽培によるエコフラワー事業
産業まつり等イベント

おんべこ
活性化推
進協議会

美里町

こごた朝市 農産物の販売を通した生産者と消費者との交
流，及び地産地消の推進を図る。

５月から１０月の毎日曜日に物産市を開催 小牛田朝
市運営委
員会

美里町

鮭一本釣り事業 鮭一本釣り事業を通して，観光客の誘客を図
り，地域活性化と鮭ふ化・放流事業への理解を
深める。

鮭の一本釣り及び地場産品の販売 本吉町小
泉川鮭増
殖組合

本吉町

うにまつり 新鮮優良な魚介類・農産物及び加工品等を町内
外に宣伝ＰＲし，地場産業の振興及び地域の活
性化を目的とする。

農林水産物の販売 本吉町産
業振興公
社

本吉町

あわびまつり 新鮮優良な魚介類・農産物及び加工品等を町内
外に宣伝ＰＲし，地場産業の振興及び地域の活
性化を目的とする。

農林水産物の販売 本吉町産
業振興公
社

本吉町

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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もてなす

事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

小規模事業経営支援事業 商工会，商工会議所及び商工会連合会による経
営相談指導の強化

経営改善普及事業の実施（商工会等が行う経営
改善普及事業等への補助）

商工会，
商工会議
所，商工
会連合会

団体指導
検査課

水産物トップブランド形
成事業
（「市場発信型」ブラン
ド形成事業）

水産物のブランド化の構築と販路とシェアの拡
大，生産者サイドのマーケティング力の強化を
図り，本県水産物の一層の品質向上を促進す
る。

石巻魚市場に水揚げされるカツオのブランドの
確立，PR活動，販売促進

石巻水産
振興協議
会

石巻地方
振興事務
所

都市との交流 都市住民との交流を促進するとともに，体験・
宿泊を組み合わせた滞在型観光を推進すること
により，離島・半島地域の活性化を図る。

・長期滞在商品の企画・充実
・金華山を活用した自然体験交流
・離島半島地域の自然ＰＲ

牡鹿半島
癒しの旅
委員会

石巻地方
振興事務
所

石巻圏域誘客促進事業 観光施設等の連携の下，魅力的なサービスを提
供することにより，観光ＰＲと石巻圏域への誘
客を図る。

圏域の観光施設や農林水産関連直売所等が連携
した観光キャンペーン等の実施による魅力ある
石巻の発信と誘客の促進

実行委員
会

石巻地方
振興事務
所

石巻地域畜産ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 石巻地域の家畜改良意欲の高揚と飼養管理技術
向上・普及を図るとともに，消費者との交流に
よる畜産物の消費拡大に寄与する。

石巻地域総合畜産共進会の開催に合わせ，畜産
物展示ＰＲ，特売，抽選，食の安全・安心Ｐ
Ｒ，相談等を開催しながら消費者交流を開催

石巻地域
総合畜産
共進会実
行委員会

石巻地方
振興事務
所 ●

地域観光開発の推進 魅力ある観光地づくりを推進するため，学識経
験者等からの指導により，各種団体等と連携
し，観光客受入態勢づくりの強化に努める。

○観光客受入態勢づくりに対する支援（アドバ
イザーの派遣）
○人材育成の推進（観光関係者セミナーの開
催）
○地域イベント開発の推進

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

ホスピタリティーの推進 魅力ある観光地づくりを推進するため，各種団
体等と連携し，おもてなしの推進を図り，観光
みやぎを推進する。

○講習会・研修会の開催
○アクセスポイントでのおもてなしの推進
○観光功労者の表彰

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

共同事業の推進 各種団体等が実施する観光事業等と連携し効果
的な事業展開に努める。

○各種観光展等への参加
○県内広域圏事業への支援
○県外広域圏事業への支援
○観光客受入施設との共同事業

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

企画専門委員会の開催 より良い事業の推進を図るため，観光関係者の
意見・要望を聴きながら重点事業等について協
議する。

地域及び各種業界で構成する企画専門委員会を
開催する。

(社)宮城
県観光連
盟

観光課

観光振興調査・整備 県内観光関連事業者等の基礎資料とするため，
宮城県等関係者の協力を得て観光資源及び事業
者の調査・整備に努める。

イベント＆観光・宿泊施設一覧の整備 (社)宮城
県観光連
盟

観光課

仙台まるごとパス運営支
援事業

仙台・松島・山寺をエリアとするＪＲ，バス，
地下鉄2日間フリー乗車券「仙台まるごとパ
ス」を発行，運用することにより，交通機関の
利便性向上と新たな交流人口の拡大を図る。

「仙台まるごとパス」の運営を行う仙台まるご
とパス運行協議会の調整，広報を行う。平成１
８年度末のアクセス鉄道開通，エリア対象への
組み入れを契機に今後も対象エリア拡大，サー
ビス充実，販売方法充実等を実施する。

仙台まる
ごとパス
運行協議
会

仙台市

ボランティア観光ガイド
研修会の開催

観光ガイドボランティアの育成 ボランティア観光ガイドの登録及び研修会の実
施

石巻観光
協会

石巻市

石巻かきブランド化事業 豊富で新鮮な水産資源である「石巻かき」を定
着させ，知名度向上や販路拡大を図る。

・｢石巻かき」に関する各種イベントの開催
・「石巻かき」を消費者に紹介するインター
ネットやパンフレット，ポスター等によるＰＲ
活動
・「石巻かき」の産直販売及び各種物産展など
への参加

石巻かき
ブランド
化事業委
員会

石巻市

塩竈市活性化回遊事業
（乗って，ぶらぶら輪）

塩竈市を訪れる観光客に歴史や文化など「楽し
いスポット」を発見してもらうこと，また，商
業活性及び振興を推進することを目的とする。

レンタサイクル貸出（トライク，セニアカー，
車いす）
しおなびｉショップとの連携
利用者アンケートの実施

塩竈市観
光物産協
会

塩竃市

しおなびiショップ 市内の商店に協力していただき，ミニ観光案内
所として塩竈を訪れた観光客へのおもてなしを
行う。

観光案内
パンフレットの配布

塩釜市青
年四団体
連絡協議
会

塩竃市

しほがま観光ボランティ
アガイド育成事業

観光ガイドの養成及びサークルの設立支援を行
う。

観光ガイドの養成及びサークルの設立支援を行
う。

ＮＰＯみ
なとしほ
がま

塩竃市

受入れ態勢整備推進事業 ＪＲ等を利用して訪れる観光客に利便向上を図
る。

歩いて楽しめる観光地づくり 気仙沼市
観光受入
れ態勢整
備推進協
議会

気仙沼市

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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もてなす

事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

観光まちづくり推進講座 近年の旅行形態の変化に対応するため若年，女
性中心の講座を開設し，誘客を図る。

課題の検証とノウハウを学ぶ。 気仙沼市
観光協
会・県観
光連盟

気仙沼市

●

ボランティア観光ガイド
研修会の開催

観光ボランティアガイドの育成 ガイドの登録及び，研修会の実施 観光ボラ
ンティア
ガイド気
仙沼

気仙沼市

●

菜の花景観整備事業 阿武隈川右岸の菜の花畑について良好な管理を
行い，観光客の誘致を図る。

管理委託による菜の花畑の管理 地元青年
会（角田
市）

角田市

市民観光講座の開催 観光ボランティアガイドの育成研修会及び登録 観光ボランティアガイドの育成研修会及び登録 多賀城市
観光協会

多賀城市

タクシー乗務員観光案内
研修

タクシー事業者の観光客受入体制の充実を図
る。

タクシー乗務員を対象とした観光案内研修会の
開催

多賀城市
観光協会

多賀城市

地元食材を活用した商品
開発

地元食材を活用した商品を開発することによ
り，地域の観光関係者の意識の高揚を図る。

食をテーマにした観光セミナーの開催 多賀城市
観光協会

多賀城市

観光案内所運営 観光案内所を運営し，イベントの開催，観光情
報等の発信を行う。

観光案内所を運営し，イベントの開催，観光情
報等の発信を行う。

多賀城市
観光協会

多賀城市

グリーンツーリズムの推
進

農業や加工の体験を通して都市住民との交流を
図り，新たな観光客の確保と産業の活性化を図
る。

農業体験イベントの開催（中学生のファームス
テイ等），県内外への広報活動

登米市グ
リーン・
ツーリズ
ム推進協
議会

登米市

観光ガイド研修事業 観光ガイドの育成 観光ガイドの募集・登録
観光ガイドの手引きの作成
ガイド研修等

登米市観
光物産協
会

登米市

●

登米型森林セラピー事業 林業の体験を通して都市住民との交流及び新た
な観光客の確保と産業の活性化を図る。

近隣の都市部や遠隔地からの来訪者の滞在が可
能な施設の整備等

登米町森
林組合

登米市

●

体験観光事業 漁業や農業を活用した体験観光の確立により観
光客の誘客を図る。

漁業体験，農業体験，縄文体験などの実施 奥松島体
験ﾈｯﾄﾜｰｸ

東松島市

みやぎｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑﾓﾃﾞ
ﾙ構築支援事業

農業・農村の活性化を図るため，都市住民との
交流や農業体験などの活動を実践し，ひいて
は，農業の振興，地域の活性化を図る。

農業体験イベントの開催，県内外への広報活動 蔵王山麓
Ｇ・Ｔ交
流会

蔵王町

おもてなし講習会事業 観光客への接遇マナー等の向上のため，研修会
を開催する。

観光客受入研修会を開催する。 村田町観
光物産協
会

村田町

やまゆり特派員設置事業 丸森の良さ，改善点等の意見や企画提案，広報
宣伝協力をしてもらい，観光振興につなげる。

町外在住女性の募集を募り，丸森の観光に対す
る意見やアイディアを提案してもらったり，イ
ベントへの参加協力，勉強会への参加等

(財）阿武
隈ライン
保勝会

丸森町

山元町デザインワーク
ショップﾟ事業

住民と町職員で構成する山元町ワーキング委員
会を組織し，地場産品と日々の暮らしの中から
生み出されたすべての産品の販路拡大を図ると
ともに，町内に埋もれている人材を積極的に発
掘することにより，地域資源と住民生活が融合
した町づくりを推進する。

春と秋の年２回，『ふれあい市』を開催し，本
町特産の「いちご」,「りんご」を中心とした
地場産品のＰＲ及び直売を行うとともに，町内
で活動する芸能団体に披露する場を提供し，町
内の隠れた人材の発掘を行う。

山元町
ワーキン
グ委員会

山元町

●

物産開発研究事業 地元の食材を活用した商品を開発することによ
りブランド化を図る。

商品デザイン・物産品の開発と地場産品を宣伝
PRし販売促進を行う。

大郷町物
産開発研
究会

大郷町

グリーンツーリズムの推
進

農業や加工の体験を通して都市住民との交流を
図り，新たな観光客の確保と産業の活性化を図
る。

農作業・加工体験教室の実施 大郷町物
産開発研
究会

大郷町

グリーンツーリズムの推
進

農業や加工の体験を通して都市住民との交流を
図り，新たな観光客の確保と産業の活性化を図
る。

農作業・加工体験教室の企画立案及び実施 おおさと
食と農の
大学校

大郷町

ホタルのページェント 蛍が鑑賞できる環境づくり ほたるが鑑賞できるように会場まで輸送し，遊
歩道に灯ろうを設置している。ほたるガイド員
の設置している。

まちおこ
し協議会

大郷町

都市農山村交流事業 加美町の基幹産業である「農」を通じ，継続的
な農山村交流を実施し地域の活性化を図る。

・体験実践支援事業（中学校の農作業体験受
入・・３校，延べ１，０００人）・都市交流拡
大事業（やくらいの里まつり開催，仙台松凌）

加美町グ
リーン
ツーリズ
ム推進会
議

加美町

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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もてなす

事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

ボランティア観光ガイド
員事業

観光ガイドボランティアの育成 ボランティア観光ガイド員の研修会及びガイド
案内

涌谷町観
光物産協
会

涌谷町

●

民間直売所の開設 地域の生きがい対策及び地産地消を目的とす
る。

農産物の販売 任意団体 本吉町

アワビ稚貝放流 アワビ資源の増大を図り，資源管理型漁業の推
進をするとともに，町内で開催されるイベント
等で販売をし地域のブランド化を図る。

アワビ稚貝放流 大谷本吉
漁業協同
組合

本吉町

岩がきブランド化推進事
業

本吉産天然岩ガキを町内外にＰＲすることによ
り，ブランド化を図る。

町内外に宣伝ＰＲ・販売促進をし，岩ガキのブ
ランド化を図る。

大谷本吉
漁業協同
組合

本吉町

気仙沼・本吉地域地場産
業振興協議会

地元の食材を活用した商品を開発することによ
り地域のブランド化を図る。

専門家による商品デザイン・物産品の開発 気仙沼・
本吉地域
地場産業
振興協議
会

本吉町

あおぞら給食事業 地元の食材を学校給食に提供することにより地
元で栽培される作物を学ぶ。

食材の提供 南三陸農
業協同組
合

本吉町

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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ととのえる

事業名 事業の目的 事業内容・計画【全体】 取組主体
関係機関
等

長期的視
野の事業

そば・すし交流事業 山形のそば，塩竈のすしを中心に観光連携を強
化する。

そば・すしのイベント実施
物産の交流

塩竈市・
みやぎ寿
司海道塩
竈地域推
進協議
会・観光
物産協会

塩竃市

宮城県陸中海岸国立公園
開発推進協議会

陸中海岸国立公園内地域の自然保護と環境浄化
を図る。

国立公園の清掃美化事業，観光客の環境美化啓
発

宮城県陸
中海岸国
立公園開
発推進協
議会

気仙沼市

広域連携事業 国道１１３号に接する宮城・山形県の各市町と
の連携を強め，各地域の魅力を全国に発信し，
交流人口の拡大を図る。

ＪＲ等エージェントとの協力を図り，交流人口
拡大のための旅行商品開発及び地域のＰＲ事業
を行う。

国道１１
３号観光
推進協議
会（２市
２町）

白石市

歴史と伝統の里「風流街
道」推進事業

広域観光の推進及び観光客の利便性を図る。 「新幹線古川駅総合観光案内所運営協議会」の
構成市町（２市１町）による広域観光の推進並
びに観光客の利便性を図る。

構成市町
（２市１
町：大崎
市・秋田
県湯沢
市・山形
県最上
町）

大崎市

国道113号（二市二町）
観光推進協議会

「みちのくおとぎ」のイメージアップを図るた
めスタンプラリーや広告媒体（インターネッ
ト・旅行雑誌等）を活用した宣伝活動を行うと
ともに，首都圏，仙台圏を中心とした誘客実施
のため，ＪＲ企画等と協力して観光誘客活動を
行う。

スタンプラリー・広告媒体を活用した宣伝活
動・ＪＲ東日本と共同企画を行い観光客誘致を
実施

国道113号
（二市二
町）観光
推進協議
会

七ヶ宿町

みやぎ観光戦略プラン策定期間内に取り組む主な事業(民間等事業)
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