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観光戦略部会中間報告において提言された「緊急施策」の実施状況について

（平成１７年３月現在）

【平成１５年度】 

① 海外重点市場の旅行エージェント等４７名を招聘し、東北の冬祭り等の観光魅力を発信し東

北地方へのインバウンドの促進を図る

を、東北６県の官民が一体となって実施（16 年２月） 

② 以上のほか、複数県の連携によるインバウンド促進事業を６件実施。

【平成１６年度】

① 仙台－台北間の国際定期便就航を契機とした台湾人観光旅客の来訪促進のため、台北からの

初便で台湾の旅行エージェント等１８名を招聘し、東北の観光魅力を発信する

を実施（１６年９月） 

② 海外重点市場の旅行エージェント等 55 名を招聘し、東北の秋の魅力を発信し東北地方への

インバウンドの促進を図る を、東北６県の官民

が一体となって実施（16 年１０月）

③ 今後、海外旅行ブームの到来が予想される中国を対象に、東北の魅力ある観光資源を情報発

信するため東北広域観光宣伝番組を制作し中国全土に配信する を、

東北６県の官民が一体となって実施（平成１７年１～３月）。

④ 以上のほか、複数県の連携によるインバウンド促進事業を２２件実施。



○ 東北広域観光推進協議会に が設置され、東北旅行商品造成を

目指す海外エージェント等の支援活動を開始（16 年３月） 

  ① 東北地方におけるビジット・ジャパン・キャンペーンの展開に向け、ロゴマークを作成。 

② 「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ 東北・秋」（16 年 10 月）で招聘した海外重点市場の旅

行エージェント等の投票により、 を実施。

（本調査をもとに、東北広域観光パンフレットを作成）

【15 年度】

○ 「観光交流空間づくりモデル事業」に東北地方から採択された２件（ 、 ）

について、事業を着実に推進。

【16 年度】

○ 「観光交流空間づくりモデル事業」に東北地方から３件（ 、 、

）採択（16 年 10 月）。同地域における事業を推進。



 

① の拡充。

      ・能代・白神山地方面（16 年６月） 

      ・横手・秋の宮温泉郷、小安峡、栗駒高原方面（16 年７月）

     さらに、宿泊・観光施設と一元化した予約システムを整備（１７年３月）。 

② の導入（16 年７月）。 

    （また、「会津ぐるっとカード」のエリア拡大（16 年４月））。 

③ への拡充（16 年４月）。

④ 利用者ニーズに対応した二次交通の充実を図るため、

（16 年３、９月）、 を実施（16 年４月）。

○ １５年１月に を立ち上げ、モデルスキー場においてス

キー場再活性化に向けた基礎調査を実施。

１６年度には、田沢湖スキー場、オニコウベスキー場で実証実験を実施。



① 「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ 東北・秋」（16 年 10 月）で招聘した海外重点市場の旅

行エージェント等の投票による「フォトコンテスト」の結果を踏まえ、

（英語版、韓国語版、中国語（簡体字）版、中国語（繁体字）版の４種）を作成

（１６年１０月）。 

② （日、英、韓、中（簡体字・繁体字）対応）の開設

（16 年 10 月）。 

② への拡充（16 年７月）。

① １５年度 を実施。

《国土交通省総合政策局「ビジット・ジャパン・キャンペーン平成15 年度事業評価報告書》

② を実施（「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡ

Ｎ 東北・秋」（16 年 10 月）実施にあわせ調査）。

③ を実施（関西旅行エージェント等招聘

事業（東北広域観光推進協議会等主催）実施にあわせ調査）
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別添５

東北広域観光推進協議会「プロモーションセンター」概要

名 称 東北広域観光推進協議会 プロモーションセンター

所在地 〒 仙台市青葉区中央2-9-10（セントレ東北 階）980-0021 11

022-224-1191 FAX 022-262-7062 E-mail japan-tohoku21@herb.ocn.ne.jp連絡先 ℡

平成１６年３月１日

～01 03 2004

目 的 当センターは、東北６県のインバウンドのみに特化した観光について、調査・研

究を行い、海外エージェント向けに情報発信を行うことを主としている。

①東北のインバウンドモデルプランの調査、研究、作成。

②海外エージェント向けホームページの設置及び維持管理。

③海外観光客向けガイドブックの作成。

等を行うこととしている。
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対 象

エリア
福島県会津地区１６市町村

宮城県仙台市、松島町等７市町村

山形県山形市（山寺）
青森県八戸市

価 格

(有効期間)
大人２，６００円

（２日間有効）

大人２，５００円

（２日間有効）

大人７００円

（１日有効）

協賛施設数 ２８８ １２９ ８８

特 色

HP 上で、目的地等を入力する
だけで交通機関・発着時間を含

むルートが自動的に表示される

システムを導入

http://www.aizucard.com/

杜の都仙台を中心に、日本三景松

島や山形県山寺を含む広域エリ

アをカバー

東北新幹線の終点・八戸を

１日自由に周遊

導入時期 平成 15年７月～ 平成 16年７月～ 平成 16年７月～

「仙台まるごとパス」路線図

「八戸えんじょいカード」

「会津ぐるっとカード」路線図

(注)１６年４月より、柳津町が追加



「北東北ウェルカムカード」の概要 

１目的 

この制度は北東北国際観光テーマ地区推進協議会（以下「テーマ協」という。）を構成

する青森県・秋田県・岩手県の市町村における外国人旅行客に対し、宿泊施設等を利用

する際の割引優遇等により、旅行の快適化及び滞在費用の低廉化を図り、来訪の一層の促

進を図るものである。 

 

２ウェルカムカードの内容 

   ウェルカムカード制度はテーマ協に加盟する市町村内の登録施設において、外国人旅 
行客がカードの提示により割引等の優遇を受けられるものである。 

(1)正式名称 
  北東北ウェルカムカード 

(2)ウェルカムカードの利用対象者 
    外国人旅行客（滞在期間 1年以内）及び外国人留学生 
  （原則としてパスポート（写し可）の提示を要する） 

(3)利用方法 
  次のいずれかの方法による 

 ①ホームページ（http://www.northern-tohoku.gr.jp./welcome/）上で必要事項を記入し
たカードを予め印刷し、登録施設で提示する。 

 ②「北東北ウェルカムカードの運用の手引き（以下「運用の手引き」という。）」に印刷

されているカードに必要事項を記入し登録施設で提示する。 

(4)特典内容 
  観光・飲食・物販施設等における料金割引や特産品・土産品のプレゼント等。 

(5)ウェルカムカードの有効期限 
    発行日から１年間 
３登録施設 

(1)参加資格 
  原則としてテーマ協に加盟する市町村内の施設を対象とする。 

    ただし、当事業の特例措置として、テーマ協非会員市町村内の施設についても、特別  
会費を負担することにより参加を認める。 

(2)登録手続 
    登録等に係る諸手続は事務局に対する書面提出をもって行うこととし、４半期ごとに  

受付を行う。 

(3)登録施設の表示方法 
  ホームページにおいて、施設名・所在地・特典内容等を表示し、情報管理するととも  

に、各施設においては、無登録施設であることを証明するステッカーを店頭に掲示す

る。 

４その他 

  その他具体的な運用方針は運用の手引きによる。 

５運用開始期日 

  平成１６年４月１日から          





英語版（表紙）

簡体字版（表紙） 繁体字版（表紙）

韓国語版（表紙）





 

○　現在、観光地・交通・宿泊に関する情報（ホームページ）が延べ７００件登録されて
　　 おり、検索も１4ジャンルに分かれて登録しているため、目的に応じて情報を調べ
　　 ることが可能です。

○　このサイトには、東北運輸局のホームページ、東北広域観光推進協議会のホーム
　　 ページ(JAPAN TOHOKU GUIDE)からもアクセスすることが出来ます。

○　このサイトは、日本語のホームページはもちろん、日本語以外で開設しているホー
　　 ムページも、言語別にデータベース化しています。

「東北観光情報サイトデータベース」
平成１６年１０月２２日オープン

～東北の観光情報満載、簡単に検索できる情報サイト～

○　東北運輸局は、東北地域の観光振興の一環として、インターネット上に開設されて
　　いる東北各地の観光に関するホームページをデータベース化し、簡単に検索できる
　　Ｗｅｂサイト・システム「東北観光情報サイトデータベース」を開設しました。

 



☆「東北観光情報サイトデータベース」の概要

　◆　提供言語 （サイト内は全て言語別に作成しています）

５言語　　日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語

　◆　情報の検索ジャンル

・観光地情報 観光施設、温泉、祭り、食、スポーツ（ゴルフ、スキー、その他）

・交通情報 航空、鉄道、バス、旅客船、レンタカー、タクシー

・宿泊情報 ホテル、旅館、民宿等

　◆　提供情報量（全言語）

７００件　（開設時）

　◆　情報提供の仕組み

登録されているＨＰのリンク集です

　◆　今後の予定

　　□　東北の観光
東北広域観光推進協議会が開設している「ＴＯＨＯＫＵ　ＧＵＩＤＥ」にリンクしています

　　□　ツアー造成の相談
現在は東北広域観光推進協議会プロモーションセンターを紹介しています

　　□　トピックス
東北の観光に関係する主なニュースを随時紹介しています

　　□　フリーフォト

※フリーフォトについても今後、画像数を増やして充実を図っていく予定です。

県別 ・ 四季別 ・ カテゴリ別 に整理しています

画像は解像度３５０以上なのでパンフレット等にも使用可能です

東北各県で開設しているフォト提供サイトに連携しています

東北各地の観光資源の画像を９０枚用意してありフリーにダウンロードが可能です

東北における観光振興の発展を図るため東北広域観光推進協議会と連携し
本サイトの充実を図ってまいります

　　情報の検索以外に、訪日外国人旅行者の増加を図る施策の
　　一環として特に海外のエージェントを意識して作られた機能



●｢駅または空港｣と｢観光方面｣を選択しただけで目的地までの二次交通情報が簡単検
索！

●｢宿泊｣「温泉」「グルメ」「見る」などの各種観光サイトへもジャンプできる！

国土交通省東北運輸局Tel：022-791-7507 ／社団法人日本観光協会Tel：03-5205-0251

東北６県の主要駅及び空港から目的地までのバス、タクシー等の二次交通アクセス情報をインターネットで
検索できる東北二次交通情報システム「東北ネクストごーごーＮＥＴ」 ７月１４日オープン！


