
（一社）東北経済連合会 小野 晋

平成28年１月27日

東北のグローバル拠点
仙台空港への期待
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１．観光交流の増加

２．国際物流の増加

民営化された
仙台空港に期待すること

ビジネスチャンスの拡大
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仙台空港のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｹﾞｰﾄｳｪｲ機能が
強化されないと

東北のインバウンドは増加しない。

観光交流の増加に向けて
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観光交流の増加に向けて

東北

九州

北海道

東北・北海道・九州の外国人延べ宿泊者数の推移
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東北10空港と北海道８空港の比較

東北観光推進機構調べ

北海道

東北

観光交流の増加に向けて

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年

ここに注目

北海道ﾌﾞｰﾑが台湾で起こり，H17
には，エバー航空が、台湾～新千
歳を週９往復。中華航空も、定期便
を６往復運航。さらに国際ﾁｬｰﾀｰ便
も道内の各空港に2,340便就航し，
観光客が増大した。
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観光交流の増加に向けて
仙台・新千歳国際線旅客数の比較



東北 北海道 ﾃﾞｰﾀ緒元

平均気温 11.3℃ 8.5℃ 2000

人口 9,574,848 5,605531 2008.1

温泉（源泉）数 3,955 2,248 2006.3

ﾎﾃﾙ・旅館合計 7,092 3,718 2006.3

ｽｷｰ場数 170 132 2006.7

国立公園 ５ ５ 2008

国定公園 ９ ５ 2008

世界遺産 ２ １ 2011

ゴルフ場 191 189 2006.7

国宝・重要文化財 402 44 2007.8

博物館数 496 242 2006.7

遊園地等 38 25 2006.7

観光交流の増加に向けて
東北と北海道の比較
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１．一般消費者に直接届くプロモーション
｢北海道アワー｣…「アジアに雪を」
1997年3月 「東アジアメディアプロモーション協議会」発足

3月 「北海道アワー」スタート（～2003年まで）

→台湾からの来道者が倍増
（1997年度開始以来 延べ3000時間強放送）

⇒「東北ブランド」の発信強化（2015年からスタート）

２．路線の誘致や継続・維持への熱心な取組
行政と民間によるトップセールの継続した実施

⇒東北の拠点空港・仙台空港の広域的活用・支援

観光交流の増加に向けて
なぜ 北海道ブームが起きたのか
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観光交流の増加に向けて
東北の「空」のゲートウェイの機能強化

仙台国際空港(株)に協力し、東北の官民が連携して県境を超えた
広域連携を推進。

１．東北一体となった官民トップによる誘致活動に取組む。

２．アウトバウンド需要の掘り起し
東北企業の海外出張等のニーズを把握し、路線誘致・維持の支援
材料とする。東北に愛される仙台空港づくりに協力する。

海外の国際会議等に参加する際には、仙台空港から参加する
プログラムを用意。

子供のパスポートの取得率向上など、若者の海外旅行の活性化に
向けた取組の強化。 など

東経連でも、東北観光交流拡大検討部会を設置し検討中。
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付加価値の高い
東北の地域産品の輸出には

仙台空港の機能強化が不可欠である。

国際物流の増加に向けて



単位：％ 平成25年
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国際物流の増加に向けて
食料品製造業出荷額の東北の割合は低い



東北からの輸出は、主に関東、関西の港湾・空港から輸出

望ましい輸出モデルは、域内での集荷、港湾・空港利用

陸 送

輸出に取り組む事業者

関西空港・神戸港
成田空港・横浜港

輸出先

輸出に取り組む事業者

東北の空港・港湾

輸出先

陸 送

輸出に取り組む事業者

東北で集荷

輸出先

陸 送
又は
海 上

関西空港・神戸港
成田空港・横浜港

現 状 ビジネスモデル構築後

拠点経由 東北からの航路経由

12

国際物流の増加に向けて
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ALL関西「食」輸出戦略会議◆2012年5月設立

農林水産省近畿農政局 経済産業省近畿経済産業局 国土交通省近畿運輸局
日本貿易振興機構 中小企業基盤整備機構 ALL関西「食」輸出推進委員会

ALL関西「食」輸出推進委員会◆2012年5月設立

新関西国際空港 関西空港全体構想促進協議会 関西経済連合会 大阪商工会議所

関西ﾌｰﾄﾞｴｸｽﾎﾟｰﾄ&ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ協議会
◆2014年4月設立

新関西国際空港（株） 日本通運（株）
三井住友海上火災保険（株） サラヤ（株）
凸版印刷（株） （株）三井住友銀行
関西・食・輸出推進事業協同組合

商流・物流の確立、組合員の募集 等

関西・食・輸出推進事業協同組合
◆2013年８月設立 *現在の組合員数：６４社

理事長 関空運輸㈱
専務理事 ㈱市文字屋興三郎
理事 ㈱ひろ
監事 (有)澤井牧場

*農林水産省認可団体

関西は関空を中心に始まっている

輸出促進支援（関係機関との調整等）

輸出貿易実務（代金回収を含む）

国際物流の増加に向けて

民間企業の取組をサポート
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①組合が販売機会を提供
⇒販売ルート確立/イベント開催・参加

②商談の場の提供
⇒バイヤーと直接交渉の場を提供

③組合が輸出実務を代行
⇒輸出実務の知識・経験が不要

④組合が代金決済を行う
⇒組合とは円ベース決済も可能で、国内取引と同様の処理ができる

⑤物流コストの低減
⇒スケールメリットを生かしたコストダウンの実現

従
来
型
取
組

関
西
独
自
の
取
組

関空の事業協同組合の優れている点は
中小輸出事業者へトータルソリューションの提供

国際物流の増加に向けて
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国際物流の増加に向けて
東北も輸出モデルを検討する組織を昨年10月に立ち上げる

東北農林水産物・
食品輸出モデル
検討協議会

など



東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会の支援第1号が仙台空港モデル

参
画

・

近畿農政局
近畿経済産業局
近畿運輸局
JETRO大阪本部
中小企業基盤整備機構
ALL関西「食」輸出推進委員会

ALL関西「食」
輸出戦略会議

新関西国際空港（株）

関西国際空港全体
構想推進協議会

関西経済連合会
大阪商工会議所

ALL関西「食」
輸出推進委員会

生鮮、加工食品、外食等 ６４社
（平成27年12月９日現在）

関西・食・輸出推進事業協同組合

東北農林水産物・食品
輸出モデル検討協議会

販路開拓等の支援組織

空港・港湾事業者 物流事業者
商社 金融機関
輸出促進のための事業協同組合

生鮮 加工食品 外食等の中小企業者

輸出促進のための事業協同組合

民間企業の取組のサポート体制 関西ﾌｰﾄﾞｴｸｽﾎﾟｰﾄ＆ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ協議会

新関西国際空港（株） 日本通運（株）
凸版印刷（株） （株）三井住友銀行
関西・食・輸出推進事業協同組合
三井住友海上火災保険（株） サラヤ（株）

・

参画

参画
東北農政局 東北地方整備局

・ 東北運輸局 東北経済産業局
・ ジェトロ仙台 東北経済連合会
など（今後拡大）

A
L
L
関
西

A
L
L
東
北
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国際物流の増加に向けて


