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司会の福田さんの方からお話ありましたように，私どもは観光業，ツーリズム産業として

観光を基軸にした地域活性化策に取り組んでおります。 
その観点で４つの視点を持って参りました。4 つの視点で 15 分お話をさせていただければ

思っております。 
 
（スライド１） 
まず１点目は「日本の観光を取り巻く環境」ということです。 
また，今日は様々な主体の方がご出席ということですので，私が観光業界を代表するのは

おこがましいのですが，地域活性化に貢献する単なるまちづくりではなく，観光という産

業を入れるとどんなまちづくりができるか，これが２つ目の視点です。 
３つめは日本のツーリズムの歴史，私どもツーリズム産業が新たな戦略を打って出ており

ます。これに空港の活性化などをどう結びつけていくか。 
最後は我々ツーリズム産業の視点をうまく生かした仙台空港の活性化のご提案ということ

で４つの視点で簡潔にお話しさせていただきます。 
 
（スライド２） 
こちらの方がツーリズム産業の波及効果でありまして，皆さんご存じかもしれませんが，

直接効果が今 23.8 兆円と言われております。これは日本を代表する自動車産業の約 3/5 程

度なのですが，世界に目を転ずると世界では 2 兆ドル，つまり 200 兆円の効果があるとさ

れております。 
波及効果，国内では 49.4 兆円，国内総生産の 5.5%。かなり大きなものです。 
雇用創出効果は 424 万人，観光の力というのはかなり力強くなってきました。 
世界の観光産業の経済波及効果は 6.3 兆ドルあります。これは世界の自動車産業の倍に相当

します。これだけ波及効果が高いツーリズム産業になってまいりました。この辺をおさえ

ていただければと思います。 
 
（スライド３） 
国の政策の中で一番大きいのが「ビジット・ジャパンキャンペーン」，要は，訪日外国人を

どう運んでくるか，ロードマップを作成されましたけれども，今年 2013 年（暦年）は 1000
万人にまもなく到達するのではないか，これが将来目標は 3000 万人。 
これは知事が標榜しております，仙台空港 600 万人，これ 30 年かける前に，この計画どお

り行けば達成するのではないかと思います。 
またこのような計画が達成すると日本の景色が変わってくるだろうと言われております。



まさに 1000 万人に近づこうとしている訪日外国人，東京で見ますと銀座，浅草，かなり景

色が変わってきました。この辺の訪日文化に対する施策というものもきっちり考えながら

空港経営というものを考えていかなければならないということであります。 
 
（スライド４） 
国においても「観光立国閣僚会議」が開催され，2016 年に先ほどのロードマップにありま

したように，訪日外国人 1800 万人，この 6 月 11 日には閣僚会議において，4 つのプログ

ラム，観光関係の皆様方，このプログラム読んでいただいている方も多数いらっしゃると

思いますが，4 つのテーマが記載されております。 
1 つは日本ブランドの作り上げと発信，これも仙台空港が民間経営になった時には，こうい

うものをきっちり伝えていかなければならないと思います。 
2 つめはビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進，かなりのお客さんが来るであろうという

ことですね。 
それと外国人旅行者受入の改善，これも視野に入れながら取り組んでいかなければならな

い，最終的には国際会議等の誘致，投資の促進ございますけれども，非常に国の政策にお

きましても重要度の高い政策も，仙台空港の民営化においては追い風となってくるのでは

ないかと我々思っております。 
世界の観光の潮流の中で一つだけ大きなポイントがありますので，次のページでご紹介さ

せていただきたいと思います。 
 
（スライド５） 
昨年 12 月に仙台・宮城でも開催させていただきました，世界のツーリズムのダボス会議と

いわれております，WTTC，この会議で代表のフレンツェルがツーリズムに関する 3 つの

メガトレンドを発表いたしました。我々JTB としても間違いなくこの流れができていると

実感しております。 
1 つはグローバルシフトです。記載させていただいておりますとおり，観光産業の中心が欧

米から我々，アジアですね，中国，インドを中心とするアジアにシフト化されてきている，

アジアがやはり観光産業の中心となると言われております。 
2 つめがデジタルシフトです。SNS，これは顧客の消費の形を変えて，顧客の行動を変えた

といわれておりますが，情報源であるばかりでなく，旅行の「おすすめ」を提供する新た

なコミュニケーションツールとして今重要視されているということですね。 
3 つめは ICT のシフトがされても，まだまだ観光業というのはリアルな体験が重要だとい

われております。それを提供するのが，我々ツーリズム産業であり，旅行の実体験のステ

ータスシンボルとなる，やはり体験をうまくお客様に伝えるということで地域を好きにな

っていき，リピーターも増えていく，こういうものが重要だと。いくらグローバルシフト，

デジタルシフト化された後でも，やはりエクスペリエンスというものが大切だ，これは日



本のホスピタリティというものも非常に重要な位置づけを占めてくるであろうといわれて

おります。 
 
（スライド６） 
2 つめの視点です。 
地域経済の活性化に貢献する観光まちづくり，これを我々旅行会社として 2006 年から始め

させていただいております。 
 
（スライド７） 
先ほど経済波及効果というお話をしましたけれども，ツーリズムというのは，この（スラ

イドの）真ん中にある宿泊事業者，お土産物屋といった単なる一次波及効果だけでなく，

地域の雇用拡大ですとか，ホテル・旅館の仕入れの増加によって，地産地消の増加ですと

か，ひいてはお客様が来ることによって，クリーニングですとかメンテナンスといった様々

な業界に波及する非常に裾野が広い産業になってまいりました。これをうまく活用しない

手はないのではないでしょうか。 
 
（スライド８） 
もう一つ，旅の形も変化してきております。このお客様のニーズの変化を捉えて施策を打

たないと，なかなか有用性の高いものにはならないだろうと。 
昔は（スライド）左側の物見遊山的な観光というのが中心でした。 
時間がありませんので，細かくは申し上げませんが，昨今はこの右手のテーマ性の強い旅

ですとか，地域の生活エリアでの交流人とのふれあいといったようなものが必要です。 
先ほどピーチの井上 CEO からお話がありました。やはりリーズナブルな Do It Yourself 型
の旅，もう旅は「目的」ではなく「手段」で，その地域に行って何をするか，こんなニー

ズがやっぱり出てきています。それに対応すべく策を打っていかなければならない。 
我々旅行会社としての役割は，今までは「旅の目的を提案」するにとどまっておりました

が，これからは「旅の過ごし方」を提案する，旅を通じたライフサイクルの提案，こうい

うものを行っていかなければならない。こういう視点を入れて，今，地域の活性化事業，

観光を基軸にした地域の活性化に取り組んでいるところです。 
 
（スライド９） 
その観光まちづくりのキーワードがこちらに示させていただいたものです。 
どう考えても「訪れてよし」となる前に，我々そして皆さんが仙台・宮城に来ていただい

て楽しいと思っていただくには，我々，住んでいる皆さんが「住んでよし」と思われる，

その地域を創っていかなければ，訪れた人たちに喜びを与えることはできないだろうと。

やはり誇りを持つということですね。こういうものが基本だと。観光立国基本推進法の一



番頭にこの表題が入っております。これを軸にして「来たくなるまち」，「滞在したくなる

まち」，「住んでみたくなるまち」を創っていかなければならない。 
そこにはやはり今，物流がかなり進化を遂げております。「らしさ」を残すには，その地域

の昔ながらのもの，風習，文化，歴史こういったものを磨き上げていうところで新しい地

域らしさがまた出てくるということもいえる，そんなところがキーワードになってくるの

かなと思っております。 
 
（スライド１０） 
その中で「点」ではいけないということです。歴史，文化，その「点」だけでも魅力ある

ものはありますけれども，それをストーリー化するということが非常に重要になってくる。

地域の宝を開発し，それを物語に結んでお客様に地域の「中身」を知っていただく，最終

的にはその地域のファンになっていただく，それによって仙台・宮城に訪れる回数が増え

てくるということがいえます。 
これからの旅のキーワードということで，まとめさせていただいておりますが，五感に訴

えるシナリオづくりで旅の過ごし方を提案する，こういうことが今必要になってきていま

す。要は単なるインフラ整備するだけでなく，そういう物語をお客様に提案するというよ

うな観光まちづくり，こういうものが必要になってまいります。 
 
（スライド１１） 
それにはどうしたらよいのか。やはり様々な主体ときっちり組んで行動をとるということ

だと思います。この 4 月から 6 月の 3 ヶ月間，「仙台・宮城デスティネーションキャンペー

ン」，村井知事の号令の下で，かなりの反響を呼んだキャンペーンでございますけれども，

これも観光事業者だけでなく，地域を巻き込んだ形で今，デスティネーションキャンペー

ンというものが開催されております。やはり様々な主体と組むことによって，その観光地

点を通すこと，それによって漁業振興であったり，農業振興，後ほどお話ししますけれど

も製造業の振興，これどういうことかというと，観光には「産業観光」，「グリーンツーリ

ズム」だとか，皆さん聞いたことがあると思いますが，観光の視点を入れて物事を考える

と様々な形で解決方法がまた一つも二つも増えてくるということです。こういう主体で取

り組んでいくということ，それが最終的には地域のブランドの創出につながり，最終的に

は交流人口を増やすことができ，地域産業の活性化になる。 
 
（スライド１２） 
よくいわれます 6 次産業化。観光でも 6 次産業化ということを取り入れて今がんばってい

る次第ですけれども，観光で 1 次産業とは地域の素材の発掘，地域の素材の磨き上げをす

るということです。この素材というのは，地元産の原料であったり，様々なもの，農業で

あったり歴史であったり，こういうものを磨き上げ，それをストーリー化して商品化する，



これが旅行会社だけでなく，様々な主体によってストーリー化していく，これで商品化が

できてくる，それで観光客が来てくれる。 
しかしそれをつくっただけでなく，3 次産業として，適切なチャネルで販売していく。 
先ほどもマーケティングというお話がありました。マーケットを明確にして，そこに売り

込んでいく，こういう取組がやはり必要ではないかと思います。 
この「まわし」は全て一括にはできない，一つ一つ地に足をつけて，順繰りに，まわして

いく。こういう「まわし」がこれからの観光まちづくりには必要であるとして取り組んで

いるわけであります。 
 
（スライド１３） 
われわれにとってお客様を取り込むだけ，お客様を外に出すだけではなく，物流の活性化

においても事業として取り組んでおります。 
なぜ物流なのか。日本通運の田島様の方からも後ほど話していただけると思いますけれど

も，地域の魅力を外でＰＲすることによって，それを実体験したいということで，その本

拠地に戻っていただける。この両方なんですね。ツーリズム産業というのは，人流を活性

化し，物流も活性化するような取組をしているところです。 
 
（スライド１４，１５） 
3 つめの視点はツーリズムの歴史と新たな戦略ということで，まとめさせていただいており

ます。ここは宣伝にもなりますので飛ばしますが，旅行業というのは 100 年の歴史を迎え

ている産業であります。その中でこの仙台からお客様を北海道，ハワイにお連れするとこ

ろが事業のメインでしたが，地域に入って地域を活性化する，地域を元気にする，このよ

うな事業に 2006 年から取り組んでおります。これは我々の商材である地域が元気でなけれ

ば商材，旅行商品をつくることはできないということです。したがって自ら地域に入って

地域の方々とともに，地域を元気にする事業を今拡大しています。 
 
（スライド１６） 
この考え方が我が社の中の DMC 戦略と呼んでいるもので，戦略を練っているところですが，

先ほどから申し上げておりますように，地域の方々と一緒になり，「地域資源の魅力を再発

見し」，「眠っている宝に磨きをかけ」，日本全国，世界各国からの集客を促すことで地域活

性化を図る継続的な活動と定義しております。 
 
（スライド１７） 
この具体的な内容が，次のポンチ絵でわかりやすいかもしれません。 
（ポンチ絵の）左手が地域マーケティング事業，真ん中に JTB と書かせていただいており

ますが，要は旅行会社が旅行商品をつくって大都市圏，例えば東北でいえば仙台圏のよう



な大都市圏をハワイにお連れしたり，北海道にお連れしたりすることをやっていたが，こ

のエリアは JTB も 2006 年に分社いたしまして，JTB 東北という会社がこのエリアを担当

させていただいております。その JTB 東北がこのエリアに入って地域マネジメント事業，

まさにこの仙台空港の民営化に当たっても，御協力させていただく体制を今強化しており

ます。 
いわゆる観光，魅力あるまちづくり事業に一緒になって皆さんと取り組んだり，着地型商

品という旅行商品を開発したり，地域の視点で様々な事業に取り組んでいく，これによっ

て交流人口を拡大する，要は「発側」の我々の会社があります。JTB 首都圏が JTB 東北が

つくったコンテンツを利用して首都圏，東京から仙台へお客様を送る，西日本からお客様

を送る，このような連携した事業を今進めさせていただいているところであります。 
 
（スライド１８，１９） 
最後の 4 つの視点です。我々が取り組む観光を基軸にした地域活性化の視点をうまく利活

用し，仙台空港活性化のために我々としてもサポートできないかということで，3 つの提案

を考えて参りました。 
仙台空港活性化のための 1 つ目の提案として，やはり空港全体を物理的空間から意味的空

間へ変えることではないかと我々思っております。これは地域の活性化事業の一つのキー

ワードとして今取り上げておりますが，仙台空港を活性化するために航空機の出発，凍雨

着を行う場所だけではない，先ほど知事のお話にもありました，田村局長のお話にもあり

ました。やはり空港を東北の玄関口として意味的空間に仕上げていく，こういうことが非

常に重要になってくるのではないでしょうか。様々な東北の魅力，まずは仙台・宮城なん

ですけれども，東北の魅力もここにうまくストーリー化して，様々な形で入れていく。た

まには集客のイベントもやったり，地域の住民の方々も住んでよしの観点からいけば，そ

の仙台空港の魅力をもってもらうような場所に変えていかなくてはならない。こういう施

策をきっちり打っていく必要があるのではないかと思います。 
 
（スライド２０） 
一つの例として，今年の 4 月から始まった仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの

中で，我々の提案の下，このような「パワースポット」というトレンドを活かしてイベン

トを開催させていただきました。この地域住民の方々，域外の交流人口を含めて 15000 人

の方々が，この「お砂踏み」というイベントに来ていただきました。 
これは四国八十八カ所巡礼の旅の一環になるのですが，この四国八十八カ所の会の皆さん

もきっちりと承認されたお砂踏みであります。ここに来れば四国八十八カ所巡らなくても，

それなりの効果効用が得られるという形です。こういう今のトレンドをいれたイベントも

仙台で催すことによって四国との交流も深まりやすくなる。まだまだ四国からの就航便は

ございません。広島経由，関空経由になるかもしれませんが，こういうようなイベントを



もって物理的空間から意味的空間に変えていく，こういうことが必要ではないか，そのお

手伝いは我々旅行会社としてできる範疇であります。 
 
（スライド２１） 
2 つ目のキーワードになりますが，東北の各空港との一体的戦略，先ほどお話がありました，

新たなルート開発で，私は「空鉄連携」であると思っております。 
日本を代表する新幹線が東北にはきっちりと巡らされております。北は青森，これから函

館に延伸されます。仙台空港に着いた中部以西のお客様においても，時間的距離というも

のを変えられるは精神的距離だと思っております。世界の方々もそうですが，新幹線，飛

行機を使って，世界最高の安全な鉄道網を使って新たなルートをつくる，この魅力ある東

北に来たくなる環境をつくることで時間的距離を縮め，精神的距離を縮めることで多くの

方々が仙台に訪れる可能性があると思っております。 
 
（スライド２２） 
最後になりますが，東北の玄関口として空港全体を「地域らしさ」で演出することです。

せっかく東北にある仙台空港，東京のノウハウを入れる，これも必要かもしれません。し

かし東北全体を仙台空港で見せるということが重要であります。 
2011 年 3 月未曾有の大災害がございました。ピンチをチャンスに変えるならば，あの大震

災で全世界的に「Tohoku」という地域の名前が広まりました。これは一つのチャンスだと

思います。この仙台空港を玄関口として東北の名前を使い，東北全体を売っていく。ここ

ういうことが仙台空港にはできる可能性があると思います。 
近くの仙台駅に行けば，2001 年になりますが，寿司通り，牛タン通り，これは素晴らしい

発想だと思います。駅の余った空間に仙台らしい通りをつくる。今では当たり前になった

かもしれませんが，当時は視野の違った取り組みであったと思います。こういう物理的空

間から意味的空間に変え，時間的距離を縮め，精神的距離を縮めていく。こういう取り組

みが最終的に仙台空港 600 万人達成に近づける布石ではないかと考えております。 
少し長くなりましたが，私からは以上でございます。ありがとうございました。 


