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石巻地域の回復戦略事業のアンケート集計結果

令 和

３ 年 １

月 ２ ７

日

みやぎ観光振興会議石巻圏域会議ＷＧ

回復戦略の取組

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

事業名

回答機関

内容

○短期的に実施すべき取組
（１）近郊観光〔マイクロ・ツーリズム〕

観光事業スタンドアップ支援 宮城県
事業
石巻地域観光フォーラム
宮城県ほか
実施
新しい生活様式にも通じる
「適疎」な観光の考え方の整
理及び「適疎」な観光の浸透

検討

実施
地元石巻圏域の歴史的な魅
力を再発見するための観光
資源の面的な整備

・Ｒ２．４～Ｒ３．３，旅館組合等がコロナ収束後の集客や感染対策の取組に対して補
助，１０，０００千円
Ｒ２．１１．２７開催，”適疎”を手掛かりに，石巻地域の観光の目指す方向を考える，１６
３千円
石巻圏マイクロツーリズムパ 石巻圏観光推進機構 石巻圏マイクロツーリズムパネル展（8/14-16 イオン）
ネル展
共催：DMO、石ノ森萬画館
感染予防対策補助金
石巻市
事業概要：感染症予防する取組を行った事業者へその一部経費を助成する
助成金額：3/4 上限20万円
旧北上川等の利活用
（株）街づくりまんぼう 旧北上川堤防及びかわまちエリアの利活用
オンライン観光ツアー

石巻観光協会

オンライン観光ツアー（動画映像配信）

・人数限定女川復幸男
・長期間の周遊イベント

女川町観光協会

町民限定，人数限定による女川復幸男の実施
密集を避けて，長期間の周遊イベントの検討（おながわ春のまつり）

「三密」を回避した運営

Reborn-Art Festival

第三回目のRAF本祭における「三密」を回避した運営

サン・ファン・バゥティスタ
パーク整備事業
三十三観音遊歩道整備工
事

石巻市

道の駅おながわ

事業概要：R2年度において，遊具の設置や監視カメラの交換を実施
・上品の郷改修工事，雄勝拠点・牡鹿拠点施設オープン，観光案内板整備事業
女川町
実施期間：令和２年11月から令和３年３月まで
事業概要：文化財を巡る遊歩道の整備
事業費：２６，９５０千円
女川町，女川みらい創 道の駅おながわの登録及び施設管理
造（株），女川町商工
会，女川町観光協会

RAF常設作品の整備・公開 Reborn-Art Festival
道の駅
検討
オンライン観光ツアー

RAF常設作品の整備・公開

東松島市道の駅整備 三陸自動車道矢本パーキングエリア隣接地に道の駅建設を検討
構想推進プロジェクト
チーム
石巻観光協会
オンライン観光ツアー（動画映像配信）
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回復戦略の取組

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

事業名

検討

安全安心に関する学校教育
や企業研修などの実施に対
する官民連携での支援

回答機関

内容

ハグクミ事業

巻組，ishinomaki2.0， 空き家を改修したワーケーション施設や，市内ワーケーション環境のPR。
イトナブ，石巻観光協 主に首都圏企業を対象とした研修型ワーケーションプログラム開発・誘致。
会

ワーケーションプラン

石巻圏観光推進機構 宿泊施設とワーケーションプランを検討中

ワーケーションの取組

東松島市

今後のワーケーションの取り組み

観光団体への負担金及び
補助

石巻市

・石巻DMOへの負担金
・石巻観光ボランティア協会への補助

石巻・大震災まなび

石巻観光協会

石巻観光ボランティア協会と連携し「石巻・大震災まなびの案内」活動の予約受付・
連絡調整

視察窓口の一本化

女川町・観光協会・
女川町・観光協会・NPO法人アスヘノキボウによる視察窓口の一本化
NPO法人アスヘノキボ
ウ
東松島市
教育旅行の誘致

実施
半島部や離島部などでテレ
ワークやワーケーションを実
施する施設及び設備の整備

みやぎ観光振興会議石巻圏域会議ＷＧ

実施

教育旅行の誘致
検討

県内学校や職場における休
暇の分散化推進

実施

・年末年始における休暇取 宮城県
得の促進
・勤務時間等の柔軟な運用

・年末年始の休日に加えてその前後でのまとまった休暇取得の奨励
・時差通勤，休憩時間の変更，在宅勤務，週休日の振替等の分散勤務の活用を進め
る

デマンド型による乗り合いタ 東松島市
クシー

デマンド型による乗り合いタクシー「らくらく号」が市民及び市内に通勤・通学する方を
対象に運行中。交通過疎地域での利便性向上には一役買っているものの，観光への
活用には至っていない。
石巻駅前～鮎川港 イオンスーパーセンター石巻東店～鮎川港の2系統の運行。・
石巻駅前～イオンスーパーセンター石巻東店⇒鮎川港の接続あり。

検討
（２）二次交通〔アクセス・トラフィック〕

半島部や離島部などの交通
過疎地でのバス路線やタク
シー利用の利便性向上

実施

検討

半島部への路線バスの運行 宮交バス
（鮎川線）
アクセス情報の発信やコー
スリニューアルの提案

石巻観光協会

路線図，時刻表などのアクセス情報の発信やコースリニューアルの提案
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回復戦略の取組

石巻圏域内の主なＪＲ駅など
へのレンタルサイクル施設の
整備

事業名

回答機関

内容

サイクルコースへの案内板
整備事業（H29～H30）

石巻市

石巻圏観光推進機構の事業：サイクルステーションの設置，サイクルコースの設定

DMOとの連携

石巻観光協会

「海街さんぽ」レンタサイクル事業との連携

サイクルステーション設置

東松島市

サイクルステーション設置（市内4か所）

サイクルステーション設置

女川町

駅前商業エリア内無料観光案内所（観光協会内）にて実施

MaaSの活用

石巻圏観光推進機構 JR仙台支社と東北DC期間中，TOHOKU MaaSでレンタサイクルの予約を可能にする
予定

・航路情報の発信
・話し合いの場づくり

石巻観光協会

・航路情報の発信
・各航路事業者と許認可部署との話し合いの場づくり（これから検討）

Wi-Fi設備

東松島市

宮戸地区復興再生多目的施設「あおみな」においてイートWi-Fi設備を整備済み。

設備整備提案

石巻観光協会

・漁協施設，民宿などへの設備整備提案（県補助メニュー活用斡旋）
・路線バス車内フリーWi-Fi整備の提案

「海街さんぽ」の活用，宣伝
PR
宿泊施設ビジネスモデル転
換支援費
デリバリー・テイクアウト参入
支援助成金
テイクアウト支援事業

石巻観光協会

DMOサイト「海街さんぽ」の活用，宣伝PR（るるぶ，仙台駅，松島海岸駅，仙石線車内
など）
Ｒ２．１２～，施設機能強化や設備導入への補助，300,000千円

実施

検討
石巻圏域での複数の航路を
乗り継ぎ移動できる仕組みの
整備

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

実施
検討

（３）情報発信〔デジタル・トランスフォーメーション〕
半島部や離島部など情報過
疎地域での無料Wi-Fi設備
の整備

実施

県内主要観光地(仙台・松島
など)からその先へと観光行
動を促す情報の一元的な発
信

実施

検討

検討

実施
宿泊施設や飲食店などにお
ける非接触型サービスの導入
の促進

検討

宮城県
石巻市

事業概要：新たにデリバリーやテイクアウトを行う取り組みへの経費の一部助成
助成金額：3/4 限度額20万円
東松島市観光物産協 東松島観光と物産のPR会において、クーポン券を配布。市内の対象テイクアウト実施
会
店で1,000円以上の買い物で500円分を割引き。
観光と物産のＰＲ会でのクー 東松島市観光物産協 東松島観光と物産の交流会において、当日使える100円券×2枚のクーポン券（お買
ポン券配布
会
い物券）を配布。
カード決済情報の提供，オ 石巻観光協会
会員向けにカード決済情報の提供，オンライン説明会の開催など
ンライン説明会の開催
モバイルバッテリーシェアリ バリューザホテル東松 観光客が地域の情報を収集や問い合わせに必要な携帯電話。モバイルバッテリー借
ング「チャージスポット」の導 島
りられる社会に貢献し観光客を支援する。設置パートナー，イオン・郵便局ファミリー
入
マート・ドコモなど。
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回復戦略の取組

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

みやぎ観光振興会議石巻圏域会議ＷＧ

事業名

回答機関

内容

○圏域として早急に実施しようとする取組

観光マップ記載
離島航路や路線バスなどに
関する情報の圏域の観光
マップへの記載

実施

ドライブマップ作成

三陸地域部会

～Ｒ３．２（主に東北ＤＣ期間中に配布），気仙沼市～東松島市までのドライブマップに
おすすめスポットや食，イベント等を記載，さらに航路を加えリニューアル，654千円

女川観光ガイド

女川町

女川観光ガイド裏一面に記載

石巻市バスマップ

宮交バス

令和元年10月，石巻市と「石巻市バスマップ」を作成。

検討
各協会サイトでのバナーリン 石巻観光協会
ク誘導
地域の魅力伝達
石巻圏域の魅力を在京旅行
雑誌や旅行サイトのライター
などに宣伝

実施

海街さんぽPR，各協会サイトでのバナーリンク誘導

東松島観光キャラバン2019 東松島市観光物産協 東北地方（岩手県・山形県・秋田県・福島県）の主要バス会社をターゲットに令和元年
会
12月に観光キャラバンを実施したもの。特徴ある観光資源,特産品について旅行会社
に積極的に情報提供を行い,観光復興の㏚とバスツアーの誘致を図ることを目的とし
ている。
雑誌・ネット媒体などによる Reborn-Art Festival 観光庁誘客多角等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業による，RAF・石
PR
巻地域の魅力の雑誌・ネット媒体などによるPR

検討

県外物産観光展
石巻圏域の食材や物産や観
光などを紹介するイベントを
県外で実施

実施

検討

石巻地域の物産と観光展

宮城県ほか

Ｒ２．７月・９月，あつかしの郷（福島県国見町）において実施

復興感謝石巻マルシェ

石巻市

実施期間：R3.1.18～R3.3.14
開設場所：東京駅 八重洲口外 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾚｲﾙ ｶﾌｪ ﾄｳｷｮｳ

県外物産展の開催

石巻観光協会

今後の予定
2月13日・14日 上杉城史苑（米沢）

県外物産展の開催

東松島市

Ｒ２．７月 あつかしの郷（福島県国見町）において実施

イベント開催

Reborn-Art Festival

（ISHINOMAKI2.0として）
Think Next 10 year(仮)
会場：東京都大丸有エリア 時期：2021年3月
内容：震災10年で生まれた未来に活かせるアイディアを展示やトークイベントなどで伝
え，丸の内のビジネスマンを中心に東北への関心を高める

みやぎ観光振興会議石巻圏域会議ＷＧ

回復戦略の取組

安全安心の向上
感染症の専門家を講師に招
いて感染症予防や危機管理
の知識を向上

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

実施

事業名

回答機関

石巻圏観光推進機構 観光関連事業者への新型コロナウイルス感染予防セミナーの実施
（協力：石巻観光協会、東松島市物産観光協会、女川町観光協会）

扇子の配布

石巻圏観光推進機構 会席の場を提供する飲食店に飛沫拡散防止を目的とした、扇子の配布
（協力：石巻市、東松島市、女川町）

客席間フェイスシールドの設 宮交バス
置等
感染症対策マニュアル策定 Reborn-Art Festival

検討

内容

感染予防セミナー

高速バスの二人掛け座席の間に客席間フェイスシールドの設置（部品が入り次第順
次設置）及び入口にアルコールディスペンサーの設置（設置済み）。
路線バスの車内換気として後方席部分にウインドバイザーの設置（部品が入り次第順
次設置）
観光庁誘客多角等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業によるRAFツアー
造成における感染症対策マニュアル策定

感染対策オンラインセミナー 石巻市，石巻観光協
会

2月17日 コロナ渦の観光における感染対策セミナー（オンライン）

東部地方振興事務所公式Ｓ 宮城県
ＮＳ（英語，中国語を含む）

Ｒ２．４（外国語はＲ２．１１）～，地域の食と魅力の情報を発信，220千円【県】

石巻圏飲食店応援プロジェ 石巻圏観光推進機構 おしえて美味しいお店投稿キャンペーン（6/19-10/31）
クト
SNSによる情報発信
石巻市
フェイスブック，インスタグラムの発信

ＳＮＳ発信促進
旅行中・後の発信を狙って
ハッシュタグの共通化や写真
投稿を促進

実施

SNSによる情報発信

石巻観光協会

ツイッター，インスタグラム，Facebookを活用した情報発信

SNSによる情報発信

東松島市

インスタグラム，Facebookを活用した情報発信

・広告イベント
・東松島に行こう！キャン
ペーン
SNS等による情報発信

東松島市

HPへのブログ掲載

・サイクルツーリズムの普及に向けた広告イベントを実施
・東松島に行こう！キャンペーン
2020年 2～3月 アクカウンをフォローしハッシュタグ「＃東松島に行こう」で投稿
東松島市観光物産協 フェイスブック，ホームページによる発信
会
女川町
女川町観光協会HPにてブログを掲載。

おながわデカ盛りチャレンジ 女川町観光協会

おながわデカ盛りチャレンジ！ 人気ユーチューバーによる発信（ピザ19万回視聴，
ラーメン9万回視聴）

ゼミ生がつぶやくリボーン・
アート・フェスティバル

石巻専修大学庄子ゼミ生がつぶやくリボーン・アート・フェスティバル （FBページ）週
２回情報発信中
・作品紹介のみならず周辺のおすすめスポットも紹介
https://www.facebook.com/isurafmutter

石巻専修大学

検討
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回復戦略の取組

オンライン実施
観光オンライン体験ツアーな
どのデジタルコンテンツを作
成し実施

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

実施

みやぎ観光振興会議石巻圏域会議ＷＧ

事業名

回答機関

内容

オンラインツアー開催

石巻圏観光推進機構 石巻エリア新春爆笑開運オンラインツアー，Ｒ３．１．１１
（協力：東松島市）

オンライン食事会
詰合せセット販売事業

石巻観光協会

動画付き旬の食材を味わうオンライン食事会 詰合せセット販売事業の推進

オンライン事業

Reborn-Art Festival

今年度のRAFオンライン事業2件（「鹿のゆくえ」「交信 – 声なき声を聴くためのレッス
ン」）を通じた次回RAF本祭への関心の向上・誘客

ＧｏＴｏキャンペーン

国

宿泊業，旅行業，飲食店等への支援

検討

インセンティブ
石巻圏域の住民の地元宿泊
施設の利用に対しインセン
ティブを付与

実施

検討

観光・宿泊・飲食事業者クラ 宮城県
ウドファンディング活用促進
費
・絆の宿キャンペーン
宮城県
・すずめのお宿キャンペーン

Ｒ２．６月・７月支援者募集，Ｒ２．１２月～Ｒ３．５月施設利用，支援者が２割増し利用権
を購入し資金調達と未来の顧客を確保

・石巻のチカラ・プロジェクト 石巻市，石巻観光協
チケット
会
・レッツゴー石巻

・実施期間：R2.4.16～R2.6.30（第１弾），R2.8.31～R3.2.28（第２弾）
事業内容：１割増前売りチケット（第１弾），５割増前売りチケット（第２弾）
・実施期間：令和２年１０月１５日～令和３年１月３１日
事業概要：国のGotoトラベルと連動させた旅行商品を企画・造成・販売し，市独自
のクーポン券を付与する。

・絆の宿キャンペーン，①Ｒ２．７～８ ②Ｒ２．１１～Ｒ３．１，旅行商品造成への補助（10
万円）及び旅行商品への割引補助（1/2，最大5,000円），415,000千円
・すずめのお宿キャンペーン，Ｒ２．９～Ｒ３．１，小規模宿泊事業者に向けた補助
（1/2，最大5,000円），164,000千円

女川町経済活性化商品券
事業

女川町（業務委託先： 実施時期：令和2年11月1日～令和3年1月31日
女川町商工会）
事業概要：全町民へ1万円の商品券を配布した。

割引特典付与の斡旋

石巻観光協会

ファンクラブ会員，東北ＤＣ利用客への割引特典付与の斡旋

みやぎ観光振興会議石巻圏域会議ＷＧ

回復戦略の取組

地元魅力再発見
埋もれる歴史的な地元魅力
の再発見によりシビックプライ
ドを醸成

実施

タクシーで周遊
石巻圏域内の鉄道の主要駅
からのタクシーによる周遊ツ
アーを造成

事業名

回答機関

内容

宝探し謎解きラリー

石巻圏観光推進機構 石巻エリア宝探し謎解きラリー（10/31-1/31）

景勝地の周知

東松島市観光物産協 観光活性化を目的に宮戸地区において設定された景勝地「新宮戸八景」の周知活
会
動。

観光物産展の開催

東松島市観光物産協 東松島市観光と物産のPR会の開催
会
石巻専修大学
日本カーシェアリング協会と協力し，カーナビに搭載する観光案内ナビを作成中
今年度１コース，次年度２コース程作成予定

観光案内ナビの作成

検討
バスツアー運行
牡鹿・雄勝方面や宮戸方面
など周辺部へ日帰り観光バス
ツアー運行

具体的な内容を予定も含めて記入してください

実施状況
※検討は検討予定も
含む

石巻読本リニューアル発行

石巻観光協会

石巻読本（まるごとガイド本）リニューアル発行

日帰りバスツアー支援事業

宮城県

日帰りバスツアー支援事業，Ｒ２．７～，運行と感染防止策への補助，１５，５００千円

実施
震災伝承バスツアーの企画 石巻観光協会

語り部と行く震災伝承バスツアー（震災10年感謝イベント企画）

駅から観タクン

※駅の窓口で当日購入でき，駅前のタクシーに直ぐに乗車。現在のコースは3コース
で所要時間は1時間30分コース，2時間コース，3時間コース。料金は6,000円～
11,000円。※現在も発売中。単年度設定のため，次年度に改めて発売を開始すること
を確認した。
・駅から観タクンＰＲ
・すし店ハシゴタクシー企画(Let' Go 石巻キャンペーン)

検討
東日本旅客鉄道(株)
石巻駅

実施
・駅から観タクンＰＲ
石巻観光協会
・すし店ハシゴタクシー企画
検討
ＳＴＡＲＴ ＡＧＡＩＮ！
ＯＮＡＧＡＷＡプロジェクト

石巻地域ファン
ボランティア経験者などを対
象に「石巻地域ファンクラブ」
を募集

実施
こじか隊

石巻地域ファンクラブ
検討

第二期女川町復興連 実施期間：令和2年6月1日～（既に終了）
絡協議会（ＦＲＫ２）
事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける女川町の事業者を支援するた
（女川町観光協会）
めのクラウドファンディングを組成しました。
予算：431人参加3,180千円
Reborn-Art Festival RAFで設けているアートボランティア。会場の清掃や制作・運営の補助などを会期内
外で実施。
現在登録者約1200名(内アクティブ会員100名程度）
石巻観光協会
・会員募集告知・ＰＲ
・参加店舗加入促進

このほか，調整中と思われますが，「検討」とのみ記載で内容が未記入の回答が複数ありました。
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