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仙台城跡からの仙台市全景
2022年３月に発生した地震の影響で修復中だった伊達政宗公騎馬像も、2023年春に復旧予定です。
青葉山エリアでは４月26日から「仙臺緑彩館」がオープンし、仙台市内では全国都市緑化仙台フェア（未来の杜せんだ
い2023〜Feel green!〜）が開催されます。

特集「データで見る仙台の観光」
変わる青葉山エリア
全国都市緑化仙台フェア(未来の杜せんだい2023〜Feel green!〜)
各事業のご紹介／2023年開催予定の主なコンベンション
せんだい・宮城フィルムコミッション設立20周年
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　人流データについては、新型コロナウイルス感染症の影響が出
る前の2019年のモバイル空間統計データから、仙台市の主要観
光エリアの訪問者の行動特性の分析を行いました。
　結果、来仙者が最も多いのは８月であり、東北の夏祭りを周遊
していると想定されている動きも見られました。また仙台市中心
部だけでなく秋保温泉への流入もみられました。

　仙台市では、観光客の属性や興味・関心に合わせた最適な施策
の立案、プロモーションの実施、効果測定を行うため、観光に
関するWEBアクセスデータやモバイル空間統計による人流デー
タ等を集約する仙台市観光DMP（データマネジメントプラット
フォーム）を2021年度に構築しました。当協会もこれらのデー
タを共同で分析し、観光マーケティングの強化を図っています。

過去11年間の仙台市の延べ宿泊者数の推移

（出典：仙台市観光統計基礎データ）

仙台市の交流人口の状況

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、仙台の観光も大きな
影響を受けました。大きく落ち込んだ交流人口の早期回復とさら
なる拡大を図るため、当協会では仙台市と共同でデータから観光

動向を把握し、仙台の現在地を見極めながら、データに基づいた
施策を展開するデジタルマーケティングに取り組んでいます。今
回の特集では、様々なデータで仙台の観光を読み解いていきます。

仙台市観光DMPによる動態把握

　仙台市の宿泊者数は、東
日本大震災以降550万人泊
前後で推移していましたが、
2019年 は 過 去 最 高 と な る
624.2万人泊を記録しました。
しかしながら、2020年は新
型コロナウイルス感染症の影
響を受け、356.7万人泊まで
落ち込みました。なお、仙台
市では観光再生と交流人口の
さらなる拡大に向け「仙台市
交流人口ビジネス活性化戦略
2024」 を 策 定 し、2024年
には650万人泊とすることを
目標としています。

データで見る
仙台の観光　
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仙台の観光の現在地を知る

　訪問意欲調査において、他の観光都市と比較した場合、
「仙台へ是非訪問したい」と回答したスコアは15％であ
り、順位でみると調査観光都市19都市中、17位という
結果でした。
　各都市へ観光目的で訪問したことがない人に理由を確
認すると、仙台に関しては「観光地としてのイメージが
湧かない」「どんな観光地があるのか知らない」という
理由のスコアが19の都市の中で最も高く20％前後とい
う結果でした。訪問意向が１位の北海道よりも15ポイ
ント以上スコアが高く、仙台の観光資源をもっと認識さ
せていく施策が必要だと考えられます。
　続いて仙台の観光資源の特徴を伝えて魅力に思うか
を確認したところ、提示した20の観光資源カテゴリの
中で「グルメ」「温泉」「自然・景観」「イベント」「歴史」
が魅力だと評価を得る一方、平均認知率は23％と低
く、広く知られていないことが分かりました。特に若年
層（20－30代）の認知率が相対的に低く、若年層の認
知に課題があります。また、魅力を獲得している一方で、
認知率が低い観光地・観光資源（右図赤枠で囲まれてい

　また、どの主要観光エリアにおいても前後に松島を訪問する人
流が多く見られた他、コンサートやスポーツ観戦を目的として来
仙した方も観光とセットで周遊している傾向が確認できました。
仙台七夕まつりやお盆、夏休みといったシーズン的な要因で増加
することは予想されましたが、実際に数字として確認することが
できました。
　また、仙台の公式観光WEBサ
イトである「せんだい旅日和」閲
覧数と仙台市内の宿泊者数の相関
関係を検証したところ、せんだい
旅日和のページビュー数が上昇す
ると、その約１か月後の市内宿泊
者数も上昇していることが確認で
きました。これについては、予約
前に観光の下調べをする、または
予約したから訪問先を調べる、と
いった動きの現れではないかと推
察され、適切な情報発信を実施し

て閲覧数を伸ばしていくことで、観光客増加にもつながるのでは
ないかという仮説を得ることができました。
　これらの得られた様々なデータに基づき、デジタルを活用した
プロモーションを展開し、それによって得られたデータの分析や
効果検証を行ってまいります。

【調査概要】　
調 査 対 象…マクロミルモニタ20〜79歳の男女
調 査 地 域…北海道／東北(仙台市除く)／関東／中部／関西

※中部：岐阜県,静岡県,愛知県,三重県のみ対象／関
西：京都府,大阪府,兵庫県,奈良県のみ対象

※令和２年度の国勢調査に基づく「性年代×調査地
域」の人口動態で市場を再現し実態を計測

調 査 方 法…インターネットリサーチ
調 査 時 期…2022年２月18日(金)〜２月22日(火)
有効回答数…8,583サンプル
調査実施機関…株式会社マクロミル

（株式会社マクロミル調べ）

　各種市場調査・分析などを行っている㈱マクロミルは、仙台オ
フィス開設10周年を迎えるにあたり、仙台市や東北エリアにお
ける地域社会貢献活動として、仙台市観光課と共に仙台の観光に

関する消費者アンケート調査を実施。様々な調査データから仙台
観光の現在地を可視化していただきました。

（仙台市観光DMP画面） （出典：仙台市観光DMP）

総合計 夜間滞在（人） 割　合
１ 東 京 都 115,596 15.60%
２ 福 島 県 63,639 8.60%
３ 岩 手 県 56,698 7.60%
４ 山 形 県 38,646 5.20%
５ 神 奈 川 県 69,085 9.30%
６ 青 森 県 49,734 6.70%
７ 埼 玉 県 47,558 6.40%
８ 千 葉 県 42,758 5.80%
９ 秋 田 県 37,414 5.00%
10 北 海 道 27,592 3.70%

2019年８月の仙台市における
夜間滞在人数（コロナ前） TOP10
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１月 検索VOL
（人） ２月 検索VOL

（人） ３月 検索VOL
（人） ４月 検索VOL

（人）
1 仙台市 40,700 仙台市 32,000 仙台市 43,300 仙台市 31,400
2 仙台四郎 34,600 仙台　コロナウイルス 15,100 仙台空港 29,800 仙台　天気 21,500
3 仙台　コロナウイルス 22,000 ベガルタ仙台 14,400 仙台 22,700 仙台　観光 20,800 
4 仙台 18,100 仙台 13,600 ベガルタ仙台 17,000 アクアイグニス仙台 17,300
5 仙台空港 15,500 仙台市　コロナワクチン 13,400 仙台　観光 16,200 仙台 17,200
6 仙台市　コロナ 15,100 仙台　観光 11,800 仙台　天気 15,600 仙台空港 16,500
7 仙台　天気 13,400 仙台空港 10,800 藤崎　仙台 10,800 ベガルタ仙台 14,200
8 仙台　観光 13,300 仙台市　コロナ 9,900 エスパル　仙台 10,600 IKEA仙台 13,900
9 ベガルタ仙台 13,000 藤崎　仙台 9,800 仙台市地下鉄 9,900 藤崎　仙台 9,400
10 藤崎　仙台 12,700 仙台　天気 9,500 仙台駅 9,700 仙台駅 8,400

５月 検索VOL
（人） ６月 検索VOL

（人） ７月 検索VOL
（人） ８月 検索VOL

（人）
1 仙台市 32,200 仙台市 30,900 仙台市 41,400 仙台育英野球部 236,000
2 仙台　観光 25,000 仙台　観光 26,800 仙台　天気 27,300 仙台育英 224,000
3 仙台　天気 22,400 仙台　天気　 25,500 仙台　観光 27,200 仙台育英　甲子園 34,300
4 仙台 21,700 仙台 18,200 仙台 26,800 仙台七夕まつり2022 32,400
5 ベガルタ仙台 18,200 仙台空港 16,400 仙台七夕まつり2022 24,100 仙台育英　偏差値 34,200
6 仙台空港 17,300 ベガルタ仙台 14,900 大阪王将仙台中田店 18,400 仙台市 31,000
7 アクアイグニス仙台 17,000 仙台駅 11,200 仙台空港 17,400 仙台　天気 30,900
8 仙台駅 14,700 仙台サンプラザホール 7,900 仙台市　コロナ 16,000 仙台　観光 30,800
9 仙台ハーフマラソン2022 10,900 仙台七夕まつり2022 7,800 ベガルタ仙台 13,700 仙台育英　監督 29,800 
10 藤崎　仙台 9,000 藤崎　仙台 7,700 仙台駅 10,600 仙台 27,800

９月 検索VOL
（人） 10月 検索VOL

（人） 11月 検索VOL
（人）

1 仙台　観光 31,100 仙台　観光 32,200 仙台市 28,800
2 仙台　天気 30,700 仙台市 26,100 仙台　観光 23,500
3 仙台育英 27,100 仙台 23,400 仙台　 18,100
4 仙台市 25,400 仙台　天気 22,100 仙台　天気 18,100
5 三井ガーデンホテル仙台 22,400 ベガルタ仙台 19,200 仙台空港 16,200
6 仙台 21,900 仙台空港 18,300 木下大サーカス仙台 13,700
7 仙台空港 19,500 木下大サーカス　仙台 16,000 ベガルタ仙台 11,200
8 ベガルタ仙台 15,300 仙台駅 12,800 仙台駅 11,000
9 仙台育英野球部 11,000 仙台育英 11,900 仙台市　ワクチン予約 10,600
10 仙台駅 11,000 藤崎　仙台 9,800 藤崎　仙台 8,700

　仙台観光国際協会では、ヤフー検
索において「仙台」を含むワード
の検索ボリュームを集計し、「仙台　
観光」の関心度を調査しました。（出
典：ヤフー・データソリューション
DS.INSIGHT）

 
　2022年２月までは、新型コロナ
ウイルスに対する警戒感からキー
ワードにもコロナというキーワー
ドが表れてきていましたが、３月
からはコロナというキーワードは
TOP10からはずれています。その
後、第６波の収束に合わせるかのよ
うに「仙台　観光」でのキーワード
検索が、３月以降順調に増えはじめ、
10月から始まった全国旅行支援の
影響もあり、10月まで右肩上がり
で推移し、仙台の観光に関する興味
関心の高まりを確認できる調査結果
となっています。しかし、11月に
入り、コロナ第８波の影響が出始
め、検索ボリュームが前月比73％
となっています。但し、全国の観光
地でも、前月10月と比較して平均
70％〜 80％の検索ボリューム数に
なっているという同様の傾向が見ら
れる事から、感染者数に対し旅行者
が敏感に反応しているのではないか
と推察しています。

本記事に関するお問い合わせ先　総務企画課企画広報係 022-268-6263(武藤・中禮)まで

今回の調査で、仙台の「観光地」としての認知度がまだまだ低い
ことがデータから確認できました。単に観光スポットという紹
介にとどまらず、仙台でできること、仙台だから楽しめること、と

いった観点で、提案型PRを行っていく必要があると考えています。
今後、当協会では、今回示したような観光統計データを基に、各
誘客事業を検討・実施してまいります。

「仙台」のインターネット検索推移を調査
2022年 ヤフー検索における「仙台」を含む検索ワードランキングTOP10 月別推移

新型コロナウイルス陽性者数と「仙台 観光」の検索数の推移

なる可能性があります。また、仙台の訪問意向が強まった人に理
由を記述してもらったところ、「知らなかったが、魅力的な観光
資源がたくさんあるから」ということが多く挙げられました。
　今回様々なデータから、仙台観光の現在地を知ると共に、今後、
仙台の観光資源の更なる認知度向上を図る必要があること、そし
て「様々な観光を楽しめる」という価値の提供が、仙台観光の活
性化を図る上での鍵となるのではないかと考えられます。　

る部分）の認知率を向上させることが重要であると考えられます。
　さらに、仙台の観光資源の特徴を伝えた後に、仙台に訪問した
い気持ちに変化があったかを確認しました。その結果を性年代別
にみると、男性20代－40代/女性20－30代/女性60代－70代に
おいて「訪問したい気持ちが強くなった」「気持ちがやや強くなっ
た」と回答した人が全体の平均を上回る結果が得られました。こ
れらの層は仙台観光を受け入れやすく、今後のターゲット候補に

（出典：ヤフー・データソリューション DS.INSIGHT）

【調査方法】
　2022年１月〜11月までの「仙
台　観光」をキーワード検索する
ボリュームがどのように変化する
かをDS.INSIGHTというサービスを
利用しました。調査結果は各月の
TOP10として検索ボリューム数と
共に掲載しています。
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第40回全国都市緑化仙台フェア
（未来の杜せんだい2023

〜Feel green!〜）が
開催されます。

　仙台市では、仙台の礎である仙台城跡を含む青葉山と広瀬川に囲ま
れた区域について、藩政時代からの歴史・文化資源や優れた自然景観
を生かしながら、市民や仙台を訪れた人が親しむことのできる杜の都
のシンボルとなる公園を目指して、青葉山公園整備事業が進行中。今
後、仙台の観光にとって最も重要なエリアとして注目されています。

　現在進行中の青葉山公園整備事業において、令和５年４月26
日(水)に、全国都市緑化フェアの開幕と同時に「仙臺緑彩館」が
オープンします。仙臺緑彩館内の情報ラウンジには、仙台・青葉

　全国都市緑化フェアは、都市緑
化の意識の高揚、都市緑化に関す
る知識の普及等を図ることにより、
もっと緑豊かな潤いのある都市づ
くりに寄与することを目的として
開催するものです。仙台市では平
成元年度の「'89グリーンフェア
せんだい」以来、34年ぶりの開
催となります。

マスコットキャラクター
「フォレッピ」

開催期間 令和５年４月26日（水）から６月18日（日）までの54日間

会　場

メイン会場
青葉山公園追廻地区・西公園南側地区・広瀬川地区

まちなかエリア会場
仙台駅ペデストリアンデッキ・青葉通・宮城野通・定禅寺通

東部エリア会場
せんだい農業園芸センター みどりの杜・
せんだい3.11メモリアル交流館・震災遺構仙台市立荒浜小学校・
海岸公園・高砂中央公園(仙台うみの杜水族館)

連携会場
東北大学 学術資源研究公開センター植物園・
七北田公園・仙台市野草園・八木山動物公園 フジサキの杜

主　催 仙台市・公益財団法人都市緑化機構

（仮称）青葉山エリア文化観光交流ビジョンの策定

仙臺緑彩館が令和５年春にオープン予定

変わる
青葉山エリア

施設名 面　積 施設内容

仙臺緑彩館 約1,999㎡
(延床面積)

青葉山公園のビジターセンターとしての役割を基調としつつ、来訪者への情報発信や、飲食、休
憩、体験・交流の拠点となる施設。

もりの市民広場 約2,000㎡ 大橋からの風景をつくる屋外活動の拠点となる芝生広場。小規模な催事での活用が可能。芝生
広場約1,600㎡。

中央広場① 約13,000㎡
広大な敷地を利用できる芝生広場。大規模な催事での活用が可能。

中央広場② 約16,000㎡

もりの庭園 約60,000㎡
季節毎の変化を静かに楽しめる回遊性のある庭。青葉山・御裏林を想起させる樹種を選定。
庭園内に茶室（市指定有形文化財「残月亭」（平屋22㎡））を移築。併せて、残月亭周囲に約200
㎡の茶庭を整備。

多目的広場 約18,000㎡ 駐車スペース（一般車両最大230台程度）と舗装広場を整備。催事の開催等により使用制限有。
残　月　亭 延床約22㎡ 仙台市指定有形文化財の茶室。有料の市民利用施設。仙臺緑彩館と連動した活用も想定。

公
園
施
設
の
概
要

まつりの山鉾や、仙台七夕まつりの吹き流しの展示などが予定さ
れ、館内ではカフェも併設されるなど、青葉山周遊の拠点として
期待されています。

　青葉山周辺は、仙台のはじまりの地であるとともに、歴史、文化、
学術、自然などの資源が集積し、仙台市基本計画においても「国
際学術文化交流拠点」とされ、都市としての持続的な発展を支え
る重要な拠点となっています。
　仙台市では、（仮称）青葉山エリア文化観光交流ビジョンの検
討が進められています。各種プロジェクトが集中する好機に、改

めて総合的にエリアの価値を高め、市民はもとより国内外に魅力
を発信することが重要であるという考えのもと、青葉山周辺にお
ける様々な資源を活用し、交流人口の一層の拡大を図るため、エ
リアの価値や魅力、都心を含む回遊性の向上等に向けた方向性を
示すものとして策定されます。
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　2019年３月に策定された「仙台市交流人口ビジネス活性化戦略」
の重点プロジェクトの一つである「日本一の体験プログラム創出」
事業に取り組み、2021年度までの３年間で、仙台市内及び仙台市
の日帰り圏内において、1,000本の体験プログラムを創出するとい
う目標を達成しました。
　2022年度からは、新たに策定された「仙台市交流人口ビジネス活
性化戦略2024」の元で体験プログラムの磨き上げとプロモーション
強化に軸足を移し、体験プログラムの利用促進に取り組んでいます。
　2023年度は、多彩な体験プログラムをPRすることを目的に初め
て開催した「仙台旅先体験コレクションフェスティバル」等の体験

PRイベントや、体験プロ
グラム専用WEBサイト「仙
台旅先体験コレクション」
等を活用したプロモーショ
ンの実施により、青葉山エ
リアや自然豊かな西部エリ
ア、復興が進む東部
エリアなどにおいて、
各エリアの特性に合
わせた仙台ならでは
の体験プログラムの
強化を図ってまいり
ます。

各
事
業
の
ご
紹
介

観光事業部

℡.022-
268-9568

℡.022-
268-9603

℡.022-
268-6260

　近年、大幅に落ち込んだ観光客数を回復するため、2021年度
から航空路線や関係性のある都市からの誘客を図る就航都市プロ
モーションを実施しています。仙台の魅力を継続的に発信し、仙
台・宮城への旅行需要の早期回復や商品造成を目指します。
　2022年度は、感染症対策の軽減、行動規制の緩和に伴い、仙
台市とともに国内線就航都市である福岡県で観光プロモーション
を実施しました。10月28日(金)〜 30日(日)の３日間、ららぽー
と福岡で観光物産展を開催し、仙台の銘品や伝統工芸品の販売を
行うとともに、仙台の銘品・銘菓のサンプリング、伊達武将隊・
杜の都親善大使によるステージイベントや現地のテレビ番組・ラ
ジオ番組の出演を通じて、仙台観光の魅力を発信してまいりまし
た。
　今後も、国内の就航都市と連携して相互誘客の体制構築を図り、
これまで整備してきた
体験プログラムやモデ
ルルート、物産品の発
信等のプロモーション
を継続的に行い、観光
地仙台の認知度向上と
各地からの新規誘客を
図ってまいります。

　2022年度に新型コロナ
ウイルス感染症の水際対策
が緩和されたことを受け、
落ち込んだ仙台・東北にお
けるインバウンドの早期回
復及び拡大を図るため、仙
台市の重点市場であるタイ
の旅行会社等を招請したほか、現地の旅行博でのPRブース出展、エー
ジェントセールスや商談会への参加、現地でのセミナーの実施等、外
国人観光客誘致に向けた取り組みを実施しました。受入体制の整備と
しては、市内観光関連事業者の外国人観光客対応力の強化を図るセミ
ナーの開催に加え、ガイドブックや多言語版観光マップの制作、首都
圏観光案内所等での観光情報発信等に取り組んできました。
　2023年度は、仙台市が策定した「仙台市交流人口ビジネス活性
化戦略2024」の重点プロジェクトの一つである「インバウンド＆
MICE強化プロジェクト」に基づき、アフターコロナを見据えたイン
バウンドの誘客促進や受入体制整備の各種施策に引き続き取り組む予
定です。仙台市内観光関連事業者に対する個別の事業者支援、体験型
観光コンテンツを主とした着地型旅行商品の継続的な販売体制の構築
及び商品造成・販売に取り組み、事業者の皆様と共に市内のインバウ
ンド対応力をより一層強化してまいります。

　「仙台市交流人口ビジネス
活性化戦略2024」の重点プ
ロジェクトとして掲げている

「エリア別ブランディングプ
ロジェクト」のワークショッ
プに事務局として参画し、地域の皆様と共に議論を深めております。
　2022年度は、仙台の地域ごとの特徴や多種多様な魅力を最大限活
用するため、西部・東部・中心部エリアに分け、各エリア４回程度ワー
クショップを行いながら「ブランドビジョン」の共有化を図っており
ます。
　2023年度は、ワークショップで検討されたブランドビジョンに基
づき、魅力的な観光コンテンツの創出や効果的なプロモーションを行
うこととしております。特に西部地区では、具体的な取り組みに対し
て、「秋保・作並定義・泉西部観光振興事業助成金」等を活用した支
援を行います。
　引き続きこのワークショップを活用しながら、地域社会や観光関連
事業者とのコミュニケーション強化を図るとともに、地域資源の磨き
上げや観光客に提供するサービスの品質管理・向上・評価する仕組み
や体制の構築を目指します。
　今後も、「ブランドビジョン」に基づく一元的な情報発信・プロモー
ションの強化と、インバウンド観光客の受入環境整備に努め、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んだ交流人口の回復・
拡大を図ります。

　仙台市では、伝統的工芸品をはじめとする民工芸品の需要を喚
起するため、認知度の向上、多様な販売チャネルの確保が大きな
課題となっています。当協会では、名産品の紹介や販売機会の創
出、コロナ禍の在宅における購買行動に対応するため、2020年
10月にオンラインショップ「伊達な銘品横丁」を開設いたしま
した。
　2022年度は、仙台・青葉まつりと連携した仙台駅物産展、仙
台駅東西自由通路やコンベンション会場等での物産品販売により、
コロナ前同様に対面でプロモーションを行う機会を確保し、オン
ラインと併せて認知度の向上を図ってまいりました。
　2023年度は、伝統的工芸品等の若手工人が企画する展示会等
の開催事業費の助成に加え、伝統的工芸品の後継者育成支援を検
討してまいります。さらには、オンラインショップ「伊達な銘品
横丁」を活用した特別企画の実施や特別商品の販売を通して、仙
台の物産品の情報発信に努
めるほか、仙台空港から直
行便で結ばれた就航都市に
おける観光PRと連動した
物産プロモーションにより、
全国を視野に入れた販売機
会の創出や認知度向上に力
を入れてまいります。

アフターコロナを見据え、
インバウンド事業をより強化していきます！

国内線就航都市からの
観光客誘致に取り組みます！

体験プログラム1000本の創出を達成！！
利用促進に向けた取組みを強化していきます！

「ブランドビジョン」の共有化を図ります オンラインショップ「伊達な銘品横丁」の
充実と名産品の認知度向上を図ります
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MICE事業部

　2023年に開催されるG7広島サミットの関係閣僚会合の一つ、科学技術大臣会合が仙台で開催されます。
この機会に、仙台市では、最先端科学技術を活用したまちづくりの取組みや、東日本大震災からの復興の歩み
と世界からの支援への感謝、仙台・東北の魅力を世界に向けて発信します。今後の地域の産業振興と交流人口
の拡大を目指し、地域一丸となって、開催に向けて準備を進めてまいります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、約２年、MICE関係も厳しい状況が続いて
おりましたが、2023年度は多数のコンベンションの開催が予定されています。MICE
業界はコロナ禍により、学会・大会のオンライン開催や現地・オンライン併催の「ハイ
ブリッド開催」が一気に普及しました。オンラインという便利な会議ツールが浸透する
一方、「人々が現地に集って話し合い、交流する意義」も同時に再認識されてきており
ます。こうした知見をどのように「MICE再起動」につなげるか、今後のMICEを展望
するため、当MICE事業部では下記フォーラムを誘致いたしました。

「国際観光コンベンションフォーラム2023 in 仙台」が開催されます

　このフォーラムは、コンベンション関係者で全国的に組織する「日本コンベンション
研究会」が、全国の研究者、自治体、観光協会、コンベンションビューロー、観光コン
ベンション関連企業・施設等に呼びかけ、MICE・集客交流産業を地域の立場から議論
する場として毎年開いているものです。本仙台開催では当協会と仙台国際センターが共
催者として準備を進めております。
　MICE関係者の皆様のほか、MICEに関心のある一般の皆様のご参
加をお待ちしております。詳細・参加お申込については、日本コンベ
ンション研究会のホームページ（下記URL・QRコード）よりご確認
ください。

https://www.japan-convention.net/index.html

【開催日程】
令和５年５月12日（金） ～ 14日（日）
【開催場所】
秋保地区

【催事名】　「国際観光コンベンションフォーラム2023 in 仙台～今こそMICE新時代へ～」
【開催日】　令和５年２月７日（火）・８日（水）　
【会　場】　仙台国際センター

※「MICE」とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセン
ティブ旅行＝Incentive Travel）、各種機関・団体・学会等が行う会議（Convention）、
展示会・見本市・イベント（Exhibition ／ Event）の頭文字を使った造語で、これ
らのビジネスイベントの総称です。

2023年「G7仙台科学技術大臣会合」が開催されます

開　催　日 コンベンション名 会　場　名 参加者数

2/24〜2/26 第15回日本不整脈心電学会植込みデバイス関連冬季大会 仙台国際センター 2,200

3/9〜3/12 世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠仙台2023 仙台国際センター・
東北大学川内萩ホール 4,000

3/15〜3/17 第64回日本植物生理学会年会 東北大学川内キャンパス 1,200

3/18〜3/20 第128回日本解剖学会総会・全国学術集会 東北大学川内キャンパス・
仙台国際センター 1,100

5/15〜5/19 IEEE International Magnetics Conference (Intermag) 2023 仙台国際センター 1,500

8/1〜8/4 第46回日本神経科学大会 仙台国際センター 3,500

8/24〜8/25 第72回全国高等学校PTA連合会大会 カメイアリーナ仙台・
仙台国際センター 7,000

9/16〜9/17 第53回日本腎臓学会東部学術大会 仙台国際センター 2,000

9/16〜9/19 日本物理学会 第78回年次大会 東北大学(青葉山キャンパス・
川内キャンパス) 4,500

9/20〜9/23 日本数学会・大韓数学会合同秋季総合分科会 東北大学川内キャンパス 2,000

9/21〜9/22 第73回日本病院学会 仙台国際センター 2,500

10月予定 第75回中小企業団体全国大会 仙台国際センター 2,000

10/18〜10/21 第76回日本胸部外科学会定期学術集会 仙台国際センター 4,000

10/27〜10/28 アジア太平洋肝臓学会 Oncology 2023(仮称) ホテルメトロポリタン仙台 1,000

2023年開催予定の主なコンベンション
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〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-３-20 東日本不動産仙台一番町ビル６階
TEL.022-268-6251㈹  FAX.022-268-6252  https://www.sentia-sendai.jp

　大学、専門学校、日本語学校等に入学する留学生を主な対
象として、仙台での生活をスムーズに始められるように、オ
リエンテーションを実施しています。学校等の依頼に応じて
職員や通訳者を派遣し、主に防災、ごみの分け方・減らし方、
交通ルール、行政手続き、生活マナー等について案内してい
ます。また令
和４年度には
生活マナーに
ついて学ぶこ
とができる動
画も制作し、
令和５年度に
はより効果的
な情報提供に
取り組んでい
きます。 　令和５年度も、関係機関・団体との連携や市民との協働を図りながら、多文化共生社

会の形成に寄与するよう取り組みます。引き続きのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

国際化事業部
当協会が取り組む
多文化共生事業

　2020年・2021年の仙台市における外国人住民数は減少傾向にありましたが、入国制限の緩和などに伴って人の移
動が活発化し、2022年春以降の外国人住民人口は再び増加に転じています。国際化事業部では、外国人住民が安心し
て暮らせるよう、アフターコロナを見据えて次のような事業に取り組んでいます。

　仙台多文化共生センターは仙台市からの委託を受け、国際
化事業部が運営しています。外国人住民の暮らしに役立つ情
報を多言語で提供しています。また、外国人住民の生活相談
や、多文化共生の地域づくりに関する相談にも応じています。
現在はウクライナ語も加わり、全22言語で相談対応を行っ
ています。また、仙台弁護士会をはじめとする専門機関と連
携し、さまざまな相談に応じています。

　仙台で暮らす外国人住民の中には、留学生をはじめとする若い世代が多く、また近年
は就労を目的とする外国人も増加しています。それに伴って小学校や中学校に入学・転
入する外国につながる子どもが増加しています。国際化事業部が運営する「外国につ
ながる子どもサポートせんだい 相談デスク」では、コーディネーターを学校に派遣し、
先生や保護者と共に子どもの学習や生活をサポートするための検討や助言等を行ってい
ます。令和５年度も子どもを学校や地域で支えるためのネットワークづくりを推進して
いきます。

　「多文化」をキーワードに私たちのまち仙台を動画で紹介するプロジェクトです。多
文化共生、国際交流・協力分野で活動をする人や団体を動画で紹介しています。令和４
年度は留学生が独自の視点から動画を制作するとともに、動画制作のための市民向け研
修も実施しました。令和５年
度も仙台の「多文化」を発信
していくために市民の参加を
呼び掛けていきます。動画紹
介ページは下記URLまたは二
次元コードをご参照ください。

外国につながる子どもサポートせんだい 相談デスクの開設

せんだい多文化まちづくりプロジェクトの推進生活オリエンテーションの実施

仙台多文化共生センターの運営

https://
tabunka.
sentia-
sendai.jp/

せんだい多文化まちづくりチャンネル「外国人が働く職場」

日本語学校での生活オリエンテーション

【映画タイトル】　「レジェンド＆バタフライ」
【　配　　　給　】　東映
【　公　開　日　】　2023年１月27日(金)より全国公開

　せんだい・宮城FC
支援作品である東映創
立70周年記念作品「レ
ジェンド＆バタフラ
イ」が2023年１月27
日(金)に全国公開とな
ります。宮城県石巻市
に於いて、解体前のサ
ン・ファン・バウティ
スタ号で大規模撮影が
実施され、スクリーン
の中にその雄姿が映し
出されます。是非劇場
でご覧ください！

　せんだい・宮城フィルムコミッション（FC）は、映像作品
を活用したシティプロモーションと、地域活性化を目的に、宮
城県・仙台市・松島町・(公社)宮城県観光連盟・仙台商工会議所・
(公財)仙台観光国際協会（設立当時は仙台観光コンベンション
協会）が構成団体となって、2003年４月に設立され、今年20
周年を迎えます。これまでの間、多くの映画、ドラマの撮影等
について、多くの地域の皆様の協力を得ながら実施することが
できました。
　当FCが設立されて以降の仙台・宮城への直接経済効果は、
年間平均約９千６百万円で、大型作品が相次いだ平成30年度
と令和２年度には１億３千万円以上の直接経済効果がありまし
た。この直接経済効果は、実際に撮影を行った撮影隊からロケ
滞在中の消費額を実際にFCが調査し、算出しているものです。
　20周年を迎えるにあたり、ロゴマークも刷新すると共に、
記念誌の発行をはじめ、周年記念の上映イベントも企画してい
ます。企画の詳しい内容は、今後、せんだい・宮城FCホームペー
ジでお知らせしてまいります。

せんだい・宮城
フィルムコミッションが
設立20周年を迎えます

支援作品公開情報

せんだい・宮城フィルムコミッション  電話 022-393-8416


