
１　国際交流の拡大

(1) 多様な国際交流の促進・経済交流への発展 ※下線部分は前年度からの変更点

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 姉妹友好州省や海
外県人会等を通じ
た国際交流、国際
協力の推進

国際交流室 ○黒龍江省友好県省締結25周年記念事業により本県訪問団による黒龍江省訪問を実施し、幅広い分
野において交流と協力を推し進める旨の覚書を締結。また、東北文教大学と伊春職業学院との間
で、介護人材育成に係る教職員交流・学生受入に関する覚書を締結。
○黒龍江省ハルビン市内の小中学生で構成される青少年文化交流訪問団を受け入れ、県内小中学生
等との文化交流や、ハルビン市内のスキークラブの方を招待し、蔵王でのスキー交流を実施。
＜課題＞
○これまで培ってきた人的ネットワーク及び周年事業による交流実績を活かし、今後も継続して交
流を実施していく必要がある。

○黒龍江省友好県省締結25周年記念事業により行われた様々な
交流をきっかけに、継続的な交流を実施していく。
○県ハルビン事務所を拠点に、技術・学術・文化等の交流を計
画的に進めていくとともに、これまで培ってきた人的ネット
ワーク、交流実績等を活かし、経済交流へ繋げていく。

国際交流室 ○ハワイ山形県人会設立50周年記念事業及びブラジル山形県人会創立65周年記念事業により、本県
訪問団がハワイ及びブラジルを訪問し、記念式典に出席するとともに、発信力のある現地の方を新
たに「やまがた特命観光・つや姫大使」に委嘱。
＜課題＞
○現地県人会との協力関係や「やまがた特命観光・つや姫大使」が持つネットワークを、経済交流
に発展させていく必要がある。

○現地県人会及び「やまがた特命観光・つや姫大使」のネット
ワークを各種プロモーションにおいて活用できるよう、現地県
人会等との協力体制の構築。

国際交流室 ○平成２８年度からの３か年事業として実施しているＪＩＣＡ草の根技術協力事業により、本県姉
妹友好県省の黒龍江省に対して土壌汚染物質分析技術の確立を支援。また、同じくパプア州に対し
て大豆栽培技術向上に関する技術支援を実施。
＜課題＞
○本県の技術研修員受入及び、現地指導を行う関係機関、各分野における専門家との一層の連携。

○ＪＩＣＡはもとより、現地及び本県の関係機関との一層の連
携を図りながら、より一層効率的・効果的な事業実施に向けて
取り組む。

国際交流室 ○南米の県人会（ブラジル、アルゼンチン）から２名、中国黒龍江省から１名の海外技術研修員を
受入れ、日本語研修及び実務研修を実施。
＜課題＞
○南米では３世、４世が増加し、日本語力の低下が見込まれる。

○南米については海外の県人会と連携するとともに、日本語研
修の充実を図りながら、研修員の受入れを継続する。
○中国黒龍江省についても引き続き研修員を受入れ、医療分野
での研修を実施する。

② 国際交流から経済
交流への発展

国際交流室 ○平成２７年１０月から継続して設置している山形県韓国戦略的情報発信員（前 本県ソウル事務
所長代理）による、インターネット等を活用した観光誘客、県産品輸出拡大に向けた本県の情報発
信を実施。
＜課題＞
○韓国からのインバウンド及び県産品輸出額は伸びてはいるものの、政治的な影響を受けやすい地
域であること。

○一層の観光誘客、県産品輸出拡大を図るため、韓国と山形県
の状況に精通し、双方に人的ネットワークを有する現山形県韓
国戦略的情報発信員による本県の安心安全に関する情報発信を
継続するとともに、現地コーディネーターとの連携を強化す
る。

(2) グローバル人材育成の推進
① 外国語教育・国際

理解教育の促進
義務教育課 ○中学校区６地区を指定し、新学習指導要領への移行に向けて小中学校の連携のもと、英語教育を

推進。
＜課題＞
○地区ごとに研修会を開催し、近隣地区への成果の普及と研修機会の提供がなされたが、新学習指
導要領実施に向けて取り組みの継続が必要。

○事業を継続し、新学習指導要領への円滑な移行と英語教育の
充実を図る。

義務教育課 ○英語指導力向上セミナー（平成２６年度～平成３０年度）、中高教員相互派遣研修等、教員研修
の実施。
＜課題＞
○国の事業である英語指導力向上セミナーが終了したことを受け、今後、校種ごとの課題に対応し
た研修会の実施が必要。

○校種ごとの課題に応じた研修会を計画し、実施していく。
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担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 外国語教育・国際
理解教育の促進

高校教育課 ○英語指導力向上セミナーに加え、研修協力校における公開授業、ＣＡＮ－ＤＯリストの活用に係
る研修会を実施。また、義務教育課と連携してＣＡＮ－ＤＯリストの活用に係る研修会および中高
教員相互派遣研修を実施。
＜課題＞
○研修内容を参加者だけでなく、広く県内教員に普及させることが必要。

○公開授業合評会や研究協議等をより実践的な内容に絞って実
施していく。

高校教育課 ○平成２９年度から「英語ディベート力育成事業」を開始。教員を対象とした英語ディベート指導
者研修会、高校生英語ディベート大会を実施。年度末に高校生を対象に英語ディベートチャレンジ
合宿を実施予定。
＜課題＞
○英語ディベートを指導できる教員をさらに育成していく必要がある。

○新学習指導要領では、英語によるディベート等の高度な言語
活動を授業に取り入れることが必要であるとされていることか
ら、教員を対象とした研修会をさらに充実させていく。

高校教育課 ○留学支援事業としてグローバル語り部、及び短期留学支援を実施。
＜課題＞
○留学に関心を持っている生徒は少なくはないが、留学者は一部の学校にとどまっている。

○「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」等の積極的な活用に向けて、
各校へ呼びかけていく。

② 県民の外国語学習
機会の拡大

国際交流室 ○地域に定着するグローバル人材の育成を目的とした文部科学省の国庫補助事業「トビタテ！留学
ＪＡＰＡＮ」の正式採択（事業実施期間：平成30年度～32年度）を受け、産学官で組織する協議会
（事務局：山形大学）が設立され、地域の活性化に資する独自テーマを設定し、海外留学及び地域
企業等でのインターンシップを組み合わせたプログラムを設計した。
＜課題＞
○留学を希望する学生の掘り起しのため、事業の周知を強化する必要がある。

○「やまがたグローカル人材育成推進協議会」に参加し、当事
業により留学した学生への支援を通して、「高度グローカル人
材」の地域への定着推進を図る。
○グローバル人材の育成に結びつけるため、若者を対象にパス
ポート取得に係る支援を行う。

国際交流室 ○ＪＥＴプログラムにより来日しているＡＬＴの能力を活用した県民の英語教育の充実及び国際理
解促進を図るため、国際交流イベントへのＡＬＴ派遣に関するコーディネートを実施。
＜課題＞
○より多くの県民の外国語学習機会等の拡大に向けた、大学、国際交流団体、市町村、ＡＬＴ等と
の連携。

○外国語学習機会の一層の拡大に向け、大学、国際交流団体、
市町村、ＡＬＴ等との連携を強化していく。

③ 県内企業の海外取
引等の拡大のため
の産業人材の育
成・確保

経済交流課 ○留学生向けの県内企業見学会を２回[９月（２６名、３社）、１２月（３０名、４社）]、合同企
業説明会（３月、約９０名、２２社）を実施。
＜課題＞
○県内企業の魅力をしっかりアピールするとともに、様々な機会を通して県内企業と留学生との接
点を確保し、相互の理解を一層深め、県内企業への就職を促すことが必要。

○大学等と連携し、企業見学会・合同説明会への留学生の参加
をより一層促進する。
○県内企業に対し、海外展開のキーマンとしての留学生採用の
関心を高めるとともに、関係部局と連携し、留学生の増加、県
内定着に向けた取組みを促進する。

(3) 多文化共生の推進

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 外国人が暮らしや
すい環境の整備

国際交流室 ○県国際交流協会に外国人相談窓口を設置し、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガ
ログ語、日本語の６か国語による相談を実施。
＜課題＞
○相談内容が多様化しているなかで、在留資格や介護保険の相談など内容が高度化している。
○ベトナムなどからの外国人技能実習生が急増している状況があるため、外国人相談窓口で対応で
きる言語も現状に合ったものにする必要がある。
○一定の専門性・技能を有する外国人に係る新たな在留資格の創設等を主な内容とした改正「出入
国管理及び難民認定法」が４月に施行され、県内の外国人労働者は今後ますます増加するととも
に、ご家族等も含め、相談内容についても多岐にわたることが想定される。

○多様かつ解決が困難な相談内容に適切に対応するため、専門
家や関係機関との連携について検討する。
○県内の在住外国人及び外国人を雇用する企業などからの相談
や、生活・就労等に関する適切な情報を的確に提供できるよ
う、ワンストップで情報提供・相談を行う一元的相談窓口を整
備する。

② 在住外国人との協
働の拡大

国際交流室 国際交流サポーター・ボランティアスタッフの拡充について協力を要請。
＜課題＞
・国際交流サポーター等の活躍する機会の拡大と、新たな人材の掘り起し。

○県国際交流協会等と連携・協力し、国際交流サポーター制度
等について、より一層周知を図ることにより、活躍する機会の
拡大及び、新たな人材の掘り起しに取組む。

項　　　　　目
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２　グローバル化に対応した県内企業の海外取引の拡大

(1) 市場特性を意識した商品づくり

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 海外市場を意識し
た付加価値の高い
商品づくり

経済交流課 ○県内事業者が県国際経済振興機構のコーディネーターや招へいバイヤーとの面談する機会を設
け、海外マーケットの視点から、個別に商品開発のポイント等のアドバイスを実施。
○海外マーケットを目指す商品づくりに対し、経費の一部を助成。
○ＡＳＥＡＮ貿易コーディネーターと連携し、シンガポールのデザイナーと県内事業者との連携に
よる工芸品（けん玉）を製作。
＜課題＞
○商品開発や改良には時間やコストを要する場合が多く、事業者とデザイナーの息の長い取組みが
必要。

○バイヤー招へい事業の効果が大きいことから、バイヤー、デ
ザイナー等と面談する機会を拡充するとともに、バイヤー招へ
い等商品開発に係る各種事業の情報を事業者に提供する。

６次産業推進課 ○県単補助金により海外向け商品の試作や試食会等を通じた市場性の把握等の活動を支援。
○輸出先の嗜好性や食文化を分析し、輸出品目の選定・販売ターゲット・輸送方法など輸出拡大に
向けた国別輸出アクションプラン台湾版・シンガポール版・ＥＵ版によるマーケット情報の提供。
平成30年度は、マレーシア版・タイ版・北米版を策定。
＜課題＞
○パッケージに英語表記を入れるなど、海外を意識した商品づくりの推進が必要。

○プロモーション等で市場特性を把握し、現地ニーズに沿った
輸出を行うことなどを目的に県単補助金の活用を促していく。
○平成31年度は、国別輸出アクションプランの香港版・中国版
の策定を進める。

② 輸出を見据えた生
産・流通体制づく
り

経済交流課 ○県内事業者に対し、成分検査、各種認証取得等に要する経費の一部を助成
＜課題＞
○輸出に取り組む県内事業者に対する関係機関の支援や助成制度に関する情報提供の強化。
○輸入規制に関する情報提供の強化。

○県国際経済振興機構やジェトロ等と連携し、県内事業者の状
況に応じて、必要な支援を行う。
○各国・地域の輸入規制及びその対応について、事業者にしっ
かりと情報提供を行う。

６次産業推進課 ○新たな物流体制の構築を目指し、庄内空港から香港に向けて、県産農産物等の小口混載による輸
出可能性調査を実施。
○台湾向け生果実（りんご、なし、もも、すもも）等、植物検疫について二国間協議により対応が
必要な品目に関する情報提供。
○米国向け柿輸出のための検疫条件に関する情報提供と生産園地及び選果こん包施設の登録支援。
○山形県産米輸出拡大チーム会議を開催し、米輸出の取組みについて情報交換(H30.8.23)。
＜課題＞
○庄内空港を活用した小口・保冷輸送の本格運用に向けては、物量の確保などの課題解決が必要。

○庄内空港を活用した物流体制の構築を目指し、小口混載によ
る輸出可能性調査を継続して実施する。
○低コスト・多収米について実証ほを設置するとともに、多収
米の海外市場での求評を継続して実施する。

(2) 市場特性を踏まえた販路の開拓・拡大

① 新たな輸出品目や
輸出取組み者の掘
り起こし

経済交流課 ○若手経営者の輸出への取組みを促すため、既に輸出に取り組んでいる成功者の意見を聞きなが
ら、講座－海外プロモーション－渡航費助成をパッケージ化した支援により、新たに輸出に取り組
む事業者の掘り起しを図る事業を実施【香港】。
○ジェトロの情報を活用した工芸品関係バイヤーを招へいし、県内事業者との商談を実施。
○世界的なネットワークと情報を有するジェトロ山形を中心に、品目ごとのセミナーや貿易の講
座、輸出事例の紹介等、県内事業者に情報提供を行いながら、新たに輸出に取り組む事業者を発掘
するとともにジェトロを中心に日ＥＵ・ＥＰＡ、ＴＰＰに係るセミナーを主催。
○県国際経済振興機構の相談機能を活用し、事業者の掘り起こしを実施。
＜課題＞
○工芸品など食品以外の輸出品目の拡大。
○県内事業者への継続的な情報提供・啓発活動の実施。

○工芸品等の食品以外の分野においては、ジェトロや現地コー
デネーターのネットワークを活用したバイヤー招へい等によ
り、現地での評価や趣向性を検討しながら、新しい輸出品目や
輸出者の発掘を行う。
○引き続き若手経営者の輸出への取組みを促すため、パッケー
ジ化した支援策を継続するとともにフォローアップを行う。

６次産業推進課 ○県単補助金により、輸出の初期段階の取組みについて3年間継続して支援。
○県産米の輸出拡大に向けた県単補助金を創設し、事業者が実施する輸出拡大に向けた取組みへの
支援を開始。
○国別輸出アクションプラン台湾版・シンガポール版・ＥＵ版によるマーケット情報の提供。平成
30年度はマレーシア版・タイ版・北米版を策定。
○国別輸出アクションプランを活用した県産農産物輸出促進セミナーを開催(H31.2.13)。
＜課題＞
○輸出に取り組む事業者や品目が固定化傾向にある。

○プロモーション等で市場特性を把握し、現地ニーズに沿った
輸出を行うことなどを目的に県単補助金の活用を促していく。
○既存の輸出アクションプランを活用したセミナーの開催等に
より、輸出の新規取組者の掘り起しを図っていく。平成31年度
は、国別輸出アクションプランの香港版・中国版の策定を進め
る。
○企業が実施するビジネスマッチングの機会について、継続し
て情報提供していく。

項　　　　　目
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担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

② 県産品の定番化に
向けた輸出ルート
づくり

経済交流課 ○山形の強みである農産物や日本酒、加工食品等の食品を中心に、県国際経済振興機構が見本市へ
の出展や現地販売プロモーション、バイヤー招へいを各地で実施。
○新たな輸出ルートとしての越境ＥＣについて、県内事業者の取組みへの支援を実施。
＜課題＞
○香港、台湾、タイ、シンガポール等日本食の浸透度が高い成熟市場は、価格や品質面で他産地と
の競争が激しいため、既存の輸出ルートをより強固なものにするとともに、新たに信頼できるパー
トナーとの新規ルートの開拓が必要。

○販売プロモーションやバイヤー招へいの継続により、県内事
業者と輸出パートナーとの信頼関係をより強化し、現在の市場
の確保と県産品の定番化、さらには取引量の拡大を目指す。
○引き続き越境ＥＣへの支援を実施。

６次産業推進課 ○ハワイの日系スーパーマーケットにおいて「つや姫」、県産加工食品による「山形フェア」を開
催(H30.9.18～23)。
○ロサンゼルスの日系スーパーマーケットにおいて、庄内柿の販売プロモーションを実施
(H30.12.1～2)。
○米国に広く展開する日系スーパーマーケットへの販路拡大に向けた、県産加工食品を中心とした
商談会を実施(H31.2.8)。
＜課題＞
○価格の高い県産農産物の定番化に向けては、パートナーとなるバイヤーとの信頼関係の構築が不
可欠。

○つながりのできたバイヤーについて、さらに信頼関係を強化
し、「山形フェア」の拡大などにより、販路拡大につなげてい
く。

③ 現地での認知度向
上に向けた情報発
信

経済交流課 ○重点地域等において、県国際経済振興機構による現地での見本市出展や販売プロモーション等を
実施。
○台湾、ロンドン及びハワイにおいてトップセールスを実施。
＜課題＞
○山形の認知度を向上させるためには、トップセールスやプロモーション等による効果的な情報発
信が必要。

○輸出パートナーの県産品に対する理解や信頼、愛着を深める
プロモーション活動等を連携して行う。
○協調関係にある海外の飲食店・ホテル等を活用し、県産品や
観光資源の魅力を発信することにより、本県の認知度向上と山
形ファンの獲得を図る。
○インバウンドと連携した情報発信の強化を図る。

６次産業推進課 ○台湾・高雄市のショッピングセンターにおいて、一般消費者を対象に、さくらんぼを中心とした
知事トップセールスを実施し、県産品をＰＲ(H30.5.27)。
○米国・ハワイ州ホノルル市の商業施設において、一般消費者を対象に「つや姫」を中心とした知
事トップセールスを実施。併せて工芸品の展示や日本酒セミナー等も実施し山形県を一体的にＰＲ
(H30.9.16)。
○米国の在ロサンゼルス日本国総領事公邸において、現地レストラン関係者等実需者を対象に「つ
や姫」、「総称山形牛」、県産日本酒等の副知事によるセールスプロモーションを実施し県産品を
ＰＲ(H30.10.16)。
○海外向け県産農産物等のＰＲパンフレット（英語、中国語(繁体字))を作成(H31.1月)
○ホームページによる英語・イタリア語での本県食文化のＰＲ。
＜課題＞
○県産品の認知度向上に向けて継続した県産品のＰＲが必要。

○パートナーとなるバイヤーとの信頼関係を強化しながら、輸
入業者、レストラン関係者、一般消費者を対象として、今後も
ＰＲ活動を展開するとともに、県産農産物の認知度向上を図る
ための情報発信を強化していく。

(3) 現地の情報を速やかに収集できる仕組みづくり

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 輸出に係るコー
ディネート機能の
強化

経済交流課 ○県国際経済振興機構の県産品輸出コーディネーターによる県内事業者と輸出パートナー等のマッ
チングを実施。
○県内金融機関の業務提携先となる現地金融機関の協力のもと、現地商談会を開催（台湾、香港、
タイ）。
○現地コーディネーター及びアドバイザーを設置し、現地における情報収集や支援機能を強化。
○ジェトロ香港事務所に駐在員を派遣し、現地情報の収集・提供及びネットワークの構築を実施。
＜課題＞
○輸出実現のためには、マッチングや商談会後のきめ細かなフォローアップが重要。

○県国際経済振興機構に設置する国内外のコーディネーター及
び現地派遣職員の知見と人脈を活用しながら、商談後の相手方
の要求内容の解釈、要求への対応方針・方法に係る助言など、
きめ細やかなフォローアップ、新たなパートナーとなりうるバ
イヤーの発掘等を行う。
○新たな国際戦略策定に合わせて設置体制を見直す。

② 関係機関との連携
による輸出促進に
向けた一体的な取
組み

経済交流課 ○県国際経済振興機構やジェトロ山形、金融機関が連携し、現地などの情報を共有しながら、セミ
ナーや商談会、バイヤー招へいを実施。
〇輸出推進機関、関係機関・団体及び山形県が一堂に会し、情報を共有するとともに、今後の効率
的・効果的な輸出振興策の展開を図るため、「県産品輸出オール山形コラボプロジェクト会議」を
開催（４月、１２月）。
＜課題＞
○プロモーション等の実施に際しては、十分な準備期間を確保し、県内関係機関だけでなく、現地
バイヤー等の関係者とも情報を共有することが重要。

○今後も支援機関が連携し、それぞれの活動や事業に協力しな
がら、商談会等を実施する。
〇「県産品輸出オール山形コラボプロジェクト会議」の開催を
通して、関係機関と連携し、より効率的・効果的なプロモー
ション等の輸出振興策を展開する。
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担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

② 関係機関との連携
による輸出促進に
向けた一体的な取
組み

６次産業推進課 ○県産米輸出拡大チーム会議等において、輸出先の情報等について意見交換を実施。
＜課題＞
○県産米輸出拡大チーム会議については、県産米の輸出に関する意見交換の場としての機能が主と
なっている。

○県産米輸出拡大チームについては、県産米の輸出や県の輸出
施策に対する意見聴取の場として活用していく。また、各チー
ムメンバーの米輸出に向けた取組みの紹介、連携した輸出拡大
の取組みに向けた意見交換の場としても活用していく。

(4) ものづくり企業の海外展開支援

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 海外取引等促進の
ための取組み

工業戦略技術振興課 ○現地の投資環境の調査及び取引拡大のため、中小企業と支援機関で構成されるミッション団（県
内企業９社）を１０月にインドネシアに派遣した。
○海外取引支援アドバイザーを企業振興公社に配置し、企業への指導助言を行った。
＜課題＞
○海外ミッション団派遣も回数を重ね、取引拡大等の取組みの強化が望まれている。

〇引き続き、現地調査に加えて、現地商談会を開催し取引拡大
を図る。
○引き続き、海外取引支援アドバイザーを企業振興公社に配置
し、企業への指導助言を行う。

３　市場特性に応じた観光誘客の拡大

(1) 「山形県のブランディング」に向けた取組み

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 本県の強みを活か
した新たな誘客

インバウンド・
国際交流推進課

○台湾では、５月に知事トップセールスを実施し、１０月から２月にかけて１４４便の定期国際
チャーター便の運航が実現した。また、１月にも知事トップセールスを実施し、チャーター便の運
航継続・拡大の働きかけた。サイクルツーリズムを推進するため、モニター招請等を実施した。教
育旅行について、平成30年度は11校を誘致した。また、仙台空港に就航するLCCと連携したFIT向け
のプロモーションを実施した。
○香港では、現地旅行社・メディア招請、現地旅行博でのPR、宮城県との連携によるテレビ、ガイ
ドブックを活用した観光情報発信及び旅行商品造成販売プロモーション、ＳＡＫＥツーリズムの情
報発信を実施し現地での認知度向上を図った。
○中国では、大連で８月に東北６県合同での知事トップセールスを実施したほか、観光コーディ
ネーターによる送客、プロモーションを実施した。
○ＡＳＥＡＮでは、タイのメディア招請やシンガポール、ベトナムへの動画広告掲出、現地旅行博
でのＰＲを実施し、認知度の向上を図るとともに、現地旅行会社（シンガポール、タイ、マレーシ
ア、ベトナム）に対しては商談会や共同広告の実施などにより誘客拡大に取り組んだ。
○韓国では、宮城県と連携し両県の観光番組を制作・放映し情報発信するとともに、テレビショッ
ピングでロケ地巡りの旅行商品を販売したほか、現地において観光商談会を実施した。
○東北各県等と連携し「雪と文化をテーマとした東北観光プロモーション会議」を開催し、冬の東
北のブランド化に向けた情報発信、商談会、ファムトリップを実施した。
＜課題＞
○対象国・地域における本県の認知度向上とともに、本県が持つ観光資源の強みを活かし、送客実
績のある現地有力旅行会社や影響力のあるメディアとの連携などターゲットを絞った誘客への取組
みを一層強化していく必要がある。
○教育旅行及び文化交流団受け入れにあたっては、計画から催行まで短期間であることが多く、特
に教育旅行に関しては学校交流が必須であるなど、日本と異なる状況に留意する必要があり、臨機
応変に対応できる体制が必要となる。

○重点市場や継続市場を中心に、観光コーディネーター等と連
携しながら、「雪」の戦略的活用とともに、温泉、果物狩り、
豊かな食に加え、日本遺産に認定された出羽三山などに代表さ
れる精神文化など、本県が強みを持つ観光資源のＰＲや認知度
向上への取組み、現地広告媒体の活用や旅行商品の造成支援な
どにより、さらなる誘客拡大を図っていく。
○東北観光復興対策交付金を活用し、隣接県と連携し、課題で
あるグリーン期の旅行商品の造成の働きかけに加え、市場の特
性・成熟度に合わせＦＩＴ向けの各種プロモーション事業を展
開し、誘客拡大の強化に取り組む。
○教育旅行については、これまでつながりができた台湾を中心
に、引き続き関係機関と連携しながら誘致活動を継続し、相互
交流の拡大につなげていく。

② 2020年東京オリン
ピック・パラリン
ピック大会開催を
見据えたプロモー
ションの実施

インバウンド・
国際交流推進課

○東京都及び東北各県等と連携し、共同Ｗｅｂサイト「TOHOKU×TOKYO」やオンライン広告を活用
したＰＲ等の情報発信を強化し、認知度向上を図った。
＜課題＞
○欧米等における本県の認知度向上。

○ＷＥＢサイトの設置等を通したＰＲを継続するとともに、各
種広告媒体等を活用しながら東京と東北との対照的な双方の魅
力をＰＲし、引き続き誘客拡大につなげる。
○東北６県連携により、2019年ラグビーワールドカップ、2020
年東京オリンピック・パラリンピック大会の国内開催が続く好
機に、東北の認知度や東北の冬のブランド化を促進するため、
インフルエンサー等招請による「ＴＯＨＯＫＵ］情報の発信や
冬の旅行社招請に合わせた商談会等を開催する。
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担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

③ 市場ニーズに沿っ
た情報発信

インバウンド・
国際交流推進課

○観光コーディネーターや県のホームページ、ＳＮＳの活用、観光ＰＲ用ショートムービー「STAY
YAMAGATA」、現地旅行博、多言語パンフレットの配布、現地旅行会社・メディア・インフルエン
サーの招請事業の実施など、対象国における訴求力のある観光情報の発信を行った。
＜課題＞
○旅行商品の造成につながるタイムリーかつ新たな観光素材の提供や近年増加傾向にある個人旅行
者への効果的な情報発信をさらに強化していく必要がある。

○引き続き、観光コーディネーター等を通して現地旅行会社等
への旅行商品の造成に向けた働きかけとともに、旅行博等での
ＰＲやＳＮＳを活用した継続的な情報発信を実施する。
○近年増加傾向にある個人旅行者への情報発信を強化するた
め、インフルエンサー、動画やＳＮＳを活用した外国人目線で
の情報発信を行うなど、本県の認知度の向上を図る。

(2) 交通の利便性の向上

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 総合交通政策課 ○チャーター便就航時の円滑な臨時開港のための各関係機関との連絡調整の実施、通訳の派遣。 ○引き続き、チャーター便就航時の関係機関との連絡調整や通
訳の派遣を行う。

インバウンド・
国際交流推進課

○現地航空会社や旅行会社への継続的な働きかけを実施し、平成30年度は、台湾との定期チャー
ター便144便の運航に結び付いた。
＜課題＞
○チャーター便の運航拡大に向けて継続的な支援や取組みが必要である。

○観光コーディネーター等と連携しながら、官民一体となっ
て、チャーター便の継続的な運航に向け、あらゆる機会を通し
て現地航空会社やキーエージェントなどに働きかけを行うとと
もに、送客力のある海外の有力旅行会社等と連携し、引き続き
チャーター便の運航拡大につなげていく。

② 他県空港利用によ
る誘客の推進

総合交通政策課 ○羽田乗継利用の商品造成促進に向け、観光部局と連携し、海外旅行会社や国内ランドオペレー
ターに対するＰＲ活動を実施。（対象市場：シンガポール、タイ、オーストラリア）
＜課題＞
○羽田乗継利用の定着のため、ＰＲ活動において継続した取組みが必要。

○引き続き、羽田乗継便による来県定着のため、観光部局と連
携して継続的なＰＲ活動などを実施する。

インバウンド・
国際交流推進課

○東北観光推進機構や隣県等と連携し、各種プロモーション事業を実施するとともに、旅行商品の
造成について現地旅行会社へ働きかけを行った。
○他県空港から本県への入り込みを促進するためのインセンティブとして、宿泊費の支援を実施し
た。
＜課題＞
○これまで実績がなかった国や地域においても新たに商品造成がなされるなど支援額が増嵩してお
り、予算の継続的な確保等が必要である。

○観光コーディネーター等を通し、現地旅行会社等へ助成制度
の周知を図るとともに、旅行商品の造成を引き続き働きかけて
いく。
○東北のゲートウェイとしての仙台空港から本県への直行高速
バスを活用した旅行商品造成・販売を進めるなど、本県への外
国人観光客の誘客促進に取り組んでいく。
○今後、訪日団体旅行の入込増加が期待されるベトナムをター
ゲットに、福島県と連携し、チャーター便旅行商品の造成を支
援することで、福島空港及び仙台国際空港へのチャーター便誘
致を図り、誘客拡大につなげていく。

③ 酒田港利用による
誘客の推進

インバウンド・
国際交流推進課

○県、国、酒田市等で構成する「“プロスパーポートさかた”ポートセールス協議会」（代表：知
事）に、平成28年度から新たに設けられた外航クルーズ船誘致部会を推進母体として、官民一体と
なった外航クルーズ船の誘致活動を展開した。
○こうした取組みの成果として、平成30年７月に初めて酒田港に寄港した「ダイヤモンド・プリン
セス」（英国船籍）を含めて、外航クルーズ船が３回寄港した。
＜課題＞
○平成31年に計５回予定されている外航クルーズ船の寄港に備えるとともに、誘致活動を活発化さ
せ、さらなる寄港の拡大を目指す。

○同誘致部会を中核とし、Ｗｉ-Ｆｉ、多言語表記、シャトルバ
スなどの交通手段の確保、寄港時の歓迎やスムーズな誘導・案
内、県産品販売ブースの設置、フリー客用のタクシーやレンタ
カーの準備等、万全の受入態勢整備に向け準備を行う。
○さらなる寄港拡大に向け、様々な船社へのプロモーション、
船社の幹部招へい等による誘致活動に取り組んでいく。

(3) 受入態勢の整備推進

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① ハード整備 インバウンド・
国際交流推進課

○民間事業者が行う「ご当地Ｗｉ-Ｆｉ整備」の取組みと連携し、Ｗｉ-Ｆｉ環境のシームレスな接
続環境の実現に向け、エリア拡大の支援を実施中。（H28：蔵王、H29：山寺、最上川舟下り、酒田
市。また、天童市、寒河江市、西川町、遊佐町と連携。H29年度東北総合通信局長表彰を受賞。
H30:米沢市、飯豊町、遊佐町、西川町、新庄市）
○宿泊施設や観光施設などの民間事業者が取組むインバウンド受入環境整備に対する支援を実施し
た。
＜課題＞
○観光関係事業者や市町村等の理解を得ながら整備を促し、引き続き、外国人観光客の利便性の確
保に取り組む必要がある。

○キャッシュレス決済環境やＷｉ－Ｆｉ環境の整備、案内表記
の多言語化、トイレの洋式化などに取り組む事業者への個別支
援を進めることにより、外国人観光客の利便性を高め、受入環
境の整備促進を図り、誘客拡大につなげる。
○「ご当地Ｗｉ－Ｆｉ」を観光関係事業者や市町村等の理解を
得ながら整備を促し、県内主要観光地全域でのサービス提供に
向けた支援を継続する。

項　　　　　目

チャーター便運航
に向けた取組み
（山形空港、庄内
空港）

項　　　　　目

項　　　　　目
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担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

② ソフト整備 インバウンド・
国際交流推進課

○外国人観光客に対し、観光の対応現場においておもてなしやコミュニケーションが円滑に行われ
ることと、既に多くの外国人旅行者を受け入れている地域において、接遇レベルの向上及び地域住
民の積極性の醸成を図ることを目的とした外国人観光客接遇研修を実施した。
○アドバイザーの派遣や勉強会を開催し、地域における外国人観光客の受入組織づくりを支援し
た。
＜課題＞
○外国人観光客の誘客拡大に向け、地域全体での機運醸成とともに、誘客の増加に対応できる人材
の育成や受入のための環境整備などに取り組む必要がある。

○観光現場においておもてなしやコミュニケーションが円滑に
行われ、外国人観光客が快適に県内を周遊できるよう、外国人
観光客接遇研修の取組みを継続するとともに、新たに立ち上
がった受入組織が自立的に情報発信やセールス活動等に取組む
ための支援を行う。

空港港湾課 ○酒田港における外航クルーズ船受入時に、来港客の安全を図るための警備と仮設フェンス等によ
る安全な誘導を行った。
＜課題＞
○来港客数の規模に応じた警備等により安全を図る必要がある。

○酒田港における外航クルーズ船受入時には万全を期して来港
客の安全を図る。

４　国際物流の推進

(1) 酒田港の国際物流拠点化の推進

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 酒田港利用貨物の
掘り起こし

経済交流課 ○港湾機能強化による利便性向上などを強みとして、酒田港利用割合が低い県内陸部、近県の企業
等、ターゲットを明確にしたポートセールスを官民一体で展開（セールス件数は過去最高：329件
（平成31年２月末現在））。
○県内陸部の企業の掘り起しを目的に、山形市内で「酒田港ポートセミナー」を開催（11月）（参
加者：76企業・団体　128名）。
○「山形県国際物流アンケート」（２年に１回）を実施し、酒田港に関する企業ニーズを調査する
とともに、酒田港の利用可能性のある企業の掘り越しを実施。
○県進出企業の物流決定権限を有する本社、商社及びコンテナ船を運航する船社などを対象に、首
都圏等においてポートセールスを実施。
○物流コスト低減に繋がる助成措置を実施し、新規荷主の掘り起しを行うとともに、継続荷主の他
港へのシフトを防止し貨物量を確保。
＜課題＞
○大口荷主の貨物量が減少するとともに、大口荷主以外は横ばいとなっているため、今後の取扱貨
物量の拡大には、酒田港利用荷主数の増加が必要。
○国際定期コンテナ貨物便が一時期の７便から３便になっていることから、利便性向上に向けて増
便が必要。

○５年に１度国が実施している「全国輸出入コンテナ貨物流動
調査」（調査期間：平成30年11月）の分析、新たに作成した
データベースの活用等によりターゲットを明確にし、戦略的に
関係機関と連携しポートセールスを展開する。
○助成制度を充実させ、新たな酒田港の利用を図る。
　・他港利用企業の試験的利用やリダンダンシーの確保の視点
　　からのセカンドポートとしての利用を促進するため、新規
　　荷主の助成要件を緩和
　・昨今の燃料費等物流コストの高騰に対応するため、より
　　負担感の大きい酒田港から遠方の企業に対し陸送費を助
成。
○県進出企業の物流決定権限を有する本社、商社及びコンテナ
船を運航する船社などを対象に、首都圏でポートセミナーを開
催。
○船社の動向の把握に努めるとともに、引き続き、本社訪問な
ど船社に対する増便要請を実施する。

② 酒田港の機能強化
による利便性向上

空港港湾課 ○今後のコンテナ貨物量の増大に対応するため、国土交通省では、高砂第２岸壁延伸事業を行い、
県では岸壁延伸に伴うふ頭用地造成及び１号コンテナクレーンの更新・大型化の工事の進捗を図っ
た。
＜課題＞
○港湾利用者のニーズに遅れることなくターミナル機能の強化を図る必要がある。

○平成３１年度を目標として、岸壁延伸（ふ頭用地造成）とコ
ンテナクレーンの更新・大型化を完成させ、大型船の２隻同時
荷役を実現する。

③ 酒田港を拠点とし
た広域的リサイク
ルネットワークの
形成

空港港湾課 ○リサイクル貨物量の増加を目指し、酒田市及びＮＰＯ法人山形県リサイクルポート情報センター
と共同でフォーラムやセミナーを開催し、酒田港利用拡大のＰＲを行なった。
＜課題＞
○日本海側拠点港計画（リサイクル貨物）に掲げている目標を達成するため、新たな貨物の創出や
既存貨物量の拡大に向けた取組みを推進する必要がある。

○対岸諸国との貿易拡大を図るため、新規貨物の掘り起こし
や、関連企業誘致、既存貨物の取扱拡大に向け、官民連携して
取り組みを推進していく。

(2) 航空機の活用による国際物流の促進

担当課（室） 平成３０年度の主要な施策の取組状況・課題  平成３１年度の展開方針（案）

① 航空機の活用によ
る国際物流ルート
の検討

６次産業推進課 ○新たな物流体制の構築を目指し、庄内空港から香港に向けて、県産農産物等の小口混載による輸
出可能性調査を実施。（再掲）
＜課題＞
○庄内空港を活用した小口・保冷輸送の本格運用に向けては、物量の確保などの課題解決が必要。
（再掲）

○庄内空港を活用した物流体制の構築を目指し、小口混載によ
る輸出可能性調査を継続して実施する。（再掲）

項　　　　　目
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