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訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業(仙台七夕まつり)「全体概要」(1/6)

事業の様子

事業主体 ㈱オマツリジャパン

構成団体
仙台商工会議所、一般社団法人まちくる仙台、宮城善意通
訳者の会、一般社団法人梅部、雅プロ㈱

実施内容

誘客促進の施策として、公式HPの多言語化対応や英語
での問い合わせ窓口等を設置

消費促進の施策として、訪日外国人旅行者向けにレンタ
ル浴衣着付け体験(有料)等の提供や、ボランティアで結
成されたおもてなし部隊による市内コンテンツへの誘導
を実施

実施エリア 宮城県仙台市

実査期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間）

2018年8月5日〜8日

1．事業の概要 2．まとめ

本事業の目的 多言語対応等の受入れ環境整備及びお祭り関連コンテンツの造成による誘客・消費促進効果の検証

お祭りの情報を収集する媒体
お祭りの情報を収集した媒体として約4割がWEBと回答しており（選択肢の中
で最多）、WEBでの情報発信が重要
地域の人材を活用した受入れ体制構築

ボランティアガイドや問い合わせ対応の人材には地域住民の積極的な活用
が必要

地域住民の活用は将来的な地域の観光人材の育成に繋がり、官民一体と
なって中長期で対応していくことが必要

実施結果・
検証事項

誘客・消費施策ともにアクセス数・体験者数は限定的であったも
のの、ヒアリング結果等から誘客・消費の拡大に向けた課題を
整理
多言語対応ページのPV数：211件
おもてなし部隊の問い合わせ対応人数：61名
体験型コンテンツ(レンタル浴衣など)の消費額：234,000円

3．参考となるポイント

考察

本事業は8月の開催であり準備・プロモーション期間の不足や当
日悪天候に見舞われた影響で、誘客・消費促進施策ともに十分
な実績を確保できなかった
各種の誘客促進施策について、PR期間を十分に設けたうえで、
集客PRと連動したお祭りの紹介HPの発信等、情報発信の機会
を拡大する必要がある

レンタル浴衣について、花火大会の日に合わせて一定の申し込
みがあったが、雨天時には着付け体験等の天候に左右されるコ
ンテンツの需要は落ち込むため、天候に左右されない体験型コ
ンテンツを整備する必要がある
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誘客及び消費の促進のために必要とされる、「訪日外国人旅行者向けの問い合わせ窓口」や「HPの多言語化対応」、
「おもてなし部隊の設置」、「体験型コンテンツ造成」を地域の関係者一体となって対応を進めた

訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業(仙台七夕まつり)「実施結果」(2/6)

4.実施内容の詳細及び考察
分類 # タスク名称及び詳細 課題と対応方法 考察

誘客促進

1

専門窓口の設置
公式HPから英語での問い合わ
せができるフォームと対応体制を
整備した

問い合わせの対応人材の確保

仙台市内で活動するボランティアガ
イド団体と連携し体制構築

訪日外国人旅行者との交流を求
める地域住民を発掘し、積極的に
人材を確保することにより実現可
能

2

HPの多言語化
お祭りの歴史や特徴を紹介する
日本語ページの多言語化対応を
行った

固有名詞や専門用語の翻訳

翻訳担当に対してお祭りの概要等
を説明し、認識を擦り合わせたうえ
で翻訳を実施

お祭りを知らない翻訳者には専門
用語への理解の障壁が高く、でき
る限り参加経験がある現地外国人
に翻訳を依頼すべき

3
SNSプロモーション
市内数ヶ所にカメラマンを配置し、
記念撮影とSNS投稿を促進

カメラマンの多言語対応サポート

自動通訳デバイスを用意し、訪日外
国人旅行者とのやりとりを支援

写真の投稿を促進することで、来
場者からの波及効果及び誘客促
進に繋がる

消費促進

4

おもてなし部隊の設置

多言語対応可能なガイドを市内
数カ所に配置し、案内及びアン
ケートを実施

多言語対応人材の確保

仙台市内の学生で、英語に関心の
高い学生を募集した

おもてなし部隊が訪日外国人旅行
者に声がけを行うことで、訪日外
国人旅行者の満足度の向上と市
内コンテンツへの誘客に繋がる

5
浴衣着付け体験

本格的な浴衣の着付けレンタル
の提供

開催期間中の悪天候

野外のテントでの運営から、店舗で
の提供に変更した

雨天等の当日の悪天候も想定した
対応（室内でのサービス提供体制
の構築等）が重要である

6
市内コンテンツの受入れサポート

おもてなし部隊を活用した市内コ
ンテンツへの誘客を実施

実施内容の集約

各地で分散して開催される催し等を
事前に集約し、部隊に共有

地域の観光情報をボランティアガ
イドに周知することで、彼らが当日
の総合窓口として機能する
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来場者の約4割がWEBサイトを通じて仙台七夕まつりを認知しており、WEBによるPRの有効性が確認された（Q1）
1ヶ月～半年前からお祭りへの来場を検討した者が多く、HP・問い合わせフォームの整備やプロモーション体制の構築
は同時期を目安に完了しておく必要があると考えられる（Q2）

訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業(仙台七夕まつり)「分析結果」(3/6)

調査
手法

おもてなし部隊が対応したお祭りの来場者を対象
にアンケートを実施

ﾓﾆﾀｰ数
316名
※回答者の居住国・地域の上位3ヵ国は、「アメリカ：
18％」、 「台湾：15％」、「香港：10％」

Q1.仙台七夕まつりをどのような情報源から知りましたか

約4割がWEBを通じて仙台七夕まつりを認知している

Q2.仙台七夕まつりへの来場を
検討し始めたのはいつ頃ですか

お祭りへの来場の検討開始時期は
1ヶ月～半年前からという回答が多かった

N=258
※有効回答のみ抽出
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5.分析結果
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観光や体験型コンテンツ、日本食への体験意向が高いことがアンケートで伺え、それらに関する情報の事前・当日での

発信を拡充することで誘客・消費促進に繋がると考えられる（Q3）
来場者へのヒアリングから、「開催地での情報媒体が不十分であること」等の今後の改善点・示唆が汲み取れた（Q4）

訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業(仙台七夕まつり)「分析結果」(4/6)

5.分析結果

Q3.仙台市を訪れてどのようなことを
したいですか

情報内容を充実化してほしい
当日のタイムスケジュールが分からない
ローカルな情報がほしい

情報媒体が少ない
開催地のパンフレットや案内は設置数・設置個所を増
やしてほしい
開催地の地図が少ない

多言語化対応が不十分である
パンフレット等の紙媒体が日本語しかない
外国語の地図や案内を様々な場所に設置してほしい
繁体字の地図がほしい

ヒアリング回答内容(抜粋)

Q4.仙台七夕まつりの受入れ体制
における改善点は何ですか

仙台市へ訪れた際に行いたいこととして、「近隣の観光スポット

（松島やキツネ村等）への訪問といった観光」や「着付け体験等の
体験型コンテンツ」、「その地域の日本食」という声が多かった

(*1)市内の街歩きや
近隣の観光スポットの
訪問等
(*2)着付け体験や神輿
担ぎ等

N=75

改善点として、タイムスケジュール等の情報を充実化してほしい
という点や開催地での情報媒体が少ないこと、多言語化対応が
不十分であることを挙げた者が多かった
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参加者のSNS投稿によるプロモーションは想定を下回る結果となった。投稿数増加のために、来場者の検討開始時期
を踏まえた事前のPRが必要と考えられる
野外での体験型コンテンツ提供の際には、悪天候も考慮し対応策を用意すべきである

訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業(仙台七夕まつり)「検証結果」(5/6)

6.検証結果
# 検証項目 検証目的 結果 考察

1

多言語ページ
PVアクセス数

多言語化対応した新
規開設のページが十
分に活用されている
かを検証

アクセス数（多言語ページ合計）：
211件
※歴史に関するページのPVアクセ
ス数が最も多かった

PVアクセス数からお祭りの歴史や文化に関心
があることが分かった
更なるPVアクセス数増加のためには、事前の
集客PRと連動したページの発信を積極的に
行っていく必要がある

2

参加者のSNS
投稿件数

SNSプロモーション
による情報拡散を
検証

投稿数：36件
※Instagramにおける投稿数が
最も多く(29件)、一定の拡散も
見られた

今回は開催期間中のみの取組だったが、事前
訴求を行うことで、より投稿数を増やすことが
可能と考えられる

3

おもてなし部
隊問い合わせ
対応人数

これまでの問合せ数
との比較検証
(昨年の観光案内所
での問い合わせ対
応実績：149件)

問い合わせ対応人数：61名
※316名の訪日外国人旅行者に対し
てアンケートを実施し、その内61
名の方から問い合わせを受け、
要望や改善点を聴取している

想定よりも問い合わせ件数が少なかったことか
ら今後に向けた改善が必要

また、問い合わせ内容やアンケート結果を分析
した結果、多言語地図の配布等の改善策を講
じる必要があると考えられる

4

消費額 体験型コンテンツに
よる訪日外国人旅行
者の消費額を検証

体験型コンテンツ（レンタル浴衣）の
売上額合計：234,000円

花火大会の開催時の浴衣レンタルの売上が最
も多く、浴衣の需要に係る示唆が得られた
他方、七夕まつり開催期間中は3日間とも悪天
候の影響で売上を伸ばすことができなかったた
め、天候に左右されないコンテンツ提供を検討
していく必要がある
海外OTAの販売ページなどを活用した予約・決
済システムの提供も有効であると考えられる
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誘客促進の一環として、お祭りの紹介ページの多言語化対応（英語）を実施すると共に、来場者によるお祭りを表す

ハッシュタグを付けたSNS投稿を促進した
お祭り開催地においておもてなし部隊による来場者対応や写真撮影サービスを提供し、消費促進と満足向上を図った

訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業(仙台七夕まつり)「参考情報」(6/6)

7.成果物 8.実施時の様子

英語翻訳した七夕まつりの歴史紹介ページ

来場者によるSNSの投稿

おもてなし部隊による来場者への対応

浴衣着付け体験
カメラマンによる写真撮影サービス


