
各地の話題

宮城に来てけさいん
（来てください）
仙台空港税関支署管理課長
久保田  恭一

１ はじめに
仙台空港は、「仙台」を名称に入れておりますが、実

は仙台市の南東、太平洋沿岸に位置する「名取市」に
所在する国際空港です。名取市は人口約8万人の街で、
空港から仙台駅までのアクセスもよく、仙台アクセス
鉄道の快速だと17分で到着する近距離のため、東北地
方の空の玄関口として多くの方に利用されております。
横浜税関は北の宮城県から南の神奈川県までの6県

（宮城、福島、茨城、栃木、千葉、神奈川）を管轄と
しており、宮城県内には、仙台空港税関支署以外に、
仙台塩釜税関支署（石巻、気仙沼出張所を含む。）が
あり、空（空港）と海（開港）の税関官署が県内に設
置されております。
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＊1） 外国に往来する航空機の入出港や、貨物の輸出入などのため政令により指定された空港で、現在全国で32空港が指定されている。

２ 仙台空港と税関
仙台空港は戦時中の昭和15年に「熊谷陸軍飛行学

校増田分校教育隊練習基地」として飛行場が建設され
た後、米軍への接収、返還等を経て、昭和39年、空
港整備法に基づく第二種空港の指定を受け、運輸大臣
が管理する公共飛行場として共用が開始されました。
供用開始当時は、1200メートルの滑走路1本でし

たが、高度経済成長の波や、航空機材の大型化・
ジェット化が進み、昭和47年、既存滑走路に加え、
B滑走路（2000メートル、平成10年には3000メー
トルに延伸）が完成し、その年からジェット機が就航
しております。
税関は、全国13番目の税関空港＊1として平成2年4
月に開港しました。開港当時は、「塩釜税関支署（現
在の「仙台塩釜税関支署」）仙台空港分室」として税
関が設置され、その後、平成3年に「仙台空港出張
所」、平成13年に「仙台空港税関支署」と昇格し現在
に至っております。

仙台国際空港ターミナルビル

名取市
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名取市

仙台空港は国が管理する空港として、全国で初めて
空港運営の民間委託（以下、「民営化」という。）がさ
れた空港であります。民営化には東日本大震災が契機
となりましたが、震災からの完全復旧と空港の収益向
上への打開策として、宮城県が方針を打ち出しまし
た。民営化に向けては、今後の空港運営方法や民営化
までの手続き、スケジュール調整など様々な問題が検
討され、平成28年、「仙台国際空港株式会社」が、滑
走路維持管理や着陸料収受等の事業を継承したことに
より民営化が開始されました。このような国が管理す
る空港の民営化＊2の動きは、空港運営の収益向上に向
けた取り組みのトレンドとなりつつあり、現在、仙台
空港を含め6空港（高松、福岡、新千歳、旭川、熊本）
が民営化されており、今後6空港（稚内、釧路、函館、
帯広、女満別、広島）の民営化が予定されておりま
す。
仙台空港の利用旅客は、国内航路の増加や、国際定

期便の就航、仙台アクセス鉄道の開業など、供用開始
以来着実に伸びておりましたが、平成11年の338万
5千人を境に横ばいが続き、平成23年には東日本大
震災の被害を受け、184万6千人まで落ち込みました。
その後、路線の再開や「仙台国際空港株式会社」によ
る新規路線の開拓、外国人旅客の増加などを受け、令
和元年には過去最高となる371万8千人の利用者を記
録しました。
しかし、現在は新型コロナウイルスの影響により国

内線旅客は急減し、国際線も昨年3月以降運航キャン
セルの状態が続くなど、仙台空港に限りませんが全国
の空港が大きな打撃を受けている状況にあります。

３ ソウルフード
北海道出身で、宮城県勤務が初めての私がソウル

フードを紹介するのは身の程知らずの感はあります
が、私が感じたソウルフードを紹介します。
それは、「はらこ飯」です。

＊2） 国が管理する空港以外の空港（第3セクターや県の管理）についても民営化されている空港があり、現在、関西、伊丹、但馬、神戸、鳥取、静岡、南
紀白浜の7空港が民営化されている。

はらこ飯

皆さん「はらこ飯」をご存じですか？
「はらこ飯」は、名取市の南にある亘理地方の伝統
的な郷土料理で、漁師の祝い膳として食されてきまし
たが、伊達政宗公に献上したところ、政宗公が大変気
に入り、側近等に吹聴したことで広く食べられるよう
になったと伝えられております。
かくいう私は現職に配属になるまで全く知りません

でしたが、食べてみたところ、たっぷりの醤油漬けの
イクラと焼き鮭はベストマッチな上、ご飯も鮭の風味
がある炊き込みご飯で、もうちょっと若ければ何杯で
も食べられそうなくらい美味です。余談ですが、白い
ご飯の上に鮭とイクラがのっているものは、「鮭いく
ら丼」だと言われました。
そんなソウルフードは、秋から冬の間の季節限定で

食することができますが、季節になると飲食店やスー
パーなどでも広く販売されておりますので、機会があ
れば是非ご賞味ください。
ちなみに、秋から冬以外のソウルフードを探したと

ころ、こんな料理もありました。

ホッキ飯（冬から春）
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４ 冬の風物詩
もう1品、仙台空港にちなんだ名物を紹介します。

せり鍋

実は名取市は「せり」の生産が日本一なのですが、
宮城県では冬になると「せり鍋」がよく食べられま
す。せりは春の七草（せり、なずな、ごぎょう、はこ
べら、ほとけのざ、すずな、すずしろ）の一つで、私
の人生でせりをいっぱい食べた記憶がなく、「せり鍋」
と言われてもピンときませんでした。
はらこ飯と同様に、さぞ「せり鍋」も歴史がある食

べ物だろうと思っていたところ、意外にもここ10年
くらい前から広まったとのことで、生産日本一の食材
を名物にしようと農家の皆さんと居酒屋さんが共同で
取り組んだ結果ということでした。
さて「せり鍋」がどんな鍋かというと、しょうゆ

ベースの出汁つゆに、鶏肉や鴨肉などと一緒に、せり
を入れるもので、名取市で採れた新鮮なせりは、さっ
とシャブシャブするだけで食べられ、シャキシャキ感
が癖になる鍋と言えます。
そんな「せり鍋」で一番驚いたのは、葉の部分だけ

でなく、土を落とした根まで鍋に入れていることでし
た。宮城ダンディに話を聞くと、冬の季節は根が特に
美味しいらしく、捨てるところがないとのことですの
で、こちらも機会があればぜひご賞味ください。

５ 米処と言えば
宮城県は全国有数の米生産地としても有名です。米

処ということで漏れなく地酒も美味しく、また有名な
酒蔵もたくさんあります。
このように酒処の宮城県では、日本酒が楽しめる催

しも開催されており、昨年10月には「日本酒と西公
園」というイベントが開催されました。
このイベントは、全国から約30の酒造が集結し、

約50種類の日本酒を「利き酒」出来るとともに、「酒
の肴」を味わえる飲食ブースもあるなど、日本酒好き
にはたまらない催しとのこと。

     「2020日本酒と西公園」ロゴ

例年6月に開催しているところ、昨年は新型コロナ
ウイルスの影響により10月に延期して開催されまし
たが、感染防止対策を施しながら多くの方が楽しんだ
とのことです。

６ 終わりに
ここでは紹介しておりませんが、宮城県には、牛タ

ンやずんだ、温泉や百景など、まだまだたくさんの美
味しいものや見所があります。
現在は新型コロナウイルスの影響で外食や観光がし

にくい状況ですが、県内の皆さんは感染防止対策を行
いながら懸命に生活されております。新型コロナウイ
ルスが収束した暁には、是非、仙台空港を利用して頂
き、宮城県を満喫してもらえるとうれしいです。

【協力】仙台国際空港株式会社
名取市観光物産協会
亘理町観光協会
日本酒と西公園実行委員会

 ファイナンス　2021 Jan. 88

連
載
各
地
の
話
題

19_P86-91_Kakuchi_02.indd   88 2021/01/12   9:51:19



１ はじめに
愛媛県は、人口約133万人であり、それぞれ赴きが

異なる3つの地方（東予、中予、南予）に分かれてい
ます。
当支署が所在する松山市は、四国最大の人口約51

万人を擁し、愛媛県のほぼ中央、中予地方に位置して
おり、松山城を中心にして発展した城下町です。道後
温泉は全国的にも名を馳せた温泉地であり、正岡子規
をはじめ多くの文人や俳人を輩出し、また、夏目漱石
の「坊っちゃん」や司馬遼太郎の「坂の上の雲」と
言った小説の舞台にもなるなど、歴史や文化、観光資
源に恵まれた街です。

２ 松山税関支署
当支署は、昭和16年に神戸税関松山派出所として

始まり、第二次世界大戦中は一旦廃止となりますが、
戦後の昭和21年に再開、昭和28年に今治税関支署松
山出張所として本格的にスタートしました。翌29年
に松山港が開港指定され、その後、産業の発達と貿易
量の増大により、昭和32年に松山税関支署に昇格、
同時に宇和島出張所も今治から松山に所管変更し、愛
媛県の2/3にあたる中予地方及び南予地方が管轄区域
となりました。
松山港は「熟

に き た つ

田津に　船乗りせむと　月待てば　潮
もかなひぬ　今は漕ぎ出でな」と万葉集でも読まれて
いる歴史深い三津浜港や隣接する高浜港が松山の成長
とともに発展し、昭和15年に松山港と改称されまし
た。現在は、国際コンテナターミナルのある外港新埠
頭なども含め海の玄関口として、本州と九州を結ぶ交
通や産業上、瀬戸内海における重要港の一つとして発

展した港です。
空の玄関口である松山空港では中国、韓国、台湾の
3路線の国際定期便が就航するなど、四国の空と海両
方の物流拠点としての役割を担っています。

３ 松山市及びその周辺の名所等
（１）道後温泉
道後温泉は日本最古と言われる温泉であり、日本書
紀や源氏物語などの文献にも登場します。また、太古
の昔、脛に傷を負った白鷺が岩間から噴出する温泉を
見つけて、その傷を毎日浸していると、傷が癒え、元
気に飛び去っていった。それを見た人々が、大変不思
議に思い、入浴してみると疲労が回復し、病気も癒え
たことから利用されるようになった、と温泉発見に由
来する「白鷺の伝説」が残っており、道後温泉のシン
ボルの一つにもなっています。

道後温泉本館

道後温泉本館は、明治27年（1894年）に改築され
た公衆浴場で、国の重要文化財にも指定された木造三
層楼の建物で、道後温泉のシンボル的建物であり、ジ

いで湯と城と文学のまち　
松山
神戸税関松山税関支署 管理課長
小林  哲次

松山市
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ブリ映画「千と千尋の神隠し」の「油屋」のモデルに
なった場所の一つとも言われています。平成31年か
ら7年計画の保存修理工事に入っており、本館の半分
ほどが工事用シートに覆われていることから、完全な
外観が見られるのは令和6年末とのことですが、温泉
は継続して営業していますので入浴は可能です。また、
本館建物を利用してプロジェクションマッピングなど
保存修理工事期間限定の企画もあり、周辺には日本三
大八幡造りに数えられる伊佐爾波神社などの神社仏閣
や坊っちゃんのカラクリ時計、正岡子規の偉業や明治
時代の松山や文学を紹介している子規記念博物館など
観光スポットも多く、温泉や街歩きを堪能できます。

坊っちゃんのカラクリ時計

（２）松山城
松山市の中心部、標高132mの勝山に築かれた松山

城の初代藩主は、関ケ原の合戦で活躍し、「賤ケ岳の
七本槍」の一人として有名な加藤嘉明です。また、日
本に12か所しか残っていない「現存12天守」の一つ
であり、江戸時代以前に建造された天守を有する城郭
の一つです。平成18年には「日本100名城」、平成
19年には道後温泉とともに「美しい日本の歴史的風
土100選」に選定されました。美しさもさることなが
ら、全国的にも珍しい「登り石垣」が用いられるなど

難攻不落ともされる固い守りの工夫が随所にみられる
のもこの城の魅力の一つです。（ちなみに、管内の南
予地方にある宇和島城も現存12天守の一つです。）

松山城

天守からの眺望は、松山平野を360度見渡せ、西日
本の最高峰である石鎚山（1,982m）や瀬戸内海に浮
かぶ島々なども見ることができ絶景です。
「松山」の名称の由来については諸説ありますが、
築城した加藤嘉明が、当時天下を収めていた徳川家康
の姓である「松平」の松をもらい、城のある「勝山」
を「松山」と改めたというのが有力な説のようです。

加藤嘉明像
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松山市

（３）下灘駅
「日本で一番海に近い駅」の一つとして有名となっ
たJR下灘駅を紹介します。ここは、松山市の隣、伊
予市にある無人駅ですが、駅に降りると目の前に海と
空が広がり、その景色の素晴らしさから映画やドラマ
のシーンで数多く使われ、「一度は降りてみたい駅」
として県外や海外からも多く人が訪れます。また、駅
の横を通る国道378号線は、「夕やけこやけライン」
の愛称で呼ばれており、夕日の絶景スポットとしても
有名です。

下灘駅

（４）鯛めし
愛媛県には、2種類の「鯛めし」があるのはご存じ

でしょうか。東予・中予地方にまつわる鯛めしは、ま
るまる焼いた鯛を乗せた炊き込み風鯛めしで、身をほ
ぐしながら食べます。
片や、南予地方でいう鯛めしは、醤油ベースのタレ

に生卵をとき、鯛の刺身を乗せた白ご飯にかけて食べ
る、いわゆる卵かけご飯です。昔、水軍や漁師が火を
使えない船上で食べたのが始まりのようです。また、
農林水産省から郷土料理百選にも選ばれています。
いずれの鯛めしも大変美味しく、松山市内には、両

方のお店がありますので、食べ比べをしてみるのも良
いかもしれません。
ちなみに、愛媛県（南予地方）は真鯛の養殖が盛ん

であり、生産量は全国1位でシェアの半分以上を占め
ています。

東予・中予地方の鯛めし

南予地方の鯛めし

４ おわりに
今回ご紹介させていただいたのは、ほんの極一部で

す。まだまだ松山市及びその周辺には魅力のある観光
スポットや柑橘類などの美味しい食べ物が沢山ありま
すので、是非、松山方面まで足を延ばしてみてはいか
がでしょうか。

写真協力　松山市
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