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平成２６年度 秋田県総合政策審議会第１回観光・交通部会 議事要旨 

 

１ 日 時 平成２６年６月３日（火） 午後３時～午後５時 

２ 場 所 秋田県教育会館３０４・３０５会議室 

３ 出席者 

  ○観光・交通部会委員 

   特定非営利活動法人トップスポーツコンソーシアム秋田 理事長 佐藤 裕之 

   株式会社菓子舗榮太楼 代表取締役社長 小国 輝也 

   社団法人横手市観光協会 会長 打川 敦 

   有限会社黒湯温泉 代表取締役社長 池田 佳子 

   秋田プロバスケットボール株式会社 代表取締役社長 水野 勇気 

   株式会社アジア・メディアプロモーション 代表取締役 渡邊 竜一 

  ○県 

   観光文化スポーツ部 部長 前田 和久 

       〃     次長 保坂 龍弥 

       〃     次長兼観光戦略課長 須藤 明彦 

       〃     次長兼産業労働部食品産業振興統括監 草彅 作博 

             他 部各課室長 等 

 

４ 観光文化スポーツ部長挨拶 

□ 前田部長 

第２期ふるさと秋田元気創造プランが策定され、これをどのように運用していくかが大 

きな課題となっている。今年度の当初予算は策定済みだが、次年度の予算は今から検討

していかなくてはならない。様々な課題があると思うがご意見を頂きたいと思う。 

 

５ 部会長及び部会長代理の選出 

  委員互選により、佐藤委員が部会長、小国委員が部会長代理にそれぞれ選出された。 

 

６ 部会長挨拶 

● 佐藤部会長 

以前より観光・交通部会は非常に活発な議論ができている。国や県等の自治体主催の会 

議は民間の人間にとっては構えてしまう傾向にあるが、この観光・交通部会は言いたい

ことを言える環境であり、荒唐無稽なことでもどんどん意見を出して欲しい。専門分野

の人間が思いつかない視点での意見も出していきたいと思う。 

 

 



2 

 

７ 議事 

●佐藤部会長 

今年度の専門部会の進め方について、事務局から説明をお願いする。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

平成２６年度専門部会スケジュール（案）により説明する。 

今年度は計画策定後のスタートの年という位置づけもあり、総合政策審議会は２回を予

定している。本日の他に１０月末とアナウンスしている。 

専門部会は３回を予定している。本日の他、第２回目は８月中下旬、第３回目は１０月

中旬を目処に考えていきたい。今回の部会では、私の方から２６年度予算等について概略

を説明した後、部会長の進行で各委員からの意見を頂きたい。第２回目については今回頂

いた意見の論点整理をして、第３回目で来年度の予算に対する提言につなげていきたい。 

 

●佐藤部会長 

 特に、質問等が無いようなので、今年度の専門部会のスケジュールは事務局説明のとお

り進めていく。 

引き続き、第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける「戦略３ 観光・交通戦略」の

平成２６年度取組状況について事務局から説明をお願いする。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

資料①「戦略３ 未来の交流を創り、支える観光・交通戦略 平成２６年度予算」と資

料②「平成２６年度観光交通戦略事業概要」を使って説明をしていく。昨年度までの観光・

交通部会での議論・提言を踏まえ、今回新しいプランを策定した。４年計画の１年目とし

て資料①のように、プランを受け、事業を２６年度の当初予算に盛り込んでいる。 

主なものを説明していく。 

施策１～施策６（施策１：ビジネスとして継続・成長していく総合戦略産業としての観

光の推進 施策２：秋田の食の魅力の磨き上げと県外への販路拡大 施策３：秋田の文化

力の更なる向上による地域の元気創出 施策４：「スポーツ立県あきた」の推進 施策５：

県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進 施策６：交通ネットワークの利便性

向上と地域交通の確保）という６本柱の中で、それぞれに方向性を定め、必要に応じて予

算化した。プランには、予算を前提としなくても実施可能な取組や、予算の策定まで議論

が届かなかったものも含まれているため、そのような点も考慮した上で議論を交わしてい

ただけるものと考えている。 

 施策１では、「①お客様目線を重視したビジネスとして継続・成長していく観光産業の形

成」「②お客様と秋田への観光を結び付けるネットワークづくり」「③県を挙げた取組態勢

の再構築」と３つの柱を立てている。その中で項目５にある「体験型地域観光ビジネス推
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進事業」については７６２万円の予算を立てている。資料②に詳細が書いてあるが、昨年

度の観光・交通部会で、「お客様のニーズが多様化している昨今、単純な物見遊山観光では

なく体験的なネタが必要となる。観光事業者と体験交流プログラムの提供者が連携する中

で、地域ビジネスとして成立するような事例を作っていく必要がある。」との提言があった。

それを受け、従来から農家民宿やグリーンツーリズムといった事業は実施していたが、観

光事業者と体験交流プログラムの提供者との連携を強化するということに主眼を置き予算

化した。項目６にある「あきたびじょんブランド化推進事業」に関しては、もともとイメ

ージアップ推進事業という形で、これまでも秋田のファンの拡大を推進してきたが、今年

度はどのようにしたらお客様を秋田県に呼べるのか、具体案を検討するステージに入った

と考えられることから予算を取っている。また項目７「秋田アフターＤＣ推進事業」につ

いては、今年度のアフターＤＣに関連してイベント列車やＳＬの運行を予定している。予

算項目８「観光流動推進事業」については、県内や近隣県からのお客様の動きを活性化さ

せ、近隣県との連携を強めていくため、必要額の予算を確保している。項目９「海外誘客

プロモーション強化事業」は、海外からの観光客誘致を強化する事業であり、特に韓国・

台湾・タイをターゲットとしている。項目１０「情報交流強化事業」に関してだが、単純

な情報発信だけではなく、情報の受け手がどのような反応を示すのかを見定めたうえで、

行政や観光事業者が動き方を検討する必要があり、まずは、秋田県の総合観光サイト「あ

きたファン・ドッと・コム」のリニューアルを実施することとしている。 

 施策２では「①県外市場にチャレンジする食品事業者群の育成」「②市場ニーズを先取り

した秋田オリジナルな商品開発」「③ターゲットや地域を明確にした戦略的なプロモーショ

ン」を柱とし、予算化している。項目１３「地域特産品サポート事業」は食品事業者を育

成していく中で、セミナーや商品開発の支援への予算である。項目１５「美酒王国秋田プ

ロモーション事業」や項目１６「あきたの食文化発信事業」は、秋田の強みである日本酒

や麹を、より一層強固なものにしていくため、ストーリーを作りながらプロモーションを

していく必要があり、そのための費用を措置している。項目２１「食彩あきた売り込み事

業」や項目２２「秋田の食輸出強化事業」といった事業は、戦略的プロモーションの観点

から見るとターゲットの絞り込みやマーケティング分析等、まだまだきめ細かい対応が必

要となることから予算立てをしている。 

 施策３は文化に関しての項目だが、今年は国民文化祭の開催年となることから、充実し

た成果を出せるような予算立てとなっている。金額的にも７億円余と大きなものとしてい

る。また、若手アーティストの育成という課題があることから、項目２４「あきた文化ル

ネッサンス事業」で、エリアなかいちを活用しながら取組を推進する。 

 施策４に関しては、「トップアスリートの強化」と「スポーツを通じた健康促進」、「スポ

ーツを通じた地域の活性化」を主要な柱として、施策を推進することとしている。項目３

０「スポーツ王国創成事業」に関しては、アスリートの強化に特化した予算である。ジュ

ニアアスリートの強化に特に力を入れている。項目３６「新しい全県駅伝大会開催事業」
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は今年度からの新たな駅伝開催にかかる予算、項目３７「２０２０プロジェクト推進事業」

はオリンピックを通じた合宿誘致等にかかる予算、項目３９「ＦＩＳワールドカップモー

グル大会開催事業」は今年度から３年間連続して田沢湖スキー場にて開催されるワールド

カップスキーモーグル大会にかかる予算となっている。 

 施策５は、高速道路や幹線道路及び生活道路の整備等に要する予算である。観光だけで

はなく、道路ネットワーク等社会資本整備全てにかかる事業が記載されている。 

 施策６は地域公共交通を含めた交通ネットワークにかかる予算である。項目５５「空港

機能拡充・利用促進事業」は秋田空港・大館能代空港の利用促進を目的としたもので、項

目５６「韓国国際観光推進事業」は苦戦しているソウル便の維持・安定運行にかかるもの

である。第三セクター鉄道関連に関しては、項目６３「地方鉄道運営費補助事業」、項目６

４「第三セクター鉄道利用補助事業」があり、内陸線鉄道や由利高原鉄道等の補助を地元

の市町村と連携した形で実施していくものである。生活バスに関しては、項目６６「地方

バス路線維持事業」等で地域に密着した地方のバス路線に対しては手厚い補助をしていく

こととしているとともに、項目６８「地域公共交通再構築推進事業」として、市町村等の

行政区域にこだわらず、地域の実情に合った地域公共交通のあり方を検討していくことと

している。 

 

●佐藤部会長 

まずは説明いただいた内容について、委員それぞれの活動分野等を中心にご意見をお願

いする。その意見を踏まえ、今後の取組につながるよう議論を展開させていきたい。 

 

◎小国委員 

 「自然」で観光客はなかなか増えないが、プロスポーツが盛り上がると県外のお客様を

誘致でき、秋田の消費が向上すると思う。スポーツ観光という分野が人を動かすというこ

とを今回の秋田ノーザンハピネッツの活躍を見て実感した。秋田に誘客するためには、「動

機づけ」が必要である。 

 

●佐藤部会長 

 今回、秋田ノーザンハピネッツがプレイオフに進出し、東京の有明に行ったが、交通手

段がなく、応援を断念したお客様がいた。「こうしたら良かった」等のアイディアはあるか。

また、それに対して県はどのような支援をすべきだったか。水野委員どうか。 

 

◎水野委員 

 県からバスをチャーターしていただき、約２００人のブースターが利用した。東京都で

秋田県の活躍を発信できたことに意義があった。少しでも秋田に関心を持って欲しい。心

残りは首都圏の秋田県民に対してのＰＲが弱かった。首都圏の秋田県民とコミュニケーシ
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ョンをとることはＡターンにもつながると思う。首都圏で試合するときは、県人会やその

他の手段も使ってアプローチしていきたい。県所管の Facebookで「いいね！」数が凄いと

聞いたが。 

 

□成田あきたびじょん室長 

 “あきたびじょん”という Facebook ページを立ち上げて３年が経つが、現在約２４,０

００の「いいね！」を数える。情報の拡散力は強いと思う。 

 

◎水野委員 

 是非、あきたびじょん Facebookページにおいて、ハピネッツのアウェーの試合の情報を

拡散して欲しい。そうすることで首都圏の秋田県民とのつながりが強くなると思う。 

 

●佐藤部会長 

 最近ハピネッツの試合経過等の情報はテレビより SNSのほうが早く感じる。 

秋田市ではパブリックビューイングを実施したが、状況はどうだったか。 

 

◎水野委員 

 毎回人が集まってくれるが、放送に関する権利関係もあり、うまくやりきれていないが、

そこを整理して、エリアなかいちのビジョンも活用できたらさらに良かったと思う。 

 

●佐藤部会長 

 県のチームを応援する意味合いを強くするうえでも、パブリックビューイングをオープ

ンな仕組みにして、県の施設等も活用していかなくてはならない。今後の検討課題だと思

う。 

 

◎打川委員 

 今回、予定していたバドミントンのインドネシアのナショナルチームが来ることができ

なくなったが、来年度の合宿では必ず誘致したい。海外の案件に関しては予定が変更にな

ることはままあるが、そういった突然の変更にも対応できるように、県と市が連携して懐

の深い対応を希望したい。 

 

□飯坂スポーツ振興課長 

 秋田県とインドネシア双方で折り合わず、色々議論をしたが厳しい結果となった。「来年

度は是非」という話を頂いているので県としての対応を検討していきたい。 
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●佐藤部会長 

 今回のケースのように、突発的に予定が変更した場合、住民や民間企業が対応できない

部分を、行政が柔軟に対応できるような仕組みづくりができないものか。 

 

□前田部長 

 受け入れにあたって、部会長からの御指摘の必要性は理解しているが、予算の関係もあ

り、行政が柔軟に費用を負担するということは難しい事実がある。例えば、NPO法人がク

ッションとして柔軟に費用負担ができないものか。いずれそのような形式がないと海外か

らの合宿誘致等は厳しい。２０２０年のオリンピックに向けて工夫が必要だと思う。 

 

●佐藤部会長 

 スポーツの分野に関しては、日程等が流動的であるため、民間企業における利益剰余金

のように一定のストックが必要である。例えば官民でファンドを立ち上げ、ガバナンスを

しっかりさせて、緊急的な資金需要に対応できる仕組みもできないかと思うがいかがか。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

 行政の予算は単年度主義であるため、県の予算だけで対応することは難しい。ただしリ

スクヘッジの観点から必要であると思われるので、どのような方法があるか勉強したい。 

 

●佐藤部会長 

スポーツの分野はここでいったん区切り、新任の池田委員から発言をお願いしたい。 

 

◎池田委員 

 秋田にいらっしゃるお客様はリピーターの割合が多いと感じる。今後はまだ秋田に来た

ことがない方をどう呼び込むかが重要になると思うが、関西・関東にキャンペーンに行く

が、「秋田は遠い」という印象を持っているお客様が多い。これからは「秋田は近い」とい

うことを印象づけたい。 

また、秋田は食べ物が美味しいと思う。りんごは青森が有名であるが、秋田のりんごも

引けを取らないくらい美味しい。現段階では、鹿角のりんごや増田のりんごとして販売し

ているが、秋田のりんごとして売り出すことで秋田県として様々な食べ物を宣伝できたら

良い。 

県の取組としては、ナンバリングされた秋田県オリジナルの日本酒が非常に好評だった。 

 

□草彅次長兼食品産業振興統括監 

 現在、県内の各主要酒蔵が生産した、ナンバリングされたオリジナルの日本酒は１３番

まで出ている。今年２５番まで増える。１０月の国民文化祭に合わせて出る予定。DC中の
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イベントで「２５番までまとめて飲めるなら、秋田県へ行っても良い」と話すお客様も多

数いて、国民文化祭に合わせて、飲み比べのイベントを実施する予定。オプションで蔵巡

りツアーも企画している。 

 

●佐藤部会長 

 日本酒に話題を移したいが、本県では特定名称酒が出遅れていたが、最近は少しずつで

はあるが山形県などの先行県との差を縮めつつあると認識している。日本酒を取り巻く状

況をどう分析しているか。 

 

□草彅次長兼食品産業振興統括監 

 本県の課税出荷量は２万キロリットル強で、山形県の２倍ほどであるが、特定名称酒は

山形の方が多く製造している。ただし、ここ数年特定名称酒の割合が少しずつ増えており、

間もなく山形県に追いつくところである。本醸造の割合が多いのは大手の蔵が本醸造を中

心に出荷しているためであり、個別の酒蔵を見ると特定名称酒メインの製造にシフトして

きている。 

 

●佐藤部会長 

 特定名称酒は利益が少ないと聞いているので、秋田でヒット商品を生み出して、普通酒

の売上にもつながるようにしたいが、まだ例えば山形の十四代に敵わないのではないか。 

 

◎池田委員 

 秋田のお酒はとても美味しいが、残念ながら名前が浸透していない。 

 

□草彅次長兼食品産業振興統括監 

 地酒どころとしては、新潟や山形が有名だが、秋田県の日本酒の知名度も向上してきて

いる。日本酒ファンが好きなお酒は、味に特徴がある酒であり、秋田の日本酒は後発なが

らも評価されるようになってきた。時間をかけて告知していきたい。 

 

●佐藤部会長 

 酒蔵組合との連携はどうなっているか。 

 

□前田部長 

 酒蔵組合に限らないが、組合員を平等に扱うことが求められ、特定の蔵を応援すること

が好ましくないという意見も一部にはある。 

 消費者は秋田の酒を選ぶのではなく、「秋田の○○」という酒を選ぶのであり、消費者に

選ばれるような酒造りに向け、問題提起していく必要があると認識している。 
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 秋田県の日本酒は決して出遅れではないと思う。秋田県は県内の消費量が多いので、今

までは県外に売り出す必要がなかった。 

県の総合食品研究センターは酵母技術が進んでいるので、酒蔵の海外への販路拡大に活

用いただきたい。いずれ、護送船団方式で全ての酒蔵が売上を伸ばすことは事業構造上あ

りえないので、リスクをとって販路拡大するという取組を応援したい。 

 

●佐藤部会長 

 行政が民間の背中を押すというスタンスが大切である。 

 

◎渡邊委員 

 民間が、プラットフォームをどう活かすかが今後の問題だと思う。マーケティング志向

のあるプロデューサーが必要である。 

海外販路の拡大や国の事業も絡めて展開していかなくてはならないが、国の事業に手を

挙げる事業者も秋田は少ないように思う。 

昨年度の総合政策審議会において、観光の効果を入込客ではなく消費額で評価すること

が必要であると発言したが、今回の予算をみると消費額を高めるための取組がバランス良

く配置されていると感じた。 

ちなみに、大館の曲げわっぱを海外に売り込む取組をしたところ、フランスで高い評価

を得たが、秋田の商品は良いものがあっても、量が揃わないことがネックになる。 

販路拡大をしようにも、そこそこ売れているからリスクを取らないという事業者もいる

ことから、秋田県は啓発から始めないといけないと思う。 

  

□前田部長 

 食べ物という分野に関しては、秋田県はチャンスだと思う。部署を横断して施策を考え

ることができる、食品産業振興統括監というポジションができた。外国人観光客が好むス

トーリーを作って食品等を売り出していきたい。 

 

□草彅次長兼食品産業振興統括監 

 一番の問題点は本県にはプレーヤーが少ないことである。土俵だけ整えても力士がいな

くてはなかなか動かない。 

 

●佐藤部会長 

 中小企業庁の補助金などでも秋田県は手を挙げる人が少ない。 

 もっと行政が補助金の使い方や申請の仕方をアドバイスする仕組みが必要と思うがどう

か。 
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□前田部長 

 助成制度に限らず、特に市町村等で従来のやり方を変えることについて腰が重くなる傾

向にある。また、助成に加えて地域の金融機関の融資についても、考えていただきたいと

思っている。 

 

●渡邉委員 

 融資もどれだけの収益を得たかだけではなく、どれだけ地域産業を育てたかで評価する

ことが必要であると思っている。行政が助成によって、頑張る企業を引っ張り上げ、それ

を地銀が融資によって後押しするという役割分担がスムーズでない面がみられる。 

 

●佐藤部会長 

 それでは分野を区切って議論する。最初は施策１と施策２から意見やアイディアがあれ

ばお願いする。 

 

◎小国委員 

秋田にお金を落としてもらえることが期待できる、観光分野に関する予算は、もっと厚

くしても良いのではないか。観光客への PRや、ものづくりに関しては、施策の目玉なのに

予算が少なく感じる。また、商品開発への助成を期待している中小企業はたくさんあると

思う。より県が背中を押していただければ良いと思う。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

 観光と食の分野での予算はほとんどがソフトに対するもの。アフターDCを加味した予算

立てをしたが、どうしても道路やインフラに関するものの予算が大きくなる。何が必要で

何が不必要かを見極め、観光や食の分野での効率的な予算要求をするべきだと考えている。 

 

◎打川委員 

 施策の数値目標の一つに全国規模の大型コンベンションの開催件数があり、県外宿泊客

が概ね５００人以上のコンベンションを誘致することとしている。横手市でもコンベンシ

ョン誘致に力を入れることとしているが、最大でも３００人程度のコンベンションしか受

け入れることができない。５００人以上のコンベンションに限定してしまうと秋田市偏重

になりかねないのではないか。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

 コンベンション誘致にあたっては、規模によって役割分担をすることが必要と考えてお

り、県外宿泊者５００人以上というのは、一つの指標として区切っているものである。 
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●佐藤部会長 

 県内の宿泊客キャパシティーと飲食店のキャパシティーを見ると、秋田市に宿泊施設が

集中しているものの、秋田市には観光コンテンツが少ないことから、県内の観光地に誘導

するためには、公共交通を整備するべきと思う。広域での二次アクセスの整備については、

県ではどのように考えているか。 

 

□前田部長 

 観光コンテンツのあり方が変わってきている。都市型の観光コンテンツはマーケットか

ら求められている面があると思う。ただし、秋田市としてはもっと観光に力を入れてもい

いと感じている。 

 また、広域ありきで交通体系を維持するのではなく、お客様にどう選ばれるルートにす

るかという視点が必要である。 

 

□舛屋観光振興課長 

 一般論で二次アクセスが弱いという話ではなく、個別に観光地を結ぶ交通体系を充実さ

せる必要があると思う。交通手段もバス等に目が行きがちだが、レンタカー等の新しい交

通手段を視野に入れていく必要がある。 

 

●佐藤部会長 

 施策３、施策４に関して意見があれば。 

 

◎水野委員 

 ラグビーのワールドカップに関して合宿誘致を実施し、誘致した国に対して秋田県のパ

ブリシティ展開ができたら良いと思う。 

 

□飯坂スポーツ振興課長 

 ２０２０プロジェクト推進事業の一環として、２０１９年のラグビーワールドカップの

誘致は検討しており、現在フィジーのナショナルチームに対してアプローチをしている。

実現にこぎ着けたいと思っている。 

 

□前田部長 

 東京オリンピックに関連して、東京で開催ができなくなり、押し出されるスポーツイベ

ントもあることから、その受け皿となれるよう丁寧な対応をして秋田県に誘致したい。 

 

◎小国委員 

 国民文化祭には多額の予算がついている。国民文化祭の終了後、来年以降の展開はある
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のか。 

 

□三浦文化振興課長 

２７年以降の文化振興という観点で、国民文化祭に代わる施策を検討している。 

 

 

□恵比原国民文化祭推進局副局長 

 予算的には７億円あるが、市町村事業や県民参加事業への補助がそのうち４～５億円と

なっている。国民文化祭をきっかけとして、いかに次につなげていくかを丁寧に検証した

い。 

 

●佐藤部会長 

 国民文化祭でいらっしゃった方が宿泊する際の支援などは行っているのか。 

 

□恵比原国民文化祭推進局副局長 

 出演者については、それぞれの市町村でエージェントに依頼したり、観光協会などと協

力したりして対応することとしている。毎週イベントが行われるため、相当の方が宿泊さ

れると見込んでいる。また、観光連盟とも連携しながら盛り上げていきたい。 

 

●佐藤部会長 

 施策５、施策６に関して意見があれば。 

 

◎打川委員 

 今年の冬、高速道路や幹線道路が全て雪のため通行止めとなった。道路網という面で秋

田県が孤立している感覚がある。外部とのアクセスを再考する必要があるのではないか。 

 

□柴田道路課長 

 これまでは新たな道路をつくるイニシャルコストが大部分であったが、今後インフラの

老朽化に伴い修繕費が大きくなってくる。 

国土強靱化に向けて、インフラの老朽化対策を踏まえながら、これから計画的に外部と

のアクセスについての検討を進めたい。 

 

●佐藤部会長 

 東日本大震災を受け、道路等のリダンダンシーが注目されたが、秋田自動車道の整備に

ついてはどのように検討されているのか。 
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□柴田道路課長 

 道路整備にあたっては、地元の声も重要であることから、必要な道路については、地元

と協力しながら要望して参りたい。 

 

◎渡邉委員 

 生活路線については、道路が整備されることでのストロー現象も指摘されていることか

ら、複数の地域を同じ浸透圧で結ぶという議論も必要である。 

 

◎小国委員 

 首都圏の方々の中には、秋田県民から「来るなオーラ」を感じる方もいらっしゃるよう

だ。アクセスが近くなっても、そういった部分の改善が必要である。 

 また、観光連盟も隣県からの誘客に力を入れ始めているが、隣県からの観光客が落ち込

んでいる理由は、震災の影響もあるが、秋田よりも中央に移動する方が移動しやすいから

であると思う。 

 

●佐藤部会長 

 羽田－秋田間と羽田－伊丹間は、飛行機での時間・距離ともに同じであるが、多くの方

が秋田の方が遠いと思っている。そうったイメージを打破する工夫が必要と考える。 

 

８ 閉会／次回開催日（予定） 

 日 時 ８月１９日（火）１５：００～１７：００ 

 場 所 秋田県教育会館３０４・３０５会議室 

 


