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平成２６年度 秋田県総合政策審議会第３回観光・交通部会 議事要旨 

 

１ 日 時 平成２６年１０月１６日（木） 午後１時３0分～午後３時４５分 

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クラブ株式会社 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 

   産業労働部食品産業振興統括監兼観光文化スポーツ部次長 草彅 作博 

             他 各課室長 等 

４ 観光文化スポーツ部長挨拶 

□前田部長 

佐藤部会長と事前に相談しながら、前回までの部会で出た意見を踏まえ、提言書案とし

てまとめた。この案をベースにさらに議論を深めていきたい。皆様から頂いた厳しい意見

を真摯に受け止め、参考とさせてもらう。 

 

５ 部会長挨拶 

●佐藤部会長 

先日フィンランドからお客様がいらっしゃった際、最初の夜に主要な秋田名物を全て御

馳走したため、その後の食事のメニューに困った。最終日は、秋田の郷土料理店がどこも

空いてなかったため、仕方なく某チェーン店の居酒屋に入ったところ、いろいろな飲み物

や食べ物が選べるということで、非常に喜ばれ、複雑な心境だった。 

逆に、海外へビジネスで行くと、夜は様々なご招待を受ける。フィンランドだと食後に、

アイスホッケーやサウナ等のアクティビティがあり楽しむことができる。秋田県では午後

５時半以降の楽しみは酒や食事以外無いため“午後５時半以降のアクティビティ”という

観点からも秋田県を見つめ直していきたい。 

今日はまとまりつつある提言書を詰めていきたいと思うので、更なる議論をお願いしたい。 
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６ 議事 

●佐藤部会長 

最初に報告事項を事務局からお願いする。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

①『所属部会以外の専門部会の審議内容等に対する意見について』 

当部会に関する意見を２点ほど他の専門部会から頂いている。最終的には総合政策審議

会に戻すためこのたび報告させていただく。２点の意見はいずれも産業・エネルギー部会

に出席している西宮公平委員によるものである。 

１点目：ターゲットを絞り込んだ外国人観光客誘致の強化について 

「韓国・台湾・タイ、外国のパワーブロガーを招待して、秋田の観光資源発信について

意見を聞いてはどうか。またガイドブックに関して、世界一の発行部数を誇る「ロンリー

プラネット」の日本担当者を招待し、意見を聞いてはどうか」という意見を頂いた。これ

に対する県の対応状況としては、既に韓国や台湾からのパワーブロガーを招聘して情報を

発信しており、タイについても同様の事業を実施予定である。また、「ロンリープラネット」

についても、平成２４年に担当者が来県をしており、情報交換及び資料提供を行っている。 

当部会の対応については、外国人観光客誘致に対する提言の参考にはするが、既に実施し

ている事業への提案のため、提言には掲載しないものとする。 

２点目：「社会流動を支える総合交通政策の推進」について 

「フェリーと高速道路のアクセス向上という視点が欠落しているのではないか」という

意見を頂いた。こちらの県の対応状況は、第２期プラン施策３－５方向性③取組②「高速

インターチェンジなど交通結節点へのアクセス道路の整備推進」において、委員指摘の視

点を踏まえ、フェリー航路も含めた港湾と高速インターチェンジのアクセス向上について

記載している。当部会でも同様の趣旨の議論がなされていることから、アクセス向上とい

う視点からの内容について、提言の中に盛り込む予定である。 

これらの内容で総合政策審議会の事務局である総合政策課に提出する予定である。 

 

□益子観光振興課政策監 

②『前回部会での質問に対する回答について』 

１点目：秋田空港エアポートライナーの当日予約ができない理由について 

秋田エアポートライナーは、秋田県観光連盟に事務局を置く、「秋田二次アクセスを進め

る会」が運営母体の秋田空港発着の乗り合いタクシーであり、昨年実績では１万８千人が

利用している。当日の予約ができない理由として、各タクシー会社では前日に人員配置及

び配車を行うためであり、当日予約に対応するということは予約客の有無を問わず、車両

を空港に止めておかなくてはならないため現状では難しいとのことであった。また、既に

予約が入っている秋田空港発着の便で、同方向の目的地のお客様がいた場合は、空席があ
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る時に限りお客様の求めに応じた弾力的な対応をするとのこと。しかしながら去年までの

ルールと異なることから告知をするには至っていない。 

秋田エアポートライナーについては JTB や JR の時刻表に記載されているほか、秋田空

港及び「あきたファン・ドッと・コム」等のWEBサイトにも告知されている。利用者のほ

とんどは、それら情報を事前に調べて予約をしている状況にある。 

２点目：秋田空港における観光案内について 

国内線の１F到着口に案内カウンターがあり、そちらに秋田空港ターミナルビル会社では、

職員を配置して交通アクセス及び施設案内、観光案内を行っている。到着口を出ですぐの

ところにはあるが、レンタカーのカウンターが隣接しているため区別が付きにくい状態に

なっており、いまひとつ“観光案内をやっている”という雰囲気が出てこない。また観光

パンフレットも案内カウンターから離れた場所に設置され、一体感がない。今後、観光案

内をより充実するための方法のひとつとして、担当職員に秋田ふるさと検定の受検を進め

る等の対応をとっていくことも検討している。 

３点目：物販コーナーへの観光案内人の配置について 

秋田空港ターミナルビルの経営判断になるが、利用客は秋田空港を帰路として使う方が

ほとんどであるため、販売員の観光に関する知識の習得やおもてなしに対する意識の醸成

などで対応の充実を図りたい。 

 

□前田部長 

県外からいらっしゃるお客様の最初のアプローチである空港リムジン等に関して、他県

の状況と比較すると告知・対応が充分であるとは思えない。例えば長崎県でリムジンを利

用すると運転手は自分の名前を述べたうえで挨拶をしてくれる。普通のことのようでも秋

田県ではできていないことであり、全国水準を知らないといけない。単に、タクシー及び

バス協会等個々の会社に依頼をするだけではなく、様々な事例を見て勉強していかなくて

はならない。 

 

●佐藤部会長 

問題は、具体的に各事業社に誰が、いつ、どのような形で伝えるのかである。この部会

として提言をするのもひとつの手段であり、観光連盟に伝えてもらうのも方法としてある。

事業者に正式に申し入れをしたほうが良いと思う。観光ボランティアに交代で空港や駅に

駐留してもらうのもアイディアのひとつとしてどうだろうか。 

それでは、議事を進行する。まず、提言書案について、事務局から説明をしていただく。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

資料－２提言書案について内容を説明する。これまでの目標等をふまえ、各委員に相談

させていただいたが、今日の専門部会用にまとめたものである。 
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提言１～４までまとめている。 

 

※提言１：“秋田県ならでは”のコンテンツの磨き上げについて 

※提言２：新たなマーケットを取り込む取組について 

※提言３：県内外との交流を活性化させる交通網の整備について 

※提言４：文化やスポーツの振興について 

 

前回の部会までの状況を踏まえると提言４「文化やスポーツの振興について」に関する

議論が薄かったと感じるが、まずは前回までに頂いた多数の意見・内容をもとに提言書案

を作成した。それでは説明をしていく。 

提言１についての内容は、 

 

① 地域を絞って観光資源の集中的なブラッシュアップを推進し、国内外から選ばれる 

観光地として育成するとともに、全国や世界から注目され、その魅力を発信できる取

組を育成し、誘客のキーコンテンツとして活用していく。 

② 食料品・飲料等の製造品出荷額等の増大に向け、多様な分野と連携しながら、市場ニ

ーズを先取りした商品開発の促進や意欲ある事業者群の育成、流通販売体制の構築を

図っていく。 

 

といった大きく２つの提言内容がある。この提言に対する具体的な取組方策を簡単に説明

すると、 

・角館・増田、あきた白神、秋田市など重点的なエリアを設定し、国内外から選ばれる全

国レベルの観光地として育成する取組を進める。例として秋田市の市民市場の受入態勢づ

くりや寺町地区の景観整備など特色あるエリアの磨き上げ及び、増田地区の蔵やまんが美

術館を核とした滞留型観光の推進といった地域や施設を絞り込んで特色を磨いていく。 

・食の観点では消費者のニーズを把握したうえでの商品づくりを実施しなくてはならない

ため、マーケティング能力に長けたプロデューサーと連携を取りながら広く県外に売り込

むとともに、意欲ある食品事業者群の育成を推進していく。 

このほか、 

・「観光」と「食」を連携させながら、プロモーションを含めた複合的な取組を実施してい

く。 

・ストーリー性を大切にした商品開発や観光コンテンツの創出をしていく。 

・毎年実施している特産品開発コンクールの上位商品を、県としても選択したうえで他県

等訪問時のお土産として使用し広く推奨する。 

・県内の多彩な温泉資源をキーコンテンツとして活用し、県内温泉地への誘客を図る。 

 以上である。 
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提言２についての内容は、インバウンドの対策等に傾注した取組になっている。 

 

① 国が進める訪日外国人３０００万人プログラムに合わせ、韓国や台湾はもとより成長著

しい東南アジアや欧米からの観光客の誘致に取り組むほか、本県の“首都圏等から遠い”

という固定化されたイメージを払拭し、秋田を訪れたことのない方が訪れたくなるよう

な特色あるプロモーションを展開する。 

② 質の高い観光サービスを提供するため、意欲ある民間事業者や若い年代層が主体となっ

た事業展開や取組を行政が積極的にサポートしていく。 

 

この提言に対する具体的な取組方策として 

・外国人観光客のニーズを把握したうえで、秋田県の観光コンテンツとマッチングする国

やエリア等を精査してプロモーションを展開する。 

・首都圏在住の外国人や訪日外国人のリピーター層のセカンドデスティネーションとして

秋田への誘客を促進する。 

・駐日大使館等へのアプローチや留学生のネットワークを活用し、外国人目線での魅力あ

る観光コンテンツの発掘・情報発信を行う。 

・航空路線や秋田新幹線の利便性を PR することなどにより、「秋田は遠い」というイメー

ジを払拭する。 

・観光客に対する総合的な案内や情報提供を行う、いわゆる“コンシェルジュ機能”を強

化する。例として多言語対応のコールセンターの設置、空港や主要駅などにおける観光

案内の充実等がある。 

・新しいマーケットに対応した魅力ある民間観光宿泊施設等の整備促進をする。 

・意欲ある事業者等の提案や事業展開に対する行政のサポート体制の充実を図る。 

等を記載している。 

 

提言３についての内容は、県内外の交通ネットワークを活性化させるうえでの基盤となる

ものである。 

 

① 首都圏や隣県等とのアクセス向上や県内の地域間交流を支えるため、県内高速道路や地

域高規格道路等からなる幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、道路整備と

併せて、利用者の利便性向上に取り組んでいく。 

② 県内の道路網や公共交通網を活用し、都市間や観光地間等の時間的距離の短縮や利用者

の円滑な移動を図り、県民が安心して暮らせる日常生活の移動手段の確保や観光客が県

内を楽しみながら周遊できる仕組みづくりを進める。 
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主に交通ネットワークを整備することでの利便性の充実に主眼をおいている。この提言に

対する具体的な取組方策は 

・主要駅、空港、港湾、インターチェンジなどにおける乗り継ぎ、情報提供等のハード・

ソフト両面でのサービスの向上を図り、出発地から目的地までの移動を全体として円滑

で利便性の高いものとする。特に乗り合いタクシーやレンタカーなどについて、事業者

と協力し、利用者目線に立った利便性の向上を図る。 

・県内の高速道路の早期全線開通を実現するとともに、これを補完する地域高規格道路等

の整備を促進することでハード面の充実を図る。 

・高速道路のサービスエリアの機能拡充、「道の駅」の充実を図る。国でも「道の駅」の活

用に力を入れているため、連携した取組を実施していく。 

・様々な地域で交通手段の確保は課題であり、特性や実情を踏まえて地域公共交通網の構

築を図っていく。 

 以上である。 

 

提言４についての内容は、主に文化、スポーツ分野について、 

① 地域の文化資源を活用し、観光誘客を進めるとともに、全国規模の文化イベントや大会

などを開催し、交流人口の拡大を図る。 

② 大規模な国内・国際スポーツ大会の誘致について、今後も積極的に取り組むとともに、

「秋田ならではのスポーツ」を育成することにより、本県への誘客を図る。 

とし、その具体的な取組方策は 

・「KAMIKOANIプロジェクト秋田」など地域の文化資源を磨き、活用したアートプロジ 

ェクトを推進する。 

そのほかオリンピックを意識した取組の方向性について記載をしている。 

 

●佐藤部会長 

これまでの部会の様々な議論の中で、提言１、２に関しては意見が充実していると感じ

ている。提言３，４に関しては、やや積み残しの感がある。本日は提言３，４に重点を置

いた議論をしていきたい。議論の順番は提言３，４、１，２とする。 

それでは提言３についてだが、この部会以外からも意見は出ていると思うが、提言内容を

確認したうえで意見及び感想をお願いしたい。 

 

◎渡邊委員 

人の交流が経済効果を生む。部会外からの意見にもあったが、例えばフェリー等の大型

客船観光を利用する観光客目線からの港湾整備、観光ニーズの多様化に伴う意識調査、台

湾からの自転車ツーリズムに関する観光客の動向調査等、様々な場面においての「観光客

目線」を意識した整理が効率的だと思う。 
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□須藤次長兼観光戦略課長 

渡邊委員が仰ったように、“人があり、モノが動く”という意識を持って事業を展開する

予定である。そのうえで元気創造プランに記載があるように、交通に関して言えば、生活

交通としての重要性、公共事業を含めた基盤整備にも配慮した提言案としている。 

 

◎打川委員 

高速交通体系の整備が進んでいるということがまず第一歩である。しかしながら、ただ

繋がればいいというものではなく、安定して繋がることが大切である。具体的には秋田道

の完全４車線化、“観光・交通の大動脈”としての立ち位置を確立することが重要である。 

同様の視点で、「北上線利用促進協議会」が立ち上がっているが、在来線の整備・充実を図

らなくてはならないと思う。 

 

□真壁地域交通対策監 

北上線の利用促進協議会に関しては、JRから存続に関する話が出ているわけではないが、

ダイヤの改正で減便になっていることから、地元の利用促進のために立ち上がったもので

ある。 

 

●佐藤部会長 

高速道路の対面交通の解消等の先々の見通しはあるのか。 

 

□小野建設部政策監 

直接県が関わっている業務ではなく、見通し等に関してお答えすることは難しい。 

 

●佐藤部会長 

特に西日本からのお客様は、地面を走行する新幹線や対向車線のある高速道路があるこ

とに驚く。 

 

□小野建設部政策監 

高速道路の４車線化に関しては、横手市と連携を取りながら県としても声は出していく

という方針である。 

 

◎池田委員 

道路交通の不便さに関しては、お客様から多く問い合わせがある。先ほどフェリーの話

が出たが、お客様目線からも港が整備されると非常に良いと思う。 
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◎小国委員 

秋田市から県内観光地への交通の便が非常に良くなってきていると感じている。昔は秋

田市から田沢湖・乳頭に行くとしたら、２時間半程度は時間が必要だったが、現在は２時

間をきる。男鹿に行くにしても時間が短縮されている。道路が整備されたということを実

感している。しかしながらあまりに道路が作られすぎて、カーナビの更新が追いつかない

場合が多々ある。レンタカー利用に対する、最新のカーナビデータの提供等のお客様目線

でのサービスが必要ではないだろうか。また、道路標識をより親切に出すことが大切だと

感じる。 

一方で、観光地同士を結ぶルートが分かりづらい。その点を整備するとより活発な交流

が期待できると思う。 

 

◎水野委員 

レンタカーの数がどの程度あるか把握しているか。 

 

□須藤次長兼観光戦略課長 

肌感覚になってしまうが、レンタカーは観光地等で良く見かける。しかしながら詳細な

数字に関しては把握していない。 

 

□前田部長 

レンタカーの使用状況に関して言えば、“空港から”と“駅から”の２パターンがある。

レンタカー事業が有効なのは大館能代空港である。利用客のほとんどがビジネストリップ

であるが、これからは白神山地の観光においての活用にコミットしていきたい。大きい流

れでバス移動よりもレンタカーでの周遊という形にシフトしていくことになると思う。 

北海道や沖縄のようにレンタカーが“極めて有効”であるとは言えないまでも、“あった

ら便利”な施策だと思う。ただし、季節はもとより平日・休日の利用頻度が大きく振れる

ため、相当な工夫をしなくてはならない。 

 

◎渡邊委員 

全国的にガソリンスタンドが減っている中、広い秋田で車を利用する方に対し、観光地

図にガソリンスタンドの位置を掲載するなど、丁寧に伝えてあげた方が便利なのではない

か。 

 

●佐藤部会長 

道路の問題も“観光的に楽しく”考えた施策があっても良いのではないか。利用者の目

線では、国や県、市町村等の管轄については関係のないことである。道路を目的地まで結

ぶ線と捉えず、アミューズメント的な要素を絡ませた“観光道路”的な施設として考え、
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整備しても良いのではないだろうか。 

例えば広域農道は周りが緑ばかりで、地元住民からすると辟易する。しかし、県外から

きたお客様は“緑のトンネル”のようだと感動する場合もある。運転者や同乗者が楽しめ

る道路整備があっても良いと思う。また、秋田限定のカーナビに取り組むことも施策のひ

とつとして考えられる。 

 

□保坂次長 

（新規の農道整備は既に大方終了しているので、）農道の設計時点において、このような

貴重な意見を頂いていれば様々な工夫も考えられたことを残念に思う。 

 

●佐藤部会長 

最近は関西弁のナビや、青森弁のナビもあると聞く。その延長線上で秋田弁のナビも検

討してみてはどうだろうか。 

 

□草彅食品産業振興統括監 

産業エネルギー部会に出席をしてきたが、港湾の産業道路から高速道路にダイレクトに

つながるような仕組みを作って欲しいと要望された。順番の話をすると、観光・交通部会

では、県外とのミッシングリンクの解消が第一であり、対面走行の解消及び４車線化が次

あたりかと思う。フェリーを利用して車で秋田県にいらっしゃるお客様の二次アクセスを

考えると、産業道路と結ぶ港湾の整備だけではなく、観光道路と結ぶ港湾の整備を検討し

ても良いのではないだろうか。個人的な意見であるが、異なる部会で同趣旨の目的が出て

いるので分散させず、うまくまとめたら良いと思う。 

 

●佐藤部会長 

産業道路と観光道路を分離して考えることは時代的に無理だと思う。 

 

□前田部長 

道路の話だけではない生活公共交通網の維持確保についても提言に入れて頂いた方がよ

い。県境や過疎地のバス等大きな問題がある。第三セクターに関しても同様である。 

 

 

●佐藤部会長 

続いて提言４に移る。文化スポーツの振興に関することなので、水野委員から発言をお

願いする。 

 

◎水野委員 
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高齢化が進む秋田県で、先進的に高齢者向けスポーツの振興について検討ができるので

はないだろうか。それがひいては健康に繋がると考える。ハピネッツではタニタと組んで

“健康な町作り”という研究を進めている。秋田県でも同様に健康な町作りという観点か

らスポーツを絡めて施策を考えるべきではないかと思う。秋田県は高齢化に対する取組が

薄いような気がする。県として可能性を模索していくべきだと思う。 

 

●佐藤部会長 

今の話題と関連して、トップスポーツコンソーシアム秋田では、エリアなかいちに事務

所を移し、エリアなかいち内で通年スポーツを行えるモデルづくりの企画を行っている。

具体的には、ジョギングやラジオ体操の他、自転車の乗り捨てステーションの設置などに

より、高齢者も含めた多くの方がスポーツに楽しめる拠点とならないか検討しているとこ

ろである。 

高齢者に対するスポーツの取組について、スポーツ振興課の意見はあるか。 

 

□伊藤スポーツ振興課振興監 

高齢者の健康のみに着目して事業を実施する訳ではないが、２０１６年に日本スポーツ

マスターズが秋田県で開催される。その大会が、「高齢者の健康促進」のきっかけとなるの

ではないかと考えている。 

また、総合型のスポーツクラブが高齢者向けのスポーツ振興の受け皿として機能するよ

う強化しているところである。 

 

●佐藤部会長 

市民サービスセンターでは体育館などスポーツができる環境が既に整えられている。こ

れまで公民館活動を行ってきた従来の利用者とこれから新しく利用される方の意見を取り

まとめたうえ具体的にどのような形で運営していくかが課題ではあるが、秋田県全体でプ

ロモーションできるようにしていければ良いと思う。渡邉委員からの意見はあるだろうか。 

 

◎渡邊委員 

スポーツのすそ野拡大と言うよりは、外客誘致の視点になるが、武道は全世界では６８

００万人あまりの競技人口がおり、本場の日本で学びたいという需要があるようである。

例えば、宮崎では剣道を活用したツーリズムを行っており、そのような秋田ならではのス

ポーツや文化を活用した取組も出来るのではないか。 

 

●佐藤部会長 

秋田がトップを走る文化やスポーツはなかなか無いように感じる。 

例えばラグビーでも、そうとう盛んではあるが、やはり釜石にはかなわない。バスケッ
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トは能代工業があることもあり、優位性があるとは感じているが、必ずしもトップではな

い。なにか秋田にしかない文化やスポーツがないものだろうか。 

 

◎小国委員 

民謡は文化として“秋田県ならでは”だと思う。伝統芸能に関して言えば秋田県は全国

的にみても多く、個別に抜きんでたコンテンツがあるわけではないが、文化の総合力では

トップレベルではないか。国民文化祭で掘り起こしをして育てていくことが大切ではない

だろうか。育成期として来年度以降が重要な時期だと思う。 

 

◎打川委員 

 横手市では来年度「国文祭レガシー事業」といって国民文化祭を一過性のものとして終

わらさず、引き継げるものは引き継いでいこうという取組を計画している。具体的にはよ

さこい、民謡、太鼓などは来年度行えるのではないかと考えている。 

 

□保坂次長 

 健康増進の観点からスポーツと組み合わせるとすれば、温泉と医療の組み合わせ等の取

組も今後考える必要があるのではないかと思っている。過去においては、グリーンツーリ

ズムと組み合わせて専門医の協力を得ながら、温泉療法を活用した旅行を企画しており、

好評であった。 

 

●佐藤部会長 

 別府で行われているオンパクのような取組は秋田では行えないのか。 

 

□前田部長 

 別府は規模が大きく、温泉地としての集客力があるからできる企画もある。IR もそうだ

が、他の地域でやっているから、自分たちの地域でもやろうというのは無理があり、他の

地域で手を付けていないことにどう取り組んでいくかという視点が重要と感じている。ま

た、一番のものを探すだけではなく、一番でないことを認めながらもそれを磨き上げてい

くべきと考えている。 

 また、スポーツや文化はどこまで行政が関わるべきかという微妙な面もある。行政とし

ては、文化については、多くの県民が文化に親しめる環境を整備することと、その中で誘

客出来るものについては活用するという観点が必要であり、スポーツについては県民がス

ポーツを通じた元気づくりとするとともに、トップアスリートの育成を通じた交流人口の

拡大ということがミッションになるのだと思う。 

文化とスポーツに関して言えば、２５市町村との認識を常に共有しながら、お互いにブ

レないように連携していくという姿勢が重要である。 
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●佐藤部会長 

先日の２５市町村の駅伝大会は、予想以上に盛り上がったと思うがどうか。 

 

□伊藤スポーツ振興監 

各市町村でブースを作り、中継用のモニターも設置したので会場への集客はあった。来

年度以降も今回以上の大会とするための検討をしていきたい。 

 

□前田部長 

全般的に良かったと思うが中継の仕方に再考の余地がある。また２５市町村の“応援の

仕方”についての検討が必要だと思う。 

 

●佐藤部会長 

応援企画も含めた総合プロデュースが必要だと思う。 

秋田ならではのスポーツに関連して、トップスポーツコンソーシアム秋田でもスポーツ

「YUKIYOSE」 世界大会を企画した。こちらをオリンピック競技として広げていきたい

という夢もあるので御協力をお願いしたい。 

 

◎小国委員 

冬の国体は平成１９年以降、３回秋田で開催されている。全国的に冬の国体の受け皿が

無くなってきているからだと思うが、秋田県はこのような状況を利用して、スキー等冬の

スポーツの振興を図るのもひとつの手だと思う。 

 

◎池田委員 

東京の方々が思い浮かべる避暑地は、温暖化の影響から避暑地とは呼べなくなってきて

いる。今はむしろ田沢湖あたりが最も避暑地として適していると思う。合宿の誘致にも活

用できるのではないだろうか。そういったことの PRも大切である。 

 

□伊藤スポーツ振興課振興監 

田沢湖も大学のスポーツ合宿に使用しているが、県内には設備の整った野球場があるの

で、夏休みには大学の野球部が合宿のため利用している。より PRを進めていく。 

 

□前田部長 

県全体として行うとぼやけてしまうので、より小さなポイントで一所懸命告知をしてい

かないと、目立っていかない。 
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●佐藤部会長 

様々な文化を併せ持つ合宿を作っていくことが必要になってきていると感じる。 

 

◎水野委員 

「スポーツ立県あきた」を掲げている以上、トップアスリートの支援・養成をしていか

なくてはならない。冬季オリンピックのスケルトン競技日本代表の笹原氏が、次回のオリ

ンピック出場を目指すなかで、秋田を拠点にして活動しているが、スポンサー探しに苦慮

している。世界を目指している選手へ“できること”を模索していかなくてはならない。 

 

●佐藤部会長 

それでは続いて提言１について議論していく。 

 

◎打川委員 

 県産食品の活用について、例えば秋田空港利用者に特産品やきりたんぽを試食していた

だく機会を作ることは出来ないだろうか。費用負担を全て県が行うことは出来ないだろう

が、食べてもらわないと良さが分かってもらえないのではないか。 

 

◎小国委員 

 民間単独では費用対効果の面で難しい面もあるが、以前、秋田大阪間の利用者に県産品

のプロモーションで「さなずら」を期間限定で提供したことがある。このときは事業者負

担であったが、若干は効果があったような気がする。特産品コンクールの上位商品の売り

込みについては、需要を掘り起こすための取組を期待している。 

 また、新商品開発については、新しい商品を生み出すことに注力されているが、パッケ

ージや量を変えることで売上が増える例もあることから、ブラッシュアップについても支

援があると助かるのではないか。 

「マーケット志向の高いプロデューサーとの連携」についてだが、県外の方に頼りすぎ

るのは、画一的になり多少趣旨が異なってくると思う。秋田の素材を県外に売り込むこと

が大切なことである。 

 

□前田部長 

 部会長にお願いしたいのだが、観光文化スポーツ部関係で言えば特産品開発という事に

なるが、秋田県として相当重い課題を抱えている。 

何を栽培し、どう加工し、販路はどうするのかという事については、縦に部局が分かれ

ている状況にある。それを克服するため食品産業振興統括監というポストが設置され、問

題解決に向けた取組の中で、課題が見えてきている状況にある。 
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食品産業の振興にあっては、できれば県内企業がその役割を担えるとよいのだが、必ず

しも県内業者を優先するつもりはなく、お客さんが選びたいものをつくるのだということ

にしたい。例えば、寒天も県内で生産されているわけではないが、売れる文化を県南で持

っているから注目されているのである。 

委員の皆様にお願いしたいのだが、食品産業という文言を使うかは分からないが、県外

に打って出るようなものやお土産品としての商品を時間がかっても開発するべきであるこ

とについて、是非ご意見を頂きたい。山川みたいなものはすぐにはできるはずもなく、100

年掛かるかもしれないが、しっかりと開発すべきだという点と食品産業を振興して欲しい

点については、施策として求められている方向性として、委員の皆様と考えを一にしたい。 

 

◎渡邊委員 

提言内容は全体的に良いと思うが、“誰が何を欲しいのか”を把握することが大切である。

武道の例も話したが、世界では日本ブームが起きている。外国人のニーズを考えて施策を

打ち出していかなくてはならない。 

例えば、日本食に関して言えば、和食ブームに乗っかって、本物の和食ではないものが

世界に広がっている中で、日本に来た外国人が本物の和食や寿司の良さに気づくという例

が発生している。 

地方ならではの特色を秋田でも味わいたいという外国人のニーズも発生していることか

ら、国際教養大学に外国人から見た“秋田らしさ”の調査を依頼するのも方法のひとつだ

と思う。国が進める訪日外国人３０００万人プログラムに単純に乗っかるのではなく、秋

田ならではの特色を出すべきで、他県と同列に見てはならない。 

 

●佐藤部会長 

 秋田らしさで言えば、市民市場が全く秋田らしくない。もっとお金をかけずに秋田らし

さを打ち出すことができないか。 

 

□成田あきたびじょん室長 

 市民市場の魅力向上については、当室でも取り組んでおり、最新の「のんびり」１０号

でも特集記事を作成したところである。県外客からすれば魅力的に映る一方で、店側の受

入体制が整っていない点が課題であると認識している。 

 

●佐藤部会長 

 店舗とのやりとりを魅力的に感じる旅行者も多い。完全に観光市場とすることは出来な

いだろうが、なにか魅力を打ち出していけないだろうか。 
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□前田部長 

 市民市場については、ハードの問題と言うよりはやり方の問題であると認識している。 

 秋田では場外市場のように昼から飲める場所が少ないという意見もあり、市民市場は日

曜休みで夜はやっていないということから、旅行者にとってももっと魅力ある市民市場に

したいと考えている。 

 また、市民市場単体ではなく、まちあるきのコンテンツのひとつとして、例えばエリア

なかいちとつなげる取組を行いたいと思うが、なかなか簡単に解決できる課題ではない。 

 

●佐藤部会長 

 他の地域でもそうだが、「市場」は象徴的に地元らしさを感じられる場所として旅行者か

ら認識されている。 

 増田の蔵は、現在観光地としての認知度が高まっているが、このまま観光地化してしま

うと生活空間としてのあり方が失われるのではないかという危惧があるようである。観光

としての空間と生活空間との共存をどう図るかが課題となるのではないか。 

情報発信という観点で、コンテンツをアーカイブしていくということも大切ではないか。

上質な写真や映像を発信していくことも大切である。地道な作業になるが、これはお願い

したい。 

 

□畠山観光戦略課政策監 

提言４のなかに包含されているが、表現方法、記載場所を再検討し、提言書にまとめる。 

 

□前田部長 

情報発信におけるコンテンツのあり方について検討しなくてはならない。人がどのよう

に情報を欲しがり、どのように受け取るかを先読みする意識が重要である。 

具体的にはフリーWi-Fiの整備というハードの問題もあれば、コンテンツをどう構築する

かという問題、利用者はどのように移動するかという問題を考えていかなければならない。 

 

●佐藤部会長 

外国人にとっては、日本旅行の不満の第１位がWi-Fi環境の未整備であることから、Wi-Fi

の整備は非常に重要なことである。ただし、県内全ての地域において Wi-Fi 環境を整備す

る必要はなく、主要な拠点で整備するだけでもずいぶん利便性が向上すると思う。 

東京では、ガイドブック片手ではなく、iPad 片手にまちを歩いている。先進地の動向を

注視しながら取り残されないようにフォローしていく取組が必要である。 

 

●水野委員 

 当社の外国人選手もWi-Fi環境に対するニーズは強い。 
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秋田県が用意するアクセススポットにおいて Wi-Fi 接続時に秋田県の観光情報を同時に

告知することはできないものだろうか。 

 

□前田部長 

作り手の意図があまり出てしまうと、利用者は重荷になるかもしれない。 

人はどのように情報を採るのかという分析も含めながら検討していく必要がある。 

 

●佐藤部会長 

続いて提言２について議論する。 

 

●渡邉委員 

 プロモーションについては、費用対効果の面からセカンドデスティネーション狙いに特

化した取組を行うべきである。また、ターゲットも主に富裕層にポイントを絞りつつ、口

コミで魅力が伝播するような効果を狙うことが主流となってきている。外国人誘客に関し

ては相当程度ピンポイントでのプロモーションが必要である。 

 

◎池田委員 

実際に外国人は団体旅行がほとんどいらっしゃらず、口コミでいらっしゃる個人客が多

い。紅葉を見たいという外国人の方も口コミでいらっしゃっていた。 

 

●佐藤部会長 

パワーブロガーの話もあったが、口コミを戦術として利用していくというのは重要であ

ると感じる。 

 

●打川委員 

誘客の際にビデオコンテンツがないとよく言われる。 

 

□前田部長 

ビデオコンテンツはどのような場面で利用されるのか。 

 

●佐藤部会長 

自分の体験だが、写真では伝わらない目的地の情報を得るためと同時に、本当に自分が

理想している目的地かどうか確信を得たいのだと考えている。 

 

◎渡邉委員 

 フィルム関係の場合は、１分以内のショートコンテンツで概要が分かる映像が求められ
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ている。 

 

□前田部長 

相手方、目的、場面を明確にしないと動画は活きてこないと思う。 

 

◎小国委員 

「セカンドデスティネーションを秋田に」とは言ってはいるものの、秋田へ外国人を呼

び込むのは現実的に難しい。動画や口コミ等手段としての情報発信は大切だが、外国人の

ニーズや嗜好等の分析を進めないと難しいと思う。例えばハピネッツの外国人選手や国際

教養大学等に協力を仰ぎ調査をしていかなくてはならないと思う。 

 

◎水野委員 

 国際教養大学が留学生向けに調査を行ったことはあるか？ 

 

□前田部長 

 教養大や秋田大学との連携は本格的にはやりきれていない面がある。難しい面もあるが、

やらなければならない問題であると認識している。 

 

●佐藤部会長 

他の地域も含めて、“日本にリピートする理由”、“秋田にリピートする理由”を分析しな

くてはならない。例えば北海道であればスキーがある。秋田にはなにがあるのか。 

また、英語でただ発信するだけでなく、英語のメッセージの質を高めていかなくてはな

らないと思う。知事が「高質な田舎」を目指しているのだから、それに見合ったメッセー

ジを発信すべきである。他に何かあるか。 

 

◎打川委員 

 外国人誘客に関連して、横手市ではかまくらを活用した誘客に取り組んでいるが、タイ

やインドネシアといった国の誘客には手応えを感じている。 

 

●佐藤部会長 

 それでは、今日の議論を踏まえた最終的な提言案の作成を事務局にお願いする。 

 事務局に進行をお返しします。 

 

７ 閉会 

  

□前田部長 
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 議論いただきありがとうございました。今年度の部会はこれで終わりとなります。来月

早々には総合政策審議会が開催され、この観光・交通部会も含めた各部会の提言が県に提

出されます。県としては、来年度に向けた事務事業、予算に反映できるよう真摯に受け止

めてまいりたいと考えております。 

 


