
（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 3 政策名 未来の交流を創り、支える観光・交通戦略

施策コード 1 施策名 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

幹事部局 観光文化スポーツ部 担当課 観光振興課

１次評価（観光文化スポーツ部長）平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8月31日

１　施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿　など）

２　施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※達成度の判定基準　　　Ａ：100％以上　 Ｂ：80％以上100％未満　 Ｃ：60％以上80％未満　 Ｄ：60％未満

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

3,700

出典：「宿泊旅行統計調査｣(観光庁)

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２９ 達成度
年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
直近の
達成率

評価者・実施日

単位　千人 106.5%

① 106.5% A
延べ宿泊客数

単位　件 100.0%出典：(公財)秋田観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会資料

②

全国規模の大型コンベンションの開催件数
（県外宿泊客おおむね500人以上）

8 10 12 16

H24 10

14

3,530 3,600 3,850

H24 3,761

3,461

①延べ宿泊客数（全施設）
　・平成26年は3,761千人となり、全国順位では37位・東北６県では最下位と高い水準にはないが、25
年と比較すると7.7％増加し、目標値を6.6ポイント上回っている。県を挙げた大型観光キャンペーン
などにより、宿泊客数は24年以降増加傾向が続いている。
②全国規模の大型コンベンションの開催件数
　・平成26年度は10件となり、25年度の12件から減ったものの、目標を達成している。

100.0% A

　マーケットに着目し、情勢の変化に左右されにくい足腰の強い観光地づくりを進めるとともに、県
内流動や県外との交流を活性化することにより、マーケットの拡大を図りながら、多様な分野とも連
携し、地域経済への波及効果の高い取組を推進する。
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（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

H24

Ｈ２７ Ｈ２８

1,350 1,380 1,480 1,5401,311

Ｈ２９●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２６

①
観光消費額

出典：「秋田県観光統計」(観光戦略課)

直近の
達成率

備考

121.3%

年度

1,638

120.8%

23,930 28,000 32,000

0.71

出典：「経済センサス」(経済産業省) 単位　％ 98.5%

0.65

単位　人

②

宿泊業、飲食サービス業の全国に占める割
合

0.65 0.65 0.65

H24 0.64

H24 33,810

単位　億円 121.3%

98.5%

120.8%③

外国人宿泊者数
(従業者数10人以上の施設)

出典：「宿泊旅行統計調査」(観光庁)

45,000

出典：「じゃらん宿泊旅行統計調査」 単位　位 71.4%

①観光消費額
　・平成26年の観光消費額は1,638億円で前年比43億円の増加となった。そのうち、代表指標である延
べ宿泊者数の伸びもあり、宿泊客による観光消費額が964億円と前年度から約７％増加した。
②宿泊業、飲食サービス業の全国に占める割合
　・平成26年の売上高に占める割合は0.64％であった。観光消費額の伸びなどから、平成24年に比べ
て、増加したものの全国の売上高がそれを上回ったため、結果として本県の売上高の割合は微減と
なった。
③外国人宿泊数
　・従業者数10人以上の施設の外国人延べ宿泊者数は、平成26年は33,810人となり、全国順位では37
位・東北６県では最下位と高い水準にはないが、国のビジットジャパン事業等と相俟って、23年以降
年々増加しており、２５年と比較すると、7.7％増加し、目標を大きく上回っている。
④「じゃらん宿泊統計調査」(都道府県毎のカルテ)における来訪者の総合的な満足度
　・平成25年度（2013年度）は28位（満足度82％）となり、24年度の23位（満足度81％）と比較する
と、順位を下げた。
⑤ウェブサイトへのアクセス数（「あきたファン・ドッと・コム」）
　・平成26年度は50,209件／月となり、目標を下回った。携帯端末の急激な普及やＳＮＳなど多様な
情報交流に対応できなかったことが影響したと思われるため、サイトの改良に取り組んでアクセス数
の向上を図る。

⑤

④

83.7%H24 50,209

単位　件/月出典：観光振興課資料 83.7%

ウェブサイトへのアクセス数
（あきたファン・ドッと・コム）

55,700

14

36,000

71.4%
「じゃらん宿泊統計調査」(都道府県毎のカ
ルテ)における来訪者の総合的な満足度

H24 28

76,400 84,600

23 20 17

60,000 68,200

10
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（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

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つけるネットワークづくり

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①秋田の「食・農・観」を活用した多様なビジネスを創出・育成し、雇用の拡大を図るため、食品
産業、農業及び観光の各事業者等と市町村の関係団体が連携して取り組む２地域及び食農観資源を活
かした取組を行う企業６社に対する支援を行い、地域の食材を活用した商品が新たに開発されるとと
もに、雇用の拡大が図られた。
　②農山漁村地域への訪問や滞在ニーズに対応するため、ＮＰＯ法人秋田花まるっＧＴ推進協議会に
おける農林漁家民宿・農家レストランの開業支援等の受入態勢づくりなどに支援し、農林漁家民宿２
件、農家レストラン４件が新たに開業するなど、受入態勢づくりの充実が図られた。
　③自然、歴史、文化、スポーツ、食、暮らしなど、地域の多彩な資源を活用した特色ある体験交流
ビジネスを定着・普及させるため、観光事業者や体験交流プログラム提供者等の連携を強化し、ビジ
ネスモデルを育成する取組７件に支援し、地域の様々な資源を活用したモデルツアーが実施されるな
ど、体験型観光の推進が図られた。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①秋田の魅力を広く浸透させるため、マガジン「のんびり」（４回・各２万部）の発行、フェイス
ブック（「いいね！」数累計約３万５千人）やマスメディア（全国ネットのテレビ７番組、雑誌15
誌）を活用し発信したことにより、秋田のファンが拡大するとともに、県民の間では足元にある資源
の価値を認識し、磨き上げていこうとする機運の醸成が図られた。
　②平成26年10月から12月までの３カ月間、市町村や観光関係者及びＪＲ東日本と連携した観光キャ
ンペーン（アフターＤＣ）を展開した。期間中には、ＪＲ大宮駅で竿燈や西馬音内盆踊り等を披露す
る首都圏オープニングイベントを開催したほか、旅行雑誌や情報番組等で観光ＰＲを実施した。ま
た、秋田駅・東能代駅間で「ＳＬあきた路号」を運行したほか、「本場大館きりたんぽまつり」や
「全国まるごとうどんエキスポ2014秋・湯沢」など、県内各地で市町村事業等を含め様々なイベント
やおもてなし企画等が400件以上開催された。また、近隣県等からの誘客促進を図るため、隣県の百貨
店で観光プロモーションイベントを行ったほか、「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」や首都圏のＪＲ駅
での「あきた観光産直市」などで観光ＰＲを実施し、延べ約653万人の観光入込客数があった。
　③韓国からの誘客促進を図るため、マスコミ・旅行エージェントの招聘や旅行商品への広告支援、
韓国語のホームページを活用した県内観光地のＰＲに取り組んだ。台湾からの誘客促進を図るため、
秋田泊旅行商品の造成・販売促進に向けた広告支援やチャーター便誘致のための現地航空会社などへ
のセールスを積極的に展開した。経済発展著しいＡＳＥＡＮ諸国からの誘客を目指して、タイからの
誘客に着手し、秋田泊旅行商品の造成促進に向けた旅行エージェントへのセールスを積極的に行った
ほか、旅行雑誌や訪日旅行ガイドブックに観光情報の記事広告を掲載し、本県の魅力を発信した。こ
れらにより、国際定期便の韓国人利用者数は11,124人となり、前年度（10,131人）に比べて9.8％増加
し、台湾からのチャーター便は前年度（30便）と比べて８便多い38便のチャーター便が運航され、利
用者数は6,197人となり、前年度（5,280人）に比べて17.4％増加した。また、タイからの本県宿泊旅
行商品が造成された。
　④スマートフォン等の急速な普及やソーシャルメディアを活用した情報交流に対応するため、秋田
県総合観光ガイド「あきたファン・ドッと・コム」の全面改訂を行った。秋田ファンの拡大では、Ｈ
ＰやＳＮＳなど多彩な媒体を活用したＰＲ･情報交流を行った。
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③多様な分野との連携

④県を挙げた取組体勢の再構築

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。（再掲）
　①秋田の「食・農・観」を活用した多様なビジネスを創出・育成し、雇用の拡大を図るため、食品
産業、農業及び観光の各事業者等と市町村の関係団体が連携して取り組む２地域及び食農観資源を活
かした取組を行う企業６社に対する支援を行い、地域の食材を活用した商品が新たに開発されるとと
もに、雇用の拡大が図られた。
　②農山漁村地域への訪問や滞在ニーズに対応するため、ＮＰＯ法人秋田花まるっＧＴ推進協議会に
おける農林漁家民宿・農家レストランの開業支援等の受入態勢づくりなどに支援し、農林漁家民宿２
件、農家レストラン４件が新たに開業するなど、受入態勢づくりの充実が図られた。
　③自然、歴史、文化、スポーツ、食、暮らしなど、地域の多彩な資源を活用した特色ある体験交流
ビジネスを定着・普及させるため、観光事業者や体験交流プログラム提供者等の連携を強化し、ビジ
ネスモデルを育成する取組７件に支援し、地域の様々な資源を活用したモデルツアーが実施されるな
ど、体験型観光の推進が図られた。

○施策の目標達成のため、以下の取組を行った。
　①観光事業者・地域主導による観光振興を実現するため、（一社）秋田県観光連盟に民間から観光
ディレクターの派遣を受けて地域の観光づくり等を進めるとともに、会員勧誘などにより組織体制、
財政基盤の強化を図ったほか、県の施策と連動して行う誘客宣伝活動や受入態勢の向上に対し支援し
た。
　②観光客等の受入態勢の充実や歓迎機運を醸成するため、秋田美人に代表される女性のやさしさを
前面に出した「秋田カンバン娘」によるおもてなし事業を実施するなど、平成25年度のデスティネー
ションキャンペーンを契機とした県民参加型の「秋田おもてなし運動」を展開し、その定着が図られ
た。
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３　総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

４　課題と今後の対応方針

①　課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題　など）

②　今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５　政策評価委員会の意見

　大型観光キャンペーンが終了し、また、北陸新幹線や北海道新幹線の開業などにより他地域への注目が集
まっており、本県の観光誘客を取り巻く状況は厳しさを増している。
　訪日外国人旅行者数は、大都市圏を中心に大幅な増加傾向にあるが、東北全体では震災前の水準に達してお
らず、秋田・ソウル国際定期便の搭乗率低迷による運休などの不安定要素もあり、インバウンド誘客に関して
は厳しい状況が続いている。

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。

　「秋田の観光創生推進会議」を中心に、官民が連携した誘客ＰＲ等により隣県及び首都圏等主要なマーケッ
トからの一層の誘客促進に取り組む。
　インバウンド誘客に関しては、韓国、台湾及びタイの重点３カ国を中心に、韓国については秋田・ソウル国
際定期便の搭乗率向上を、台湾についてはチャーター便の増便を、タイについては現地旅行会社との連携強化
等をメインに誘客拡大を図るとともに、他の東アジア諸国からの誘客についても取組を進める。

評価理由

　秋田の多彩な資源を活用したビジネス展開を図るため、食・農・観それぞれの資源を活かした
取組を行う地域や企業への支援、農林漁家民宿・農家レストランの開業支援などを行ったことに
より、地域食材を活用した新商品の開発や民宿等の新規開業などの成果があったほか、ＪＲ東日
本と連携した観光キャンペーンの展開等により、評価指標である「延べ宿泊客数」及び「大型コ
ンベンションの開催件数」が目標を達成している。
　また、韓国や台湾に加えタイからの誘客促進を図るため、秋田泊旅行商品の造成・販売促進に
向けた広告支援や本県魅力の情報発信に取り組んだこと等により、海外チャーター便の運行数や
外国人宿泊者数が増加するなど、海外誘客についても着実に進展している。
　以上のことから、施策については「概ね順調」と評価される。

評価結果

評価理由

　代表指標のうち、延べ宿泊者数については、平成23年以降年々増加しており目標を上回った。
また、全国規模の大型コンベンションの開催件数についても目標を達成した。
　これは、平成26年10月から12月までの３ヶ月間、市町村や観光関係者及びJR東日本と連携した
観光キャンペーンを開催するなど、県を挙げた誘客宣伝活動や受入体勢の向上に取り組んだ結果
であり、施策は着実に進んでいる。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「概ね順調」とする。

概ね順調

評価結果 概ね順調
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