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政策評価（平成28年度）

未来の交流を創り、支える観光・交通戦略

観光文化スポーツ部

企画振興部長 平成28年8月31日

Ⅱ 政策の推進状況

１ 数値目標及びその達成状況

※達成度の判定基準

政策評価調書

3

Ⅰ 政策の目標(目指す姿)

秋田のトータルイメージの定着や選ばれる観光地づくりを進め、交流の活性化を図り、企業や地域の主体的な経済活
動によるビジネスとして継続・成長していく総合戦略としての観光を推進する。
また、意欲ある食品事業者群の育成と食品産業関連業種のネットワーク化を促進することにより市場ニーズに対応し

た商品づくりを強化し、ターゲットと地域を明確化した戦略的なプロモーションを展開することで、食品産業の振興を
図る。
さらに、地域における文化力を高めるとともに、スポーツを秋田の活力と発展のシンボルとして積極的に振興するほ

か、それらを活用して交流人口の拡大を促進する。
併せて、活発な交流を促進する県土づくりの推進や交通ネットワークの充実を図るほか、地域住民の日常生活に必要

な生活交通を確保する。

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策名

政策コード

評価者

幹事部局名

実施日

3-1①
延べ宿泊客数

3,461 目標 3,530 3,600 3,700 3,850

出典：「宿泊旅行統計調査｣(観光庁)

96.0% BH24 実績 3,493 3,761 3,457

単位：千人 達成率 106.5% 96.0%

3-1②

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 目標 10 12 14 16

出典：(公財)秋田観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会資料

83.3% BH24 実績 12 10 10

単位：件 達成率 100.0% 83.3%

3-2①

食料品・飲料等製造品出荷額
等

1,136 目標 1,158 1,176 1,207 1,233

出典：県工業統計調査

101.0% AH24 実績 1,150 1,170

単位：億円 達成率 101.0%

3-2②
農産物・加工品の輸出金額

476 目標 495 505 515 525

出典：県秋田うまいもの販売課調べ

107.7% AH24 実績 508 637 544

単位 百万円 達成率 128.7% 107.7%

3-3①
主要文化施設への入場者数

262,751 目標 309,920 310,350 313,000 316,000

出典 文化振興課調べ

111.6% AH24 実績 311,963 370,435 346,252

単位 人 達成率 119.5% 111.6%

3-3②

「あきた文化芸術フェスティバ
ル（仮称）」参加団体数

12 目標 - 20 22 24

出典 文化振興課調べ

165.0% AH24 実績 - - 33

単位：団体 達成率 - 165.0%

3-4①

成人の週1回以上のスポーツ
実施率

48.7 目標 50.0 55.0 60.0 65.0

出典：県・スポーツ振興課調べ

87.1% BH25 実績 48.7 49.4 47.9

単位 ％ 達成率 98.8% 87.1%

3-4②
国体における天皇杯得点

774.5 目標 850.0 900.0 950.0 1,000.0

出典：（公財）日本体育協会調べ

86.1% BH25 実績 774.5 769.0 774.5

単位 点 達成率 90.5% 86.1%

3-5①
県内高速道路の供用率

83 目標 83 83 87 88

出典：道路課調べ
102.4% AH25 実績 83 83 85

単位 ％ 達成率 100.0% 102.4%

3-6①

秋田県と県外間の旅客輸送人
員

5,219 目標 5,323 5,430 5,538 5,622

出典 旅客地域流動調査（国土交通省）

131.4% AH23 実績 6,168 6,995

単位 千人 達成率 131.4%

政策の達成状況
※該当項目を囲む

Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満
達成

※政策の達成状況の基準
「達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％以上の場合
「一部達成」 ： 施策の数値目標のうち、達成率１００％未満のものが１つでもある場合

ただし、「未達成」の場合を除く
「未達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％未満の場合

一部達成

未達成



２ 政策を構成する施策評価の結果

３ 施策評価の概要

3-1 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

3-2 秋田の食の魅力の磨き上げと県外への販路拡大

3-3 秋田の文化力の更なる向上による地域の元気創出

3-4 「スポーツ立県あきた」の推進

3-5 県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進

3-6 交通ネットワークの利便性向上と地域交通の確保

施策コード 施 策 名 施策評価の結果

３－１ 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 概ね順調

３－２ 秋田の食の魅力の磨き上げと県外への販路拡大 概ね順調

３－３ 秋田の文化力の更なる向上による地域の元気創出 概ね順調

３－４ 「スポーツ立県あきた」の推進 やや遅れている

３－５ 県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進 概ね順調

３－６ 交通ネットワークの利便性向上と地域交通の確保 概ね順調

団体から個人・グループへ、観光地見学から体験・交流へ変化している観光ニーズに対応するため、体験型観光を推進するモデ
ル地区の育成や、民間事業者が行う宿泊施設改修等への支援などハード・ソフト両面からの魅力アップに取り組んだほか、白神エ
リアの総合ガイドなど観光分野を担う人材育成を推進しており、評価指標である「延べ宿泊者数」がほぼ目標を達成し、観光消費
額も目標を達成している。
インバウンド対策については、韓国、台湾、タイなど経済発展が続く東アジアを中心とする誘客プロモーションを実施するな

ど、ターゲットを絞った外国人誘客を促進するとともに、農家民宿での外国人受入態勢に関する調査・検討を行うなど、受入環境
の整備・拡大に向けた取組も進めており、外国人宿泊者数は前年度から４割増加し目標を大きく上回っている。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

食品事業者群の育成については、専門員を配置し、県内事業者と大手食品メーカーとのマッチングを引き続き支援するととも
に、新たな加工設備の導入や生産改善活動への支援を行ったほか、食品製造業者と流通業者・デザイン業者など１０１の関連事業
者で構成する食品事業者サポートネットワークを運営し、会員同士による情報共有や商品開発に向けた研修会等を開催している。
また、マーケットインの視点からの戦略的な商品づくりを進めるため、県外アドバイザーや総合食品研究センターの技術を活用

して９６件の新商品が開発を促進したほか、輸出用に適した日本酒生産に向けて県醸造試験場が開発したオリジナル酵母「ＡＫＩ
ＴＡ雪国酵母」を活用した日本酒が製造されるなど、海外輸出に向けた取組も進展している。
こうした取組により、評価指標である「食料品・飲料等製造品出荷額」と「農産物・加工品の輸出金額」がそれぞれ目標を達成

したほか、関連指標である「新商品開発件数」も目標を上回っていることから、施策は「概ね順調」と評価される。

国民文化祭の開催により喚起された県民の文化活動への参加意欲を維持・拡大していくため、全国規模のイベントとして「地域
伝統芸能全国大会」を実施したほか、県独自の取組として、市町村や文化団体等と連携しながら様々な文化事業を一定期間集中的
に実施する仕組みとして「あきた県民文化芸術祭」を開催するなど、文化による交流人口の拡大や地域活性化に取り組んでいる。
また、文化団体が気軽に発表し、県民が日常的に鑑賞できる場として「あきた文化交流発信センター」を運営し、民間文化団体

等の多彩な芸術文化活動を促進している。
こうした取組により評価指標である「主要文化施設への入場者数」や「あきた県民文化芸術祭参加団体数」が目標を上回り、関

連指標についても目標を達成又はほぼ達成していることから、施策は「概ね順調」と評価される。

全国や世界で活躍できる選手の育成については、ジュニア期からの一貫指導体制を構築するため、高等学校強化拠点校制度を拡
大し、延べ１８校を指定するとともに、中学校強化選手に対し資質向上研修を実施している。
ライフステージに応じたスポーツ活動の推進については、新たにプログラム化した高齢者向けの健康体操の全県域への普及やス

ポーツ指導者の養成等に取り組んだものの、評価指標である「成人の週１回以上のスポーツ実施率」が前年度より低下し目標を下
回ったほか、関連指標も目標を下回るなど、厳しい状況となっている。
このほか、評価指標である「国体における天皇杯得点」も目標を達成できず、他の関連指標も昨年度の達成率を下回っているこ

とから、スポーツ合宿誘致やトップチームを通じた誘客促進などを実施しているものの、施策全体としては「やや遅れている」と
評価される。

高速道路ネットワークについては、ミッシングリンク解消に向けた市町村や民間と連携した国への要望活動等により、日本海沿
岸東北自動車道「象潟・金浦間」が供用開始されるなど、県内高速道路の早期全線開通に向けて着実に進捗しており、評価指標で
ある「県内高速道路の供用率」は目標を達成している。
また、幹線道路ネットワーク形成についても、主要国道の整備を国に強く働きかけたほか、優先的に整備を進める地域高規格道

路について、有識者で構成する「道路計画技術検討委員会」を設置し計画検討を行うなど、効率的・効果的な計画策定を推進して
いる。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

交通機関の利便性向上と航空ネットワーク機能の強化については、国際定期便利用者数がソウル便の運休により目標を大きく下
回ったものの、秋田空港利用促進協議会と連携した札幌などでのＰＲや、大館能代空港利用促進協議会と連携し、乗り継ぎ利用が
見込める西日本を中心に直接旅行会社を訪問し商品造成の働きかけなどを行った結果、両空港の利用者数は共に目標を上回ってお
り、評価指標である「旅客輸送人員」も目標を達成している。
また、第三セクター鉄道については、沿線住民利用者の減少が大きく利用者数が目標を下回ったものの、観光利用の促進により

団体客は増加しており、生活バス路線についても事業者や市町村に対する助成実施等により「乗合バス免許キロ数」は、ほぼ現状
を維持している。
以上のことから、施策としては「概ね順調」と評価される。



Ⅲ 県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ 政策を取り巻く社会経済情勢の変化

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

充
実
度

8.5 5.8 ▲ 2.7

1.0 0.4 ▲ 0.6

7.5 5.4 ▲ 2.1

32.2 29.1 ▲ 3.1

45.6 46.0 0.4

27.5 30.1 2.6

18.1 15.9 ▲ 2.2

13.7 19.0 5.3

全体では、「十分である」が0.4％、「概ね十分である」が5.4％と十分であると感じている人は非常に少ない。「ふつう」の
29.1％を合わせると肯定的に感じている人は34.9％となっている。「不十分である」が15.9％、「やや不十分である」が30.1％
と、合わせて46.0％の人が不十分であると感じている。「わからない・無回答」は19.0％となっている。前年度と大きな変化は見
られない。
施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「「スポーツ立県あきた」の推進」が55.9％と最も高く、「交通ネットワークの

利便性向上と地域交通の確保」が36.4％と最も低くなっており、その他の施策は、いずれも50～40％台となっている。

○平成22年12月、東北新幹線が新青森まで全線開通した。
○平成23年３月、東日本大震災が発生した。
○東日本大震災等を契機に、国において平成26年６月に「国土強靱化基本計画」が、同年７月に「国土のグランドデ
ザイン2050」が策定され、リダンダンシーの確保など、日本海側国土軸形成の重要性が提唱された。
○平成25年９月、２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定した。
○平成25年10月から３か月間、秋田デスティネーションキャンペーンが開催された。
○平成25年11月、日本海沿岸東北自動車道（日沿道）「大館北～小坂」間が供用され、大館地域での設備投資が進ん
でいる。
○平成26年４月、韓国旅客船沈没事故が発生した。
○平成26年10月から１か月間、「第29回国民文化祭・あきた2014」を開催した。
○平成27年３月、北陸新幹線(金沢～長野駅間）が開通した。
○平成27年５月、「東北六魂祭２０１５秋田」が開催された。
○平成27年10月、日沿道「金浦～象潟」間が供用された。
○国の公共事業費は、ピーク時の６割程度で推移している。
○平成28年３月、北海道新幹線が新函館北斗まで開通した。



Ⅴ 評 価

Ⅵ 評価結果の反映状況（対応方針）

総合評価 概ね順調

○国内外に対する訴求力のある誘客プロモーション等を強化するため、重点市場等への集中プロモーション、「秋田
犬」をキラーコンテンツとする誘客プロモーションの実施等に取り組むほか、二次アクセスの強化、Ｗｉ－Ｆｉ環境
の更なる充実、県全体の統一したコンセプトによる案内板等の訪日外国人受入態勢の整備に取り組む。
○食品事業者群の育成のため、設備導入や生産性向上に対する支援の充実に取り組むとともに、首都圏の百貨店や民
間事業者と連携した魅力ある商品開発を促進するほか、首都圏等における売り込み体制の強化、海外マーケットにお
ける民間事業者との連携など効果的なプロモーションの展開を図る。
○文化の継承・発展を図るため、多くの人が文化活動に参加しやすくなる環境づくりや、地域の文化を守り育ててい
く取組を強化するほか、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い実施される文化プログラムを見据
え、本県の伝統文化を国内外に発信する事業を市町村と協働で取り組むことにより、交流人口の拡大を図る。
○ジュニア選手の強化については、中学生強化選手と高等学校強化拠点校が連携した一貫指導体制確立に向けた取組
を充実させるとともに、将来指導者として期待されるトップアスリートの確保に係る支援制度の充実を図るほか、
2020年東京オリンピック等の合宿誘致に向けた市町村へのサポートや、新たな国際大会の誘致に取り組む。
○県内高速道路のミッシングリンク解消に向け、今後も関係機関と連携を図りながら、未着手区間の新規事業化や事
業中区間の整備促進を国に働きかけるとともに、県施行区間である鷹巣西道路の整備促進を図る。
○生活交通の確保のため、第三セクター鉄道の運営費や鉄道施設整備費を支援するとともに、利用促進に向けた取組
を支援するほか、生活バス路線については、市町村やバス事業者と協働で、持続可能な地域公共交通網の形成につい
て検討を進める。また、奥羽・羽越両新幹線の整備促進に向けた県民意識の醸成を図るため、「秋田県奥羽・羽越新
幹線整備促進期成同盟会」を中心にＰＲ活動の展開や、国等への要望活動を強化する。

評価理由

〇デスティネーションキャンペーンや国民文化祭などの大型誘客イベントの終了等によ
り、延べ宿泊客数や観光消費額等の指標が前年を下回ったものの、目標に対しては達成又
はほぼ達成している状況にある。「あきた観光創生推進会議」の設立など官民一体となっ
た体制づくりが着実に進展するとともに、宿泊施設改修への支援等による観光施設の魅力
向上やガイド等の観光を支える人材育成にも取り組んでいる。
〇総合食品研究センターによる商品開発支援等により、食品分野での新商品開発件数が目
標を大きく上回ったほか、県醸造試験場が開発したオリジナル酵母を活用し、輸出用に適
した日本酒が醸造されるなど、海外輸出に向けた取組も進展している。
〇「地域伝統芸能全国大会」や「あきた県民文化芸術祭」を開催するなど、国民文化祭を
契機とした県民の文化活動への参加意欲の維持・拡大を図り、文化による交流人口の拡大
や地域活性化に取り組んでいる。
〇高齢者向けの健康体操の全県域への普及などライフステージに応じたスポーツ活動を推
進しているものの、成人のスポーツ実施率が低下したほか、国体における天皇杯得点も目
標を下回る状況が続いている。一方で、日本スポーツマスターズ等の大規模大会の誘致等
によりスポーツによる交流人口の拡大は進展している。
〇日本海沿岸東北自動車道「象潟ＩＣ～金浦ＩＣ」間が開通するなど高速道路ネットワー
ク形成が進んでいるほか、就航地でのＰＲ活動等により秋田・大館能代の両空港の利用者
数が増加したことなどにより、旅客輸送人員は増加している。
〇政策の評価指標については、「あきた文化芸術フェスティバル」参加団体数や旅客輸送
人員が目標を大きく上回るなど、達成又は９割以上の達成率となっている指標が多いこと
などから、スポーツ関連など一部指標が８０％台となっているものの、政策全体としては
「概ね順調」に進んでいる状況にある。

○課題

〇大型観光キャンペーンの終了や北陸・北海道新幹線の開業等による他地域の注目度向上などにより、本県の観光誘
客を取り巻く状況は厳しさを増しているほか、外国人宿泊数が大きく伸びているものの全国では下位の水準にあるこ
とから、国内外に対する訴求力のある誘客プロモーション等を更に強化していく必要がある。
〇本県食品業者は小規模事業者が多く、大量生産に対応できないことから、設備導入支援等により一定量を生産可能
な企業の育成・強化を図るとともに、他県産品との競争に打ち勝つ魅力的な商品の開発や効果的なプロモーションを
展開していく必要がある。
〇少子高齢化の進展等により、地域文化の後継者不足が生じており、継承・発展に向けた人材の確保・育成が求めら
れているほか、文化資源を観光に結び付けるための情報発信の強化や財源の確保が課題となっている。
〇国体における少年種別得点の減少が天皇杯得点の伸び悩みに影響していることから、ジュニア選手の強化に更に取
り組むとともに、東京オリンピック等に向けた合宿誘致や誘客効果の高い国際大会の誘致等により交流人口の拡大を
図る必要がある。
〇高速道路のミッシングリンクの解消に引き続き取り組むほか、生活交通の確保のため、第三セクター鉄道や生活バ
ス路線を維持するための取組を強化する必要がある。さらに、奥羽・羽越両新幹線の整備促進については、県民意識
の醸成などに向けた取組を加速させる必要がある。



○政策評価委員会意見

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。


