
第３期ふるさと秋田元気創造プラン骨子案 戦略４ 

 

1 

 

 

 

 

 

１ 現状と課題 

（１）観光 

本県では、平成 25年秋の秋田デスティネーショ

ンキャンペーンや、翌年の国民文化祭などを通じ、

首都圏等での秋田の認知度を効果的に高め、誘客

促進に努めたほか、急激に増加している訪日外国

人旅行者を呼び込むため、台湾、韓国、タイなど

での誘客プロモーションの充実や、東北各県との

連携による取組の強化を図ってきました。 

しかしながら、近年の秋田県内の延べ宿泊者数

は、国民文化祭等が開催された平成 26年の 376万

人泊をピークに減少傾向にあり、平成 28年は 340

万人泊に止まっています。一方で外国人の延べ宿

泊者数は、平成 25年の 36,140人泊から平成 28年

には 66,950人泊まで拡大しましたが、これは東北

地方の約 10％、全国の約 0.1%のシェアに止まって

います。 

本県には、秋田犬や特色ある食文化、多彩な伝

統芸能など、「秋田オリジナル」とも言うべき魅

力的な資源が豊富にあり、これらを国内外からの誘客コンテンツとして磨き上げ、継続的に活用

していくことが求められています。同時に、本県の旅の満足度を高めるため、旅行ニーズの多様

化に合わせ、ホテル・旅館の魅力向上やバリアフリー観光への対応など、受入環境の整備に加え、

首都圏や隣県等から本県への観光流動の創造、県内の周遊を高める二次アクセスの整備などに取

り組んでいくことが急がれています。 

また、訪日旅行の拡大に伴い、外航クルーズ船の寄港も大幅に増加していることから、これら

の旺盛なクルーズ需要を確実に取り込み、地域振興や経済の活性化に繋げていくため、官民一体

となった誘致活動や受入環境の充実を図る必要があります。 

 

（２）食品産業 

食品産業は、原料の生産から最終製品までを県内で完結できる数少ない業種であり、県産農産

物の活用や雇用の拡大の視点から、今後の成長が期待される重要な分野です。しかし、本県の平

成 26年の食品製造業（飲料を除く）の出荷額は 948億円であり、東北６県では最下位となってい

ます。 
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モーグルワールドカップ秋田たざわ湖大会 

足腰の強い食品産業の育成と県産品の販路

の拡大を図るためには、意欲ある食品事業者

の育成とネットワーク化を支援し、首都圏等

の大消費地への情報発信力やマーケティング

力の強化を促進することによって、流通構造

の変化を含むマーケットの動向や消費者のニ

ーズに対応した商品づくりを進める必要があ

ります。また、観光と連携した国内外へのプ

ロモーションを強化することも重要になって

います。 

 

（３）文化振興 

四季折々の祭りや行事、伝統芸能など、本県には多彩な

民俗文化が存在し、中でも国が指定する重要無形民俗文化

財は 17件を数え、全国最多を誇ります。こうした地域に根

ざした文化は、地域の貴重な財産であるとともに、全ての

県民の共有の財産でもあり、これをさらに豊かなものにし、

次の世代へと継承していく必要があります。 

そのため、若者の芸術文化活動をはじめとした文化団体

の活動支援に取り組むほか、世代やジャンルを超えた交流の場

の創出等により、多くの県民が文化活動に参加しやすい環境づくりを進めることが必要です。 

また、2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されることを好機と捉え、秋田なら

ではの文化を国内外の多くの方々に鑑賞していただく機会を設けることで、観光誘客を図るなど、

地域の活性化につなげる取組が求められています。 

 

（４）スポーツ振興 

本県のスポーツは、少子化による競技人口の減少やトッ

プアスリートの県外流出等により、国体における成績が伸

び悩んでいる（平成 28年天皇杯 37位）ことから、選手の

育成及び指導者の資質向上を図るとともに、ジュニア期か

らの一貫指導体制を確立することが必要です。 

また、今後ますます進行する高齢化社会を見据え、スポ

ーツを通じて県民が生き生きとした生活を送るための環

境を整えるほか、地域住民の誰もがいつでも気軽にスポーツ

ができる、総合型地域スポーツクラブ（以下、「総合型クラブ」という。）の設立及び安定した

運営基盤づくりへの支援が求められています。 

さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピック等の開催に向けて、ナショナルチームの事

前合宿誘致をより一層進めるとともに、トップスポーツチームへの支援を実施する等により、ス
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ポーツによる交流人口の拡大を図っていくことが必要です。 

 

（５）交通ネットワーク 

県内高速道路については、全線開通に向けすべての区間で事

業化されたところであり、今後は早期開通に向けて、整備を促

進する必要があります。高速道路を補完する地域高規格道路等の

幹線道路については、地域間交流を促進する上で重要であること

から、一層の整備を推進する必要があります。 

また、新幹線及び幹線鉄道、航空路線、海上交通といった広域交

通の利便性の向上を図るとともに、奥羽・羽越両新幹線の整備計画

への格上げに向けた取組を加速させるなど、未来の交流基盤に係る

グランドデザインづくりに、時機を逸することなく取り組むこと

が必要です。 

さらに、生活バス路線をはじめとした、地域公共交

通について、人口減少社会においても持続可能な地域

の実情に合った公共交通のあり方を市町村や事業者とともに継続的に検討していくほか、利用者

が減少傾向にある第三セクター鉄道の利活用促進に引き続き取り組んでいくことが必要です。 

 

２ 戦略の目標（目指す姿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田犬や特色ある食文化、多彩な伝統芸能など、本県ならではの地域資源を掘り起

こし、観光客に選ばれるコンテンツとして磨き上げることにより、首都圏から距離的・

時間的に遠いというハンディキャップを克服し、国内外から多くの観光客に訪れてい

ただける魅力ある観光地域の創出と、広域での観光流動の促進を図ります。 

また、日本酒やいぶりがっこなど、本県の食をリードするアイテムを育成するとと

もに、幅広い事業者とのコラボレーションや観光ＰＲと連動したプロモーションを国

内外で展開することにより、本県の食のブランディングと販路の拡大を図ります。 

加えて、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、秋田ならでは

の文化を国内外に広く発信するとともに、冬季オリンピック等も含めた海外ナショナ

ルチームの事前合宿を積極的に受け入れるなど、文化やスポーツによる地域の元気づ

くりを推進します。 

これらの活発な交流を支える道路や公共交通など交通ネットワークの充実に向けた

取組を推進し、本県の未来を創り・支える交流の一層の拡大を図ります。 
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施策１ 秋田の魅力を生かした観光の振興 

 

１ 施策のねらい 
国内誘客とインバウンド誘客の双方において、秋田ならではの魅力を最大限に生かした観光振

興を図るため、体験型を柱とする観光コンテンツづくりに地域と連携して取り組むほか、観光客

のニーズに対応した受入態勢整備や人材育成等を進めるとともに、多様なメディア等を活用した

秋田ファンの拡大を図りながら、国内外のターゲットを見据えた効果的な誘客プロモーションを

展開します。 

特に、インバウンド対策については、台湾、韓国などの重点市場や、東京や京都などの訪日外

国人観光客が多い地域におけるプロモーションの強化に加え、東北各県との連携による広域周遊

ルートの形成や、近年増加している外航クルーズ船等の更なる誘致と受入環境の整備を進めるこ

とにより、誘客拡大と観光消費の拡大を図ります。 

 

２ 施策の視点 

大都市圏や成田空港・羽田空港など国際ハブ空港からの距離的・時間的なハンデキャップを乗

り越えて、他県との厳しい競争の中で観光誘客を進めるためには、県内の観光地が他にはない魅

力を備え、国内外の観光客から選んでいただくことが何より重要です。 

本県には、世界的に人気の高い秋田犬をはじめ、伝統行事や祭り、四季折々の景色、上質な雪

質を誇るスキー場、日本酒等の発酵食文化など、海外にも通用する個性的でポテンシャルの高い

コンテンツが豊富に存在しています。 

これらコンテンツを磨き上げるとともに、県内各地の幅広い事業者やサポート組織がそれぞれ

の強みを発揮しながら連携を高め、「オール秋田」の体制の下で誘客を進めていく必要がありま

す。 

このため、次の５つの方向性に取り組みます。 

 

３ 施策の方向性と取組 

方向性①：国内外からの観光客に選ばれる観光コンテンツづくりの推進 

取組①：秋田ならではの体験型観光の推進 

県内での観光客の滞在時間の延長や、増加傾向にあるＦＩＴ（外国人個人旅行者）の更なる拡

大を図るため、見て、触れて、楽しめる体験型コンテンツの整備を進めるとともに、複数のコン

テンツを組み合わせた県内周遊ルートの形成を図る等により、秋田ならではの体験型観光を推進

します。 

【主な取組】 

・県内各地における、秋田犬と触れ合える場の拡大と、周辺の体験型コンテンツを組み合わせ

た県内周遊ルートの形成 

・ユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」や、全国トップの登録数を誇る国指定重要無

形民俗文化財をはじめとした祭り・行事を活用した誘客 
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・冬の暮らしやマタギ文化など、秋田ならではの生活文化の誘客コンテンツとしての活用 

・日本酒や発酵食文化など、本県が誇る「食」の誘客コンテンツとしての活用 

・ＪＲ五能線、秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道等を活用した誘客の促進 

・移住定住への入り口となる滞在型・体験型観光の促進 

・世界自然遺産である白神山地におけるエコツーリズムの推進 

 

取組②：東北各県のコンテンツの融合による広域周遊ルートの形成 

本県をはじめ東北各県が誇る、魅力的な自然や温泉、スキー・スノーボード等の冬のアクティ

ビティ、上質な日本酒や個性ある食文化などを組み合わせ、東北６県が連携を強化して国内外に

売り込むことにより、広域周遊ルートの形成を図ります。 

【主な取組】 

・東北観光推進機構等と連携した「日本の奥の院・東北探訪ルート」の充実 

・「国立公園満喫プロジェクト」を契機とする十和田・八幡平観光のブラッシュアップ 

・白神山地や鳥海及び栗駒山麓周辺等における隣県との連携促進 

・桜まつり、樹氷、食文化などの共通するキーワードによる周遊観光の促進 

 

 

方向性②：観光客のニーズに対応した受入態勢の整備と、観光人材・事業者の育成 

取組①：旅の満足度の向上に向けた受入環境の充実 

地域の拠点となる宿泊施設の魅力づくりや、二次アクセスの整備、観光事業者等によるおもて

なしの充実など、観光客の旅の満足度の向上に向けた受入環境の整備と充実を図ります。 

【主な取組】 

・国内外から新たな観光客を呼び込むことができる魅力的な宿泊施設づくりの促進 

・新たな誘客拠点となるホテルなどに対する国内外からの建設投資の促進 

・「国立公園満喫プロジェクト」等による十和田・八幡平国立公園、国定公園及び県立自然公

園における受入態勢の強化 

・乗合タクシー、シャトルバス等による二次アクセス

の整備と利便性向上 

・観光・交通情報を提供する多言語対応アプリ「アキ

タノＮＡＶＩ」や、秋田県観光連盟に設置した「あ

きた旅のサポートセンター」の利活用促進 

・翻訳機能等に関する最新技術の利活用促進 

・県を挙げた「秋田おもてなし運動」の継続・拡充と、

観光施設や宿泊施設などの顧客満足度の向上 

・県有観光施設の魅力向上 

 

【打川部会長】 

距離的時間的ハンディキャップがあ

るのが秋田県で、その中で一番遠いのが

男鹿であるが、男鹿に人を運ぶことがで

きれば、まんべんなく県内の他の地域に

波及すると思う。 
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取組②：インバウンドに対応した受入態勢の整備促進 

観光地における多言語表記の充実や、多くの外国人に利用いただけるワンストップサービス機

能の強化など、外国人旅行者の受入態勢の整備を図ります。また、本県の空港と近隣の空港を結

びつけた広域周遊ルートの充実を図ります。 

【主な取組】 

・外国人旅行者に対応した多言語表記の充実や二次アクセスの整備促進 

・観光・交通情報を提供する多言語対応アプリ「アキタノＮＡＶＩ」や、秋田県観光連盟に設

置した「あきた旅のサポートセンター」の利活用促進（再掲） 

・県内各地の観光案内所や観光事業者等におけるイン

バウンド対応力のレベルアップ支援 

・公共施設や農家民宿等の宿泊施設における Wi-Fi 環

境の整備及び外貨決済システムの導入の促進 

・「モーグルの聖地」たざわ湖スキー場を核とした観

光地づくりの推進 

・「国立公園満喫プロジェクト」等による十和田・八

幡平国立公園、国定公園及び県立自然公園における

受入態勢の強化（再掲） 

・県内空港や五能線など本県の交通インフラを活用し

た周遊ルートの構築 

・仙台空港をゲートウェイとした県内への周遊ルート

の構築 

・魅せる酒蔵などを本県ならではの誘客のツールとする「発酵ツーリズム」の構築（再掲） 

 

取組③：観光産業を支える人材や事業者の育成 

本県の観光産業全体の底上げを図るため、ビジネスと

しての観光産業を支える人材や、地域の中核となる宿泊

施設、着地型旅行商品の造成を担う県内事業者などを支

援します。 

【主な取組】 

・地域をリードする経営者の育成 

・営業、おもてなし、情報発信などのスキルを持った

人材の育成 

・体験型観光の関連事業者や、観光ボランティアガイ

ド等の育成、スキルアップ 

・インバウンドに対応したランドオペレーター機能の充実 

・着地型旅行商品づくりを担う県内事業者の育成 

・世界自然遺産である白神山地の魅力を分かりやすく伝えるガイドの育成 

 

【渡邊委員】 

コンテンツホルダーが県内事業者で

あって欲しい。秋田県の素材を使って県

外事業者が儲けている事例が多い。観光

コンテンツ推進やＤＭＯ、食に関して

も、県内事業者で取り組んで欲しい。そ

うならなければ、県内の観光消費額の向

上につながりにくい。 

【打川部会長】 

地元型のランドオペレーターの育成

等、地元というワードを入れて欲しい。 

【富橋委員】 

県内の周遊ルートの事例を作れない

か。県として秋田の良い所をゆっくり見

て回れるというような事例を作成でき

ないか。 

【打川部会長】 

シーズンごとに夏のモデルコースや

冬のモデルコースなどの設定、または、

交通手段として公共交通機関以外のレ

ンタカーやレンタサイクル、レンタバイ

クの手段の付与などにより選択肢が増

えることは良い。 
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取組④：幅広い事業者やサポート組織が結集した受入態勢の構築 

多彩な地域資源を誘客コンテンツとして活用し、国内外からの観光客に満足していただくため、

観光事業者や交通事業者のみならず、農林水産業や食品産業、伝統行事の関係者やスポーツ関係

者など、幅広い主体が連携し、それぞれの役割を果たしながら、観光地域づくりを推進する態勢

の構築を促します。 

【主な取組】 

・「秋田の観光創生推進会議」を母体とした、旅行商品の造成促進とプロモーションの実施 

・秋田県観光連盟を母体とした、民間事業者・地域主導による観光の振興 

・ＤＭＯの形成の促進と活動への支援 

 

 

方向性③： ターゲットを見据えた誘客プロモーションの展開 

取組①：首都圏等における効果的な誘客プロモーションの展開 

首都圏や隣県等において、秋田犬など本県ならではのコンテンツを活用しながら、交通事業者

や旅行事業者等との連携による効果的な誘客プロモーションを展開します。 

【主な取組】 

・首都圏等における「秋田犬」をキラーコンテンツとする集中プロモーションの実施 

・隣県や北海道等における誘客イベントの開催 

・交通事業者や旅行事業者と連携し、官民一体となった観光キャンペーン等の実施 

 

取組②：ターゲットを明確にしたインバウンド誘客の推進 

台湾、韓国、タイ、中国などの重点市場を中心に、国・地域ごとの特性やターゲットの動向等

に的確に対応したプロモーションを展開しながら、引き続きインバウンド誘客に取り組むととも

に、欧米諸国、オーストラリア、東南アジア諸国など、新たなマーケットの開拓を図ります。 

【主な取組】 

・東北観光推進機構や東北各県との連携による海外プロモーションの展開 

・重点市場に対するトップセールスや、旅行博での観光ＰＲ等の実施 

・対象市場の特性に対応した、ＳＮＳやメディア等の効果的な活用 

・東京、京都、北海道などを訪れている外国人旅行者をターゲットとした誘客プロモーション

の実施 

・仙台空港をゲートウェイとした誘客プロモーションの拡充 

・大規模スポーツ大会の開催や海外ナショナルチームの県内合宿を契機とした、スポーツを目

的とする外国人の誘客 

・県内各地での里山サイクリングを活用した誘客の促進 

・「食」と「観光」の相乗効果を見据えた一体的なプロモーションの展開（再掲） 
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方向性④ ：多様なメディアや新たな手法を活用した秋田ファンの拡大 

取組①：魅力の発信と情報交流による秋田ファンの拡大 

「あきたびじょん」で表現した統一イメージ（高質な田舎）に基づき、様々な媒体により本県

の魅力をアピールし、秋田ファンの拡大を図るとともに、ＷＥＢマガジン等を活用した新たな秋

田の楽しみ方の提案などにより、本県への人の動きを創出します。 

【主な取組】 

・フェイスブック「あきたびじょん」などソーシャルメディアによる情報の交流 

・「あきた音楽大使」や「あきた美の国大使」等の活用による秋田の魅力の発信 

・「あきたびじょんＷＥＢマガジン」の発行 

・本県を舞台とするテレビドラマや、本県での映画ロケ等の誘致 

・県内の観光地やイベント会場等における観光客と秋田犬とのふれあい交流の実施 

 

取組②：様々なチャネルを活用した国内外への情報発信 

国内外の旅行市場において個人旅行化が急速に進展し

ていることを踏まえ、県が運営するソーシャルメディア

を海外向けに展開するほか、パワーブロガーや県内在住

の留学生などを活用して本県の魅力を発信し、首都圏や

海外の駅構内等で広告を掲出するなど、様々なチャネル

を活用した情報発信を行うことにより、誘客を促進しま

す。 

【主な取組】 

・総合観光サイト「あきた・ファン・ドッとコム」に

おける多言語での情報提供 

・口コミによる情報拡散効果を意識した、各国別ソー

シャルメディアによるタイムリーな情報発信 

・海外のパワーブロガーの招へいや、現地著名人の活

用、留学生など県内在住外国人の活用などによる、

本県の魅力の海外への発信 

・首都圏や海外の駅構内等での広告掲出など、様々な

媒体の活用 

・対象市場の特性に対応した、ＳＮＳやメディア等の効果的な活用（再掲） 

 

 

方向性⑤：外航クルーズ船等の誘致と受入環境の整備 

取組①：クルーズ船の寄港拡大に向けた誘致活動の推進 

【渡邊委員】 

方向性③と④の内容が被っているよ

うに感じる。 

また、口コミでの宣伝として SNSでの

パワーが非常に強いため、県内にいる外

国人を含めた情報発信手段の活用を強

めに記載して欲しい。 

【打川部会長】 

横手では台湾の客が多くなっている。

台湾から来た留学生が祭りなどの体験

を台湾に情報発信をすることにより、さ

らなる誘客につながっている。県内在住

の外国人への取組が重要なものである

と感じている。 
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行政のほか交通事業者や観光関係者など幅広い主体が一体となった、戦略的な誘致活動や情報

発信を行い、旺盛なクルーズ需要を確実に本県に取り込みます。 

【主な取組】 

・官民連携組織である「あきたクルーズ振興協議会」による誘致活動やポートセールス等の実

施 

・環日本海クルーズ推進協議会等の広域連携組織を母体とした、海外船社幹部の招へいなど誘

致活動の推進 

・広域連携組織が主催する、船会社や旅行会社を対象としたクルーズセミナーや商談会への参

加 

 

取組②：訪日クルーズ旅客の受入態勢の整備 

クルーズ船を利用し寄港した観光客に、本県の観光を満喫していただくため、県内の観光情報

の提供やクルーズ船と連動したツアー商品の造成などを円滑に行う態勢を整備します。 

【主な取組】 

・秋田犬や伝統行事等による出迎えや大曲の花火の打上げ等、本県の魅力をＰＲする歓送迎イ

ベントの実施 

・行政と民間が一体となった寄港時における観光ツアーの造成支援 

・クルーズ船の受入環境を改善するための港湾施設の整備 

・県内各地の観光案内所や観光事業者等におけるインバウンド対応力のレベルアップ支援（再

掲） 

 

取組③：ポートタワーセリオン一帯のクルーズ拠点の整備 

新たな秋田港港湾計画に基づき、ポートタワーセリオン一帯をクルーズ拠点として整備し、受

入態勢の充実を図ります。 

【主な取組】 

・クルーズ拠点から背後市街地への周遊ルートの形成等、「みなとまちづくり」の推進 

・秋田市中心部などへのアクセス向上に向けた取組の推進 

・クルーズ船が２隻同時に着岸できる港湾整備の促進 
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施策２ 秋田のうまいものの商品力向上と販路拡大 

１ 施策のねらい 
「きりたんぽ」や「稲庭うどん」などの本県の特産品に

加え、「ＡＫＩＴＡ雪国酵母」などのオリジナル酵母によ

る高品質な日本酒の開発促進や、本県独自の「あめこうじ」

を活用した商品群の拡大などにより、市場での優位性を確

保し、販路の開拓を進めるとともに、食品産業を牽引する

人材や意欲ある食品事業者群への支援等を通じ、商品力の

向上を図ります。 

また、首都圏に加え、県産食品の更なる認知度向上が必

要な関西、九州などの国内市場で販路を拡大するとともに、

人口減少に伴い国内消費の縮小が見込まれる中で、海外市

場への販路開拓を積極的に推進し、食品産業の振興を図り

ます。 

 

２ 施策の視点 

製造品出荷額等が東北最下位である本県の食品産業を振興するためには、独自の特産品や日本

酒などの強みを活かし、県産食品を国内外に積極的に売り込んでいくことが必要です。 

このため、県産食品のブランディングを戦略的に展開し、国内外で本県の「食」のプレゼンス

を高めるとともに、本県の「食」の強みと市場ニーズのマッチングによる「売れる商品開発」を

推進することが求められています。 

また、様々な企業との連携やアンテナショップの機能強化を通じた効果的なマーケティング活

動やプロモーションを行い、販路の拡大を図るとともに、対象国や品目を戦略的に選定し実態に

即した支援を行うことにより、県産食品の輸出を促進することが重要です。 

このため、次の４つの方向性に取り組みます。 

 

３ 施策の方向性と取組 

方向性① ：秋田の「食」をリードするオリジナルな商品の開発とブランディング 

取組①：売れる商品づくりにつながるネットワークや人づくり 

食品関連業者のネットワークの拡大や本県の食品産業を牽引する人材の育成などを支援し、食

品事業者同士が様々なつながりを構築できる機会を提供することにより、商品開発力や課題解決

力の向上を図ります。 

【主な取組】 

・商品開発や課題解決につながる事業者連携の基盤となるサポートネットワークの形成 

・総合食品研究センターにおける企業相談機能の充実 

・総合食品研究センターのオープン・ラボ等を拠点とする人材育成 

 

【打川部会長】 

具体的に記載されている食品・食材が

いぶりがっこのみである。秋田の食文化

として、単独でブランド形成ができてい

るものがたくさんあるため、計画にもき

りたんぽや稲庭うどん、男鹿の石焼き、

しょっつるなど、他県にはなく、味が一

級品の食品を明記しても良いのではな

いか。これらメジャー食品の更なるブラ

ンド化を目指すことで、動向が見えやす

くなるのではないか。 
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取組②：秋田を代表する食品ブランドの確立と強化 

日本酒や発酵食品等に代表される県産食品について、更なる高品質化によるブランドの確立や

強化を図り、国内外で本県の「食」を選択するファンを増やすことにより、競争が激化する食品

業界において販売量やシェアの拡大を図ります。 

【主な取組】 

・高品質な日本酒の製造や「いぶりがっこ」の品質管理などブランドの強化に向けた支援 

・地理的表示保護制度（ＧＩ）等の活用による「しょっつる」等のブランド確立に向けた支援 

・品質向上や販売促進、ＰＲ等に関する総合的なブランド戦略の推進 

 

取組③：本県の強みを生かした次世代の商品開発 

本県オリジナルの発酵技術や多彩な農産物などを活用した売れる商品づくりを進めるため、ア

ンテナショップ等を活用してマーケット動向の的確な把握に努め、商品開発から販売までの一貫

した戦略のもとで、総合食品研究センターの技術支援などと併せ、次世代の商品開発を促進しま

す。 

【主な取組】 

・本県オリジナルの「あめこうじ」などの更なる磨き上げによる、市場優位性を持った次世代

商品の開発 

・県産農産物を活用した介護食品（スマイルケア食）の開発と商品化 

・総合食品研究センターにおける企業相談機能の充実（再掲） 

 

 

方向性② ：食品製造業の振興（再掲） ※ 産業労働部が戦略２に記載するものを再掲 

 

（作業中） 

 

 

方向性③ ：幅広いパートナー企業や流通チャネルを活用した販路の拡大 

取組①：幅広いネットワーク企業と連携した売り込みの強化 

民間企業と連携し、新たな販路の開拓を図ります。また、県産品を効果的に大消費地に流通さ

せるため、首都圏に次ぐマーケットとして、関西や九州への販路拡大を目指します。 

【主な取組】 

・国内外の企業との新たな連携による商品化やＰＲへの支援 

・流通事業者が開催する商談会や、加工食品など部門別商談会への出展を支援 

・関西や九州エリアにおける大阪事務所、名古屋事務所及び福岡事務所を核とした、新たな販

路の開拓 
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・県内食品事業者による本県独自の土産品等の開発

や磨き上げ、販売店との商談等への支援 

・一般消費者への販売促進も視野に入れたマッチン

グ商談会の機能拡充 

 

取組②：アンテナショップの機能強化と戦略的な

プロモーション 

「あきた美彩館」（東京都港区）と「みちのく夢プラザ」（福岡市中央区）の機能強化により、

県産食品の販路をより一層拡大します。 

【主な取組】 

・外国人や若年層、企業などをターゲットとした、アンテナショップの客層拡大と発信力強化 

・アンテナショップを活用した、日本酒と県産食品を一体的にＰＲするイベントの実施 

・アンテナショップ近隣の百貨店等での物産展の開催 

 

取組③：食品流通に係る課題への対応 

民間事業者との連携により、首都圏等に向けた流通ルートの見直しなどに取り組み、流通コス

トの削減など、本県の食品流通に係る課題への対応を図ります。また、県産食品を効果的に大消

費地に売り込むことのできる地場の中間流通事業者の育成を図ります。 

【主な取組】 

・運送事業者と連携した地域ごとの集荷場所の拠点化や混載による共同配送など、効率的な配

送システムの構築に向けた検討と取組の推進 

・隣県との共同による輸出品の混載輸送の実現に向けた検討と取組の推進 

 

 

方向性④ ：エリアやターゲットを戦略的に選定した秋田の「食」の輸出拡大 

取組①：輸出対象国の実態に即した戦略的支援 

輸出対象国や品目を戦略的に選定した上で、既に現地に展開している事業者との連携や人的ネ

ットワークを活用した商流や物流の開拓を図るとともに、アジア市場での輸出促進を見据え欧米

でのブランディングを図るなど、効果的なプロモーションを展開します。 

【主な取組】 

・対象国のニーズに対応したマーケティングや戦略的な商品選定に係る支援 

・対象国の消費者の嗜好等に合わせた商品改良への支援 

・パリなど欧米でのブランディングを反映させたアジアでの販路の拡大 

 

取組②：輸出に取り組む事業者の拡大 

輸出に意欲的な事業者に対し、対象国の商習慣や関税などの仕組みに関する知見の提供を進め

【渡邊委員】 

コンテンツホルダーが県内事業者で

あって欲しい。秋田県の素材を使って県

外事業者が儲けている事例が多い。そう

ならなければ、県内の観光消費額の向上

につながりにくい。 
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るとともに、事業者が継続的に利用できる商流や物流を構築することで、輸出を促進します。 

【主な取組】 

・海外取引に関するガイドブックの作成 

・海外向けラベルの作成や成分検査など、商品の輸出対応を行う態勢づくりの促進 

・対象国の実情に合わせた商流や物流ルートの構築と事業者への提案 

 

取組③：県産食品の輸出とインバウンド誘客の連携強化 

県産食品の輸出プロモーションとインバウンド誘客を効果的に連携させることにより相乗効果

を発揮させ、海外における「秋田の食」のブランド化を図るとともに、食の魅力による海外から

の誘客を拡大します。 

【主な取組】 

・本県独自の食文化の誘客コンテンツとしての磨き上げと、効果的な活用 

・魅せる酒蔵などを本県ならではの誘客のツールとする「発酵ツーリズム」の構築 

・「食」と「観光」の相乗効果を見据えた一体的なプロモーションの展開 
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施策３ 文化の振興と文化による地域の元気創出 

１ 施策のねらい 
多くの訪日客を迎える 2020年東京オリンピック・パラリンピック（以下、「東京オリ・パラ」と

いう。）は、本県の文化を国内外にアピールできる絶好のチャンスであることから、多彩な文化事

業を実施し、秋田ならではの文化を国内外に発信することで、交流人口の拡大につなげていきます。 

また、本県の文化を発展させ、次の世代に継承していくため、文化団体の活動の活発化や若手の

人材育成に取り組むととともに、本県文化の中核拠点となる文化施設の整備を推進します。 

 

２ 施策の視点 

 国や東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会と連携し、様々なオリンピック関連イベ

ントを活用するとともに、特色ある文化事業を企画し、本県の文化を効果的に国内外に発信するこ

とで、地域の文化を観光資源としても活用し、交流人口の拡大につなげていく必要があります。 

また、芸術文化団体の活動促進に向けて、若者をはじめとし、多くの県民が参加・活動しやすい

環境の整備を進めるとともに、高質な文化に触れる機会を創出していくことが求められています。 

  このため、次の３つの方向性に取り組みます。 

 

３ 施策の方向性と取組 

方向性①：秋田ならではの文化資源を活用した交流人口の拡大 

取組①：東京オリ・パラ等を契機とした文化プログラムの推進 

東京オリ・パラの文化プログラムへの県内の文化事業の参画を促すため、県が日本文化の魅力

をオールジャパンで発信する「beyond2020プログラム」の認証機関となり、秋田の文化を国内外

に発信していきます。 

【主な取組】 

・本県各地域の文化事業を「beyond2020プログラム」に位置づけ、国内外に発信 

・文化プログラムを先導する「東京キャラバン」の本県での開催 

・大規模文化イベントを支援する文化プログラム助成の実施 

 

取組②：文化資源の活用による地域の元気創出 

秋田ならではの文化資源を活用し、県内各地で特色ある文化事業を実施することにより、交流

人口を拡大し、地域の賑わいを創出します。 

【主な取組】 

・地域の文化資源を活用した交流人口の拡大につながる大規模文化イベントの支援 

・石井漠・土方巽を輩出した秋田を「舞踊・舞踏の聖地」として世界に発信する、舞踊・舞踏

フェスティバル等への支援 

・国指定重要無形民俗文化財の数が全国一である本県を国内外にアピールする、伝統芸能の祭

典等の開催支援 
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取組③：文化情報の発信強化 

様々なメディアを活用し情報を発信するほか、文化情報を発信するウェブサイトの充実を図り

ます。 

【主な取組】 

・情報雑誌やＳＮＳ等を活用した情報発信 

・あきた文化情報サイト「ブンカ DEゲンキ」などの充実 

・あきた文化交流発信センター等における、秋田民謡など秋田の文化に触れる機会の提供 

 

 

方向性②：文化団体の活動促進と次代を担う人材の育成 

取組①：次代を担う若手人材の育成 

次代の秋田の文化を担う若者を育成するため、若者の発表機会の充実や文化活動への助成を行

うなど、若者の文化活動支援に取り組みます。 

【主な取組】 

・豊かな感性や創造力をもった青少年の育成を図るとともに、児童生徒に優れた芸術・文化に

触れる鑑賞機会を提供 

 ・「青少年音楽コンクール」、「あきたの文芸」をはじめとした、書道、工芸、絵画などの作

品発表やパフォーマンスの「場」の提供による、若手アーティストの育成支援 

・若者の文化活動への参画促進に向けた啓発活動の充実と、若者が主体的に企画・実施する活

動への支援  

 

取組②：文化活動の促進 

市町村や民間団体等と連携し、多くの文化事業を集中的に実施する「あきた県民文化芸術祭」

を毎年９月から１１月に開催し、文化活動を促進します。 

【主な取組】 

・市町村や文化団体が文化事業を集中的に実施する「あきた県民文化芸術祭」の開催 

・民間団体等が行う音楽、演劇、舞踊等の講演や鑑賞会などの芸術文化活動を支援 

・県民の文化活動をサポートする統括的な文化団体の機能強化への支援 

 

取組③：文化の継承事業の推進 

県民の文化への関心を高め、多くの県民が文化活動に携わるなど文化の裾野を広げるために、

県民の作品発表の機会を設けるとともに、優れた文化活動や作品を顕彰するなど、芸術文化活動

に取り組みやすい環境づくりを推進します。 

【主な取組】 

・秋田県芸術選奨などによる優れた作品や地域に貢献している活動の顕彰 
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・「秋田県美術展覧会」や「青少年音楽コンクール」、「あきたの文芸」など、発表し競い合

う機会を提供 

・あきた文化交流発信センターの運営による、文化団体が気軽に発表し、県民が日常的に文化

に触れる場の提供 

・無形民俗文化財の保存と伝承に取り組んでいる団体への支援 

 

方向性③：本県文化の中核拠点となる文化施設の整備 

取組①：県・市連携文化施設の整備 

文化を創造していく中核拠点として、県全体の文化振興

の役割を担う文化施設について、平成３３年度中の開館に

向け、文化団体の活動促進を図りながら、着実に整備を推

進します。 

【主な取組】 

・ワークショップや芸術文化団体等の意見を踏まえた、

県・市連携文化施設の整備の推進 

・事業者の創意と工夫を生かした施設運営とするための運営管理計画の策定 

・県民会館閉館中における文化団体の活動支援 

・文化施設の整備に向けたプレ事業・オープニングイベントの実施 

 

  

【打川部会長】 

大ホールの運営だけでなく、県全体と

しての文化施設という文化の拠点とし

ての位置づけもあることから、各市町村

との関係やどう拠点として使っていく

かなどの方向性の示唆が欲しい。 
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施策４ 「スポーツ立県あきた」の推進とスポーツによる交流人口の拡大 

１ 施策のねらい 
スポーツは、県民の健康づくりに貢献し、多様なネットワークを生み出し、お互いの「絆」を

強くするとともに、県民に感動と誇りを、地域に活気と賑わいをもたらし、明るく豊かで活力に

満ちた社会づくりに寄与することから、引き続き「スポーツ立県あきた」を強力に推進する必要

があります。 

このため、スポーツを「する」「みる」「ささえる」の観点から、スポーツ参画人口の拡大に

取り組み、スポーツ活動の基盤となる人材の育成や環境の充実を図るとともに、全国や世界での

活躍を見据えた選手の競技力向上や、スポーツを通じた人々の一体感の醸成と地域の活性化、交

流人口の拡大を図ります。 

 

２ 施策の視点 

「スポーツ立県あきた」を具現化するためには、県民が生涯にわたりスポーツを通じて幸福

で豊かな生活を営むことができるよう、多様なライフステージに応じたスポーツ環境の整備や、

指導者等の人材発掘・育成が重要となっています。  

また、県民に夢と希望を与えることのできるトップアスリートの発掘・育成や、一貫指導体制

の強化による競技力向上を図るとともに、関係団体等と連携し、トップスポーツチームへの支

援や、東京オリ・パラに向けた合宿の誘致等を推進する必要があります。 

このため、次の４つの方向性に取り組みます。  

 

３ 施策の方向性と取組 

方向性①：東京オリ・パラ等を契機とした、スポーツによる地域活性化と交流人口の拡大 

取組①：スポーツを活用した地域づくりの推進と交流人口の拡大 

活力ある地域づくりの促進とスポーツ交流人口の拡大を図るため、スポーツ大会等の誘致やス

ポーツツーリズムを推進します。 

【主な取組】 

・大規模スポーツ大会等の誘致・開催 

・地域資源を活用したスポーツ大会等の企画・開催への支援 

・東京オリ・パラに向けた海外からの事前合宿誘致と、ホストタウンを基盤とした継続的な交

流の促進 

 

取組②：トップスポーツチームと地域との連携・協働の推進 

トップスポーツチームへの支援を通じた、応援機運の高まりによる地域の一体感の醸成や、ス

ポーツ人口のすそ野の拡大、本県の情報発信等を図ります。 

【主な取組】 

・ユニフォームや試合会場への秋田のロゴマークの掲出等による全国への情報発信 



第３期ふるさと秋田元気創造プラン骨子案 戦略４ 

 

18 

 

・試合会場におけるイベント等の実施による地域の一体感の醸成 

・スポーツ教室の開催や学校訪問など、チームの地域活動の促進によるスポーツ人口のすそ野

の拡大 

 

 

方向性②：全国や世界のひのき舞台で活躍できる選手の発掘と育成・強化 

取組①：競技力の向上と次世代アスリートの発掘・育成 

国際競技大会等で優れた成績を挙げられる選手を発掘・育成するため、特にジュニア層の強化

を競技力向上の柱に据え、各競技団体や関係機関、地域等との連携を図りながら、一貫指導体制

を確立します。 

【主な取組】 

・競技力向上連絡協議会の開催と、県体協と連携した選手強化事業の推進 

・将来有望なアスリートを発見し、育成するためのタレント発掘事業の推進と、選手の潜在能

力を開発するための測定会の実施 

・中学生強化選手指定制度や高等学校強化拠点校制度など、一貫指導を行うための体制の強化 

・全国や世界で活躍するアスリートやチームへの支援 

 

取組②：競技力向上を支える人材の育成と環境整備 

優れた指導者を確保・育成するほか、審判員を養成するとともに、最新のスポーツ医・科学、

データ等を活用した選手の強化支援体制を充実させます。 

【主な取組】 

・将来、優れた指導者としての活躍が期待されるアスリートの就職支援体制の充実 

・国が策定したカリキュラムの普及・活用による、指導者の育成と審判員養成のための研修会

等への支援 

・秋田県スポーツ科学センターの機能強化による、スポーツ医・科学の活用や様々なデータの

活用等による、トップアスリートへの多面的で高度な支援 

・パラスポーツ選手等に対応した競技環境の整備と指導者の育成 

 

取組③：クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上 

本県スポーツ界の誠実性・健全性・高潔性を高め、クリーンでフェアなスポーツを推進するこ

とにより、スポーツの価値の一層の向上を目指します。 

【主な取組】 

・アスリートの倫理観や規範意識を含めた人間的成長を促すことのできる指導の実施 

・スポーツ関係者のコンプライアンス違反や体罰、暴力の根絶に向けた研修等の充実と、競技

団体等のガバナンス強化 

・関係機関と連携したドーピング防止活動の推進 
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方向性③：ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の推進 

取組①：スポーツ参画人口の拡大とスポーツを通じた健康増進 

県民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を

営む基盤となるよう、誰もが日常的にスポーツに親しむ機

会を充実させ、スポーツ参画人口の拡大を図るとともに、

「健康寿命日本一」を目指し、「ねんりんピック秋田 2017」

の成果を生かしながら、スポーツを通じた健康増進を図ります。 

【主な取組】 

・青・壮年期の日常的なスポーツ習慣の確立やスポーツを通じた生きがいづくりを図るための、

スポーツ教室等の開催 

・ねんりんピック秋田 2017、東京オリ・パラを契機とした県民のスポーツ参画の促進 

・県民のスポーツへの参画を促す「チャレンジデー」の実施 

・高齢者の健康増進を図るための「円熟体操」の普及 

 

取組②：スポーツを支える組織の充実と関係団体等との連携 

スポーツ大会・イベントの運営サポートを担う団体や組織等との連携強化による組織活動の充

実を図るとともに、総合型クラブや企業、大学との連携による地域のニーズに応じたスポーツラ

イフの創出を図ります。 

【主な取組】 

・住民と行政をつなぐ県スポーツ推進委員協議会との連携強化 

・県体協や競技団体等との連携強化による地域スポーツの普及 

・ボランティア団体の育成とネットワークづくり 

・大学等との連携による、住民主体のスポーツ活動の先進事例の調査・分析 

・地域コミュニティの維持・再生を可能とする、総合型クラブや企業等と連携したスポーツに

よる地域づくりの促進 

 

 

方向性④：地域のスポーツ活動の基盤となる人材の育成と環境の充実 

取組①：総合型クラブの育成支援と地域スポーツ指導者の充実 

総合型クラブと関係機関等との連携を図るとともに、総合型クラブに係る制度を整備し、質的

充実を図ります。また、スポーツ推進委員等の地域スポーツ指導者の研修機会を充実させ、更な

る資質の向上を図ります。 

【主な取組】 

・総合型クラブが持続的に地域スポーツの担い手となるための質的充実を目指した支援 

【打川部会長】 

ねんりんピックを活用した取組は何

かあるか。 
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・総合型クラブ間のネットワークづくりや自立的な運営に向けた支援を行う中間支援組織の整

備 

・スポーツ推進委員等の研修機会の充実と資格認定制度の整備等による資質向上 

 

取組②：スポーツ施設の充実とスポーツに親しむ環境の整備 

スポーツ施設の有効活用を図るとともに、計画的な整備・改修を行うことにより、スポーツ環

境と機会の充実を推進します。 

【主な取組】 

・既存施設の計画的な整備・改修とバリアフリー化の推進 

・民間資金等を活用した管理運営や収益力向上による、持続的なスポーツ環境の確保  

・スタジアム・アリーナ整備のあり方の検討 
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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 

１ 施策のねらい 
人口減少社会に対応した県土として、時間的距離を縮めて県土のコンパクト化を図るとともに、

物流の効率化や交流人口の増加を目指します。このため高速道路をはじめとする幹線道路の整備

や空港、港湾、高速ＩＣ等へのアクセス機能の強化を進めます。 

また、道の駅を地方創生の拠点として位置づけ、魅力の向上を図ります。 

 

２ 施策の視点 

広大な県土を有し積雪寒冷地である本県が、少子高齢化が急激に進み人口が減少していく中で、

県全体の活力を維持していくためには、県民の生活や経済活動、地域間の交流を支える交通網の

整備、とりわけ道路ネットワークの整備が不可欠です。 

このため、高速道路や高速道路を補完する地域高規格

道路、交流・物流拠点へのアクセス道路、地域間交流と

県民の生活を支える道路の整備を促進するとともに、情

報発信や地域交流の拠点として、道の駅の基本機能の強

化、個性の創出を図る必要があります。 

このため、次の５つの方向性に取り組みます。 

 

３ 施策の方向性と取組 

方向性①：高速道路の全線開通と４車線化の実現 

取組①：高速道路の整備促進 

物流の効率化や交流人口の増加を図るため、日本海沿岸東北自動車道や東北中央自動車道の早

期全線開通を促進します。  

【主な取組】 

・日沿道「鷹巣大館道路」「二ツ井今泉道路」「遊佐象潟道路」「鷹巣西道路（県施行）」等

の整備促進 

・東北中央道「横堀道路」「真室川雄勝道路」の整備促進 

 

取組②：暫定２車線区間の４車線化の整備促進 

交通事故の防止や冬期の円滑な交通を確保するため、暫定２車線区間の４車線化の整備を促進

します。 

【主な取組】 

・秋田自動車道「北上ＪＣＴ～大曲ＩＣ」間について４車線化の整備促進 

 

 

 

【日野委員】 

施策５は何を作るのか、何をするのか

というハード整備に寄り過ぎている。あ

くまで作るのは取組であって、それによ

って何ができるといった効果について

記載した方が良いと思う。 
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方向性② ：高速道路を補完する幹線道路ネットワークの形成 

取組①：地域高規格道路の整備促進 

高速道路と一体となって地域間の交流を図る、質の高い地域高規格道路の整備を促進します。 

【主な取組】 

・国道４６号「盛岡秋田道路」（仙北市生保内～卒田）の整備促進 

・国道１０５号「大曲鷹巣道路」（大覚野峠）の整備促進 

 

取組②：高速道路ＩＣに接続する幹線道路の整備促進 

一次生活圏の中心部や観光地からの高速道路ＩＣへの移動時間を短縮し、地域間交流を活発化

させる幹線道路について、その整備を促進します。 

【主な取組】 

・国道１０１号、１０８号、３９８号等の整備促進 

 

方向性③：秋田港と秋田自動車道の連結を強化するアクセス道路の整備 

取組：人の動きや物流の増大に対応するアクセス道路の整備促進 

秋田港のコンテナ取扱量の増大やクルーズ船の寄港回数の増加など、秋田港を取り巻く環境の

変化に対応するため、秋田港と秋田北ＩＣを結ぶアクセス道路の整備を促進します。 

【主な取組】 

・（仮）秋田港アクセス道路の整備促進 

 

方向性④：生活道路の機能強化 

取組：地域生活に直結する道路整備 

地域の生活圏における交流の活性化や安全・安心の確保、利便性の向上を図るため生活道路の

整備を推進します。 

【主な取組】 

・県道秋田八郎潟線（山内増沢工区）等の道路整備の促進 

・県道角館六郷線（千屋第一工区）等の歩道整備の促進 

 

方向性⑤：地方創生の拠点としての「道の駅」の魅力向上 

取組：道の駅の機能強化と個性の創出 

観光客および地域住民双方にとって魅力的な拠点となるよう、休憩や情報発信、地域連携とい

った基本機能に加え、観光振興、防災、福祉等の機能強化を図るとともに、地域特性に応じた個

性の創出を図ります。 

【主な取組】 
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・利用者にわかりやすい案内表示等の基本機能の強化 

・立地条件や地域資源を踏まえた道の駅の個性創出 
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施策６ 交流の持続的拡大を支える交通ネットワークの構築 

１ 施策のねらい 
本県への人や物の流動を一層力強いものとし、観光をはじめとした交流人口の拡大や県内企業

における経済活動等の活性化を図るとともに、今後の規制緩和や技術革新も見据えながら、人口

減少社会においても持続的に機能する、地域の実情に合った多様な公共交通を確保するため、そ

の基盤となる交通ネットワークを構築します。 

 

２ 施策の視点 

本県と国内外を結ぶ広域交通ネットワークは、人の交流や物流を支える重要な社会基盤であり、

県内産業や観光の振興を図り、地域を活性化していく上で不可欠なものであることから、多様な

輸送手段で複合的に構築し、本県への流動を一層拡大・強化する必要があります。 

また、人口減少の進行や自家用自動車の普及に伴い、生活バス路線や第三セクター鉄道等を取

り巻く環境が一層厳しさを増す中で、通学、通院、買い物等の日常生活に欠かせない公共交通の

維持・確保を図るとともに、人口減少社会においても、持続的に機能する地域の実情に合った多

様な公共交通ネットワークを形成する必要があります。 

このため、次の４つの方向性に取り組みます。 

 

 

３ 施策の方向性と取組 

方向性①：秋田への流動を支える幹線鉄道等の整備促進と利便性の向上 

取組①：奥羽・羽越新幹線の整備に向けた取組の推進 

奥羽・羽越両新幹線の整備計画への格上げを目指して、沿線県と協働で調査・研究を進め国等

へ提案していくほか、経済団体や市町村など、官民が一丸となって整備に向けた気運の醸成を図

ります。 

【主な取組】 

・新幹線を活用した将来ビジョンや費用縮減を目指した新たな整備手法等に関する、沿線県で

構成するプロジェクトチームでの調査研究 

・「秋田県奥羽・羽越新幹線整備促進期成同盟会」との共同による、官民を挙げた国等への提

案・要望活動の実施 

・シンポジウムの開催や広報パンフレット等による県民等への普及啓発 

・次世代を担う若者等による、新幹線整備に関する意見交換の実施 

 

取組②：在来鉄道の充実強化 

沿線市町村や鉄道事業者と協力しながら利用促進に取り組み、鉄道ネットワークの強化と利便

性の向上を目指します。 

【主な取組】 
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・通勤、通学、通院、買い物など地域住民による日常的な利用の促進と、マイレール意識の醸

成 

・ダイヤ改正要望等による利便性向上や、観光キャンペーン等を活用した利用促進 

・在来幹線（奥羽本線、羽越本線、田沢湖線）鉄道の新型車両導入、既存路線の改良等による、

快適性と安全性の向上や高速化に向けた働きかけ 

・ローカル鉄道（五能線、花輪線、北上線、男鹿線）の車両更新や、秋田駅などターミナル駅

での交通アクセスの向上による利便性向上 

・ローカル鉄道の沿線自治体、利用促進協議会との協働による利活用事業の実施 

 

取組③：フェリー秋田航路等の利用促進 

県内関係団体や運航事業者と連携して、貨物・旅客の両面から利用の促進を図るとともに、秋

田港から県内観光地等への二次アクセス改善に向けて関係機関と連携して取り組みます。 

【主な取組】 

・モーダルシフトや新規貨物輸送等への助成による貨物需要の確保 

  ※モーダルシフト 

一般にトラックから、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物や内航海運への転

換を図ることをいう。 

・大口顧客や新規貨物需要開拓のための荷主企業、運送会社等への訪問 

・竿燈まつりなどの行事や角館、乳頭温泉郷などの主要観光地を巡る県内旅行商品の造成支援 

・北海道や北陸、信越地方などへの秋田発旅行商品造成への支援 

・札幌や北関東など就航先後背地域での旅行会社等へのプロモーションの実施 

 

 

方向性②：空の玄関口を生かした国内外との流動の促進 

取組①：国内航空ネットワークの機能強化 

地元市町村や関係機関と協力しながら利用促進に取り組み、国内航空路線の維持・拡充を図る

とともに、ＬＣＣも含めた新規航空路線の誘致に取り組みます。また、空港からの二次アクセス

や空港施設などの受入態勢等を充実・強化します。 

【主な取組】 

・就航先である札幌、名古屋及び大阪並びに乗り継ぎ利用が見込まれる中四国地域等での、航

空利用プロモーション等の実施 

・森吉山や角館など県内主要観光地を巡る、県内空港を利用した旅行商品造成への支援 

・四国や北陸地方など他県空港と連携した、乗り継ぎ相互送客による利用促進 

・航空ダイヤの改善や便数、使用機材の大型化など、航空路線の利便性向上に向けた働きかけ 

・ＬＣＣも含めた新たな需要が見込まれる新規航空路線の誘致と、他県空港を参考とした新規

就航を誘発する支援策の検討 

・乗合タクシー、シャトルバス等による二次アクセスの整備と利便性向上（再掲） 
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取組②：海外との航空ネットワークの拡充 

台湾や韓国などの重点市場と本県をダイレクトに結ぶ国際航空路線の充実等を図ります。 

【主な取組】 

・秋田ソウル国際定期便の運航再開に向けた取組 

・県内空港と台湾、韓国、タイ、中国等の重点市場との国際チャーター便の運航支援 

・東北各県等との連携による県内空港のエアポートセールスの実施 

・仙台空港をゲートウェイとした誘客プロモーションの拡充（再掲） 

 

 

方向性③：生活バス路線など地域の実情に合った多様な公共交通の確保 

取組①：地域の実情に合った公共交通ネットワークの形成 

バスや三セク鉄道などそれぞれの交通モードがその地

域で果たすべき役割を明確にするとともに、地域の特性や

実情にふさわしい公共交通ネットワークの形成を図るた

め、地域公共交通の効率的な再編や持続可能な移動手段の

構築を支援します。 

また、今後の規制緩和や技術革新を見据え、人口減少社

会においても持続的に運行できる効率的で利便性の高い

次世代交通の導入に向けた取組を推進します。 

【主な取組】 

・市町村や住民と連携した地域公共交通の利便性の向上

や再編の促進 

・公共交通空白地有償運送や貨客混載など持続可能な移動手段の構築への支援 

・次世代交通の導入に向けた検討会等の実施 

 

取組②：生活バス路線の維持・確保 

市町村や事業者と連携して地域住民の生活バス路線等の利用を促すとともに、地域の生活交通

を確保するため、市町村や事業者が行う多様な運行形態に対して支援します。 

【主な取組】 

・生活バス路線等の利用促進に向けた周知啓発 

・国や市町村と連携した生活バス路線の運行費等への支援 

・市町村が主体となるコミュニティバスやデマンドタクシー等への支援 

 

取組③：秋田市中心市街地における交通のあり方の検討と取組の推進 

中心市街地における公共交通の利便性を確保するとともに、中心市街地を快適に街歩きできる

【日野委員】 

方向性③の取組①と②の順番を変え

ることはできないか。取組②が主眼で地

域の様々な実情に合わせて、バスであっ

たり、鉄道であったり、どういう形で地

域の交通を維持していくかを考えた上

で、バスが必要であれば、取組①の生活

バスの維持確保に取り組むといった流

れが自然だと思う。 
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ような環境の整備に向けた取組を進めます。 

【主な取組】 

・「中心市街地の交通のあり方に係る検討会」等の実施 

・バス等の利便性の高いルート設定など、快適に街歩きするための環境の整備 

 

 

方向性④：第三セクター鉄道の持続的な運行の確保と利活用の促進 

取組①：第三セクター鉄道の運行の確保 

沿線自治体や事業者と連携して沿線住民のマイレール意識を高めるとともに、沿線住民の通学

や通勤、通院等の生活利用を支えるため、第三セクターが運営主体となっている秋田内陸縦貫鉄

道と由利高原鉄道の持続的な運行を確保します。 

【主な取組】 

・通勤、通学、通院、買い物など地域住民による日常的な利用の促進と、マイレール意識の醸

成（再掲） 

・厳しい環境にある鉄道事業者の安定的・持続的経営に向けた運営費に対する支援 

・安全・安心・安定輸送を確保するための鉄道施設の修繕・改良に対する支援 

 

取組②：鉄道と沿線地域を一体化した広域観光の推進 

列車そのものを観光資源化するとともに、鉄道の持つ魅力や沿線地域の自然、文化、景観など

これらを一体としたコンテンツとして情報発信し、国内外からの旅行者の増加に取り組みます。 

【主な取組】 

・秋田内陸縦貫鉄道及び由利高原鉄道の「秋田犬列車」の整備と、列車を活用した新規需要の

掘り起こし 

・地域資源の掘り起こしや磨き上げなどによる、沿線市町村と連携した観光利用の促進 

・ＳＮＳや情報誌等を活用した情報発信、海外鉄道と連携した相互送客など、東北各県、首都

圏、海外からの誘客の促進 

 

 

 


