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（秋田地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：産業振興（観光産業）～秋田の観光のバージョンアップについて～

日 時：平成２４年７月１１日（水）９：３０～１１：３０

場 所：秋田市 ノースアジア大学キャンパス 大会議室

【知事あいさつ】

このような会を全県各地で行っているが、ブロック、地域によって課題が違い、第一

線にいる皆様方から直にいろんなお話を聞くことは勉強になる。今日は「観光」という

キーワード。ノースアジア大学に観光学科ができたことは非常に喜ばしく、観光振興そ

のものが皆様の職場を県内に広げる一つの要素にもなるし、皆様の専門的な勉強を活か

すことによって相乗的に秋田の観光が良くなると考えている。

県では観光文化スポーツ部をつくったが、それぞれ課題を掘り起こし、ひとつひとつ

解決しながら観光を大きなビジネスにしたいと進めているので、皆様の感性やこれから

の抱負などをお聞きし、政策に反映したいと思うのでよろしくお願いする。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

今年の２月にグアムのホテルにインターンシップに行ってきた。将来はホテルマンに

なりたい。グアムのホテル職員の方はとても優しく、私のつたない英語をしっかり聞い

てくれてコミュニケーションをとることができたが、自分の英語の未熟さを感じたので

今は英語を重点的に勉強している。

（Ｂ 氏）

昨年の夏にグアムのホテルでインターンシップをした。将来は旅館に就職したい。旅

館は、お客様と密度の濃い関わりができるというおもてなしの最高峰で、この観光学科

で学んでいるホスピタリティを最大限に活かせる職業だと思う。昨年度、鹿角市の産学

官連携事業で「湯の駅」をつくる事業に携わったが、フィールドワークや住民の方々と

熱意ある話し合いに参加でき、まちづくりを密に学ぶことが出来た。

（Ｃ 氏）

昨年の魅力アップ事業で八峰町を初めて訪れた際、自然の美しさや町の方々の温かさ

にふれて、そのお礼がしたい、八峰町の良さをたくさんの人に伝えたいという気持ちに

なった。現在は、観光イベントの補助や、その様子をFacebookなどで宣伝している。イ

ベントに来てくれたお客様に、また来たいと思っていただけるよう、いつも笑顔で接す

るように心がけている。

（Ｄ 氏）

出身は岩手県宮古市。将来はＪＲへの就職を目指しており、毎日、国内旅行業務取扱

管理者の試験勉強をしている。県の補助金で「縁結びマップ」を作成したが、このマッ

プを持って、友達や恋人同士が秋田県内を回って欲しいと思う。また、魅力アップ事業
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では湯沢市と五城目町を調べたが、地元の皆さんにまちの良いところ知ってもらうとい

うのは難しいと感じた。

大震災の時に、震災から３～４日後に母がいる宮古にバスで戻ったが、地元は絶望的

、 、な光景でどうしたらいいのかという感じだったが この観光学科で学んだことを生かし

観光の力で地元を救える手助けができればと思っている。今は秋田市のお土産再発見プ

ロジェクトで「秋田市を代表できるお土産をつくる」をやっている。

（Ｅ 氏）

高校２年生の時に秋田ユネスコ協会に所属し、高校３年生の時にスタディーツアーで

カンボジアに行った。遺跡巡りや歴史を学んだり現地の子ども達と触れ合う機会があっ

たが、そこで暮らす人たちの生活などを見て、私たちが毎日元気に学校に行ったり、普

通に３食食べられるといった当たり前のことがどれだけ幸せかを感じることが出来た。

また、ユネスコがつくった 「寺子屋」という学校に行けない子ども達が勉強出来る施、

設を訪れたが、子ども達の笑顔で勉強を学んでいる姿に心打たれた。皆さんにそういう

ことを知ってもらいたいので、これからも積極的にユネスコに関わっていきたい。

（Ｆ 氏）

いつも笑顔を心がけて一つ一つの出会いを大切にし、視野を広げるために様々なこと

にチャレンジしている。観光学科に入り県内を回ったが、初めてのことが多く驚きと発

見の連続だった。就職は旅行会社から内定をもらっており、観光学科で学んだことを活

かしたい。

（Ｇ 氏）

出身は岩手県奥州市。大学では旅行業に関する資格を取得したり、県の魅力アップ事

業にも積極的に取り組んだ。魅力アップ事業では、湯瀬温泉郷を調査して観光地が抱え

、 、る問題に直に触れたり 大分県の別府温泉や由布院温泉にも行って比較調査を行うなど

貴重な経験をすることが出来た。就職後は秋田を離れてしまうが学んだことを活かして

いきたい。

（Ｈ 氏）

出身は山形県鶴岡市。花と旅が大好きな祖父と、山形県内の花に関する観光スポット

。 、 、などを何カ所も巡っていた 観光学科では 模擬旅行会社の社員として活動してきたが

仲間の力を借りて無事に終えることができた。また、秋田県私大・短大魅力アップ支援

事業では２年連続で湯沢市に参加したが、調査や地域の方々と話し合いをし、また、私

たちの活動をプレゼンテーションするなど、大変な活動だったが率先して参加し、一つ

一つ形に残すよう努力してきた。

【意見交換】

（Ａ 氏）

天鷺城などへの観光客が以前から比べると減り、観光バスも最近はほとんど見ない。

まちにお年寄りがふえ、若い人がほとんど県外へ出てしまい、観光に関する活動が出来

なくなっていることが大きな課題と思う。
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（Ｂ 氏）

グアムや韓国に旅行に行ったが、もう一度行きたいと思うことが多い。秋田ではお店

の方とか地域に住む人々の「お迎えする意識」が少し足りないと思う。笑顔でのおもて

なしによるリピーター率は高いと、秋田おもてなしムーブメントの先生から聞いた。

（Ｃ 氏）

６月に青森県観光物産館で八峰町が出展するイベントを手伝った。隣県とのルート観

光イベントは、普段訪れることができないところのものを気軽に体験できる、観光地を

知ることのできる機会だと思うので、もっとふやしていけばいいと思う。

（Ｄ 氏）

被災地の出身だが、竿灯祭りには被災者を優先的に招待してもらい、また参加した知

り合いからも「楽しかった」という感想をもらって私自身も嬉しかった。秋田には韓国

便が飛んでいるが、韓国では体験できない竿灯祭りや桜まつりなどを目的として来ても

らえればどうか。

（Ｅ 氏）

夜に空港へ向かっていていつも思うのが、空港の手前の十字路のところに噴水のある

中央公園があるが、夜だとすごく暗く感じてしまう。中央公園は空港が目の前にあり、

秋田の玄関口であると思うが、その辺りが暗く、活気がないというのは、私たちは住ん

でいるから気づきにくいかもしれないが、他県や外国から来てくれたお客さんからすれ

ば、自分たちは歓迎されていないのだなと感じてしまうことがあると思うので、もう少

し活気づけられたら、明るくできたらいいと思う。

（Ｆ 氏）

男鹿や角館の武家屋敷は景観が素晴らしく、お米や野菜などの食べ物もおいしい。誇

れるものがたくさんあるが、あるものに満足するだけで進めていない、アピール力が足

りないように思う。地域の人が住んでいる地域に誇りと自信を持てるようなまちづくり

をすることが観光客の満足へつながるのではないか。

（Ｇ 氏）

岩手県の実家に帰る際によく高速道路を使うが、例えばサービスエリアを充実させる

ことも良いと思う。実家近くの前沢ＳＡでは前沢牛を食べることが出来るし、関東地方

などはＳＡを目当てに来る観光客も多いようだ。秋田でもご当地グルメなどを楽しめる

と観光振興の効果が大きいと思う。また、外国人観光客向けに韓国語や中国語表記の看

板設置を進めていけば、観光客にとって過ごしやすい地域になると思う。

（Ｈ 氏）

秋田の方言を織り交ぜた接客をすれば他県の人は非常に新鮮に感じると思うので是非

推進してほしい。また、山形の両親が「秋田では買いたいお土産品があまりなかった」

と言っていた。今あるものでも魅力的なお土産品はあると思うが、あまり表に出ていな

いと思う。新しいお土産品をつくる機会があれば、宣伝の仕方を変えてみては。
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（知 事）

○Ａ氏の発言に対して

岩城の天鷺城のように、確かに観光の流れというものがある。一頃は地域おこしとし

て観光施設などを建てて一時的に人は集まったが、人工的につくったものは早く飽きら

。 、 、 、れる ただ フランスの博物館や美術館には ホスピタリティゼロで嫌な思いをしても

絶対的価値があるため次々人が訪れる。人間のつくりものでは上手くいかない時代であ

る。

イベントものについて、若い人がいないため難しくなっている。高齢化と若者の不足

は様々な面で問題となっている。

○ホスピタリティについて

おもてなしの心を態度や言葉に表すこと、歓迎の意を表すこと、ホスピタリティをど

。 、う向上させていくかは我々としても一番大きな観光の問題 行政だけがやるのではなく

観光を学んだ皆さん方が少しずつ県内にふえて、率先して態度で示すのが一番良くなる

のではと思っている。

○ルート観光について

確かに隣県とのリンクが非常に弱い。今ようやく横手の後三年と岩手の平泉が藤原氏

の関係でいろいろ連携し始めたところ。

○空港周辺部について

すぐやらせる。ものすごく良いことを言った。よく考えたら全くそのとおりだ。私も

夜よく空港に来るがすごく暗くて、知らない人からすれば何かとんでもない辺鄙なとこ

ろに来たように感じるだろう。飛行場というと華やかな雰囲気だが、なんとなくそうい

う雰囲気がしない。あの辺に何か明るいものを、単なる街灯ではないようなものを工夫

するよう指示する。

○観光のアピール力について

アピール力も非常に不足している。旅行の目的地を決める際の動機として、漫然とエ

リアを選ぶことが統計上一番多いということで、まず秋田という地名を意識下に入れて

もらうため「あきたびじょん」にした。アピールの仕方が下手。まず秋田という地名を

徹底してアピールする。インパクトを大きくする。観光には高度な戦略が必要。それと

素朴なホスピタリティの組み合わせが重要。

○サービスエリアの充実について

そのとおりである。秋田道のＳＡは西仙北しかないが、二ツ井や山形方面の先がつな

がらないことには交通量がふえない。短距離だとＳＡに寄らない。高速道路をなんとか

つなげようとしているところ。つながればサービスエリアもふえ、商売になってくる。

高速道路のアクセス全体の改良とＳＡの問題はリンクする。

○お土産について

土産物のレベルが低いというのも、まさしくそのとおり。ありきたりのものをありき

たりに売ってはどうしようもない。きりたんぽや稲庭うどんなどの主食系はあるがお菓

子系や軽食系などはない。笹かまのように一つ120～130円の配りやすいものがあると良
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い。

（Ｈ 氏）

お菓子で食べたいと思うものがない。山形県には、サクランボなど果物を使ったお土

産品がたくさんあるが、秋田は果物は採れるのにそれを使ったお菓子が余りない。

（知 事）

確かに山吹まんじゅうなど老舗のものはあるが、旅行客が買うような、仙台の萩の月

のような地名から連想するような、秋田をイメージするものがない。

（Ｆ 氏）

竿灯祭りの時に県外からの観光客にアンケート調査をしたことがあるが、秋田は心が

落ち着くという回答を多く得た。お堀や、平野政吉美術館が好きだと言っていた。古く

からの景観を大事にしつつ新たな観光も進めていく、良いバランスを形成していけば他

県に勝るくらいの観光地になるのではないか。

（Ａ 氏）

天鷺のプラムを使ったワインやゼリーなどがある。もっとＰＲできればいいが、周り

の人達が何もしないと流れは生まれない。住んでいる自分たちがまちの良さを再発見す

るために実際に見て回って、話し合ったりすることが必要だと思う。また、ホスピタリ

ティの良いところは心に残る。評判の良いところに実際に行って、こうすれば良いんだ

と考えれば良くなるのでは。

（知 事）

プライベートで行った茨城の宿泊施設はまた泊まりたいという気になった。特別豪華

でおいしいものがあるわけでもなかったが、帰りのバスの出発前に女性従業員が「皆さ

んのお帰りの無事故、無違反をお祈りします」と、パッパと火打ちをしてくれた。たっ

たそれだけのことで、安全に帰れるという不思議なムードが車内に漂った。あいさつが

できるのは当たり前、当たり前からもう一つというのが必要だ。

（Ｂ 氏）

秋田のお土産屋などの店員の方は無表情であまり話しかけてこない。おもてなしに気

づき意識を変えるため、講習会よりも、物産展など違う場所で売ってみるとか、ホテル

で働いている人がお土産屋で働くなど、働く場所や視点を変えてはどうかと思う。

（知 事）

我々は研修というとすぐ先生を呼んでやることを考えてしまうが、いい環境の所に入

って一緒にやると自然に身につくかもしれない。商売敵だと困るが競争があると良くな

る。確かにいい話で非常にためになる。また、観光客がある程度来始めると批判にさら

されて相乗的に良くなる。角館も前は良くなかったが、観光客が来るようになりテレビ

にも出るようになると、みんながちゃんとしなくてはと思うようになった。

それから、小路などに入って行くと結構見所があると思うが、そういう経験がある人

はいるか。
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（Ａ 氏）

自転車などで気分転換に知らない路地に入ると、おしゃれなカフェなどを発見するこ

とがある。すごい新鮮で、なんでここに人が来ないのかと思うことがある。他にも散歩

をする仲間をふやしたらいいのかなと考えている。

（知 事）

普段のまち歩きの中で見つけるのは面白いかもしれない。観光というと遠くから来て

交通手段を使ってお金をかけてと考えがちで、そういう意味では秋田はまだ進んでいな

。 、 。いと思う 観光を学んでいる中で 実践的な何かケーススタディみたいなことはないか

（Ｈ 氏）

魅力アップ事業で、恋人や家族の縁と関係のあるスポットを県内全域でまとめた、ま

ち歩き用の縁結びマップをつくった。

（知 事）

YoutubeだとかＩＴを使って情報発信している人はいるか。

（Ｃ 氏）

イベントに参加したときの写真などを説明をつけてfacebookに公開している。

（知 事）

口コミ、特に大学生のものは、観光の分野に限らず、情報発信力が非常に大きくなっ

てくると思う。それは観光業者がＰＲするわけではないから辛辣な所もあるし、素直に

発信している。そういう意味で社会人と違って自由な立場で発言できる。留学生は私た

ちが当たり前と思っていることでも珍しがってYoutube等に載せて発信している。非常に

ＰＲになる。

もし知事になったらどんなことをしたいか。

（Ｆ 氏）

秋田県民の知らない眠っている宝を現地に出向いて発掘して、ＰＲしたり商品開発し

たり県民総出で考えていきたい。湯沢は酒蔵が多いが、その酒蔵をただ紹介するだけで

はなく、そこの酒蔵で仕込んだお酒が飲める居酒屋を併設してはどうかと提案をしたこ

とがある。

（Ａ 氏）

音楽でＰＲしていきたい。秋田駅で「ハタハタ～」の歌が流れているが、すごく印象

的なフレーズである。音楽は流していると誰かしらの耳に入るので、観光地の歌を地元

のバンドなどと協力してつくって流していけばどうか。

（知 事）

今、25市町村で、地元の作曲家と歌手を使って分かりやすい歌をつくり始めている。

耳に残るようにすればおもしろい。
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（Ｅ 氏）

火曜日のイオンの食品売り場では、ラジカセで「火曜市」がずっと流れていて、子ど

もがその歌を唄っている。印象に残って口ずさんでしまう。

（知 事）

今の人は忙しいから延々と見れない。音楽を聞くのがちょうどいい。ＴＰＯを見なが

ら音楽を使いたい。

それと映画。秋田はビルも少なく映画が撮りやすいようだ。千秋公園の風景が素晴ら

しいということで今度撮影することになっている。また、映画制作でもボランティアな

どが必要になるし、多くの場面でエキストラが使われている。

（Ｃ 氏）

アイリスのエキストラをやったことがある友人がいる。映画に出ること、見ることに

よって、その場所が思い出の場所になったりする。

（知 事）

映画というのは効果はあるが各地域の競争であり費用がかかる。秋田は映画を撮りや

すいということで、観光では非常に売りと思っている。最近は小説に出てくる場所巡り

をする人もいる。ミステリーは全部巡るとルート観光になる。

（Ｂ 氏）

具体的に何かという訳ではないが、県外から観光客を呼び込むことを最初に考えるた

めに、イベントを考えたり新しいお店を建てたりということをするが、おもてなしの心

がないと結局ダメになってしまう。呼び込むことよりも先に、地域の方が地元を好きに

なることから始めなくてはいけないと思う。

（知 事）

観光文化スポーツ部の前田部長も、県外から客を呼ぶことは最終目標だが、そもそも

地元の人も見ないようなモノを県外の人にＰＲしても意味がない、地元の人が良いと思

う地元の食べ物や、自分達が楽しむ題材をＰＲし、そして受け入れ体制を整えていくの

が観光であると言っている。今までは観光に関係ある人だけの観光であったし、あとの

自分達は関係ないという意識が全体のホスピタリティの問題につながっていると思う。

自分は関係ないと思って大したことない等とけなしてしまう。自分が好きで自分が参加

しているものはけなさない。

それから、中国の本当に小さい土産物屋の人でも日本語や英語を話す。韓国の人も英

語を話す。日本の観光の受け入れという中では語学力が必要となる。

望むことは安全、安心、安定した世の中であるが、人類の歴史上そういう時代が何年

も続いたことはなかった。だから人類は滅亡せずにいられるのだろう。存続していくと

きのパワーとなるのはその時々の若い人。観光・文化・スポーツという産業は、これか

らのビジネスにおいては非常に成長する分野。物というのは所有するとそれで終わり、

いずれ飽きられる。観光分野は、非常に広義な意味を持ち、学びあるいは癒やし、人間

の根幹にある、より進歩したいという気持ちがある限り、幅広いビジネスが展開してい

くと思う。そしてそれが疲弊した地域を持ち直すための手段ともなりうる。大いに希望

（終了）を持って、勉強をして、社会人となって自分の力を発揮してもらいたい。


