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平成２６年度 秋田県総合政策審議会第２回観光・交通部会 議事要旨 

 

１ 日 時 平成２６年８月１９日（火） 午後３時～午後５時 

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 

秋田大学工学資源学部 准教授 浜岡 秀勝 

  ○県 

   観光文化スポーツ部 部長 前田 和久 

       〃     次長 照井 義宣 

       〃     次長 保坂 龍弥 

       〃     次長兼観光戦略課長 須藤 明彦 

       〃     次長兼産業労働部食品産業振興統括監 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 

  今年の振り返りよりも次年度の計画を重要視していこうと考えている。予算だけが計

画ではないが、その点に関しても少しずつ相談していきたい。事業の当事者としての民

間企業の価値をあげていくことが観光・交通行政の任務だと思っているので、様々な意

見を頂いたうえで、“できること”と“できないこと”を建設的に捉えて意見交換したい。 

 

５ 部会長挨拶 

● 佐藤部会長 

この観光・交通部会では、貴重な意見や斬新なアイディアを皆さんから提示頂いてい

るが、時代は刻々と動いており、１回目の観光・交通部会から今回の部会までの間で様々

な動きが社会にあった。皆さんが現場で掴んだ最新の情報をもとに論点整理をしつつ、

実のある議論をしていきたい。最近、行政のあり方について思うことがある。地方に問

題が生じた場合、東京の人材に解決策を求める傾向が強くなってきている。その傾向が

強くなるほど、地方の文化・観光が中央と同一化していまい、地方の良さが消えてしま
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うのではないかと危惧している。企業誘致にしても、確かに企業がくると雇用は増える

が、果たして本当にそれで良いのだろうか。秋田県は大変な状況ではあるが、中央に依

存してしまい過ぎるのも良くないと考えている。他にも話したいことはあるが、議事の

中の意見として出していきたい。 

 

６ 議事 

● 佐藤部会長 

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン 戦略３観光・交通戦略について」事務局から

説明をお願いする。 

 

□ 須藤次長兼観光戦略課長 

資料①、「第２回部会に向けた論点整理」及び資料②「第２期ふるさと秋田元気創造プ

ラン 観光・交通部会関連施策の平成２５年度実績」について説明する。 

資料①は、第２期ふるさと秋田元気創造プランについて、内容を具体の事業まで落と

し込めていない事項や議論がまだ熟していない事項に関し、第１回観光・交通部会の議

論をふまえ、論点整理したものである。これに基づき、議論をいただき、３回目の観光・

交通部会で提言案のとりまとめを行いたい。 

資料①の前に、資料②については説明する。資料②は、平成２５年度の実績をまとめ

たものである。観光に関して説明すると、２５年度は地域の取組の支援として、観光振

興を意欲的に取り組む６地域に対して助成を行った。また、デスティネーションキャン

ペーンを契機として、首都圏でオープニングイベントを開催するなど、様々な秋田県の

イメージアップに繋がる事業を実施してきた。 

食品関係に関しては、「秋田蔵付分離酵母純米酒シリーズ」の造成と販売の支援という

ことで、１３蔵元、４号ビン約８，６００本を完売した実績があった。その他にも県内

外へのプロモーションを行った。 

交通関係に関しては、観光文化スポーツ部と建設部が連携した事業なので、決算額が

非常に大きくなっている。主に広域交通は、空港関係の利用促進対策、また第三セクタ

ー鉄道の支援、その他、高速道路や国道、地方道の確実な整備が実績として挙げられて

いる。 

文化の振興については、この秋から開催される国民文化祭への取組について、２５年

度から粛々と準備してきた実績を記載している。 

スポーツの振興に関しては、２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた取

組の推進を開始し、プロジェクトチームを設置している。また、生涯・競技スポーツの

振興は２０２０東京オリンピックを視野に入れ、ジュニアアスリートへの支援を行って

いる。 

  再び、資料①に戻って論点を説明する。本日の観光・交通部会を進めていくにあたっ
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て論点として４つにまとめた。 

 

論点１ 特定の地域や分野に的を絞った重点的な取組については、 

 観光産業としてどのように継続成長させていくかが課題であり、角館・増田・あきた白

神・秋田市等、地域を絞って重点的な議論が必要なのではないかと考えている。 

 また、文化スポーツ等の分野において、それ自体を強化し、価値を高めていくことに加

えて、誘客のキーコンテンツとして活用していく方策に関して議論を深めていきたい。 

 

論点２ 新たなマーケットを取り込む取組については、 

 外国人誘客の方向性についての議論が必要と考えている。特に首都圏在住の外国人及び

訪日外国人観光客の“セカンドデスティネーションとしての秋田”を在日大使館に対する

アプローチも含めて、どのようにインバウンドを促進するか議論したい。 

 また、観光をビジネスとして継続していくため、人材育成や地域が主体となって取組を

進めていけるような仕組みづくりに加え、それに対する行政の支援の手法について、議論

が必要と考えている。 

 

論点３ 県外マーケットに対応した県産品の販売体制の構築や、食品事業者群の育成につ

いては、 

 昨年来からの課題である食料品・飲料品等の製造品出荷額等の増大に向けて、各マーケ

ットの嗜好にあわせた商品開発の促進、また意欲ある事業者群の育成、流通販売体制の構

築について議論を深める必要性があると考える。 

 

論点４ 経済活動や地域間の交流等を支える交通網の整備については、 

 交通ネットワークの利便性の向上による観光誘客の促進、それとは観点が異なるが、そ

もそもの社会基盤としての交通網の整備について、ソフト・ハード両面から論議の必要性

を考えている。 

 

論点を広げすぎると議論も散漫になり過ぎることが想定されるため、４つの論点に絞っ

た。この４つの論点は観光・交通の分野では重要と思っており、闊達な議論をお願いした

い。 

 

● 佐藤部会長 

 説明頂いた内容をもとに論点毎に議論を進めて行きたい。４つの論点に分けてもらって

いるが、論点１は秋田が外に売り出していける資産についてだと思う。地理的な売り物や、

観光・スポーツ等分野で売れるものの議論。そしてそれに基づいて論点２では誰をターゲ

ットにするかの議論。論点３では秋田の産物についての議論、論点４は交通インフラにつ
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いての議論。論点１～４の順に皆さんからの意見を頂きたい。 

 

［論点１についての議論］ 

◎小国委員 

地域を絞るということは観光誘客に必要だ。予算も人材も限られている中で、県外の

方にとっては角館や増田、あきた白神等の観光地は魅力的に感じると思う。それら観光

地をさらに活かすためにも「二次アクセス」や「現場での楽しみ方」等のディテールの

整備が必須と考える。ひとつの方法として、交通の結節点となっている秋田市へ観光客

を集中させ、そこから各観光地へお客様を誘導するということも考えられる。また、昨

年のデスティネーションキャンペーンでは、角館と増田をバスで繋ぐという試みをした

が、エリアとエリアを繋げながら拡大させ、ひとつのストーリーとして観光コンテンツ

を提案していくことが秋田のＰＲに繋がると考える。 

秋田県には福祉だけの観点ではなく、観光の観点からのバリアフリーが必要だ。バリ

アフリーといえば手すりや段差等のハード面に目が行きがちだが、目に見えないソフト

面でのバリアが多々あり、そのことが秋田県への誘客を抑制している。様々な観点から

バリアは存在すると思うが、そこを取り除くと秋田県への誘客促進に繋がると思う。 

 

● 佐藤部会長 

   角館と増田を繋ぐバスを出したということだが、秋田県も絡んでいるのか 

 

□ 前田部長 

    絡んでいる。角館に来る観光客と増田に来る観光客の嗜好は似ているところがあるの

で地道に取り組んでいきたい。観光客は「秋田に増田がある」という意識ではなく、「増

田が秋田にある」というイメージである。角館と増田と乳頭温泉郷はひとつの観光ライ

ンであり、この観光ラインをきっかけに近隣の観光地への誘客を促進させたい。行政は

ある程度、地域バランスを考慮しなくてはならないため難しい試みになると思うが、あ

きた白神、角館、増田、秋田市の都市文化は１０年かけて育てなくてはならないと思っ

ている。「全国レベルの観光コンテンツは少ない」ということを自覚しながら観光促進に

取組むことが必要である。 

  もうひとつ、ＪＲと連携して事業をしていくなかで、「大宮駅から田沢湖駅まで２時間

強」といった告知を今後展開していく予定だ。もしかしたら秋田市まで観光誘客をしな

くても良いのかもしれない。あくまで可能性だがそのような振り切った告知も必要と考

えている。 

秋田県には「あきたびじょん」という大きな概念があり、知事が話す「高質な田舎」

のＰＲを継続実践している。その内枠で「やさしい秋田」「おいしい秋田」という言葉を

今後、観光・食に関して、外部に出していきたいと考えている。「やさしい秋田」におい



5 

 

ては観光のバリアフリーという話が出ていたが、外国人や一人旅等の観光客が感じる見

えないバリアをできる限り改善し、「おいしい秋田」も観光文化スポーツ部だけではなく

他部をも巻き込んで県外へ展開していきたいと考えている。 

 

● 佐藤部会長 

言葉はとても大切。秋田は遠いというイメージが観光客にある。移動が３時間を切る

ということはとても大事である。「首都圏から２時間半」等の告知が必要ではないか。 

この辺りの表現ぶりについての考えはどうか。 

 

□ 成田あきたびじょん室長 

 冊子の最後に、交通アクセスについて記載しているが、例えば羽田から秋田までの時

間を以前は１時間５分と記載していたものを６５分に修正している。人に与えるイメー

ジを考察し、小さいことの積み重ねが大切ではないかと考える。 

 

● 佐藤部会長 

イメージ作りは継続的な作業が必要と考える。先ほどバスの話が出たが、実績はど

のようなものだったのか。 

 

□ 舛屋観光振興課長 

 平成２５年度に実施した「こまち蔵しっく号」の実績は３９９名、平成２４年は２８

９名である。着実に利用者は増えているがこれはデスティネーションキャンペーン中の

３ヶ月間の数字。角館の武家屋敷や旧池田邸を周遊して片道３，０００円で実施してい

る。 

そのほか直行便は土日祝日のみの予約制で実施をしたが、想定よりも結果が悪く利用

者は５２名。予定では６０回の運行だったが、１９回の運行しか需要がなかった。 

 

◎ 打川委員 

 これは運行したことが悪いのではなく、予約しないと乗れないことや、当日予約がで

きない等、使い勝手が悪かったことが要因と考える。オンデマンドでのサービスやタク

シー利用による小回りの利く運行体制にしてもよかったと思う。 

 

□ 舛屋観光振興課長 

 今年は「こまち蔵しっく号」も改良を加えて実施する予定である。 
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□ 前田部長 

このような施策はやり続けなくてはならないが、予算との兼ね合いとなる。乗り合い

タクシーの方が効率的なのかどうかを含め、お客様から色々教えてもらい、運行体制を

見直していきたい。 

 

◎ 池田委員 

乗り合いタクシーの話がでたが、秋田空港から出ているエアポートライナーは前日の

昼までの予約で打ち切ってしまう。「やさしい秋田」を展開していくにしては、観光客に

冷たい仕打ちではないか。こまち蔵しっく号はとても良い名前なので、準備は大変だと

思うがもう少しお客様目線の融通を利かせないと、とても「やさしい秋田」とは言えな

いと思う。 

 

◎ 浜岡委員 

この場での議論はもちろん大切だが、利用者目線での調査をしっかりとすべきである。 

また資料②は昨年度の決算額が明記されていて非常に分かりやすいと思うが、平成２５

年度の結果をうけて今年度はどのようにすべきかまで記載されていると尚良かった。 

この決算額の５％でも良いので、取組の前提となる利用者や観光客の動向に関する調査

をするための予算を確保して欲しい。 

 

● 佐藤部会長 

バスのアクセスの話の中で、オンデマンドの利用ができない等問題点の指摘があった

が、民間サイドで解決策及び、アイデアはあるか。 

 

◎ 渡邊委員 

この前、旅番組を制作するにあたり取材陣を呼んだが、アクセスが悪くどのような取

材コースにするか悩んだ。利用者目線の運行になっていないので、その改善が必要だと

思う。 

 

● 佐藤部会長 

昔はルートを調べながら旅を楽しむ方もいたが、現在は数として少ない。旅行をする

にあたり、ルートを確認しながらの移動は楽しみが半減してしまう。直ぐに目的地へた

どり着ける効率的なアクセスが必要とされている。 

効率的という話になると、秋田新幹線は全席指定であるが、立ち席特急券でも秋田－

盛岡間は空席にも座って良いことになっていることを知らない人が多すぎる。 
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◎ 浜岡委員 

なぜエアポートライナーは前日の昼で予約が終わってしまうのか。その仕組みを変え

なくてはならないのではないか。 

 

◎ 小国委員 

お客様の存在に関わらず運行しているのではなく、お客様からの予約を持って運転手

を手配し、配車をするためである。 

 

◎ 浜岡委員 

例えば８人乗りのジャンボタクシーに５名のお客様が乗車している場合、「１人は追加

できる」等、有意義な情報を展開していけば良いのではないか。 

 

● 佐藤部会長 

早朝、秋田空港にジャンボタクシーを呼ぶと、閑散期は自分１人。そのような実情を

考えると普通は乗車させると思う。配車計画を運輸行政から指導している可能性はある

か。 

 

□ 保坂次長 

前日予約しか受付けないというシステムには違和感を覚える。経営サイドと話してみ

たい。 

 

□ 前田部長 

エアポートライナーは、乳頭温泉郷にたどり着くには最も効率のよい運行手段である。 

朝に大阪を出発すると昼までには到着する。大阪へのプロモーションの際にはしっか

り告知していきたい。 

 

● 佐藤部会長 

観光は様々な産業がぶら下がっている。交通アクセス等問題点が浮き彫りになってい

るが、今までじっくりと議論する場がなかった。行政側からも事業者に対してもっと口

を出していくことも必要ではないか。 

 

□ 前田部長 

安全性の指導は行政からできるが、運営面に係る指導は難しい。民間から声を上げる

ことが必要だと思う。そういう場が増えていくことによって現場が変化していくように

感じる。 
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◎ 水野委員 

観光客のなかでレンタカーを利用している方はいるのか。 

 

□ 舛屋観光振興課長 

多くの方がレンタカーを使われていると思うが、確定的な数値データはない。 

 

◎ 水野委員 

レンタカーを借りて北海道に行った際、北海道の観光サイトを見たところモデルコー

スがあった。レンタカーを利用するお客様に対して具体的な観光コースを示すと良いの

ではないだろうか。秋田県のホームページにはモデルコースがなく、優しくないように

思う。もっと具体的に分かりやすく観光コースを示す必要がある。 

 

□ 前田部長 

ホームページに関しては、内容を含め可能な限り整理しないといけないと思う。しっ

かりしたもの、使い勝手の良いものを今後作っていく予定である。秋田県にはホームペ

ージが乱立しているので必要に応じて統合しなくてはならないと思う。 

  また、レンタカーに関してだが、秋田県は道路が煩雑で目的地までの最短距離が分か

りづらい。ロードマップの整備が必要だと思う。観光客がスマートフォンを見ながら行

けるような仕組みを作らなくてはならないと思う。少しずつではあるが取り組んでいき

たい。 

 

● 佐藤部会長 

  秋田県の観光パンフレット「じもトラ」は中身が非常に良いと思うが、どのような評

価なのか。 

 

□ 舛屋観光振興課長 

デスティネーションキャンペーン用として、昨年から秋田県にて作成している。今年度

は内容の更新とあわせ、地図がわかりにくいとの課題を踏まえ改良を加え、作成している。 

 

□ 須藤次長兼観光戦略課長 

一泊二日の県外のお客様からの依頼を受けて、全体の秋田県の地図とともに「じもト

ラ」を渡したことがあるが、限られた時間の中で効率的に観光エリアを回ることができ

たなどと良い評価を何回かいただいている。 

 

● 佐藤部会長 

良い企画だと思う。 
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□ 舛屋観光振興課長 

秋田県を５つのエリアに分けて編集をしているパンフレットなので、全体地図と組み

合わせて利用いただくような作りとなっている。 

 

● 佐藤部会長 

他の業種との兼ね合いもあるので、難しいとは思うが、レンタカーを気軽に使えるよ

うにする施策はできないだろうか。 

 

□ 須藤次長兼観光戦略課長 

レンタカー業は他の業種と比較しても、その許認可権限が国ということもあって普段

の仕事上のつきあいが少ない。ただ、秋田県の観光にとって非常に大切な交通手段のひ

とつである。交通ネットワークのひとつとして、事業者ごとに相談をしていくことが重

要だと思う。県と事業者との間に観光連盟や地元の観光協会を介在させて、円滑なやり

取りをしていきたい。 

 

● 佐藤部会長 

   北海道や沖縄ではレンタカーの文化が醸成されている。利用者側の意見をまとめて

事業者に話していくことが大切ではないだろうか。 

 

□ 舛屋観光振興課長 

 今までレンタカーに関しては、観光の分野における活用はなされていなかったが、Ｎ

ＥＸＣＯ東日本とも包括協定を結ぶなど、レンタカー分野の重要性については意識して

いる。観光連盟とともに連携を図っているところである。 

 

◎ 小国委員 

 旅行商品でも、JR や航空機がレンタカーとパックになったものが他県にはある。秋

田県への観光客は高齢の方が多いため車の運転をしたくないのではないか。沖縄と北海

道と比較するとそういった違いがあると思う。ただ、観光コンテンツとして必要である

ため、レンタカー分野の促進について観光連盟の理事としても取り組んで行く。 

 

◎ 浜岡委員 

 目的地までたどり着くことも勿論重要だが、途中の景色等を見せることも大切だと思

う。秋田県でも景色がしっかり見ることができるルートを示すべきだと考える。目的地

にたどり着くだけなら車は使わないのではないだろうか。利用者目線での取組でないと

観光客はついてこないと思う。 
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□ 保坂次長 

 過去、車載ナビに観光モデルコースを搭載させる話があった。そういう形が今後、Ｉ

ＴＳ技術を活用することで具現化していく可能性がある。 

 

● 佐藤部会長 

   東京や仙台から来るビジネスユースのお客様の多くは、秋田空港でレンタカーを借

りる。秋田空港からリムジンバス・タクシーを利用するお客様は減少傾向にあると感

じる。特に旅行も少人数になると、バスの移動は現実的ではない。 

 

◎ 浜岡委員 

 自分の目的地に向かう途中に、迂回して観光地を回るというのは車載ナビで示すのは

難しい。ただスマートフォンならばナビゲーションができそうな気がする。そういうソ

フトウェアを開発するのも良いのではないか。 

 

● 佐藤部会長 

 レンタカーをツールとして有効活用し、観光と連携させたい。どのようにこの分野を

開拓していくかが課題だと思う。 

 

□ 前田部長 

 レンタカー事業は観光事業というよりも、どのようにコストを維持しながら車を貸し

ていくかがビジネスの肝となっているため、業種の形態としては金融業に近いと思う。 

新しい情報文化が生まれてくるなかで、レンタカー事業は非常に重要なコンテンツだ

と思う。 

 

◎ 渡邊委員 

   例えば、北海道ではレンタカーの比較サイトがある。秋田県の場合も、レンタカー

事業を促進させるためには、誘客のときにリーチする必要がある。 

 

● 佐藤部会長 

 交通アクセスの話題以外で話したいことがあるのだが、以前、秋田県の観光全般を案

内する観光マイスターのような話をしたが、秋田空港には観光案内人がいない。観光客

に優しくないのではないか。 
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□ 前田部長 

  秋田駅には、秋田市が観光案内所を設置している。コスト面での問題はあると思うが、

空港のターミナルビル自身で、場を作りながら観光案内を設けるということは考えられ

る。工夫の余地はあると思う。 

 

● 佐藤部会長 

秋田県の場合、もう少しお節介なリコメンドがあっても良いと思う。 

 

◎ 池田委員 

英語が話せる観光案内人もいても良い。 

 

◎ 小国委員 

秋田空港で秋田県にいらっしゃった方は、帰りも秋田空港を利用する確率が高い。物

販コーナーへも観光案内人をたてて、秋田の観光にあわせて物販の PR もしてもらいた

い。 

 

□ 保坂次長 

国際線のターミナルには観光案内人がいる。今まで出た話をビルの担当者へ相談して

みる。 

 

● 佐藤部会長 

次は文化・スポーツを誘客のキーコンテンツとしていく方策について議論する。 

 

◎ 水野委員 

ラグビーのワールドカップや、２０２０オリンピックは有効なコンテンツだと思う。 

また、Jリーグ等において、アウェーチーム（県外に本拠地を構えるチーム）を応援し

ているお客様に対する観光案内のアプローチができるのではないかと思う。スタジアム

での誘客はハードルが高いので、WEB上など制約のないフィールドでのアプローチを考

えたい。 

 

● 佐藤部会長 

文化という観点ではどうか。 

 

◎ 渡邊委員 

海外では日本のテレビ番組がブームになっている。例えばNHKの連続ドラマ「あまち

ゃん」はタイでブームになっていて、そういうものを利用したインバウンド施策も考え
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ても良いと思う。 

 

● 佐藤部会長 

国民文化祭の準備が着々と進んでいると思うが、進捗はどのようなものか。 

 

□ 恵比原国文祭副局長 

着々と準備を進めている。基本的に出演者に対するアプローチは十分できていると思

う。同時に東北隣県への誘客プロモーションを実施しており、継続していく予定だ。国

民文化祭へ来て頂いたうえで、観光コンテンツを楽しんでもらえるよう告知をしていき

たい。 

 

● 佐藤部会長 

今からポスト国民文化祭は気が早いかもしれないが、「秋田ならでは」のものを国民

文化祭の中から見つけ出し、国民文化祭の後は育てていかなくてはならないのではない

かと思う。水野委員からはスポーツの話があったが、秋田でなくてはならないスポーツ

は何だろうか。 

文化で言えば、松山市は俳句の街で、俳句ファンであれば年１度は行きたいと感じる。 

秋田でなくてはならない文化も探して行かなくてはならないと思う。 

 

□ 前田部長 

 文化という概念を、行政がどうハンドリングしていくかは非常に難しい問題である。

秋田県で「ならでは」の文化を作り出すとなると、民謡は一つの可能性があると思う。

時間をかけて育てていきたい。 

 

● 佐藤部会長 

 「秋田ならでは」のスポーツや文化のコンテンツを育てるとなると、時間がかかる。

何かひとつ作りたい。このような意識を持ち続けることが大切だと思う。 

 

［論点２についての議論］ 

 

● 佐藤部会長 

 「新たなマーケットを取り込む取組」についてだが、消費単価の高い外国人はどこの

国から来るのか。また、在日大使館へのアプローチ等について議論したい。 
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◎ 渡邊委員 

留学生の意見を参考にするのはどうだろうか。単純に日本人が海外でプロモーション

をしても、見当違いなものになる可能性がある。国際教養大学にも協力を仰ぎコンテン

ツを整備していくのが大切。秋田県が思うより、シンプルな提案が良いのではないかと

個人的に思っている。 

 

□ 前田部長 

羽田に到着したお客様を、どのように秋田県へ誘導するかをイメージしている。JR

と連携しながら模索していきたい。また、中国のお客様も無視できないが、欧米人がツ

ーリズムのマーケットをリードしていると感じている。次年度は今まで秋田に来ていた

だいた外国人とは異なる国を意識して、実態をリサーチしつつ分析できる仕組みを作り

たいと思っている。 

 

◎ 小国委員 

 訪日外国人が１千万人を超えたが、秋田県へ観光しにくる宿泊外国人は、年間約３万

２千人程度。これをどう伸ばしていくかが問題。 

 

□ 前田部長 

 現在の訪日客を見ると、大阪府・東京都を除くと大きく伸びてはいない。他県と単純

に比較するだけだと間違った解釈になると思う。事業者の目線で工夫をし続けていくこ

とが大切だ。 

 

◎ 池田委員 

 少し話が変わるが、田沢湖付近のガソリンスタンドのスタッフが、高速道路の料金が

無料だったときに比べて、観光客が減少している感じがするという話をしていた。例え

ば、高速料金代が安くなるとか、ガソリン代が安くなるとか、お客様の観光に関するモ

チベーションを上げるサービスがあっても良いと思う。 

 

□ 舛屋観光振興課長 

 ＮＥＸＣＯ東日本と連携して、国民文化祭の期間中、北東北三県内での割引を実施す

るなどのサービスを行う予定でいる。また、スタンプラリーは各地域で実施しているが、

今後も誘客に関わるアイデアを出して行かなくてはならないと思っている。 

 

● 佐藤部会長 

 外国人観光客に対する高速道路の無料化なども考えられるか。 
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□ 前田部長 

 公的ハード部分に関して、一律に利用料金を無料化することは、逆に公的負担の全面

的な増加につながるので、そのような方法は難しいと思う。そのようなやり方では長続

きしない。事業者が何をやりたいかを表現し、その上で行政と事業者がしっかり連携し

ていかなくてはならない。 

 

◎ 小国委員 

 国内人口が減少している中で、多くの外国人観光客を誘致することが重要である。そ

れにつながる方策の一つとして、ＩＲは魅力がある。 

県内でも若手の事業者が精力的に活動し、頑張っている、知事にもそういった取組に

ついて、これまでも理解していただていると思っている。 

いろいろと課題や懸念される事柄なども多いと思うが、民間の活力で秋田を元気にし

ていくためにも、ＩＲの取組について、県でも調査、検討をしてもらいたい。 

 

□ 前田部長 

 現状では事業性が極めて不透明なカジノ建設に多額の費用をかけるより、他に何かや

るべきことがあるのではないか。施設をつくれば、人が来るという簡単な話ではないの

で、費用対効果や事業者がいるのかなども含めて考えなくてはならない。 

 

● 佐藤部会長 

在日大使館へのアプローチはどのように考えているのか。 

 

□ 前田部長 

 秋田県の認知度を高めるという意味では非常に大切なコミュニケーションだと思う

が、その一方で、大使館側は「自国へ来て欲しい」という考えが強い。大使館側へのア

プローチをより効果的かつ効率的に行っていくためには、東京に人を置いて集中的にプ

ロモーションを実施することも考えられ、こうした機能的な側面も含め東京事務所の観

光行政面からのさらなる活用のあり方を検討したい。 

 

◎ 浜岡委員 

  観光だけでなく、県全体をよく知ってもらうことが誘客につながると思う。 

  留学生のネットワークの活用は有効だと思うので、日本に来ている留学生の集まる機

会を秋田でつくっていくことも必要である。 

  秋田の文化を知ってもうらためには、英語でおもてなしができることも重要である。 

 

 



15 

 

□ 前田部長 

  第２期元気創造プランにおいても、教育面からのアプローチにより、英語を話せる人

を増やしてくことを目指している。そうすればおのずから使う場が欲しくなり、英語で

のおもてなしが普通にできる体制になると思う。 

   

［論点３についての議論］ 

● 佐藤部会長 

  次に、食に関しての論点である。 

 

◎ 渡邊委員 

  最近は、道の駅だけを回るバスツアーに人気が出ている。その場合の目玉は、各地の

食である。これを目当てにツアーに人が集まっている。 

 

● 佐藤部会長 

  秋田でしょっつるや横手焼きそばのツアー、食べ比べツアーなどで食を活かした誘客

が可能と思う。 

 

□ 前田部長 

  食については、供給側となる秋田の農業をどうしていくのかという視点と不可分の関

係にある。魅力ある農産物、素材があって、ブランドを長い時間かけてつくっていかな

いと定着していかないし、そうでなければブランドとして確立した他の地域に太刀打ち

できない。 

 

● 佐藤部会長 

  確かにその通りだと思う。たらこの産地である北海道で、北海道産のたらこが福岡名

産の明太子になって高単価で売れているのに対抗して、自前で明太子を作ったが、ブラ

ンド力のある福岡にまったく歯が立たなかった。ブランド作りが必要である。 

 

［論点４についての議論］ 

● 佐藤部会長 

  時間が押し迫ってきたが、最後に論点４についてご意見をお願いする。 

  論点１の中でも、交通アクセスに関し、様々な議論を頂いたところであるが、さらに

意見等があればお願いしたい。 
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◎ 打川委員 

  秋田県は、県外と結ぶ道路、交通ルートが脆弱である。物流や災害時の交通アクセス

の確保など課題が多い。他県との太い交通網の整備が必要であり、取組を強化してもら

いたい。 

 

[その他について] 

● 佐藤部会長 

  その他、ご意見等があればお願いしたい。 

 

□ 須藤次長兼観光戦略課長 

  民間宿泊施設に対する施設改修への支援については、昨年度の部会提言でも検討を深

めるようご意見を頂いており、我々としてもいろいろ考えているところである。改めて

行政の施策としてどう進めていくのか、ご意見をお願いしたい。 

 

● 佐藤部会長 

  旅館業は需要が低迷し、厳しい状況が続いており、廃業や休業に追い込まれている事

業者も散見される。このままでは秋田の宿泊業が将来にわたって存続していけるのか心

配している。 

 

◎ 小国委員 

  お客様の減少や施設の老朽化、中央資本のホテルの進出等により、民間宿泊事業者は

疲弊しており、施設のメンテナンスも最小限の範囲内でしか行えない状況にあるほか、

最近でも地元事業者の廃業や休業の話も聞いており、強い危機感を感じている。 

  もう少しのところでお客様を呼び込めるだけのやる気と地力のある事業者も多い。 

若手の経営者とも、ハード面の整備に対する資金や経営、運営手法等に対し、何らか

の県の支援をお願いしたいと話し合っているところである。 

支援手法等について、いろいろな考え方もあると思うが、秋田の観光産業を発展させ

ていくためにも、事業者が意欲を持って事業出来るよう県のバックアップをお願いした

い。 

 

● 佐藤部会長 

  事業者として、何をしたいのかという思いを行政に伝えてほしい。その意味でも、小

国委員も常務理事を務められているが、県観光連盟などが先頭に立って事業者側の声を

積極的にとりまとめて頂きたい。 
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７ 閉会／次回開催予定 

 日 時 平成２６年１０月１６日（木） １３：３０～１５：３０ 

 場 所 秋田県教育会館３０４・３０５会議室 

 

 


