
秋田の魅力を生かした観光の振興

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
観光文化スポーツ部
生活環境部

観光振興課、自然保護課

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
観光文化スポーツ部
生活環境部

観光振興課、観光戦略課、
自然保護課

③ ターゲットを見据えた誘客プロモーションの展開 観光文化スポーツ部 観光振興課

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 観光文化スポーツ部 観光戦略課、観光振興課

⑤ 外航クルーズ船等の誘致と受入環境の整備
建設部
観光文化スポーツ部

港湾空港課、観光振興課

秋田のうまいものの商品力向上と販路拡大

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 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課

② 食品製造業の振興（再掲） 産業労働部 地域産業振興課

③ 民間企業等と連携した秋田の「食」の磨き上げと販路の拡大 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課

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 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課

文化の振興と文化による地域の元気創出

① 秋田ならではの文化資源を活用した交流人口の拡大 観光文化スポーツ部 文化振興課

② 文化団体の活動促進と次代を担う人材の育成 観光文化スポーツ部 文化振興課

③ 本県文化の中核拠点となる文化施設の整備の推進 観光文化スポーツ部 文化振興課

「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 東京オリ・パラ等を契機とした、スポーツを通じた地域活性化と交流人口の拡大 観光文化スポーツ部 スポーツ振興課

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 観光文化スポーツ部 スポーツ振興課

③ ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の推進 観光文化スポーツ部 スポーツ振興課

④ 地域のスポーツ活動の基盤となる人材の育成とスポーツ環境の充実 観光文化スポーツ部 スポーツ振興課

県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進

① 高速道路の全線開通と４車線化の実現 建設部 道路課

② 高速道路を補完する幹線道路ネットワークの形成 建設部 道路課

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 建設部 道路課

④ 生活道路の機能強化 建設部 道路課

⑤ 交流拠点としての「道の駅」の機能強化 建設部 道路課

交流の持続的拡大を支える交通ネットワークの構築

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 観光文化スポーツ部 交通政策課

② 空の玄関口を生かした国内外との流動の促進 観光文化スポーツ部 交通政策課、観光振興課

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 観光文化スポーツ部 交通政策課

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 観光文化スポーツ部 交通政策課
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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ともに取り組むほか、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。 

 

２ 施策の視点 

大都市圏や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、本県観光が他にはない魅力を備え、国内外からの観光

客に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、インバウンドを含めた観光客に本県を選んでいただくため、県

内各地の幅広い事業者やサポート組織の連携を高め、それぞれの強みを発揮しながら、「オール

秋田」の体制の下で誘客を進める必要があります。 

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：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 

県内へ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ながら、複数の体験型コ

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

テンツづくりを推進します。 

【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 

・冬の暮らしやマタギ文化など、本県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 
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・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 

・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活用（再掲） 

 

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 

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、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」の形成 

・「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 

拠点となる宿泊施設の魅力向上や、二次アクセスの整備と利便性向上、観光事業者等によるお

もてなしの充実など、お客様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 

・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 

 

取組②：インバウンドに対応した受入態勢の整備促進 

観光地における標識の外国語表記の充実や、外国語対応のワンストップサービス窓口の利活用

促進などにより、外国人旅行者の受入環境の整備を図ります。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】 

・外国人旅行者にも対応した二次アクセスの整備促進 
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・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 環境うあ多言語標識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、国定及び県立自然公園に

おける受入態勢の強化（再掲） 

・大館能代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 

ビジネスとしての観光産業を支える人材や、地域の中核となる事業者の育成を進めます。 

【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 

・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白神ガイドの育成 

 

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、国内外からのお客様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。 
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【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 

国・地域ごとの特性やターゲットの動向に応じたプロモーションを展開しながら、台湾、韓国、

タイ、中国などの重点市場を中心とするとするインバウンド誘客に引き続き取り組むとともに、

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 

・東京、京都、北海道など訪日外国人旅行者の多い地域における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） 

 

 

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」で表現した秋田の統一したイメージ（高質な田舎）に基づき、様々な媒体

により秋田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

た今までにない秋田の楽しみ方の提案などにより、本県への人の動きや流れを創出します。 

【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 

・本県が舞台となるテレビドラマや、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誘客プロモーション 

国内外の旅行市場の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

メディアを国内のみならず海外各国向けに展開するほか、パワーブロガー等のインフルエンサー

を活用した本県の魅力を発信し、首都圏や海外の鉄道や駅構内への本県のＰＲラッピングを施す
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など、様々なチャネルを活用した誘客プロモーションを実施します。 

【主な取組】 

・総合観光サイト「あきた・ファン・ドッとコム」における多言語による情報提供 

・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、現地著名人を活用した本県ＰＲ 

・本県プロモーションの一環として、電車へのラッピングや駅構内への装飾などによる、強力

なＰＲを実施 

 

 

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官民一体の取り組みの推進 

官民が連携し、観光振興や地域の活性化を図りながら、秋田県に寄港するクルーズ船の誘致及

び受入環境の整備等を進めます。 

【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」を活用した誘致活動やポートセールス等

の実施 

・大曲の花火の打ち上げ、ふ頭における歓迎イベント、クルーズ客と秋田犬とのふれあい交流

など、秋田の魅力を発信する歓迎・お見送り行事の実施 

 

取組②：国内外における積極的な誘致活動の展開と情報発信 

広域組織による誘致活動や情報発信を国内外で積極的に展開し、旺盛なクルーズ需要を確実に

本県に取り込んでまいります。 

【主な取組】 

・環日本海クルーズ推進協議会等との広域連携による海外船社幹部の招へい 

・船会社や旅行会社を対象とした誘致活動や商談会への参加 

 

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

入体制の強化と充実を図ります。 

【主な取組】 

・旅客船ターミナル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 

・クルーズ船が２隻同時に着岸できる港湾整備の促進 

・クルーズ船客のニーズに対応した観光情報等の提供 

・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）  
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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 
本県の強みである日本酒や発酵食品等を主体に、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の育成を図り、商品力を向上させ

ます。また、首都圏に加え、関西、九州などの国内市場や海外市場で販路を拡大することにより、

食品産業の振興を図ります。 

 

２ 施策の視点 

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」を推進します。

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により、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しま

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：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】 

・ＧＩ申請などブランドの確立に向けた支援 

・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 

・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策定 

・農商工応援ファンド等を活用した事業者団体の組織強化の支援 

 

取組②：ネットワークや人づくりと連携した新商品の開発 

食品関連業種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繋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】 

・食品サポートネットワークを通じた事業者連携による商品開発 

・総合食品研究センターのオープン・ラボ等での人材育成と商品開発を一体化した支援 

・農商工応援ファンド等を活用した商品開発や課題解決への取組 
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取組③：本県の強みを活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、総

合食品研究センターの技術支援に加え、商品開発から販売まで一貫した戦略のもとで、次世代の

商品開発を促進します。 

【主な取組】 

・総合食品研究センターの企業相談部門の強化 

・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、圧倒的優位性を持った次世

代商品の開発 

・県産農産物の生理機能性を生かした介護食品（スマイルケア食）の開発と商品化 

 

 

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 

 

 

 

方向性③ ：民間企業等と連携した秋田の「食」の磨き上げと販路の拡大 

取組①：様々な企業と連携した新たな販路の開拓 

民間企業と連携し、新たな販路の開拓を図ります。また、首都圏に次ぐマーケットとして、関

西圏や九州への販路拡大を目指します。 

【主な取組】 

・新たな企業との連携による商品化や販路の拡大 

・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 

・本庁と大阪事務所、名古屋事務所及び福岡事務所が連携した新たな販路の開拓 

 

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 

あきた美彩館と、みちのく夢プラザの機能強化により、県産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材を一体的にＰＲするイベントの実施 

・アンテナショップの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 

民間企業との連携により、首都圏等に向けた流通ルートの見直し等に取り組むことにより、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。 

【主な取組】 
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・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】 

・対象国のニーズに係るマーケティングや戦略的な商品選定を支援 

・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とアジアでの輸出支援策の連動 

 

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を理解してもらう取組を進

めるとともに、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策定 

・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・パラリンピック競技大会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してい

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 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムの一環として、秋田の文

化を国内外に発信していきます。 

【主な取組】 

・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」の推進 

・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】 

・「新・秋田の行事」などの伝統芸能の祭典の開催及び支援 

・舞踊・舞踏フェスティバル開催事業の支援 

・地域の文化資源を活用した活動を支援 

 

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発信するほか、文化情報サイトの充実を図ります。 
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【主な取組】 

・情報雑誌や SNS等を活用した情報発信 

・文化情報サイトの充実 

 

 

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】 

・若手の芸術活動への支援 

・若手アーティスト育成支援事業 

・青少年音楽コンクールの開催 

 

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】 

・あきた県民文化芸術祭の実施 

・芸術文化振興基金補助金事業の実施 

 

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】 

・秋田県芸術選奨事業の実施 

・秋田県美術展覧会の開催 

・「あきたの文芸」事業の実施 

 

 

方向性③：本県文化の中核拠点となる文化施設の整備の推進 

取組①：県・市連携文化施設の整備の推進 

平成３３年度中の開館をめざし、文化団体の活動促進を図りながら、県・市連携文化施設の整

備を着実に推進します。 
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【主な取組】 

・設計から施工まで県・市連携文化施設の着実な整備の推進 

・県・市連携文化施設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を支援 

・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 
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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 
東京オリンピック・パラリンピックを契機とし、「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むとともに、スポーツ活動の基盤となる人材の育成やスポーツ環

境の充実を図ります。 

また、全国や世界での活躍を見据えた選手の競技力向上や、スポーツを通じた地域の活性化と

交流人口の拡大を推進します。 

 

２ 施策の視点 

スポーツに係る人材の発掘や研修機会の充実、スポーツ施設等の整備を図り、多様なライフス

テージに応じたスポーツ活動を推進します。 

また、県民に夢と希望を与える全国や世界のひのき舞台で活躍できる選手の発掘・育成や一貫

指導体制の強化による競技力向上や、関係団体等との連携による 2020年に向けた合宿の誘致等を

推進し、スポーツを通じた人々の一体感の醸成と、活力ある地域社会の実現を目指します。 

 

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、スポーツを通じた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創出・開催への支援 

・2020年東京オリ・パラへ向けた海外からの事前合宿誘致と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により、応援機運の醸成やスポーツ人口のすそ野の拡大、秋田

の情報発信を図ります。 

【主な取組】 

・応援機運の醸成 

・地域密着活動の推進 

・秋田の情報発信 

 

取組③：地域団体等との効果的連携体制の構築 
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地域団体や企業、大学等との効果的な連携体制を構築し、スポーツによる地域一体感の醸成と

地域コミュニティの維持・再生の促進を図ります。 

【主な取組】 

・地域団体の活動促進 

・企業、大学との連携体制の構築 

 

 

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る選手を発掘・育成するため、各競技団体や関係機関、地

域との連携を強化し、ジュニア期からの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選手強化事業の推進 

・タレント発掘・育成、一貫指導体制の強化 

・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 

優れた指導者の確保・育成と、審判員等を養成するとともに、最新のスポーツ医・科学を活用

した選手強化支援体制を充実させます。 

【主な取組】 

・アスリート就職支援体制の充実 

・指導者、審判員の育成・確保 

・スポーツ医・科学サポートの充実 

・パラスポーツ選手等への支援 

 

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価値の向上 

クリーンでフェアなスポーツの推進により、スポーツの価値の一層の向上を目指します。 

【主な取組】 

・コンプライアンスの徹底とスポーツ団体のガバナンス強化 

・ドーピング防止活動の推進 

 

 

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 

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して、誰もが日常的にスポー
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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 

・中・高齢期のスポーツを通じた生きがいづくり 

・2020年東京オリ・パラを契機とした県民のスポーツ参画促進 

・障害者スポーツ等の振興 

 

取組②：スポーツを通じた健康増進 

「健康寿命日本一」の秋田を実現するため、関係機関と連携し、地域住民の多様な健康状態や

ニーズに応じてスポーツを通じた健康増進を図ります。 

【主な取組】 

・健康づくり県民運動の展開 

 

取組③：スポーツを支える組織の充実と連携 

関係団体等との連携を強化し、地域のニーズに応じたスポーツライフの創出や、スポーツ大会・

イベントの運営をサポートする団体等のネットワークづくりを目指します。 

【主な取組】 

・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 

・ボランティア団体の育成とネットワークづくり 

 

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：総合型地域スポーツクラブの育成支援 

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。 

【主な取組】 

・質的充実を目指した支援 

・中間支援組織の整備 

 

取組②：地域スポーツ指導者の充実 

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、資質向上を図ります。 

【主な取組】 

・スポーツ推進委員等の研修機会の充実と資質向上 

・障害者スポーツ指導者等の育成と講習機会の充実 
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取組③：スポーツ施設の充実とスポーツに親しむ環境の整備 

スポーツ施設の適正な整備・改修を図り、スポーツ環境と機会の充実を推進します。 

【主な取組】 

・既存施設の整備・改修とバリアフリー化の推進 

・民間活力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 

 

 

 

 

 

 

 

  



第３期ふるさと秋田元気創造プラン 戦略４ 

 

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、住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、人流・物流拠点へのアクセス道路、

地域間交流と住民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 

県内高速道路の全線開通に向け、日本海沿岸東北自動車道や東北中央自動車道の計画的な整備

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 

 

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。 
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【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：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」の機能強化 

取組：道の駅の機能強化と魅力の向上 

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】 

・利用者にわかりやすい案内表示等の基本機能を強化 

・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、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維持・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

様な公共交通を構築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】 

・沿線県との協働による整備手法等に関する調査研究と国等への提案・要望活動 

・「秋田県奥羽・羽越新幹線整備促進期成同盟会」を中心とした県民等への普及啓発活動 

 

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】 

・在来幹線鉄道の高速化とネットワークの強化に向けた働きかけと利用促進 

・ローカル鉄道の維持・利便性向上に向けた働きかけと沿線市町村と連携した利用促進 

 

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
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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】 

・秋田航路を利用する貨物輸送や旅行商品造成への支援 

・就航地等でのＰＲ活動 

 

 

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の機能を充実・強化します。 

【主な取組】 

・県外の就航地や乗り継ぎ利用が見込まれる地域でのプロモーション 

・県内空港を利用した旅行商品造成への支援 

・新規航空路線の誘致と支援策の検討 

・二次アクセスの充実に向けた地域の主体的な取組の促進（再掲） 

 

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：生活バス路線の維持・確保 

地域内の生活交通を確保するため、路線バスや市町村が行う多様な運行形態に対して支援しま

す。 

【主な取組】 

・生活バス路線等への支援 

・市町村が主体となるコミュニティ交通への支援 

 

 



第３期ふるさと秋田元気創造プラン 戦略４ 

 

取組②：地域の実情に合った公共交通ネットワークの構築 

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、住民ニーズに応じた運行形態、運行頻度などの見直しや乗継ぎの利便性の向上など、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、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等の促進 

・地域公共交通の再構築を推進するための市町村への支援 

・次世代交通の導入に向けた検討会等の実施 

 

取組③：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

ような環境の整備に向けた取組を推進します。 

【主な取組】 

・秋田市中心市街地のあり方検討会等の実施 

 

 

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 

沿線住民の通学や通勤、通院等の生活利用を支えるため、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】 

・秋田内陸縦貫鉄道及び由利高原鉄道の運営費に対する支援 

・第三セクター鉄道の鉄道施設の整備費に対する支援 

 

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・利活用 

・沿線市町村との協働による観光利用の促進 

・東北各県、首都圏、海外からの観光客の誘客 

 


