
（様式２）

施策評価（令和元年度） 施策評価調書

１　施策のねらい（施策の目的）

２　施策の状況

２－１　代表指標の状況と分析

・

・

・

・

　※　指標の判定基準

　　「ａ」　：　達成率≧100％　 　「ｂ」　：　100％＞達成率≧90％　　　「ｃ」　：　90％＞達成率≧80％　　

　　「ｄ」　：　80％＞達成率　又は　現状値＞実績値（前年度より改善）　　「ｅ」　：　現状値＞実績値（前年度より悪化）

　　「n」　：　実績値が未判明

 戦略４　秋田の魅力が際立つ 人・もの交流拡大戦略

 施策４－１　地域の力を結集した「総合的な誘客力」の強化

 幹事部局名 観光文化スポーツ部  担当課名 観光振興課

 評価者 観光文化スポーツ部長  評価確定日 令和元年8月23日

施策の方向性（１）～（５）

目標 33,000 33,500 34,000 34,500

実績 31,596 33,282 R1.8月判明予定

達成率 －

出典：県観光戦略課「秋田県観光統計」 指標の判定 ｎ

全国 31位(/43) 23位(/35)

東北 5位(/6位) 5位(/6)

観光地点等入込客数は、大型観光キャンペーンの実施や大型クルーズ船の寄港などにより、増加傾
向にある。

平成30年の実績値は未判明だが、29年の実績は33,282千人であり、30年目標値を上回る水準となっ
ている。

秋の大型観光キャンペーンを実施した平成30年９月～11月の入込客数は、前年同時期より13.6％増
加している。また、台湾をターゲットにした情報発信や旅行商品の造成などにより、インバウンド
は前年比で17.9％増加している。

降雪の期間（12月～３月）は落ち込む傾向にあり、平成29年は全体で5.3％の伸びであるが、12月
～３月は3.6％と伸びが小さい状況である。

　秋田ならではの魅力を最大限に生かし、国内外からの誘客を図るため、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
等の活用による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、東京オリンピック・パラリンピックの開催により、訪日外国人の一層の増加が見
込まれることから、台湾、韓国などの重点市場や東京、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を推進するほか、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、誘客と観光消費の拡大を図ります。

代表指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

観光地点等入込客数（延べ人数）（千人）

順位等 R1.8月判明予定

統計未了の都道府県
があるため分母は一
致しない

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）
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２－２　成果指標・業績指標の状況と分析

・

・

・

・

・

・

・

施策の方向性（１）～（４）

目標 3,500 3,600 3,700 3,800 

実績 3,400 3,346 3,505 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」 達成率 100.1%

全国 42位 41位 42位

東北 6位 6位 6位

平成30年の確定値は3,505千人泊で目標を達成し、27年以降過去最多を達成した。また、従業員数
10人以上の宿泊施設でカウントすると震災前年の22年以降過去最多を達成した。特に国内旅行客が
増加（前年比4.3％（約14O千人）増加）し、その要因として、首都圏をターゲットに秋田犬を活用
したプロモーションの実施や、秋の大型観光キャンペーン開催の成果などが考えられる。

県内の延べ宿泊者数の平成25年～29年の推移を見ると、秋田デスティネーションキャンペーンを実
施した平成25年、国民文化祭を実施した26年は前年より増加したものの、27年からは減少してい
る。

国内旅行市場は、全国的に進行する少子高齢化や生産年齢人口の減少を受け、縮小することが予想
されている。

施策の方向性（１）～（４）

目標 125,000 150,000 175,000 200,000 

実績 66,950 104,660 123,430 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」 達成率 98.7%

全国 45位 43位 42位

東北 6位 6位 6位

外国人延べ宿泊者数は全国的に増加傾向であり、東北全体についても東北観光復興対策交付金等の
効果もあり、増加傾向にある（全国の前年比＋18.3％、東北全体の前年比＋38.3％、秋田県の前年
比＋17.9％)。

本県の平成29年の外国人延べ宿泊者数は東北で最下位ながら、海外からのチャーター便が過去最多
の120便就航するなど、東北観光復興対策交付金を活用した誘客対策事業等の効果もあり、前年比
56.3％と高い割合で増加したが、30年の外国人延べ宿泊者数の伸び率は、東北の中でも最下位であ
るとともに、全国の伸び率も下回り、目標達成に至らなかった。その要因として、韓国の冬季
チャーター便が18便から10便に減少するなど、過去最多を記録した前年度に比べ下回ったことなど
が考えられる。

施策の方向性（５）

目標 26 28 30 32

実績 15 25 21

出典：県港湾空港課調べ 達成率 80.8%

全国 23位 22位

東北 2位 1位

中国をはじめとするアジアにおけるクルーズ市場の急成長や、欧米系のクルーズ船会社による日本
発着クルーズの企画・催行の増加などにより、国内港湾へのクルーズ船の寄港回数が増加してい
る。

本県においては、誘致活動のほか受入態勢の強化・充実に取り組んでおり、寄港回数は増加傾向に
あるものの、各地域での誘致活動が活発化しているほか、クルーズ船会社等は寄港地に変化を持た
せたバリエーション化を図るなど、クルーズ需要の取り込みが激化していることや、台風による寄
港の中止もあり、目標の達成に至らなかった。

成果・業績指標① 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

延べ宿泊者数（千人泊）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標② 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

外国人延べ宿泊者数（人泊）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等

成果・業績指標③ 年度
現状値
（H28）

Ｈ２９ Ｈ３０
Ｒ１

（Ｈ３１）
Ｒ２

（Ｈ３２）
Ｒ３

（Ｈ３３）
備考

クルーズ船の寄港回数（回）

分析
（推移、実績・達
成率、順位等）

順位等 R1.7月判明予定
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２－３　施策の取組状況とその成果（施策の方向性ごとに記載）

（１）国内外からの観光客に選ばれる誘客コンテンツづくりの推進

　【観光振興課、秋田うまいもの販売課、自然保護課、交通政策課】

・

・

・

・

（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

　【観光戦略課、観光振興課、秋田うまいもの販売課、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【観光戦略課、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【観光戦略課、観光振興課】

・

・

・

指標 代表①、成果①②

県内の学識経験者、交通事業者、観光関係事業者等による「あきた発酵ツーリズム推進協議会」を開催し、推進
方針を策定した。また、新たに発酵ツーリズムの拠点施設や周辺コンテンツを組み合わせた６件の旅行商品造成
への支援を行うとともに、10コースの周遊モデルコース及び15件の発酵に関連する拠点施設の販促資料を作成
し、商談会に活用した。

国内外から人気の高い秋田犬と周辺の観光コンテンツを組み合わせた旅行商品の造成を支援した（20件<＋12件
>）。また、台湾をターゲットにＷＥＢやＳＮＳ等を活用した情報発信を行った（アクセス数約35万件<＋29万件
>）。

県内の体験型観光コンテンツのセールスシートを45件作成<△１件>し、新たにセールスシートの閲覧やダウン
ロードができる専用サイトを開設した結果、9,059件のダウンロード数を記録した。

青森県及び岩手県と連携して、台湾をターゲットに食の魅力を組み込んだ旅行商品の造成を支援した（90件<＋73
件>、送客数2,396人<＋2,015人>）。

指標 代表①、成果①②

県内各地で二次アクセスの整備に取り組んでいる団体を対象に、専門家を派遣して勉強会を開催した（延べ６回<
＋１回>、延べ９人<＋４人>）。また、二次アクセス連絡協議会による全県勉強会を開催した(出席者21名<＋４名
>)。

宿泊施設を巡回し、実態把握や情報提供を行った（127施設<＋１施設>）。また、従来からのホスピタリティ研修
のほか、新たにＳＮＳでの情報発信を学ぶセミナーを開催するとともに、あきた旅のサポートセンターや秋田バ
リアフリーツアーセンターで観光客等からの各種問合せに対応した（研修参加者93名<＋43名>、セミナー参加者
19人、問合せ件数1,127件<△116件>）。

新たに、インバウンド向けに観光施設の整備等を実施する７団体（秋田犬・サイクリング等関係）及びあきた発
酵ツーリズムの拠点施設の整備等を実施する３団体に補助金を交付した。

ＱＲコードを活用した多言語案内表記の整備を進めた（56件<＋48件>）。また、多言語対応アプリ「アキタノＮ
ＡＶＩ」に体験型コンテンツや二次アクセスの情報を追加し、利便性の向上等を図った（男鹿市「なまはげシャ
トル」：7,323人利用<＋1,621人>）。

指標 代表①、成果①②

国内外で人気の高い秋田犬を活用し、首都圏において各種プロモーションを展開した（ツーリズムＥＸＰＯジャ
パン：４日間で約20万人来場<＋15千人>、秋の大型観光キャンペーン期間（９月～11月）に首都圏の主要交通機
関及びターミナル駅等で実施）。また、新たに首都圏旅行エージェントを対象にした「ALL 秋田 旅行エージェン
ト商談会in東京」を開催した（旅行エージェント31社、102名参加）。

隣県の青森、岩手、宮城、山形において、秋のコンテンツをメインにプロモーションイベントを９月に開催し、
市町村、観光協会、民間企業など、延べ41団体<＋13団体>が参加した。

「秋田県教育旅行誘致説明会」（札幌市）を開催し、旅行会社及び学校関係者に対し、プレゼンテーションや商
談会等を実施した（40名参加<＋３名>）。また、札幌市内や近隣の中学校、教育委員会、旅行会者を訪問して、
教育旅行の誘致を行う「教育旅行誘致キャラバン」を展開した（112箇所<△14箇所>）。

重点市場である台湾、韓国、中国、タイへのトップセールスを実施するとともに、台湾では現地商談会を開催
（現地旅行エージェント123団体参加<＋23団体>）するとともに、各市場の現地旅行博へ出展するなどの誘客プロ
モーションを実施した結果、平成31年３月に台湾との定期チャーター便が就航した。

指標 代表①、成果①②

チャーター便が多く就航している台湾を主なターゲットとして、新たに本県のイメージアップ動画広告を７日間
配信した結果、視聴回数が220万回（台湾の総人口の約１割に相当）を超えたほか、広告配信月の１か月でGoogle
での「ＡＫＩＴＡ」の検索数が通常月の約10倍に伸びた。

あきたファン・ドッと・コム（日本語、英語、中国語）のアクセス数は年々増加傾向にあり、平成30年は約380万
アクセスで29年に比べ約45万アクセス増加したほか、28年度から運用している多言語観光アプリ「アキタノＮＡ
ＶＩ」のダウンロード数は、平成31年３月末時点で１万５千件を超えた。

ＷＥＢマガジン「なんも大学」の閲覧者数（実人数）は21万８千人を超え、前年度比で２倍以上となっており、
全国に読者を獲得する媒体に育っている。また、インスタグラムのフォロワーは１万人を超えており、デジタル
情報に精通していない者への訴求も意識したインスタグラム展も開催するなど、幅広い世代や地域へアプローチ
を行った。
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（５）国内外のクルーズ船の誘致と受入環境の整備【港湾空港課、観光振興課】

・

・

３　総合評価結果と評価理由

●定量的評価：代表指標の達成状況から判定する。

　 「A 」：代表指標が全て「ａ」、「B 」：代表指標に「ｂ」があり、「ｃ」以下がない、「C 」：代表指標に「ｃ」があり、「ｄ」以下がない

　 「D 」：代表指標に「ｄ」、「ｅ」を含む。ただし、「Ｅ 」、「Ｎ 」に該当するものを除く、「E 」：代表指標が全て「ｅ」、「Ｎ 」：代表指標に「ｎ」を含む

●定性的評価：成果指標・業績指標の達成状況を踏まえた上で、施策の取組状況とその成果、外的要因等から判定する。

■ 総合評価：定量的評価を踏まえた上で、定性的評価を考慮して、総合的な観点から「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の５段階に判定する。

指標 代表①、成果③

平成29年３月に設立した官民協働組織である「あきたクルーズ振興協議会」において、東京セールスを開催（参
加クルーズ船会社・旅行会社19社<＋５社>、30名<＋８名>）するとともに、海外船社等の寄港地決定キーパーソ
ン等を本県に招へいし、ダイレクトに港や観光地を視察した（４社<±０件>、４人<±０人>）ほか、国内旅行
エージェントを招へいし、県内視察ファムツアーを実施した（５社<±０社>、５名<△２名>）。これらの取組の
結果、令和元年度の秋田港への寄港回数は過去最多となる見込みである。

増加する外航クルーズの外国人客に対し、本県の魅力を伝えるとともに県内周遊を促進させるため、新たにク
ルーズに特化した外国人向けパンフレットを５万部制作した。また、「あきたクルーズ振興協議会」による「外
国人受入対応ワーキンググループ」を２回開催し、新たに高校生による英語案内ボランティア活動をモデル的に
実施した。

総合評価 評価理由

Ｂ

●

●

●

■

代表指標の達成状況については、①「観光地点等入込客数（延べ人数）」は「ｎ：未判明」
であり、定量的評価は「Ｎ」。

代表指標①に関しては、最新の統計である平成29年の実績値は、「春の大型観光キャンペー
ン」の実施などにより、30年の目標値を上回る水準となっている。
30年は、「秋の大型観光キャンペーン」を実施しており、期間中の観光地点等入込客数（聞
き取り調査）は、前年同時期に比べ13.6％上昇している。また、成果指標・業績指標①「延
べ宿泊者数」は、3,505千人泊で目標を達成し、26年以降４年ぶりに増加した。

海外の重点市場へのプロモーションを展開した結果、台湾からの定期チャーター便の就航が
平成31年３月に決定した。30年度の海外からのチャーター便は、韓国の冬季チャーター便が
前年度比で８便減少するなど、過去最多を記録した29年度の130便を下回る118便であった。
また、成果指標・業績指標②「外国人延べ宿泊者数」の達成率は98.7％（123,430人泊）で
あったが、前年からの伸び率は17.9％であり、東北の38.3％や全国平均の18.3％と比較して
低い伸び率にとどまっている。

代表指標の達成状況や施策の取組状況とその成果など総合的な観点から評価した結果、総合
評価は「Ｂ」とする。
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４　県民意識調査の結果

　肯定的意見

　ふつう

　否定的意見

　わからない・無回答

　※端数処理の関係で満足度の割合の合計は100％にならないものもある。

５　課題と今後の対応方針

（１） ○

●

○

●

（２） ○

●

○

●

（３） ○

●

○

●

質問文 　国内外から観光誘客が進んでいる。

18.0%

　十分 （５点） 1.9%

　おおむね十分 （４点） 16.1%

（３点） 37.1%

29.7%

　やや不十分 （２点） 18.2%

　不十分 （１点） 11.5%

15.3%

　平均点 2.75

調査結果の認識、取組に関する意見等

新たなコンテンツとして売り込みを図っている
「あきた発酵ツーリズム」の認知度が低いとと
もに、体験型観光コンテンツづくりが進んでい
ない。

地元の人しか分からない良いものの掘り起こし
や新しい魅力的なコンテンツ作りが必要だと思
う（県民意識調査より）。

クルーズ船の寄港に合わせた情報発信の強化や、独自
イベントの開催により、認知度の向上を図るほか、関
係者によるワーキンググループを開催するなど、体験
型観光コンテンツとして磨きあげを図る。

県内25市町村や民間企業等で組織する「秋田の観光創
生推進会議」などを通じて、新たなコンテンツ作りや
本県の豊富で多彩な観光資源の掘り起こしを図る。

特に今後ＦＩＴ（外国人個人旅行者）の増加が
見込まれるが、多様なニーズ（多言語案内や
キャッシュレス等）を捉えた受入態勢の整備が
進んでない。

素晴らしい遺産や自然がただ存在している状態
であり、周辺環境の美化や整備、観光客を迎え
るための飲食、宿泊が不十分だと思う（県民意
識調査より）。

ＱＲコード等のＩＣＴを活用した観光案内の多言語化
を引き続き進めるとともに、キャッシュレス決済の導
入を促進する研修会を開催するほか、Ｗｉ－Ｆｉ設置
場所等の情報を「アキタノＮＡＶＩ」で提供するな
ど、インバウンド対応力の向上に加え、各種ニーズへ
の対応を図る。

自然公園内の登山道や案内板を改修し、安全性・快適
性の向上を図る。また、従業員不足等の課題を持つ宿
泊施設への支援や、発酵ツーリズムの拠点となる飲食
店等の整備を図る。

冬季間は本県への誘客が少ない状況にある。

秋田の魅力のアピールについて、ターゲットを
絞った上で、継続した発信を行うことが重要だ
と思う（県民意識調査より）。

多様な媒体により、秋田県の冬の魅力を強力に発信す
るとともに、旅行商品の企画・販売の促進を図る。

国内はもとより、台湾、韓国などの重点市場国の特性
や、動向等のマーケティングデータを蓄積し、各国や
地域のニーズを踏まえたプロモーションの展開を図
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年度
　満足度

Ｒ１
（Ｈ３１）

Ｒ２
（Ｈ３２）

Ｒ３
（Ｈ３３）

Ｒ４
（Ｈ３４）

前年度比

施策の
方向性

課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等
　　　　により生じた課題　など）

今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

満
足
度

○

○

５段階評価の満足度の平均点は「2.75」で、「ふつう」の３より0.25低かった。回答では「ふつう」が最も多
かった。
「十分」と「おおむね十分」を合わせた割合は18.0％、「ふつう」は37.1％、「不十分」と「やや不十分」を合
わせた割合は29.7％であった。また、「肯定的意見」と「ふつう」を合わせた割合は55.1％であった。

「不十分」又は「やや不十分」の理由や県に求める取組として以下のような意見があった。
・素晴らしい遺産や自然がありながら、ただ存在するだけの状態のものが多い。周りの環境を美化、整備するこ
とと観光客を迎えるための飲食、宿泊を充実させる必要があると思う。（女性／30歳代／秋田地域）
・観光客を増やすには既存の良いもののアピール、地元の人しか分からない良いものの掘り起こし、新しい魅力
的なコンテンツ作りが必要。秋田の広告やアピールはターゲットを絞りきれていない。（男性／30歳代／秋田地
域）
・一過性のアピールをしても不十分と感じる。県外、国内に向けて継続して秋田の魅力を発信する工夫が必要。
（男性／50歳代／秋田地域）
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（４） ○ ○

（５） ○ ○

６　政策評価委員会の意見

全国的に見て、本県の情報や話題への接触度は
概して低く、ＴＶ等の既存メディアの活用が十
分とは言えない。

地域振興局や各市町村、経済団体等と連携し、本県な
らではの資源や魅力を誘客に結びつけるため、各種メ
ディアに積極的に情報発信を行うことで、本県がテレ
ビ等で取り上げられる機会の拡大を図る。

欧米系のクルーズ船会社は、意欲的に日本発着
クルーズを企画し、催行しているため、クルー
ズ需要の取り込みの競争が激化している。

多様な旅客ニーズに対応し、魅力ある寄港地とするた
め、官民連携組織の「あきたクルーズ振興協議会」を
核とした受入態勢の強化、充実を図る。

自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。
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