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令和３年度

第１回 秋田県観光振興ビジョン（仮称）検討委員会

（議事要旨）

１ 日時 令和３年６月１日（火）９：３０～１２：００

２ 場所 第二庁舎 ３階 ３１会議室

３ 出席者（敬称略）

【検討委員】

丑田 俊輔・・・・ハバタク株式会社 代表取締役
大須賀 信・・・・一般社団法人秋田犬ツーリズム 事務局長
佐野 元彦・・・・秋田ノーザンハピネッツ株式会社 代表取締役会長
関口 久美子・・・株式会社トースト 常務取締役

【検討委員（リモート参加）】

堀田 雅人・・・・秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長
吉澤 清良・・・・公益社団法人日本交通公社 観光文化振興部長

【県執行部】

観光文化スポーツ部 部長 嘉藤 正和
次長 佐藤 功一
インバウンド推進統括監 益子 和秀
観光戦略課長 笠井 潤
観光振興課長 佐々木 一生 ほか

４ 嘉藤観光文化スポーツ部部長 あいさつ

県の観光振興に係る個別計画については、平成２２年度から２５年度までを計画期間
とする秋田県観光振興プランを策定して以来、観光だけを深掘りした個別の計画がない
状態が続いていた。
昨年以降、コロナ禍に見舞われたことを契機に、改めて、観光関連産業の裾野の広さ

や県内の魅力を再発見できたという声も多く聞かれたことから、本県観光の将来を考え
るための議論の場を設けたいと考えていたところであった。
昨年度、プレミアム宿泊券を５５万枚発行したが、１３億７千万円の事業費に対し、

観光関連産業の経済波及効果は約１０３億円となるなど、観光が本県の経済を支える主
要な産業の１つであり、県民の誇りや郷土愛を育むために必要な分野であることを再認
識したことから、将来にわたって持続可能な観光地づくりを目指すためのビジョンを作
りたいと考えた次第である。
デジタル技術を活用したプロモーションやマーケティング、ポストコロナ時代におけ

る新たな旅行スタイルへの対応、交流人口の拡大、観光産業における「稼ぐ力」の強化等
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の視点を踏まえながら、ビジョン策定に向けた検討をしていただくことを期待する。

５ 委員紹介

６ 委員長の選出及び委員長代理の指名

委員の互選により、佐野元彦委員が委員長に選出された。
委員長より、関口久美子委員が委員長代理に指名された。

７ 佐野委員長 あいさつ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、観光関連産業は厳しい状況におかれて
いるが、ワクチンの接種が進んでる国々では、コロナ収束の状況とともに、今まで抑えつ
けられてきた観光に対する需要が一気に増えるのではないかというような予想がされて
いる。こうした中、アフターコロナの時代を視野に入れながら、秋田県としての観光のビ
ジョンを作ることは大変重要である。
観光産業は裾野が広く、環境負荷の低い産業分野だと考えており、また、観光分野は、

新たなデジタル技術の応用による将来性が非常に高い分野でもある。こうした可能性や
将来性について、ビジョンの中で方向性を示すことは大変有意義であると考えている。
本委員会では、多方面に精通した委員の英知を結集して、本県の観光の業界に関わって

る方々の指針になるような、大きなビジョンを作っていきたい。

８ 議事

（１）「秋田県観光振興ビジョン（仮称）」について

□大門政策監
（資料１により説明）

●佐野委員長
１「ビジョン策定の趣旨」から６「施策推進の視点」までの部分について、質問・意見
等を伺いたい。

●大須賀委員
県として、現在の消費額等の順位を把握していると思うが、さまざまな根拠を元にＫＰＩ
を設定すべきだ。責任は伴うが、順位目標がないと人間は動きづらいものであり、本格的な
ビジョンを策定するに当たっては必要である。
ブランド力とは、北海道、東京、京都、沖縄のように、地名を聞いただけで情景が思い浮
かぶ地域のことだと考える。ブランド力を高めるためには、「秋田県といえば○○」という
何かを決めていかなければならない。「何度でも訪れたくなるアキタ」というビジョンも大
切だが、人々が共通して思い浮かべる秋田の情景を人為的に作る、または自然に任せて醸成
させるという取組を、県民を巻き込んで行っていくべきである。
観光地としての魅力度と幸福度に相関関係はあまりない。例えば、幸福度が高い国はスウ
ェーデン、フィンランド、アイスランド等の北欧であるが、観光地としては、スペインやイ
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タリア、フランスの方が上位である。また、中国も観光地であるが、幸福度が伴っていると
は言えないので、観光地としての魅力度と幸福度については、分けて考えるべきである。
配付資料の 10 頁に「旅先での交流についての考え方」のデータがあるが、農家民泊や地
域活動への参加、地域の歴史や文化についてより深く知りたい、といった取組は、観光課で
はなく、農政、移住交流、教育委員会、都市計画等のセクションが担当している。こうした
行政の縦割りを崩さなければ、観光の推進は難しい。地域おこし協力隊が移住系や農政系の
方々と交流を持ち、自分が所属するＤＭＯと働く方向で進めているが、地域おこし協力隊の
活動は観光系が多く、部所の縦割りの影響で歩調を合わせられず、無駄が多い。他部所との
連携を深めることで観光政策はより生きていくのではないか。
稼ぐ力についてだが、行政やＤＭＯがＷｅｂやＳＮＳを作成・活用する際に、東京の会社
に依頼してしまう点が問題である。県として、地元の企業が稼げるような仕組みを構築して
いくことが重要なのではないか。

●佐野委員長
ＫＰＩや具体的な目標について、ビジョンと総合計画の位置づけを明確にすべきだと思

うが、どのように考えているのか。

□佐藤次長
ＫＰＩについては、ビジョンの上位計画である総合計画において明確に記す予定だ。ビジ
ョンと総合計画の整合性を取りながら、計画を策定していくという形になるため、ＫＰＩも
同じ方向性のものを採用していく。具体的な数値については、今後の議論を通じてまとめて
いきたい。

●関口委員
観光に限らず秋田の全体的な産業を含めて、担い手について課題があると思う。コロナを
受けた廃業、後継者不足等の現状を、緊急にデータを整理し把握するべきである。データに
基づいて、宿泊業、土産物店、飲食店がどれくらい減少するのかといったような、観光業の
将来を踏まえ議論すべきではないか。
県を代表する観光地である男鹿と田沢湖は特に、データによる分析が必要ではないか。こ
のコロナによる廃業や担い手不在による観光施設の減少は、観光にとって大きな打撃であ
り、例えば土産販売等は観光協会等が機能を果たせるようにバックアップをしていくこと
が県の仕事なのではないか。
地域経済の活性化や人手不足解消に繋がり、旅行客も楽しむことができるＢ＆Ｂを定着
させるための支援体制を整えていくべきだ。例えば、街中華が非常に流行ったが、宿泊施設
で食事をすることにとらわれず、町中華をはじめとする周辺の飲食店を強くアピールする
など、もっと多面的に旅行を考えていく必要がある。
例えば、我々が九州に旅行しようとするとき、複数の県をまたいで訪問しようと考えるよ
うに、秋田県だけで議論するのではなく、北東北３県の連携という広域的な視点を持つべき
だ。お土産は最終地点で買いたいものであり、秋田が最終地点だった場合に青森と岩手のお
土産も取り扱っていてほしいというような、利用者視点を踏まえた連携をしていくべきで
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はないか。また、食事の提供について、県境では青森県が稲庭うどんを提供するところもあ
り、その後秋田を訪問する旅客が２日連続で稲庭うどんとならないようにメニューを調整
することがある。例えばこのような連携が北東北 3県でできれば、もっと旅行が充実して、
お客様の満足度も上がっていくのではないのか。開かれた観光体制というものが、これから
のスタイルではないか。
ターゲットについて、インバウンドと県外客だけでなく県内客も入れた方が良い。嘉藤部
長から、コロナで県民が県内の魅力を再発見しているという話があったが、この機会に県内、
東北、その他の国内、海外のようなカテゴライズも必要なのではないか。
体験型観光よりもっと踏み込み、困りごとをコンテンツ化していく体験型もあっていい
と思う。例えば、秋田では困りごととなっている草刈についても、作業後に周辺に漂う草の
香りは体験者にしか分からないが、このようなことを含め、コンテンツとして活かせるので
はないか。配付資料の「旅先での交流についての考え方」のデータにあるように、地域の活
動に参加するなど積極的に交流を持ちたい20代をターゲットとして発信していくのはどう
か。
屋外のコンテンツが見直され、秋田アウトドアベースも設立されたりしている中で、田沢
湖の湖畔道をどのように捉えていくのかという視点が必要である。現在は、生活道として機
能しているが、観光道と併用になり、そこに自転車やマラソン等のアクティビティも加わっ
て、すべてをその道路で賄っているという状況がある。観光道と生活道を分けるという考え
方も必要なのではないか。

●佐野委員長
聞いた話によると、沖縄で台湾の観光客に一番売れてるのが、白い恋人とロイズのチョコ
レートだそうだ。北海道のお土産を沖縄で購入していることを考えると、旅行者のルート等
を考えながら、もう少し広域的な対策を立てていく必要があるのではないか。

●堀田委員
秋田県内では、観光において新しい物の提供がなかなか見られないというイメージを持
っている。例えば、秋田県内の宿では、メイン料理がきりたんぽであることが多いと思うが、
宿泊事業者が農家、漁業関係者等と連携し、新しいメニューを作るのもいいのではないか。
さまざまな方たちと手を組んで作っていくのが観光であり、その種まきを若いときに一生
懸命やって、いつか花咲かせるという活動は非常に重要であると考える。
本県のインバウンドの数字が伸びないことについて、大きい宿にバスで一気に送客され
ているが、インバウンド客の旅の思い出や秋田をどう思って帰ったのかを把握できていな
いため、リピーターに繋がらないのではないか。旅行エージェントに頼らずとも、友人とい
わゆるＦＩＴで旅行し、言語がわからない中でも対応して、思い出を一緒に作っていくこと
が最も重要なのではないか。こうしたことが全国から見ても出足が遅れているように感じ
る。熊本の震災があったときに、妻と福岡、長崎、熊本へ旅行にいき、基本的に街中のホテ
ルに宿泊したが、どの朝食会場も７割８割ぐらい外国人で埋め尽くされていた。逆に秋田は
多いところで２割３割なので、よほど秋田県は頑張らないと越せないなという強烈なイメ
ージを持って帰った記憶がある。
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●佐野委員長
堀田委員からは、新しいものをつくるに当たって、他のプレイヤーと関わっていくことが
必要という話、関口委員からは、宿泊と飲食を分離し、地域全体で役割分担することも必要
だという話、大須賀委員からは、縦割りをなくさなければならないという話があったが、総
掛かりでやっていくということが一つ大きな考え方になると感じた。

●丑田委員
ビジョンの目標・目指す姿について、もう少しパンチラインを効かせていく必要がある。
それを見た県民、県外の人、世界の人が「秋田の観光ビジョン、何かかっこいいな」「何か
物議を醸すようなこと言ってたぞ」と感じるように、パッと見たときに本気でやりきりそう
なメッセージを発信したい。当会議の中で何を宣言していくかというところが、ブランド力
にも繋がるのではないか。
施策推進の視点は時勢を正確に捉えているが、どこまで本気でやりきるか、社会に問題提
起として投げかけられるかが課題である。ＳＤＧｓの言葉の認知は広がってきており、最近
ではヨーロッパを中心に、循環型の経済を作っていくサーキュラーエコノミーが進んでい
る。例えば、南ドイツ、スイス、オーストリア等のアルプス地域では、行政が里山を再生し、
ローカルの 30 キロ 40 キロ圏内で森林産業のクラスターを作るという戦略をとっている。
2050 年までに二酸化炭素の排出をゼロにし、その時に里山を再生させ、住宅産業を確立し、
エネルギーは森林資源を生かして循環させていくといった大きな戦略と、観光産業がしっ
かり紐付いている。林道を整備することで、地元の人や子連れが散歩しやすくなり、外から
来た人がその景観を楽しむことができる。先ほど、幸福度と観光の相関関係の話があったが、
このように地域の産業や文化と観光が密接に繋がっていることで、その地域の人の暮らし
を毀損せずに、価値を出していくことができるのではないか。他にも食で有名なバスク地方
では、魚の捕獲量をデータに基づき管理することや、資源を有効活用しレストランでエネル
ギーとして活用することなど、サスティナブルな食文化について自治体や州が認定し、観光
客に提案している。ＳＤＧｓをファッションで終わらせず、解像度をあげて、取り組む部分
と取り組まない部分を明確に分け、振り切ることで、ビジョン自体も尖っていくと思う。
デジタル技術の活用については、コロナにより非接触が推奨されており、取り組むのに非
常にいいタイミングだと思う。観光客とのタッチポイントをすべてＤＸにするということ
を、自治体単位で取り組んだ例はないのではないか。例えば、外国人旅行者による予約、決
済、移動等をＤＸ化することについて、近隣エリアも含め、県が横断的に関わる必要がある
のではないか。
今の若者は観光地っぽさに飽きているので、地域の一員になって参加することや、縁がで
きたから何度も行くというような参加の度合いについて考えるべきではないか。そのため
には、他の部署でやっている領域とどう連携していくかが重要である。例えば、空いている
施設を数人～100 人くらいでシェアして別荘にし、何度も来られるようにするなど、住まい
や滞在環境を含めて見ていくことが、交流人口、関係人口、参加型のコミュニティといった
キーワードに繋がっていくと思う。
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●佐野委員長
投資家は投資するに当たり、ＥＳＧという観点で評価していくように、個人の観光や移住
においてもＳＤＧｓが評価基準になってくるのではないか。この 4年間では難しいかもし
れないが、5年 10 年経つと、それがスタンダードな評価基準になってくるという世の中の
動きを感じている。

●吉澤委員
観光ビジョン作るに当たり、計画の方向性や施策に直結する課題の整理・抽出は非常に重
要である。観光を取り巻く外部状況については列記されているが、本県観光の現状と課題は
エリアを分けて、例えば振興局単位で丁寧に整理する必要があるのではないか。今はグラフ
を元に定量的な数字で現状と課題を整理しているが、現場の方の定性的な現状課題を拾う
べきではないか。
嘉藤部長や委員から、コロナ禍による影響について話があったが、自分の地域の観光はど
うあるべきかを考えるきっかけにもなった。コロナ禍前は、日本全体として、どうしてもイ
ンバウンドに偏りがちな目標設定や施策が多くなっていたと感じている。

●大須賀委員
施策推進の視点に「次の危機に備える」という項目を追加してはどうか。今後も、疫病や
災害により、観光が大きく落ち込むことも想定される。そうした状況に備え、マイクロツー
リズムの取組を強化することにより、確実な県内客数を確保する必要があるのではないか。
データによると、平成 26 年に 124 万人いた県内客が、直近では 84 万人にまで減少してい
る。例えばこの 124 万人という数字を目標にすることで、どんな危機があっても県内客で
観光業を下支えすることができ、次の危機に対する緩衝材になると思う。
また、危機に備えた基金を造成するなど、危機対応のための骨太な施策や体制を、財力の
ある県などが整えていくべきである。４年も計画が続くのであれば、観光の視点でも危機管
理を行った方がよい。そうでなければ、安心して観光業に入ってくる若い人も少なくなり、
今観光業に携わる人たちも不安になるはずだ。
以上のことから、マイクロツーリズムに力を入れる、県内客を今の 1.5 倍に戻すといった
ようなことで良いので、危機管理の項目をつけ足してほしい。

●佐野委員長
非常に重要な指摘であり、まさしくビジョンらしい柱立てになると感じたが、事務局側は
どのようにお考えか。

□佐藤次長
マイクロツーリズムの取組の重要性は認識している。平成 26年に本県で国民文化祭が開
催されたが、「文化を旅する」というテーマで、マイクロツーリズムのさきがけのような取
組を行ったところであり、今後の取組の一つのヒントになると考えている。
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●関口委員
「何度でも訪れたくなるアキタ」のアキタをカタカナ表記にした意図を教えていただきた
い。

□大門政策監
インパクトを狙い、漢字ではなくカタカナにすることで注目を浴びるのではという視点

によるものである。

（佐野委員長の退席により、関口委員が議事進行）

●関口委員
７「施策の体系」と８「施策の推進体制」について、質問・意見等を伺いたい。

●大須賀委員
別紙「旅行の計画段階で参考にした情報源（2018 年・年代別）」を差し込んだ意図を教え
ていただきたい。

□大門政策監
若年層は、ＳＮＳや店頭のスタッフからの情報を参考にする傾向にあり、年配の方々とは
違う情報で動いている。特にＳＮＳというあたりを強調したかった。

●大須賀委員
外国人は、信頼できるからという理由で県やＤＭＯの公式サイトを見ることが多い。国内
旅行に関しては別紙データを参考にするのも良いが、引き続き公式サイトの多言語対応等
にも予算を振っていくと良いのではないか。

●丑田委員
秋田に訪れた人の価値を上げていくため、滞在や体験のデジタル化がこれから大事にな
ってくると思う。
利便性を上げるために予約や決済をもっとシームレスにすることや、リアルな体験が大
事であることは前提としてあるが、人員不足やガイドの高齢化といった課題を踏まえて、そ
ういった方々の知恵をデジタル化することで、地域の受け入れられるリソースを増やして
はどうか。例えば、オーディオガイドを聞きながら内陸線に乗って車窓を楽しんだり、湯治
文化に関する知恵や物語を聞きながら実際に体験してみると、その価値は何倍にも膨れ上
がるものである。このように価値を増やしていくという視点が重要になってくると思う。世
界中で新しい技術や試行錯誤が行われているので、そのリサーチもできると良い。
また、旅をする中で自分の内面、体、健康と向き合っていくウェルビーイングツーリズム
やヘルスツーリズムが伸びていくのではないか。特に、地域に訪れて、地域の文化を食に表
現したものをいただくというローカルガストロノミーは重要であり、料理人や食のプレイ
ヤーをどう秋田の中で育てていくか、もしくは外からどう誘致してくるかということを考
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えていく必要がある。
昨今、新型コロナウイルスの影響で、苦労されている首都圏のシェフや飲食店オーナーが、
立ち止まって考える機会として旅に来て、「ここだと生産者とも近いし、しかも不動産の地
価も安いから、ここで自分を表現したい。レストランをやってみたい。」と感じている流れ
もある。そのようなシェフの方々が、例えば温泉宿に滞在しながらチャレンジの準備をする、
もしくは秋田の高校、専門学校、調理科があるような学校と連携して秋田の食文化を担って
いくシェフを育てていく、という取組に対して、本県の観光産業が連動できれば良いのでは
ないか。

●大須賀委員
ワーケーションについて、もう少しマーケットインな考え方をすべきではないか。ワーケ
ーションの本来のスタイルは、ノマドワーカー的なＩＴの方が中心と思われ、日本の大企業
や伝統的な企業にはなかなかマッチしないと考えている。ブレジャーの方が日本の多くの
企業が対応できる新しい旅行スタイルであり、県としてブレジャーの具体的なルートを示
し、推進しているとアピールすることで、大部分の企業に訴求できるのではないか。例えば、
新幹線や航空券の予定表を見せてもらって、金曜までに秋田に入っていただき、日曜の夜や
月曜に帰ることになっていれば、週末を秋田で過ごしていることになる。そのような方に何
か特典を提供してもよいし、サイドトリップのモデルコースを作る等の施策を県でプロモ
ーションすると、ブレジャーのお客さまも獲得できるのではないか。

●関口委員
県の公式サイト「アキタファン」は非常に良くできているが、アクセスするまでが大変な
のではないか。どのように工夫されているのか。

□佐々木観光振興課長
アキタファンは昨年リニューアルし、以前のアキタファンよりも動画を多く取り入れる

とともに、スマートフォンでの検索性を高めるなどの工夫をしている。
引き続き、アクセス数の増加に取り組んでいく必要があると考えており、各検索サイトに
プロモーションをかけることや、ターゲット層を絞っていくことなどを考えている。まだ知
られていないコンテンツや日々の情報について、県が一方的に作るのではなく、県内の各事
業者や商品を含め、皆で作り込んでいくようなサイトを目指している。

□笠井観光戦略課長
本日の議論の中でも、地域の困りごとのコンテンツ化、地域の一員となった参加型のコミ
ュニティ等、今まで観光コンテンツとして扱われていないような部分について、地域の人と
連携して人を呼び込むというお話をいただいた。非常に大事なことだと我々も思っている
が、実際にコンテンツに落とし込んでいくという部分が悩ましい。どのような視点でコンテ
ンツに落とし込んでいけばいいか、アドバイスをいただきたい。



9

●丑田委員
私どもがやってきた過去の事例でいうと、例えば、集落の真ん中にあった解体予定の茅葺
の古民家を、約 2,500 人の会員制コミュニティの集いの場としてシェアする取組を行ったと
ころ、地域の夏祭りや茅葺屋根の葺き替えに多くの方が参加した。今では関係人口と呼ばれ
るが、このように、完全にプログラム化された観光ではなく、何度も訪れることによって何
か偶発的な出会いが生じることや、通常の観光では経験できないようなことに対する旅行
者ニーズの高まりを感じている。
一度きりの訪問だが極上の体験を楽しんでいただく、ファンになって毎年１回は通って
いただく、集落の一員となって季節毎に訪れていただくなど、様々な観光や交流のあり方が
考えられる。観光目的やあり方にはグラデーションがあり、提供する体験の種類などで、プ
ロモーションも変わってくるので、すべてを同一で考えてはいけないと思う。
また地域のプレーヤーが元気かどうかや、小さくても個性ある店が集積しているか、とい
う視点が、特にミレニアルや若い世代が旅をするときに大事である。大手のチェーンに行く
というよりは「この町にしかない小さなこのカフェがいいな」、「この職人さんの雑貨屋さん
がいいな」といった旅の仕方をする方々が増えてくると思う。宿においても、地域の人たち
がリスクを取って出資して再生させた宿、地域の暮らしや文化を体感できる宿など、そうい
った個性や手触り感、顔が見えるといった視点で、滞在中の時間を過ごすきっかけを作って
いくということが非常に大事である。価格帯も様々であり、例えば海外では、1ユーロで飲
める店もあれば三つ星のレストランもあるなど、エリアにいろんな楽しみ方が集積してお
り、何度も通いたくなるきっかけとなっている。
食の街のバスク地方には、100 人程が街中でキッチンをシェアし、おじさん達が飲んでた
わいもない話をする、地域の人しか入れない美食クラブが存在する。観光客は基本的に入れ
ないが、何度も通ってる人やおじさん達と関わりがある人は参加させてもらえる。プライベ
ートなキッチン空間に入れていただくと、観光でなかなか入れないという特別感や喜びの
ようなものがある。このように、関係性が紡がれるきっかけがどんどん深くなっていくとい
うデザインが良いのではないか。

●吉澤委員
重点施策の方向性は網羅されているが、似通った方向性も見受けられるので、今後、整理
統合が必要である。⑷の方向性①「稼ぐ力」をつけるための持続可能な観光地経営の推進は、
ニュアンスは伝わるが、すぐに具体的なイメージが湧いてこない。次のステップとして、各
方向性の下に事業や取組が列記をされると思うが、改めて上位にあたる方向性を少し整理
統合していく必要がある。
また、実効性を担保するため、5Ｗ1Ｈで整理することも必要である。計画を立てただけに
ならないように、推進体制が一番重要であると考えている。具体的な場作り、定期的な開催、
その中での事業の見直しについて落とし込んでいっても良いのではないか。また財源につ
いて、国からの支援の他に、独自財源の在り方について、県として考えていく必要があるの
ではないか。
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●関口委員
全体の議論を通して何か意見はあるか。

●大須賀委員
さまざまな経験のある方や有識者が集まっているので、予定調和で終わるのではなく、活
発な議論をしていけばいいものができるのではないか。「秋田県の観光、面白いな」と他県
から思われるような県になっていってほしい。今後も期待している。

●堀田委員
施策体系では、「稼ぐ力」がはじめにあり、「稼ぐ力」をつけるためにデジタルマーケティ
ングを利用するなど、それぞれの施策に枝分かれするという形になるではないか。「稼ぐ力」
を達成することで、お客さまに喜んでいただけることはもちろん、雇用問題や人口減少が解
決に向かい、秋田の観光分野で働くと楽しいと言えるようになると思う。
きりたんぽ以外の新しい食がなかなか作られていないという現状について述べたが、本
県の農作物では、近年、枝豆やしいたけの生産拡大が進んでおり、例えば、しいたけのエキ
スを使ったスムージーやジェラート等いろんな食品づくりができると思うが、どこで誰が
やるのか、どう観光に結びつけていくのかという課題がある。皆で協力していくことで、楽
しく最後までやり遂げることができるのではないか。
東京の赤坂で生ハムレストランを営む方がいるが、豚を育てるところからこだわりたい
とのことで、一緒に豚の放牧事業をやっている。そうしたお金がかかる事業について、農業
関係の補助金が見当たらず苦労しているが、観光と並行して豚を育てることは非常に楽し
く、長続きするだろう。
旅館の料金体系について、宿泊費と食事代を切り離して考えると、旅館の建物への投資も
しやすくなる。なんとなく１泊２食を提供するのではなく、明確に商品構成していくという
ことは、未だに秋田県では少ないように感じる。このような検討は、秋田県内のコンサルテ
ィングも良いが、全国を経験している首都圏のコンサルティングと共に行っていくのも良
い。県内の方、場合によっては県外の方など、さまざまな方と手を組んでいけば、発見も多
くなるのではないか。

●関口委員
「稼ぐ力」は、総合政策審議会の「人・もの交流拡大部会」とも連携していかなければい
けない事案である。２回目、３回目の検討委員会では、皆さんの意見を踏まえて具体的な取
組に落とし込んでいくことになると思う。
その他、質問・意見等なければ、今後のスケジュールについて事務局より説明願いたい。
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（２）今後のスケジュールについて

□大門政策監
（資料２により説明）

●関口委員
このような会に参加させていただくことが多々あるが、今回のように秋田の観光につい

て考えていらっしゃるプロの皆さんと、膝詰めで議論していくことが非常に重要なのでは
ないか。委員が質問し、事務局がそれに答えるという進め方より、委員と事務局が相互に議
論できる開かれた会議の形式をとっていただければと思う。融和し全員で作り上げていく
委員会が望ましいのではないか。その点を踏まえて、次回以降の委員会を重ねていきたい。

本日の議事は以上とする。
進行を事務局にお返しする。

□佐藤次長
我々としても、通常の質問の受け答えというよりは、ざっくばらんに意見を交わしていき
たいと考えているので、次回までに進め方を含めて検討していきたい。
本日さまざまなご意見をいただいたが、今後の体制をどうしていくかという時代の変革
期にあると思う。例えば、行政の縦割りをどうにかしていかなければ、今後新たなコンテン
ツの開発・普及は進められないと思う。また、県市町村、DMO、観光協会、観光事業者の
皆様方と、どういう役割分担で進めていくかというものが、重要になっていくと考える。
課題や成熟度が異なるので、各エリアごとで考えなければならないということも改めて
認識させられた。いずれにせよ、コロナの状況から脱却し、「稼ぐ力」をつけ、持続可能な
観光を確立し、事業者の皆様や観光業界が発展していくことが望ましい。それを軸に置きな
がら、どういう手段、どういうあり方、どういう体制でいくかについて、今後議論を進めて
いきたい。

□大門政策監
本日は長時間にわたりご審議いただき感謝申し上げる。以上をもって、令和３年度第１回
「秋田県観光振興ビジョン（仮称）検討委員会」を閉会する。


