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令和３年度

第２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７月６日（火）１０：００～１２：００

２ 場所 五城目町地域活性化支援センター（馬場目ベース）

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
堀田 雅人・・・・秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長

【検討委員（リモート参加）】

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 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 佐藤観光文化スポーツ部次長 あいさつ

本日の会場である馬場目ベースは、２０１３年に廃校になった旧馬場目小学校の校舎を利用したシ
ェアオフィスであり、教育、芸術、ドローンの最先端技術等、さまざまな分野に携わる方が色々な挑
戦をする場所となっている。そういった意味で、新しい発想を生み出し、挑戦していくには良い場所
であり、この自然豊かな環境の中で、今後、本県の観光がどうあるべきかを描きながらご意見を頂戴
したい。
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５ 議事

（１）秋田県観光振興ビジョン（仮称）「目標・目指す姿」から

「県を挙げた観光振興のための体制強化」まで（たたき台）について

□大門政策監
（資料１により説明）

●佐野委員長
「１ビジョンの目標・目指す姿」から「２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
観光地域づくり法人の数を目標指標としているが、増やす方向を目標にすることは慎重にすべきで
ある。アメリカは人口３億人に対してＤＭＯの数が３００であるが、日本は人口１億２０００万人に
対して３００であり、観光庁は数を絞る方向で考えている。県内においてDMOのないエリアは、秋
田県観光連盟をＤＭＯ化することで補完しているため、まずは既存のＤＭＯの質の向上や活性化に取
り組むべきではないか。

●佐野委員長
観光連盟や観光協会は、行政等の力や資金を借りながら基盤を固めていく「守り」である一方、Ｄ
ＭＯはその基盤をベースにしていかに稼ぐかを考える「攻め」であると理解している。そういう意味
では、観光連盟をＤＭＯ化すること自体の方向性に疑問を感じる。エリアごとのテーマに沿った打ち
出し方で稼ぐことがＤＭＯの役割であると考えるが、大須賀委員はどのようにお考えか。

●大須賀委員
ＤＭＯは地域づくり、プロモーション、インバウンドのように「外向き」であり、観光協会は地元
のイベント等住民に向けた「内向き」、行政は予算、法律、条例の整備というように、きっちり役割分
担をするべきである。観光連盟をＤＭＯ化するのであれば、元々観光連盟が担っていた役割を誰がや
っていくのか整理する必要があり、秋田県観光連盟が機能しているのであれば無理に新たなＤＭＯを
作る必要はないと考える。

●丑田委員
本ビジョンが、今後どのくらい外部に出ていくかによって、言葉の選び方を考える必要がある。世
の中に広まって物議を醸すような言葉や、１０年後にこの領域で世界のトップクラスになっていると
いうような宣言がビジョンなのではないか。以降の具体的な施策や議論を踏まえて、最後立ち戻って
名前を決定したい。
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●関口委員
「高質な田舎」と検索すると、既に他でもこの表現が意味付けされ使用されている事が分かり、秋
田県の目指す「高質な田舎」と言うものが率直に伝わるのかという不安がある。また、「訪れる人のこ
ころと地域を潤す」について、訪れる人によって地域が潤されるというニュアンスを感じるが、始め
に秋田県民のこころと地域を潤し、そのおもてなしを受けるために訪れるという順番が理想なのでは
ないか。コロナを受けて、秋田県、島根県、鳥取県等は感染が抑えられているエリアとして報道され
ており、それをポジティブに受け止めて、ウェルビーイングに繋げていくと良いのではないか。

●吉澤委員
本ビジョンを通して、「稼ぐ」ということを柱に置いていると思うが、行政の計画には落とし込みづ
らい言葉であるので、「潤す」という言葉を使ったのだろうと理解した。また、ビジョンの目標・目指
す姿について丁寧に意図の説明をすることにより、これを浸透させることができるのではないか。
施策の方向性に「ロイヤルカスタマーの創出」があることから、目標指標として、再来訪の意向や
満足度を入れるべきではないか。また、ＤＭＯの数を目標とする必要はなく、地域の実情に合わせた
ＤＭＯの在りようを前段で検討すべきである。
観光は裾野が広く、景観の整備、歴史的資源の活用等も関わってくる。このようなハード面は他の
関連部局との調整が必要であり、本ビジョンは、こうしたハードをどのように活用し展開するかを考
えるソフト戦略を策定するもの、という理解で良いか。

□大門政策監
本ビジョンについては、ハード部分を記載すると際限がなくなってしまうため、今のところあまり
深く記載する考えはない。関係部局と連携しながら、ソフト面での施策について考えていくつもりで
ある。

□益子統括監
現在、ビジョンで掲げている目標指標は、これまでの元気創造プランでも掲げているものであり、
他県と比較するためには、観光庁の宿泊旅行統計調査や外国人の消費動向調査等のデータを活用する
ことになる。しかし、例えば宿泊数で考えたときに、隣の岩手県と比較しても、宿泊施設の数、キャ
パシティ、外国人の団体客を受け入れることができる大規模な施設が本県には圧倒的に少なく、必然
的に東北最下位となってしまう。したがって、もう少し違う視点で、モチベーションが上がるような
目標指標を立てられないかと考えている。例えば、プレミアム宿泊券を発行しマイクロツーリズムに
取り組んだ関係で、施設の稼働率が向上した。最近は、団体向けに作っていた部屋を少人数向けに改
造することで、稼働率を上げ、魅力を向上させる宿も増えている。県の施策事業でもそういった取組
を支援しているので、このような指標の善し悪しを含めて、他にも良い指標があればご意見をいただ
きたい。

●堀田委員
魅力を追求していくと、そこで働きたいという感情が生まれ、最終的に雇用の安定に繋がるのでは
ないか。また、マイクロツーリズムや着地型観光に関しても、宿だけが主体となるのではなく、観光
に関連する人を増やし連携していく必要があり、それが魅力向上に繋がるのではないか。
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●佐野委員長
新秋田元気創造プランの、選択集中プロジェクトに「賃金水準の向上」があるが、賃金を上げるた
めには一人あたりの生産性が重要になってくる。観光客がどれだけの価値を認めて、その対価を喜ん
で払っていただくかという視点も入れながら、指標或いは目指す施策を考えていく必要があるのでは
ないか。

●大須賀委員
「何度でも訪れたくなるアキタ」を目指すのであれば、一貫性を持たせるために、目標指標にリピ
ーター率を入れるべきではないか。ＤＭＯは目標指標に必ずリピーター率と満足度を入れている。

●佐野委員長
「３施策の体系」及び重点施策にぶら下がる方向性について、「新秋田元気創造プラン」の「選択・
集中プロジェクト」の視点を踏まえながら、質問・意見等を伺いたい。

●大須賀委員
ＪＮＴＯは観光案内所についてカテゴリー１から３でレベルを分けているが、秋田県内に３はな
く、秋田駅周辺の一部が２である以外は軒並みカテゴリー１である。以前、下呂温泉郷に行った際、
観光案内所の対応が素晴らしく、観光案内所は観光地の印象を決めるものだと感じた。「すべての旅
行者がストレスなく」という観点から、ＡＩやデジタル技術を活用して外国語対応に取り組み、カテ
ゴリーの底上げを目指す必要があるのではないか。
宿泊施設の感染症対策について、サクラクオリティという品質保証制度を導入してはどうか。仮面
の審査員が訪れて審査を行ういわゆるミシュランのようなもので、感染症対策だけでなく接客に関し
ても品質保証を行っている。現在、東北でサクラクオリティの認定を受けているところはないので、
秋田県が導入すれば東北で一番進んだ認証制度を受けることができる。また、ＳＤＧｓについては、
観光庁が進めている「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」を参考として、県で積
極的に取り組んでいってもらいたい。
国際線定期航空路線の開設について、地方空港は運休や減便になりがちなので慎重に考えていくべ
きである。むしろ、機材の大型化や定期路線の増便を踏まえた、東京国際空港、成田国際空港、関西
国際空港の国際線からの乗り継ぎを充実させることも並行して行うべきではないか。また、搭乗率を
向上させるためにも、ビジネスと観光の需要をバランス良く考えた上で、県民がどこに行きたいかと
いう視点を持つべきである。
アウトバウンド利用の促進のために、パスポートの取得率を向上させる必要があり、小中学生全員
にパスポートを取得させるサポートを市町村が行うといった劇薬的なことも含めて検討していくべき
ではないか。
また、千葉の人口は６００万人を超えており、県民所得も高いので、成田路線の開設はトライする
に値することだと思う。例えば、千葉県民に対し、秋田－成田線のプロモーションをすることで、国
内際の連絡客以外の千葉県民にも本県に来てもらえるのではないか。
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●丑田委員
本ビジョンでは、「何度でも訪れたくなる」という言葉が重要であると感じている。通えば通うほ
ど心と体が整っていく、通えば通うほどローカルのコミュニティに入っていけるといったようなアド
ベンチャー感や見せ方を、重点施策（３）に組み込むことができれば、ビジョンについて新しいと感
じてもらえるのではないか。
ＳＤＧｓの視点に関連して、世界遺産登録される縄文文化の精神性やコミュニティの在り方はビジ
ネスパーソンをはじめ刺さるものがある。マタギの狩猟採集の文化や縄文を、サステナビリティやウ
ェルビーイングといった価値観にどう繋げていくかという視点が、秋田らしさを出していく一つの切
り口になるのではないか。
県民が地域の森林資源を使って暮らしているか、林道が入りやすく整備されているかというところ
を含めた里山文化等に対して、いかにツーリズムがストレスなく入っていけるかを考える必要がある。
元気創造プランや他部局の視点を踏まえて、多様な分野と融合し、横串で貫くようなツーリズムの体
験デザインができると良いのではないか。

●吉澤委員
重点施策の中で（１）の「観光関連産業の生産性向上による持続可能な観光エリアの形成」が最も
重要であり、特に生産性向上に関してはコロナ前から議論がなされていて、観光庁等でも様々な取組
事例集が発行されている。観光産業の基幹をなす宿泊産業の生産性向上をどう成し遂げていけるか、
県や関係者がいかに策を打っていけるかというところを注目していきたい。
カーボンニュートラルは非常に重要なことであるが、取り組む理由、必要性、法律的な意味等を前
段できちんと整理しておく必要がある。人が住んでいれば、観光地かどうかに関係なくカーボンは排
出されるが、有事の際には観光は良くも悪くも注目を集めやすい分野であるので、観光セクターがど
のくらいカーボンに影響しているのか見据えておくべきではないか。カーボンニュートラルに関与し
ていくとなると、自治体レベルでは難しく、国の助成を受けながら県が全面的に行っていくべきであ
り、本県の最大の魅力である温泉地とカーボンの向き合い方についても本ビジョンに書き込めると良
いのではないか。

●堀田委員
マイクロツーリズムの取組事例として、奥入瀬渓流で朝散歩をするオプショナルツアーでは、虫眼
鏡を使って苔についての専門知識を向上させるという体験に人気が集まっている。どこにでもあるよ
うなものを観光のコンテンツとして掘り起こし、楽しませる取組も重要である。また、首都圏から本
県に訪れるには大型連休等を利用する必要があり、まずは気軽に足を運ぶことができる近場からリピ
ーターを創出していくべきではないか。

●関口委員
DXは国の政策でもあり、県単位で進めなければならない一方で、DXを推進するが故に伝統的なも
のが排除されていくというデジタル・ディスラプションの危険性もある。したがって、県としてどの
ようにDXを推進していくのか、しっかり考えていく必要がある。
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泊食分離を進める上で、遠くに出かけて食事をしてまた宿に戻るのではなく、例えば高価格帯の宿
泊施設に有名な和食オーナーシェフを招き、料理を振る舞ってもらうことができれば、魅力の向上に
繋がるのではないか。利用者視点で泊食分離を落とし込んでいくことが重要である。
冬季集客の促進について、秋田の雪を海外の人に売るという視点を定着させていく必要があるので
はないか。冬の満月の真っ白な雪に囲まれた日の田沢湖の夜は非常に美しく、湖面に映った月の道や
雪灯りの反射光は他の四季にはない魅力である。ここにしかない価値をデジタルに乗せて発信してい
くべきであり、言葉ではなく映像や体験した人の表情を通じたプロモーションを考えていく必要があ
る。
秋田の観光地だから秋田の人間が案内しなければならないということはなく、いろいろなところを
旅行して味わっている者の方が、ほかと比較した話もできるので、むしろ外部人材の活用は積極的に
行うべきではないか。
県庁の方たちは各地域振興局に勤務され秋田県内をくまなく熟知されている事と思う。ニッチな食
堂を含め地元では気づいていない魅力を把握されているのではないか。その知識を県民向けに発信し
てはどうか。県外にも発信してしまうと、忙しすぎて味が変わってしまう、または小さいお店がこな
しきれず閉じてしまう等があってはならないので、県民だけに発信していくようなやり方もあるので
はないか。地域振興局やOBにも協力を仰ぎ、思い出とともに県内の魅力を県民に発信するような事
もマイクロツーリズムとして新しい PRになるのではないか。農林水産省の若手がさまざまなＰＲを
行っているＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、魅力が率直に伝わっている例もある。
県民が「秋田に生まれて良かった」と思えるようになることが、観光振興にも繋がっていくと思う。
そのための手法としてマイクロツーリズムは有効であり、今後も推進していくべきである。
福岡事務所を地方商社と考え、秋田の物を福岡で販売するだけでなく、福岡の物を秋田で販売して
も良いのではないか。また、福岡は岩手花巻空港の路線があり、ルートも構築できるので、秋田の冬
の素晴らしさのプロモーションを九州で展開しても良いのではないか。
画一的なＤＸではなく、風土や土壌とＤＸを融合させることで、秋田ならではという部分を浸透さ
せていくことができると思う。他県の発酵ツーリズムとの差別化を図るためには、どういう人が発酵
に関わっていて、どのような考えを持ってその製品を出しているのかといった「人」の部分にフォー
カスしていくべきではないか。
ＳＤＧｓの視点を踏まえたツーリズムの推進について、取り組んでいきやすいところから始めるこ
とが第一である。例えば秋田に訪れる際に箸を持参していただくという施策は、ＳＤＧｓに加えて、
コロナ感染のリスクとも関わってくる。このような施策を北東北３県で行い、お箸を持参された方へ
のロイヤリティの提供や、おしぼり・楊枝・箸等を全部なくしたＳＤＧｓツアー等の商品を構築して
いっても良いのではないか。不便を強いるネガティブなアクションという事ではなく、ＥＳＧ投資の
ような評価体系として捉えられるべきであり、社会に浸透していくことが望ましいと思う。

●佐野委員長
関口委員からＤＸの話があったが、ＤＸとは技術を使って新たな仕組みや価値を生み出す状態のこ
とを指しており、たたき台であげられている方向性は、デジタル技術を活用した観光関連事業者の経
営改善であるため、ＤＸの言葉の使い方が違うのではないか。
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□佐藤次長
「ＤＸの推進等による観光関連事業者の経営改善」を「デジタル技術を活用した経営改善」と言い
換えればすっきりするが、デジタルマーケティングやデジタル技術による経営の在り方の改善も検討
していくため、ＤＸという言葉を使っている。

●佐野委員長
デジタル技術を活用するだけではＤＸとは言わないので、ＤＸの表記については訂正や再考をお願
いしたい。

●大須賀委員
秋田の冬に足りないものは楽しさであり、冬は楽しいと伝えられるコンテンツが足りていないと感
じる。冬は寒くて暗くていやだ、早く終わってほしいという気持ちが、県民を含めてにじみ出ている。
六郷の竹うちや小坂のクリスマスマーケットのように、冬の寒い時期であっても人が動く楽しいコン
テンツを作っていくべきである。青森県では２月に「ザ・もつけ祭り」が開催されており、若い人が
さらし一枚で雪の中綱引きをしている。このように奇想天外な発想を含めて冬の楽しさをアピールし
ていけたら良いのではないか。

●堀田委員
田沢湖では冬にもサウナを行っており、お客さまもそこそこ多いと聞く。普通思いつかないような
冬のコンテンツも意外と転がっているものかもしれない。

●丑田委員
自分が暮らす土地を好きかというシビックプライドの醸成が重要であり、その啓蒙や文化を変化さ
せていくための取組として、５年１０年越しで未来を担う人材を育てていく仕組みについて検討して
はどうか。バスク地方やイタリアでは、１９９０年代から２０００年代前半にかけて次世代を担う食
の人材を育てる学校を設立し、卒業した生徒が地元で店を開き、ミシュランで星をとったという例が
ある。本県でも農業系高校や水産系高校のカリキュラムにデジタル、サステナビリティ、ツーリズム
といった視点を入れ込み、産業人材の育成に繋げられると良いのではないか。

●佐野委員長
カーボンニュートラルの推進に関しては、吸収の面に着目し、秋田県の資源である森と水の役割を
考えていくと良いのではないか。

●吉澤委員
ＤＸとは、デジタル技術を駆使して今までにないビジネスモデルを作り出すことであり、ビジョン
の文脈ではデジタル化という言葉の方がふさわしいのではないか。また、情報発信系の施策が多いの
で、デジタルネイティブ世代がどのように取り込んでいくのか考えると良いのではないか。
青森県は、コロナ禍においても香港の現地ホテルとコラボして宿泊プランを作成する取組を行って
おり、秋田県も、コロナ後を見据えたインバウンド対策に今から戦略的に取り組んでいく必要がある
のではないか。
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●佐野委員長
最後に「４ 観光エリア別重点プロジェクト」、「５ 県を挙げた観光振興のための体制強化」につ
いて、質問・意見等を伺いたい。

●堀田委員
金沢や伊勢では、傘や車椅子の貸し出しや、駅から宿まで荷物を宅配する制度等が整っている。ま
た、車椅子にレストラン名や旅館名を入れ、広告費の代わりに車椅子に出資するという取組も行われ
ている。このような基本的なサービスを地域で進めていくべきではないか。

●佐野委員長
ユニバーサルデザインの推進について、バリアフリーやユニバーサルデザインには設備投資が必要
であるが、パーソナルバリアフリーは莫大なお金をかけずに導入できる。ユニバーサルデザインの補
完として、パーソナルバリアフリーを取り入れても良いのではないか。

●丑田委員
ビジョンを実践するのはそれぞれの地域の観光事業者や関係団体であり、エリア毎に自律的に学び、
動いていくことが前提であるが、全体の視点から横串を指す役割は県が担うべきである。
また、エリアごとの重点プロジェクトに関しては、薄く広く予算を分配していくのではなく、尖っ
たプロジェクトに絞って予算を投入することで、自律分散的なエリア別のビジョンができあがってく
るのではないか。

●大須賀委員
観光に関するＳＮＳについて、県庁、県観光連盟、アキタファン、あきたびじょん等、内容やプラ
ットフォームの重複が見受けられる。内部では棲み分けができているかもしれないが、外部から見る
とバラバラに発信されているように見えるため、ＳＮＳを一本化することが必要なのではないか。観
光客はオフィシャルな機関の情報を頼りにするので、全資源を一つに集約し、統一感のある演出やブ
ランディングをしていくと良いのではないか。
施策の推進にあたり、旅行者の満足度向上のためのＰＤＣＡサイクルを構築するのであれば、目標
指標に満足度を入れるべきである。
観光の魅力がない状態で地域の魅力だけを教育しても子どもに響かない。「観光業はいいものだ」と
大人が自信を持って言えるような稼げる産業を目指した上で教育を行うべきであり、その認識は皆で
共有すべきである。

●関口委員
「観光エリアの特性を踏まえた重点推進プロジェクト」の特性の意味合いを教えていただきたい。

□大門政策監
地域の事情、コンテンツ、接する隣県等による違いが地域の特性であり、観光振興を進める体制も
異なってくるので、まずは地域振興局単位で考えていただきたいと思っている。
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●関口委員
重点推進プロジェクトとあるが、プロジェクトが目指すものの先は何か。

□大門政策監
地域ごとの課題をクリアするようなもの、尖ったものは地域で考えなければ出てこないので、施策
推進の視点や重点施策の方向性を踏まえた具体的なプロジェクトをここで示していただきたいと考え
ている。

●関口委員
「オール秋田で取り組むための役割を明確にし、地域の実情にあった連携体制を構築する」とある
が、オール秋田の中に県民を入れた意味合いを教えていただきたい。

□大門政策監
教育やホスピタリティ等は関係者だけで行っていくものではないので、地域の実情を踏まえながら、
推進の体制の中に県民を入れていく必要があると考えている。

●関口委員
ある会合で、「秋田に来て気持ちよく帰っていただくためには、観光従事者だけでなく秋田県全体で
挨拶できたら良い」という発言に対して非常に反発があった。県民が特定の観光事業者を支えると捉
えられ、疑問の声があげられたことから、県民を入れることはセンシティブな部分であると感じてい
る。進め方や書き方について注意を払うべきである。

●吉澤委員
施策には情報発信のように全県的に強化していくものもあれば、地域事情に応じて取組の深度が異
なるものがある。各地域振興局がどの施策をどの程度重点的に行うのかを決定した上で、深掘りした
プロジェクトを考えていくと、エリア毎の特色がでるのではないか。
オール秋田で取り組むための連携体制を構築する前提として、まずは県庁内の関連部局が横断的に
取り組む体制の構築が必要であり、例えば部局等ごとに作成している観光パンフレットの内容が重複
している場合が見受けられるので、そうした重複をなくすような連携から始めてもらいたい。

●佐野委員長
特色のあるエリアが１つの県に８つもあることは秋田県の長所である。きりたんぽは大館、稲庭う
どんは湯沢に行かなければ食べられないというように、他のエリアが担当しているコンテンツに手を
出さず、その土地の歴史等を活かしたコンテンツに徹底的にこだわるのはどうか。そのことで各エリ
アの特色が明確になり、リピーターの創出にも繋がるのではないか。
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（２）その他

●佐野委員長
最後に議事の（２）「その他」として、委員の皆様や事務局から連絡等はあるか。

□大門政策監
（第３回検討委員会の内容、次回開催日、案内通知等について説明）

●佐野委員長
本日の議事は以上とする。
進行を事務局にお返しする。

□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２回「秋田県
観光振興ビジョン（仮称）検討委員会」を閉会する。


