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令和３年度

第３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８月２日（月）１３：００～１５：００

２ 場所 総合庁舎６階 ６０４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
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

今回はビジョンの骨子案とビジョン全体の構成案を提出させていただいた。忌憚のないご意見をい
ただき、より中身の濃いビジョンにしていきたい。また、本日は事務局からも意見や質問をさせてい
ただき、その中で議論を深めていきたいと考えている。

５ 議事

（１）「秋田県観光振興ビジョン（仮称）」の骨子案について

□大門政策監
（資料１により説明）

●佐野委員長
「秋田県観光振興ビジョン」の骨子案について、質問・意見等を伺いたい。
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●大須賀委員
骨子案Ⅱの２「本県観光の現状と課題」について、記載されている現状の内容が薄いのではない
か。
また、重点施策や方向性がこころと地域のどちらを潤すものであるか分類すると、ⅢとⅤの関連性
が見えてくるのではないか。おそらく重点施策の３と４がこころを潤すものであり、１，２，５は地
域を潤すものだと考えられる。

□佐藤次長
いただいた意見を踏まえて、まとめ直していきたい。

●丑田委員
骨子案は今後公開されていく前提であり、県民、観光関連事業者、旅行者等の中で、誰に最も理解
してほしいか、伝わってほしいかによって、見せ方や整理の方法が変わるのではないか。

□大門政策監
ご指摘いただいた点を踏まえて、わかりやすいポンチ絵や模式図を作成していきたい。

●関口委員
令和２年１２月から令和３年３月にかけて、仙北市の訪問者を対象にアンケート調査が行われた。
回答者の半分以上が４０代、５０代の女性で、７割が秋田県民であり、５回以上訪れている人が多か
った。自然景観と温泉の評価は高い一方で、食の評価はシビアであり、県外客と県内客で求めている
食が異なることが分かった。マイクロツーリズムを推進するにあたって、県内客にとっての食がどう
あるべきかを考えていく必要があり、マイクロツーリズムの項目を重点施策３に入れるとしても、重
点施策２の視点は持っておくべきではないか。
「冬の過ごし方について不満を持っている人が多い」というアンケート結果もあるため、若年層を
誘客するためにも、ウィンタースポーツを含めたアクティビティを充実させていく必要があるのでは
ないか。また、伝えることと伝わることは違うので、伝わる発信方法を模索していくべきである。
新型コロナウイルスの影響による営業時間の短縮や休業についても不満の声が挙げられているた
め、営業状況の発信方法を工夫すると良いのではないか。

●佐野委員長
重点施策２の方向性（２）のうち、「マイクロツーリズムの推進」は重点施策３に関連するもので
あり、切り離して考えるべきではないか。
骨子案の至るところに「等」が表記されているが、削除しても良いのではないか。

□大門政策監
今後、意見が追加される可能性も考えて「等」を付けているが、ご指摘のとおり、他に何があるの
かという話になってくるので、表記については再検討する。
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●大須賀委員
重点施策４の方向性（２）の取組③「デジタル技術を活用した欲しい時に欲しい情報が得られる秋
田の創造」という文言は抽象度が高く分かりづらいため、もう少し具体的に書き直すべきではない
か。

□大門政策監
主な取組として、Google マップへの観光情報等の登録充実、QRコードの活用やスマートフォン
へのプッシュ配信等による観光情報発信を記載している。「秋田の創造」という表記が惑わせてしま
ったかもしれないので、今一度検討する。

●丑田委員
人材育成、デジタル、関係人口等、これまでの観光の枠組みを超えた施策が多いように思うので、
横断的な取組を下支えするための体制について、Ⅶの「県を挙げた観光振興のための体制強化」で触
れるべきではないか。

□佐藤次長
これからは新しい取組が増え、単独の部署で進めていくことは難しいので、新たな体制について考
えていく必要がある。

●吉澤委員
骨子案の各見出しの関連性について、模式図を１枚用意すると頭の整理がしやすいのではないか。
Ⅲ「目標・目指す姿」の説明書きにおいて、環境への配慮及び持続可能な観光地経営について記述
していただきたい。

●大須賀委員
Ⅳ「施策推進の視点」にＳＤＧｓ関連の項目を付け足しても良いのではないか。

□大門政策監
Ⅴ「施策の体系」には記載しているが、Ⅳ「施策推進の視点」に入れた方が良いという意見でよろ
しいか。

●佐野委員長
これまでの検討委員会でも、SDGｓやカーボンニュートラルは大事であると委員から発言があっ
た。また元気創造プランでも大きく取り上げられている項目であるため、Ⅳ「施策推進の視点」にも
入れるべきである。

□大門政策監
いただいた意見を踏まえ、Ⅳ「施策推進の視点」にカーボンニュートラルを加える方向性で検討し
ていく。
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（２）「秋田県観光振興ビジョン（仮称）」の構成イメージについて

□益子統括監
重点施策１の方向性（２）「多様な業種との連携による観光エリアのブランディング」について、観
光行政に長年携わる中で、観光振興に取り組む体制や熱意のある人材の有無、財源の問題などにより
取組が進まない地域もあり、県の観光行政としてどうあるべきか、難しい問題であると思っている。
また、観光振興ビジョンは県の担当者が見るためのものではなく、観光事業者、市町村、観光協会、
全く観光に関係のない人たちなど、幅広い方々に「なるほど」と思っていただけるビジョンにしたい
と考えている。
既存の観光団体・観光協会があることや、地域のバックアップがないことなどにより、事業者自ら
による観光への取組がなかなか進まないエリアもあるため、ここをどう打破するかが課題であり、委
員の皆さんからご意見をいただきたい。
インバウンドについて、本県は東北６県で毎年最下位であり、施策事業だけでなく、宿泊施設の問
題もあると考えている。例えば花巻温泉は１施設で秋田県の何％も稼げる施設であり、県単位で人数
勝負をすることは難しいので、人数に引っ張られないようなインバウンド施策や事業に腰を据えて取
り組みたいと考えている。本県ではインバウンドが８、９割を占める施設がなかったため、コロナ禍
において助かっているということもあり、適正な規模の受入について考えていく必要がある。こうし
たことを踏まえて、アフターコロナにおける本県のインバウンド誘客についてご意見をいただきたい。

●大須賀委員
ＤＭＯを無理に作るのではなく、県内の観光専門人材を派遣する制度や助言するシステムを構築す
ると良いのではないか。他の自治体をライバル視するのではなく、互いのいいところを学び、活かし
ていくべきである。

●丑田委員
2017 年頃にデンマークのコペンハーゲンは従来の観光をやめるというビジョンを打ち出した。観光
地に行って写真を撮って帰る従来の観光では、パリやロンドンに敵わず、地域住民は「自分の町には
観光資源も観光地も世界遺産もない」と一線を引いてしまうが、地元の人たちの日常が一番の観光資
源であり、観光客を一時的に住民として扱うような視点でいきましょうという呼びかけをしている。
秋田ではなべっこ遠足、湯治文化とウェルビーイング、がっこを漬けている健康な高齢者等が強い観
光のコンテンツになり得る。目標・目指す姿で「これまでの観光は飽きた」というくらい振り切って
しまっても良いのではないか。また、高質な田舎をデジタル技術で拡張して世界に発信することや、
世界中から人が来ることで地元の人が秋田の魅力を自覚するという循環が起きていくというメッセー
ジを届けると、多様なステークホルダーの巻き込みと、世界に向けたインバウンドの次の時代へのメ
ッセージがビジョンで統合されていくのではないか。

●吉澤委員
湯沢・雄勝地域では、人、熱意、行政の理解が同じ方向に結びついてきており、周囲の状況も参考
にしながらDMO設立に向けた動きが活発化している。その中で、先進的に取り組んでいる事例を共
有するという大須賀委員の意見は非常に良いと感じており、連携に関する橋渡しの役割を県に担って
いただきたい。
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インバウンドについては、大きな宿泊施設がある観光地に人数では敵わず、また、人数を稼いでい
るところが必ずしも満足度が高いわけではない。本ビジョンでは「稼ぐ」をキーワードとしているた
め、消費額、満足度、リピーター率を高めるというところに目標を設定するべきである。

●大須賀委員
農業県である秋田だからこそ、農泊を世界に広げていくことを先導する立場になってほしい。農泊
は単価や満足度が高く、人数が制限されるため受け入れる側も負担にならない。例えば、北秋田の宿
泊料金の相場は約 5,000 円だが、農泊は１万円超えである。また、大館市で外国人ときりたんぽ作り
をしたが、非常に満足度が高く、五城目ではだまこ作り、県南では寒天作りのように展開できるかも
しれない。インバウンドの数ではなく質を追うのであれば、農泊を積極的に取り入れるべきである。

●関口委員
半分は農業で半分は他の仕事をする「半農半Ｘ」は農家民宿に大きく関係する考え方である。例え
ば、重点施策１の方向性（１）の取組②「冬こそ秋田」という表現は素晴らしく、秋まではお米を作
り、冬はスキー場で働くことも考えられる。このような多様な働き方を受け入れるためにも、農林水
産と観光を融合した組み立て等を考えていくべきではないか。

●堀田委員
多様な働き方によって観光以外の部署と連携すると、事業者はいろいろな角度から様々な情報を得
ることができるのではないか。
ロンドンで竿燈公演を行った際、演技に加えて竿燈を組み立てる作業が注目を浴びていたことがあ
った。外国人には農家の普段の様子も需要があるのではないか。農家民宿だけでなく、普通の旅館の
オプションとして農業体験を付ける等、他業種同士が協力することで面白いプランができるのではな
いか。

●佐野委員長
観光地やシンボルの前で写真を撮って終わりというような今までの観光ではなく、秋田の日常や体
験を味わうことが価値の高いものとして受け入れられていくのだと議論を聞いて感じた。本ビジョン
の根底に流れる思想自体を従来のパラダイムから思い切って変えていくと良いのではないか。

□佐々木観光振興課長
観光客は、観光事業者のプロ意識に裏打ちされたサービスや県民との触れ合いに感動して帰る方が
多い一方、その触れ合いが逆効果になるという声も聞こえてくる。他県の観光計画では､郷土愛とおも
てなしの心の醸成、観光客との交流促進が来訪者への感動をもたらすことが明記されているものもあ
る。本ビジョンで県民の方々との触れあいやおもてなしを打ち出すことについて、ご意見を伺いたい。

●大須賀委員
県外から移住した者として感じることだが、青森県の人は方言を隠さずに話しかけてくる人が秋田
より概して多く感じる。そうした点も、その土地の魅力であり、おもてなしの一つである。県全体で
も、秋田らしさを出したおもてなし運動を行うことは必要であると思う。
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●丑田委員
「世界から来る人たちは、あなたたちの暮らしにこそ価値を感じている」、「○○をシェアすること
で日本一の県になりましょう」というメッセージを県民にも投げかけることで、これまで観光という
括りでは届かなかった層の参加も生まれていくのではないか。また、たどたどしい英語ではなく秋田
弁で話すことや、「秋田県民の日常をシェアする１２の合言葉」のように、観光客にも秋田弁を話して
もらうような方法も考えられるのではないか。

●吉澤委員
奥羽本線の座席にゴミが落ちていたときに、高校生が何の気なしに拾って降りていった経験から、
秋田県民の優しさやモラルの高さを感じた。観光振興に関して教育委員会や地方公立大学との連携を
強め、小中高校での観光教育の実施や公開講座の開催など、県民の方々に観光への理解を深めていた
だく機会を設けることで、来県者にさらに良い印象を持って帰っていただくことにつながると思う。

●堀田委員
自分だけで物事を進めるのではなく、専門知識を持つ人が連携することで、お客さまの満足度向上
に繋がると思う。

□笠井観光戦略課長
重点施策３の方向性（３）の取組①「ＳＤＧｓの視点等を踏まえたサスティナブルツーリズムの推
進」について、今後、サスティナブルな取組をしていない地域は、観光地に選ばれないかもしれない
ことを踏まえて、カーボンニュートラルなど持続可能な取組について、県がどのような役割を担って
いくべきか、ご意見を伺いたい。

●大須賀委員
環境負荷をかけない旅行スタイルを旅行者に求めるという発想も必要なのではないか。例えば、レ
ンタカー会社がエコカーを導入するための補助金や公共交通機関利用者への割引といった周辺整備を
行う施策を、県として打ち出せると良いのではないか。

●丑田委員
観光客を、秋田の目指しているスタイルを一緒に作っていく仲間として扱うことで、生ゴミを出さ
ない、温泉地の景観を守る、エネルギーを使いすぎない等の協力してくれるのではないか。このこと
が、次世代やインバウンドに共感されるメッセージになると思う。
ＳＤＧｓやカーボンニュートラルについては、観光関連事業者も課題意識を持っているはずだが、
実行に移すことができない理由があるかもしれないので、県としては軌道に乗っていくところまでケ
アするような具体的な案を考えると良いのではないか。

●関口委員
コロナ対策飲食店認証制度のように、ＳＤＧｓに取り組む事業者を対象としたグリーン認証制度を
作ってはどうか。その場合は、法人事業者と個人事業者など、規模に応じて求める内容を整理してお
く必要がある。
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●大須賀委員
全体的に外来語や専門用語が多いので、最終的に公開されるのであれば注釈等をつける必要がある
のではないか。
新青森駅から大館に入ってくるインバウンドは、北海道からの来訪者が多いため、重点施策５の方
向性（１）の取組③にある「東北各県等」には、北海道も追加したほうがよい。
大館は青森空港、県南は庄内空港からの入込客が多いことから、県境の観光地では、他県の空港利
用者を観光客として呼び込むという姿勢が重要なのではないか。また、航空に限らず、新幹線やフェ
リー等の多様なアクセス、近県にゲートウェイのある主要交通機関を巻き込んだ誘客の取組が必要で
ある。

●関口委員
平成２９年度の県民経済計算によると、宿泊・飲食サービス業は 1,049 億円と、基幹産業である農
業に匹敵する金額になっている。生産年齢人口が低下してくる中で稼ぐためには、客単価を上げると
いう方向になると思うが、「稼ぐ」観光のニュアンスについて今一度確認させていただきたい。

□佐藤次長
若者の定着のためには賃金を上げること重要であり、それに向けて、観光事業者の生産性と利益率
を上げていきたいと考えている。また、エリアや全県でデータを収集してデジタルマーケティングに
取り組み、地域全体で戦略を立てて観光消費額を上げていきたいと考えているが、逆に地域、ＤＭＯ、
事業者から見てデジタルマーケティングを進める上の課題等があればお伺いしたい。

●大須賀委員
地域の事業者にデータ収集分析事業に参加してもらうためには、「地域全体でマーケティングをす

ることが、稼ぐことにつながる」というメッセージを伝えることが重要である。ＤＭＯはこれまでプ
ロモーションがメインであったが、今後は、地域のシンクタンク、データバンクになっていくべきと
考えている。

●丑田委員
デジタル技術の進展は、観光で稼ぐプレーヤーの総量を増やすことに繋がり、より多くの人が参入
し連携することで、観光の価値を増幅させることができるようになるのではないか。本ビジョンに散
りばめられている「デジタル技術の活用」は、稼ぐ人を増やしていくことや、いろいろな人と繋がる
ことができる有効な手段であり、そうしたメッセージを発信していくと良いのではないか。

●吉澤委員
カタカナはなるべく日本語に置き換え、人によって捉え方が異なる言葉は極力使わないようにする
べきである。
計画期間である４年間の中で、いつ取り組むのかという点を明記し、期間のメリハリをつけていく
と良い。
沖縄県以外の他県に先駆けて、秋田県が滞在型観光やロングステイを成し遂げるということを記載
した方が良い。
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●堀田委員
１企業に対するコンサルティングではなく、地域に対してコンサルティングをしてもらうことで、
地元の人にはない視点を取り入れた観光エリアの振興ができるのではないか。

●関口委員
コロナ禍における接客がどうあるべきかについては、各施設に任せるのではなく、最新の知見をも
とに県としての方向性を発信するべきではないか。接触感染ではなくエアロゾルによる空気感染の可
能性を示唆する多数の所見も明らかになっている。店側の感染対策として本当に重要なポイントを県
が示せば、感染抑制の精度をあげることができ、且つ従業員の負担も軽減される。現在のままだと対
処することが増えていくだけであり、経費的にも作業的にも店側の負担が大きい。

（３）秋田県観光振興ビジョンの名称について

●吉澤委員
都道府県や市町村の観光計画の正式なタイトルとしては、誰が見ても分かりやすいことが重要であ
るので、素直に「秋田県観光振興ビジョン」として良いと思う。

●丑田委員
目標・目指す姿を最終的にどのようにまとめるかが重要であり、外国人旅行者に向けて発信するこ
とも見越した名称にした方が良いのではないか。

（４）その他

□大門政策監
（第４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３回「秋田県
観光振興ビジョン（仮称）検討委員会」を閉会する。


