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「秋田県観光振興ビジョン（仮称）」の構成イメージについて

Ⅰ ビジョン策定の趣旨

近年の旅行者ニーズの多様化や新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした新たな

旅行スタイルへの変化、デジタル技術の進展等を踏まえ、今後の本県観光の目指す姿を明

確にするため、施策の方向性を示す観光振興の計画（「秋田県観光振興ビジョン（仮称）」）

を策定し、県政運営の指針である次期総合計画を支える個別計画として位置づける。

Ⅱ 計画期間

令和４～７年度までの４年間とする。

Ⅲ 観光を取り巻く状況

①新型コロナウイルス感染症の拡大による旅行スタイルの変化

・「新しい旅のエチケット」など感染防止に留意した行動

・ワーケーションやブレジャーの普及 など

②個人・グループ旅行の増加と旅行者ニーズの多様化

・団体旅行が減り個人・家族旅行が増加

・アウトドアにおけるアクティビティ等の需要増加 など

③持続可能な観光関連産業の確立による地域活性化や雇用機会確保への要求の高まり

・宿泊業、旅行代理店、土産物販売、交通事業者、食品納入業者、運送業など、裾野

が広い観光関連産業への期待 など

④人口減少の進行等による人材確保の困難さ

・宿泊施設等における人材難 など

⑤デジタル技術の進展による情報発信・収集、プロモーション手法の変化

・オンラインを利用した観光ツアーなどのコンテンツ開発、デジタルマーケティング

による情報収集 など

⑥訪日外国人旅行者の増加（コロナ禍前）

・国の「明日の日本を支える観光ビジョン」では２０３０年までに訪日外国人旅行者

を６千万人等の目標を掲げて、順調に増加
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Ⅳ 本県観光の現状と課題

１ 現状

（１）延べ宿泊者数

（２）旅行消費額

（３）宿泊施設数

（４）観光人材（賃金水準、雇用者数など）

（５）県内観光資源

（６）認知度（本県への旅行目的・来訪回数など）

（７）旅行者の満足度

（８）訪日外国人観光客

２ 課題

（１）観光関連産業の生産性向上

（２）リピーターの獲得

（３）多様な旅行者ニーズへの対応

（４）受入体制の整備

（５）訪日旅行再開を見据えた取組

Ⅴ ビジョンの目標・目指す姿

Ⅵ 施策推進の視点

Ⅶ 施策の体系

訪れる人のこころと地域を潤す「高質な田舎」をめざして

～何度でも訪れたくなるアキタの創出～

ア 「稼ぐ観光」による持続可能な産業としての基盤強化

イ デジタル技術を効果的に活用した誘客の推進

ウ ポストコロナ時代における新しい旅行スタイルへの対応

エ インバウンド回復を見据えた観光戦略の推進

【重点施策】

１ 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

２ マーケティングによるターゲットの的確な把握と効果的な誘客の推進

３ 時代の変化に対応した秋田ならではのツーリズムの推進

４ 旅行者の満足度向上に資する受入態勢の強化

５ アフターコロナを見据えたインバウンド戦略の再構築
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重点施策１ 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

方向性（１） 客観的データ等の分析に基づいた観光地経営による「稼ぐ力」の強化

取組① デジタル化の推進等による観光関連事業者の経営改善

【主な取組】

・宿泊・観光施設等におけるデジタル技術を活用した業務効率性の向上

・事業拡大、多角化等による経営基盤強化への取組強化

・顧客満足度の向上を追求するためのＰＤＣＡサイクルによる業務改善の徹底

取組② 観光コンテンツの高付加価値化等による観光消費額の向上

【主な取組】

・ストーリー性や限定・特別感がある観光コンテンツ等、高付加価値サービス

の提供

取組③ 平日利用、冬季集客の促進による観光需要の繁閑差の解消

【主な取組】

・特色ある平日プランの造成による平日利用の促進

・冬の観光コンテンツ開発による「冬こそ秋田」のイメージ戦略の推進

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

取組① 地域の幅広い業種や地域住民が連携した観光地づくり

【主な取組】

・ＤＭＯをはじめとする地域の特性を踏まえた観光推進体制の構築

・商工業、農林漁業など地元産業との連携

方向性（３） 観光エリアを支える人材の育成・確保

取組① 中核となる人材の育成・採用、外部人材の活用

【主な取組】

・観光地経営を牽引するリーダーの育成・採用

・働き方や勤務環境の改善による魅力ある職場づくりの推進

・体験型観光の関係事業者や体験ガイド等の育成と待遇改善

取組② 語学等の専門人材バンクを活用した人材シェアリングの推進

【主な取組】

・通訳や自然ガイド等の専門人材の登録・シェアリングによる人材の有効活用
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重点施策２ マーケティングによるターゲットの的確な把握と効果的な誘客の

推進

方向性（１） デジタルマーケティング等によるニーズの的確な把握と情報発信

取組① オープンデータやビッグデータ等を活用したデジタルマーケティングによる

誘客

【主な取組】

・オープンデータ等を活用した新たな情報提供システムの導入促進

・デジタルマーケティングなど新たな手法を活用した情報発信の最適化

取組② 観光ＣＲＭ（顧客関係管理）によるロイヤルカスタマーの創出

【主な取組】

・観光ＣＲＭ（顧客関係管理）を効果的に活用した、ディープなアキタファン

との長期的な関係性（ロイヤルカスタマー化）の構築

・ＥＣサイトを活用した「旅の思い出」商品の購入促進などの旅アト対策

取組③ ターゲットの特性に応じた情報発信とリピーターの獲得

【主な取組】

・デジタル技術を活用した情報発信の充実

・旅アトのＳＮＳ、口コミサイトによるリピーターの獲得や新たな旅行需要の

喚起

・オンライン観光等による訪問意欲の喚起

・県外事務所を活用した情報発信や航空路線の乗継利用促進・新規路線開設へ

の働きかけ

方向性（２） マイクロツーリズムの推進と東北各県と連携した誘客促進

取組① 県民や隣県住民によるマイクロツーリズムの推進

【主な取組】

・県民や隣県住民に向けた県内観光地の魅力発信の充実

取組② 北海道・北東北三県の連携による周遊観光の推進

【主な取組】

・世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を活用した周遊ルートの形成

取組③ 東北６県・仙台市・東北観光推進機構との連携

【主な取組】

・東北観光推進機構と連携した情報発信

・十和田・八幡平、白神山地や鳥海山、栗駒山等の周辺における隣県との連携

促進
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重点施策３ 時代の変化に対応した秋田ならではのツーリズムの推進

方向性（１） マーケティングを踏まえた誘客コンテンツのブラッシュアップ

取組① 個人の価値観や志向を踏まえたテーマ性のある誘客コンテンツの開発

【主な取組】

・キラーコンテンツである秋田犬を活用した誘客コンテンツの充実

・五能線、秋田内陸線、鳥海山ろく線等を活用した誘客の促進

・映画・ドラマのロケ地支援やマンガ、小説、アニメ、ゲームの活用

取組② 食や学び、自然などの秋田の特性を生かした滞在型・体験型観光の推進

【主な取組】

・農山漁村における生活・宿泊体験や地場産品等のものづくり体験、工場・施設

見学等、地域の産業を活用した体験型・滞在型観光の推進

・サイクリングやトレッキング、スノーアクティビティなどを活用したアウト

ドア観光の推進

・湯治文化を生かしたロングステイの推進

方向性（２） 多様な分野との融合による交流人口の拡大

取組① ローカルガストロノミーの推進

【主な取組】

・県産食材を用いたストーリー性のある「食」の活用による交流人口の拡大

・県内外シェフ等の「食」を担う人材の育成及び誘致

取組② 発酵ツーリズムをはじめとする「食」コンテンツとの融合

【主な取組】

・本県の魅力ある発酵食文化の情報発信強化と見学や体験等を通じた発酵ツー

リズムの拠点となる施設整備の支援

・県産品ネット販売、アンテナショップの活用など旅アト需要と再訪意欲喚起

取組③ 伝統芸能・行事等をはじめとする文化資源の活用の推進

【主な取組】

・ユネスコ無形文化遺産、国指定重要無形民俗文化財をはじめとする伝統行事

等を活用した体験型プログラムによる交流人口の創出・拡大

・あきた芸術劇場ミルハスを核とした文化の発信力強化と賑わいの創出

取組④ スポーツ大会、合宿の誘致によるスポーツツーリズムの推進

【主な取組】

・地域資源を活用したスポーツ大会等の開催支援や国内外からのスポーツ合宿

誘致など、スポーツを活用した交流の拡大

・プロスポーツにおけるアウェイツーリズムの推進



6

取組⑤ 世界遺産を活用した誘客の推進

【主な取組】

・世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を活用した誘客推進

・世界自然遺産「白神山地」を活用したエコツーリズムの推進

方向性（３） 新しい価値観による交流等を契機とした誘客の推進

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

【主な取組】

・自然環境への配慮や地域社会に貢献する旅行スタイルの普及を見据えた観光

コンテンツの開発

・観光エリアや宿泊施設における温室効果ガス削減の取組の推進

取組② 地域との継続的な関わり合いによるアキタファンの創出

【主な取組】

・地元の人々との交流や地域コミュニティへの参加等を契機としたリピーター

の創出

・長期滞在を可能とするためのワーケーション環境の整備や秋田への出張機会

を捉まえたブレジャーの推進

・心と身体を癒やすウェルビーイングツーリズムの推進
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重点施策４ 旅行者の満足度向上に資する受入態勢の強化

方向性（１） すべての旅行者がストレスなく快適に秋田を満喫できる滞在環境の整備

取組① デジタル技術等を活用した受入態勢の充実

【主な取組】

・非接触型機器の活用やＷｉ－Ｆｉ環境整備の推進

・観光案内所・宿泊施設等におけるコンシェルジュ機能の強化や観光事業者に

によるおもてなしの充実

取組② 新型コロナウイルス感染症対策の強化

【主な取組】

・三密防止、従業員の健康管理等のコロナ対策の徹底

・個室風呂・トイレの整備、個食・部屋食対応への支援

取組③ 宿泊・観光施設におけるバリアフリーの推進や魅力向上への取組

【主な取組】

・高齢者や障害者など、すべての旅行者に配慮したパーソナルバリアフリーの

推進

・旅館・ホテル等宿泊施設の魅力向上

方向性（２） シームレスな移動環境の構築とデジタル技術を活用した観光情報の充実

取組① デジタル技術を活用した移動環境の整備

【主な取組】

・デジタル技術の活用による移動環境の整備

・乗合タクシー、シャトルバス等を活用した二次アクセスの整備と利便性向上

取組② 秋田県公式観光サイト「アキタファン」の充実

【主な取組】

・選択してもらうための旅マエ情報の充実

・宿泊施設や体験メニューのスムーズな予約体制の整備

取組③ デジタル技術を活用した欲しい時に欲しい情報を得られる秋田の創造

【主な取組】

・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

方向性（３） 観光の担い手としての地域住民の意識改革

取組① 地域への誇りや愛着を醸成するふるさと教育の推進

【主な取組】

・自分たちが住む地域に誇りや愛着を抱く学習機会の創出

・小中高生による観光ボランティアガイドの育成
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重点施策５ アフターコロナを見据えたインバウンド戦略の再構築

方向性（１） マーケティングによるターゲットを見据えた誘客の推進

取組① マーケティングによる把握・分析に基づいた重点市場のあり方の見直し

を踏まえた誘客の推進

【主な取組】

・外国人旅行者のニーズや動向を把握する、オープンデータやビックデータを

活用したデジタルマーケティングの実施

・対象ターゲットの特性に対応したデジタル技術による効果的な情報発信

・オンラインツア観光等による訪問意欲の喚起（再掲）

・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

・国際空港を経由した乗継利用の促進

取組② 東北観光推進機構のデジタルマーケティングプラットホームの活用

【主な取組】

・デジタルマーケティングに基づいた東北各県や東北観光推進機構と連携した

海外プロモーションの展開

取組③ 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

【主な取組】

・仙台空港をゲートウェイとした情報発信の推進

方向性（２） インバウンド回復に備えた受入態勢の整備促進

取組① 異文化理解に基づいた受入態勢整備、多言語表記の充実

【主な取組】

・最新技術による多言語翻訳機能等の利活用の促進

・外国人旅行者に対応した多言語表記の充実や二次アクセスの整備促進

・観光案内所など県内各地の観光施設における、国・地域ごとの特性を踏まえ

たインバウンド対応力のレベルアップ支援

取組② 食の多様性への対応

【主な取組】

・ムスリム、グルテンフリー、ベジタリアン・ヴィーガン等への対応

・泊食分離など長期滞在を見据えた食の満足度向上（再掲）

取組③ 非接触型機器の活用や災害（地震・豪雨・台風等）発生時の対策

【主な取組】

・非接触型機器の活用やＷｉ－Ｆｉ環境整備の推進 （再掲）

・災害発生時における外国人観光客の避難などの安全対策の実施
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方向性（３） 国際航空路線やクルーズ船の誘致

取組① 重点市場における国際チャーター便の誘致や新たな国際定期航空路線の開設

に向けた取組

【主な取組】

・国際チャーター便の誘致促進

・重点市場との国際チャーター便の運航支援

取組② 国際定期航空路線の開設に向けたアウトバウンド利用の促進

【主な取組】

・重点市場への旅行意欲を喚起するオンライン観光等への支援

取組③ 外航クルーズ船の誘致活動の推進

【主な取組】

・海外船社や旅行会社を対象とした商談会等の実施による誘客促進

・環日本海クルーズ推進協議会等の広域連携組織と連携した海外船社幹部の招

へいなどによる誘致活動の推進
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Ⅷ 観光エリアにおける特色あるプロジェクト・構想

１ 十和田・八幡平エリアの目指す姿

２ 大館・阿仁森吉エリアの目指す姿

３ 白神山地・能代山本エリアの目指す姿

４ 秋田中央・男鹿エリアの目指す姿

５ 鳥海エリアの目指す姿

６ 田沢湖・角館・大仙エリアの目指す姿

７ 横手エリアの目指す姿

８ 湯沢・栗駒エリアの目指す姿

Ⅸ 県を挙げた観光振興のための体制強化

観光事業者をはじめ、ＤＭＯ・観光協会や県観光連盟、県、市町村、県民、様々な事業

者等、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強化

する。

施策の推進に当たっては、データや成果を踏まえた事業の実施、旅行者の満足度向上の

ためのＰＤＣＡサイクルの構築、関係者間における情報共有を強化する。


