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秋田県観光振興ビジョン（素案）

（「重点施策」から「主な取組例」まで）

重点施策１ 自立した稼ぐ観光エリアの形成

裾野が広い観光関連産業を持続・発展させながら、雇用の維持・拡大を図り、賃金水

準や生産性の向上など、地域経済に大きな波及効果をもたらすためには、地域住民を含

めた様々な分野・業種の関係者が、観光で稼ぐという共通意識を持ち、エリア全体でＰ

ＤＣＡサイクル等による観光地経営の改善を行うとともに、観光を支える専門人材の

育成などに取り組み、社会・経済環境の変化に対して柔軟に対応できる観光エリアの形

成を図っていく必要があります。

方向性（１）客観的データの分析等に基づいた観光エリア経営による

「稼ぐ力」の強化

デジタル技術を活用した業務の効率化等による経営改善やサービスの高付加価値

化による観光消費額の向上、観光ＣＲＭ（顧客関係管理）によるロイヤルカスタマー

の創出等の取組を展開し、観光エリアの「稼ぐ力」の強化を図ります。

取組① デジタル技術の活用による観光関連事業者の経営改善

【主な取組例】

・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、課題解決等による経営基盤の強化や新たなビジネスの展

開への取組支援

・顧客満足度の向上に向けたＰＤＣＡサイクルによる業務改善の徹底

取組② サービスの高付加価値化等による観光消費額の向上

【主な取組例】

・宿泊施設の魅力アップによる消費単価の向上

・特別感のある限定食事メニューや土産品の開発

・特色あるプランの造成によるウィークデイ利用の促進

・プロガイドによる体験プログラムの造成及び販売強化

資料１
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取組③ 観光ＣＲＭ（顧客関係管理）によるロイヤルカスタマーの創出

【主な取組例】

・観光ＣＲＭ（顧客関係管理）を活用した秋田ファンの創出と長期的な関係性

（ロイヤルカスタマー化）の構築

・ＥＣサイトを活用した県産品の購入促進とライブコマースの活用によるロ

イヤルカスタマーの創出

方向性（２）多様な業種との連携によるブランド力の向上

ＤＭＯや観光協会が中心となり、宿泊、飲食、物販、運輸などの観光に直接関連す

る産業のみならず、農林漁業や製造業など、様々な分野・業種や地域住民とも連携し、

地域の総合力を発揮するための体制を構築することにより、観光エリアとしてブラン

ド力の向上に取り組みます。

取組① 地域の特性に応じた推進体制の構築

【主な取組例】

・ＤＭＯや観光協会を核とした地域の実情にマッチした推進体制づくり

・ＤＭＯや観光協会を対象とした各種研修会等の開催

・ＤＭＯ等の活動を支える財源を確保する仕組みの検討

取組② 幅広い業種や地域住民が連携した観光地域づくり

【主な取組例】

・農林漁業や製造業との連携による新たな観光サービスの提供

・飲食業と連携した泊食分離による多様な「食」メニューの提供

・地元企業への発注などによる地域活性化への配慮

方向性（３）観光エリアを支える人材の育成・確保

稼ぐ観光エリアの形成に必要なリーダーの育成や、観光客を迎え入れる地域づくり

のために必要なシビックプライドの醸成に向けて、観光教育を積極的に推進するとと

もに観光エリアを支える人材の育成・確保を図ります。

取組① 観光人材の育成・採用、外部人材の活用

【主な取組例】

・観光地経営を牽引するリーダーの育成・採用

・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

・通訳や自然ガイド等のシェアリングによる人材の有効活用

・観光を学ぶ大学生等の雇用の場を提供する産学接続の推進

・農林水産系の高校や大学、調理師養成教育機関等での「持続可能な観光」を

学ぶ機会の創出
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取組② シビックプライド（自分が住むまちに対しての誇り、愛着）を育む観光教

育の推進

【主な取組例】

・地域住民が地域に誇りや愛着を抱く地場産業や文化等の学習機会の創出

・小中高生による観光ボランティアガイドの育成

・県庁出前講座による観光教育の充実
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重点施策２ ターゲットの的確な把握と効果的な誘客プロモーションの展開

これまでのような観光客数を目標とする「量」を求める観光施策から、ターゲットと

なる観光客の特性を踏まえた「質」を重視する施策への転換を図り、何度でも秋田を訪

れるリピーターを獲得していくため、デジタルマーケティング等による旅行者のニーズ

や動向の的確な把握を行うとともに、そこで把握したターゲットの特性に応じた最適な

観光情報を提供するなど、効果的な誘客プロモーションを展開していく必要があります。

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

旅行者がスマートフォンやタブレットで気軽に観光情報にアクセスできるように

なるとともに、旅行ニーズが多様化していることを踏まえ、ウェブサイトへのアクセ

ス状況や秋田を訪れる旅行者の嗜好や行動の分析など、デジタルマーケティング等の

積極的な活用により、ニーズの的確な把握に努めます。

取組① オープンデータ等を活用した観光デジタル情報プラットフォームの構

築

【主な取組例】

・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

・インターネットによる情報発信の最適化に向けたデジタルマーケティング

等の新たな手法の活用

取組② デジタルマーケティングを活用した旅行者の動態やニーズの把握

【主な取組例】

・東北各県や東北観光推進機構との連携によるデジタルマーケティングプラ

ットフォームを活用した分析と把握

方向性（２）ターゲットに応じた戦略的なプロモーション

ビッグデータに基づき、市場や旅行者の属性・行動等をデータ分析することで、タ

ーゲットを明確化し、効果的なプロモーションを実施するほか、観光地と旅行者を結

んだ双方向のコミュニケーションを充実させるなど、リピーター獲得のための旅マエ

から旅アトに至るまでの戦略的なプロモーションに取り組みます。

取組① マーケティングに基づいたきめ細かな誘客対策の実施

【主な取組例】

・デジタル技術の活用によるターゲットの特性に対応した情報発信の充実

・オンライン観光等による旅マエにおける訪問意欲の喚起

・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

・秋田県公式観光サイト「アキタファン」の充実及び発信強化
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取組② 国内市場の特性や動向を踏まえた誘客プロモーションの展開

【主な取組例】

・ＪＲ東日本との連携による大型観光キャンペーンを活用した誘客促進

・航空路線の乗継利用の促進や新規路線開設に向けたＬＣＣなどの航空会社

への働きかけ

・フェリーと新幹線の利用を組み合わせた旅行商品の造成支援

・デジタル技術で拡張した「バーチャル秋田」による情報発信

・交通事業者と連携したプレジャーの推進

取組③ 北海道・東北各県等の連携による広域周遊観光の推進

【主な取組例】

・東北観光推進機構と連携した広域周遊ルートの構築と情報発信

・世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を活用した北海道・北東北周遊ル

ートの形成

・十和田・八幡平、白神山地、鳥海山、栗駒山等の県境観光地における隣県と

の連携による誘客の促進
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重点施策３ 時代の変化をとらえた秋田ならではのツーリズムの推進

旅の目的は、従来の名所・旧跡を巡る物見遊山的な形から、個人の趣味や自己実現の

ための手段へと変わってきており、更には安全・安心で３密を避けることを前提に、家

族や親しい友人と休養や癒やしを得ることを重視する旅行スタイルの定着、ＳＤＧｓ

に貢献する観光分野への期待など、大きな変化を続けている。こうした時代の要請を的

確にとらえ、地域の特性を最大限に生かし、県内の多様な分野との融合を図り、地域の

力を結集した秋田ならではのツーリズムを推進してく必要があります。

方向性（１）新しい旅行スタイルに対応した誘客の推進

時代の変化や新しい旅行スタイルに対応しつつ、自然や食文化、温泉など、秋田の

特性を生かした滞在型・体験型観光を、デジタル技術も活用しながら更に推進すると

ともに、個人の多様な志向を踏まえた観光コンテンツを充実し、地域の日常生活を味

わい継続的な関わりを促すツーリズムを展開することにより、秋田ファンの創出を図

ります。

取組① 秋田の特性を生かした滞在型・体験型観光の推進

【主な取組例】

・農家民宿・農家レストランなどによる農山漁村の生活・文化・食を生かした

グリーン・ツーリズムの推進

・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

・サイクリングやトレッキング、フットパスなどを活用した秋田の大自然を遊

び尽くす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

・「冬こそ秋田」のイメージ定着等による冬の観光コンテンツ開発の推進

・心と身体を癒やすウェルビーイングツーリズムの推進

・鉱山、宇宙科学、自然エネルギー等、本県の特色を生かしたＭＩＣＥの誘致

取組② 個人の趣味や志向を踏まえた観光コンテンツの充実

【主な取組例】

・五能線、秋田内陸線、鳥海山ろく線等、地域鉄道の魅力を生かした誘客の促

進

・映画・ドラマのロケ地巡りやアニメの聖地巡礼等を捉まえたフィルムコミッ

ションの推進

・酒蔵、世界遺産、ダム・橋（インフラ）、鉱山資源など、個人の趣味や嗜好

に対応した観光資源の利活用の推進
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取組③ 地域との継続的な関わ合いによる秋田ファンの創出

【主な取組例】

・県民の日常生活のお裾分けにより、地域における春夏秋冬を通じた最高の楽

しみ方の提供

・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

方向性（２）ＳＤＧｓの視点に対応した持続可能な観光の推進

ＳＤＧｓの視点を踏まえた地域社会への貢献や自然環境に配慮したサスティナブ

ルツーリズムを推進するとともに、受入側である宿泊施設や飲食店を含む観光エリア

における持続可能性を高める取組を進めます。

また、県民によるマイクロツーリズム（県内流動）を促し、身近な観光地や宿泊施

設の魅力を再認識していただくことにより、持続可能な観光を推進します。

取組① 地域社会や自然環境との共生を体感できるツーリズムの推進

【主な取組例】

・文化の保存・継承等に貢献する観光コンテンツの開発

・自然環境の保全や資源の循環に貢献する観光コンテンツの開発

・ＳＤＧｓの目標や取組を学ぶ探究型などの修学旅行プログラムの充実

取組② 観光エリアの持続可能性を高める取組の推進

【主な取組例】

・観光エリアにおける薪や温泉熱・地熱を活用した暖房への転換など、二酸

化炭素排出抑制につながる取組の推進

・観光エリアにおける食品ロスへの対応や地産地消など、食の循環を考慮し

た取組の推進

取組③ 県民によるマイクロツーリズムの推進

【主な取組例】

・県民が、県内観光地や宿泊施設の魅力の再認識し、愛着や誇りを持った利用

により地域経済に貢献するツーリズムの推進

・モデルコースや飲食店情報等、地域の住民しか知らない魅力的な観光情報の

紹介（再掲）
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方向性（３)多様な分野との融合による交流人口の拡大

地域に根ざした食文化や伝統芸能・行事等の文化資源の活用、スポーツ交流を通じ

た地域活性化など、様々な分野と融合した誘客の取組により、交流人口の拡大を図り

ます。

取組① 地域に根ざした豊かな食文化を生かした誘客の推進

【主な取組例】

・地産地消や食廃棄にも配慮した「美しく食べ、美しく飲む」ローカルガス

トロノミーの推進

・県内外のシェフ等の「食」を担う人材（プレイヤー）の育成及び誘致

・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➁ 伝統芸能・行事等をはじめとする文化資源の活用による誘客の推進

【主な取組例】

・県内外の若者等を対象とした伝統行事等の体験型プログラムの実施

・あきた芸術劇場「ミルハス」を拠点とした本県文化の発信

取組③ スポーツツーリズムの推進による地域経済の活性化

【主な取組例】

・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

・プロスポーツ試合会場での物販やハーフタイムでの秋田の祭りの紹介
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重点施策４ 観光客の多様なニーズに応じた受入態勢の整備

個人化・細分化・個性化する旅行ニーズに対応するため、三密を避けながら快適に秋

田を満喫できる滞在環境や、デジタル技術の活用により、旅行者がストレスなく県内を

移動できる環境などの受入態勢の整備を推進します。

方向性（１）快適に秋田を満喫できる滞在環境の整備

コロナ収束後も、清潔で安全・安心な滞在環境へのニーズは続くと見込まれること

から、観光・宿泊施設における三密を避けたサービスの提供や環境の整備を後押しす

るとともに、あらゆる年代や障害を持つ方などの旅行需要に応えるための施設整備や、

宿泊事業者が行う高付加価値化等の取組を支援します。

取組① 旅行者の安全・安心な旅を支える受入態勢の整備

【主な取組例】

・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

・非接触型機器の活用やＷｉ－Ｆｉ環境整備の推進

・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・個室トイレの整備、個食・部屋食対応の推進

・観光客とのタッチポイントのデジタル化の促進

取組➁ 宿泊・観光施設における魅力向上への取組とバリアフリーの推進

【主な取組例】

・高齢者や障害者など、すべての旅行者を歓迎するためのパーソナルバリアフ

リーの推進

・桜や紅葉が見られる露天風呂などの宿泊施設の魅力向上

方向性（２）旅行者がストレスなく移動できる環境の構築

個人や小グループ、自家用車を持たない外国人旅行者などの観光需要に応えるため、

二次アクセスの整備を進めるとともに、スマートフォンの急速な普及やデジタル技術

の進展を踏まえ、旅行前はもとより、旅行中の情報収集等に関する利便性の向上に取

り組みます。

取組① 二次アクセスの整備による観光客の利便性の向上

【主な取組例】

・乗合タクシー、シャトルバス、レンタカー等を活用した利便性向上

・ＡＩデマンド型タクシーなど先進的な取組の推進
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取組② デジタル技術等を活用した旅ナカにおける観光情報の充実

【主な取組例】

・バスロケーションシステム等のデジタル技術の活用による移動環境の整備

・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の

発信
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重点施策５ 戦略的なインバウンド誘客の推進

新型コロナウイルス感染症の拡大により失われたインバウンド需要の回復を見据え、

デジタルマーケティングを活用した外国人旅行者ニーズの的確な把握に基づく効果的

なプロモーションを推進するほか、ウィズ・アフターコロナを踏まえた新たなゲートウ

ェイ戦略を構築するとともに、受入態勢の整備促進を図ります。

方向性（１）ターゲットを的確にとらえた誘客の推進

ウィズ・アフターコロナの旅行者ニーズの変化等を踏まえて対象市場を見直し、デ

ジタルマーケティングを活用して外国人旅行者のニーズを把握し、ターゲットを的確

に捉えた戦略的なプロモーションを実施します。

取組① アフターコロナを見据えた対象市場の見直しとプロモーションの強化

【主な取組例】

・アフターコロナや社会経済情勢等を踏まえた対象市場のあり方の見直し

・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

・デジタル技術で拡張した「バーチャル秋田」による情報発信（再掲）

・ＡＬＴ・技能実習生・留学生など定住外国人を対象としたモニターツアーの

実施

・世界に向けた秋田の「ＮＯＵＨＡＫＵ（農泊）」による誘客促進

取組➁ インバウンド誘客における新たなゲートウェイ戦略の推進

【主な取組例】

・対象市場の特性を踏まえた国際チャーター便の誘致強化

・羽田空港や千歳空港等からの乗継利用の促進

・成田空港等の国際空港と秋田空港を結ぶＬＣＣの誘致等による新規路線の

開設

・仙台、青森空港など国際定期便を有する近隣空港を活用した誘客促進

取組③ 外航クルーズ船の誘致活動の推進

【主な取組例】

・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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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

ウィズ・アフターコロナのインバウンド需要の回復に備え、宿泊施設や飲食店等に

おける多言語表記の充実を支援するほか、海外の食文化への対応を促進する取組を支

援します。

取組① 異文化理解に基づいた多言語表記等の受入態勢の充実

【主な取組例】

・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

・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

・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

・「やさしい日本語」の推進による安心できる滞在への支援

取組➁ ハラル、ヴィーガン等、海外の食文化への対応の促進

【主な取組例】

・ムスリム、グルテンフリー、ベジタリアン・ヴィーガン等に対応した食事メ

ニューの提供

・飲食業と連携した泊食分離による多様な「食」メニューの提供（再掲）


