
「秋田県観光振興ビジョン」（素案）に対する意見募集結果について

「秋田県観光振興ビジョン」（素案）について、県民の皆様から御意見を募集した結果
は次のとおりです。御意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。

１ 意見募集の期間

令和３年１２月２１日（火）から令和４年１月２０日（木）まで

２ 意見提出の状況

（１）意見書の数 ３通
（２）具体の意見数 １５件

３ お寄せいただいた御意見と県の考え方及び対応

番号 意見の概要 県の考え方・対応
１ 訪日旅行を好む香港人に向けて

秋田県独自の文化を全面に出すこ
とで、秋田県のブランドイメージの
確立やリピーターの増加へつなげ
てほしい。

地方都市を着地とする航空路線の新規就
航や増便などを背景に、香港からの訪日旅
行者は 2019 年（令和元年）に過去最高を記
録するなど、コロナ禍前までは秋田県への
旅行者も増加傾向にありました。
また、香港からの旅行者はリピート率が

高いことから、今後も秋田県にとって有望
な市場になり得ると考えております。
「観光振興ビジョン」では、「何度でも訪

れたくなるあきたの創出」を目標に、秋田の
特性を生かした滞在型・体験型観光を推進
することとしており、香港市場に向けても、
秋田ならではのツーリズムを発信してまい
ります。



２ 香港からの観光客は目的をもっ
た個人客が多い傾向にあるため、趣
味や顧客層ごとにターゲットを絞
った観光コンテンツを充実させる
ことや、それを踏まえた旅行会社へ
の商品造成の働きかけが重要であ
る。

新型コロナウイルス感染症の影響により
旅行ニーズが変化していることを踏まえ、
新しい旅行スタイルに対応する本県の特色
ある資源を活用した観光コンテンツの充実
に県内事業者とともに取り組んでおりま
す。
また、「観光振興ビジョン」においては、

デジタルマーケティングの活用により外国
人旅行者の動向等を把握し、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
施することとしており、外国人旅行者の特
性に合わせた、新たなコンテンツを組み込
んだ旅行商品の造成について旅行会社等に
働きかけてまいります。

３ 香港は、秋田県の「観光」と「食」
を同時に PR できる環境にあるた
め、この状況を利用し、「観光」と
「食」を合わせたプロモーションを
してはどうか。

「稲庭うどん」など秋田ならではの「食」
については、海外でも高い評価を受けてお
り、誘客の重要なコンテンツの一つである
ことから、これまでも本県の海外プロモー
ションに活用してきているところです。
「観光振興ビジョン」においては、地域に
根ざした食文化を観光資源として磨き上
げ、更なる誘客を図ることとしており、これ
からも「観光」と「食」を組み合わせた観光
プロモーションに取り組んでまいります。

４ P30「取組方針③北海道・東北各県
等の連携による広域周遊観光の推
進」に関して、今後とも、観光メニ
ューの洗い出しや商品造成の際に
は各自治体への支援や調整をお願
いしたい。

令和４年に実施する北東北三県大型観光
キャンペーンに向け、地域の自治体や観光
事業者が観光資源の魅力を生かした特別企
画のコンテンツ造成を行っており、県では
それらに対して支援しています。
また、先般、首都圏の旅行会社向けの説明

会において、商品造成や広域周遊について
お願いをしたところであり、今後とも各自
治体へ支援を行うとともに、連携した取組
を行ってまいります。



５ P34「取組方針①旅行者の安全・安
心な旅を支える受入態勢の整備」に
関して、キャッシュレス化を進める
ために、交通系 IC カードの導入推
進を後押ししてほしい。交通系 IC
カードの導入はキャッシュレス化
の推進につながる他、秋田新幹線や
今後予定されている一部在来線の
ICカード導入とも相性がよく、シー
ムレスな移動の実現にもつながる
と考える。

本県を訪れる旅行者の安全・安心な旅を
支える取組として、google マップにおける
観光情報の充実を図ることを目的とした事
業者向けの研修会を開催しているほか、宿
泊施設の感染防止対策を進めるため、キャ
ッシュレス端末の導入による非接触化等へ
の支援を実施しています。
また、令和４年春には、県内の乗合バスや

高速バスの一部路線に交通系ICカードの導
入が予定されており、観光やビジネスにお
いて公共交通の利便性が大幅に向上するこ
とが期待できることから、今後とも、交通事
業者の意向を踏まえながら、利用可能エリ
アの拡大を目指し支援を行ってまいりま
す。

６ P35「取組方針①二次アクセスの
整備による観光客の利便性の向上」
に関して、JR線の駅から目的地まで
の二次交通の整備やデジタルチケ
ットの利用可能店舗の拡充などを
後押ししてほしい。
またMaaS(マース）は公共交通の

維持のみならず、広く街づくりにも
関係する重要な施策で、県民生活へ
の恩恵も大きいと考えており、今後
とも実現に向けて地域と協力して
いただきたい。

二次アクセスの整備は、観光需要や運行
経費などを踏まえた採算面がポイントとな
ることから、地域の事業者と協議を進めて
いくことが重要と考えております。
また、デジタルチケットの導入に当たっ

ては基盤整備が必要であり、様々な施策を
通じて導入や普及に努めてまいります。
いわゆるMaaS と呼ばれる新たなモビリ

ティサービスの導入については、観光客は
もとより、地域住民の利便性向上にも資す
ることから、交通事業者や市町村と連携し、
導入の可能性を検討してまいります。



７ P50「山本地域」に関して、「リゾ
ートしらかみ号」を地域としてどの
ように連携・活用していくのか。

「リゾートしらかみ号」は、世界自然遺産
の白神山地と相まって、本県観光の地域ブ
ランドとして全国的に認知されている貴重
な誘客コンテンツと認識しており、今後と
も、新しい旅行スタイルや旅行者のニーズ
に即した沿線の体験メニューの充実を図り
ながら、「リゾートしらかみ号」と結びつけ
た旅行商品の造成等の取組を支援してまい
ります。

８ P54「秋田地域」に関して、「身近
にある『寒風山』を活用した気軽に
参加できるアクティビティの開発」
とは具体的にどういった内容なの
か。
また、寒風山に関してはアクセス

の面で整備が進んでいないことが
問題である。

男鹿半島は、海や山などの豊かな自然を
活かしたサップやカヌー、パラグライダー
など色々なアクティビティが体験できるエ
リアであり、近年は、自然を体感できる e-
Bike やサイクリングなど新たな旅行スタイ
ルに対応したメニューが人気となっており
ます。今後とも、こうした取組をベースとし
ながら、気軽に体験できるアクティビティ
の充実を図っていく必要があると考えてお
ります。
また、寒風山の利活用については、現在、

男鹿市が検討中であり、今年度内には方針
が示される予定と聞いております。
県としては、地元である男鹿市の意向を

尊重しながら、アクティビティの充実やア
クセスの整備など、様々な事項についての
検討を進めていきたいと考えております。

９ P67「雄勝地域」に関して、牛肉や
川連塗といった特産品や小野小町
にちなんだ伝説などのコンテンツ
を活かしたメニューの拡大を検討
してはどうか。

湯沢市は、地域に根ざした観光資源が豊
富なエリアであり、地域独自の特産品や伝
説などを生かしたメニューの商品化に対す
る支援に努めてまいります。



１０ 秋田県在住者が、「秋田県の観光
地の知名度の低さ」を理解すること
が必要である。

「観光振興ビジョン」では、地域への誇り
や愛着を育むことができるよう観光教育の
充実を図り、観光エリアを支える人材を育
成することとしており、そうした取組を通
じ、県民一人ひとりが本県の魅力をＰＲす
る主体となっていただきたいと考えており
ます。

１１ 秋田県内の観光地は”点”で存在し、
観光客が県内に長期滞在すること
につながっていないめ、各々の”点”
を結ぶような導線を明確にしたツ
アーの企画・発信やモデルコースの
提示を行うべきである。

本県の観光資源は点在しており、移動に
時間を要するなどの課題は認識しておりま
す。
「観光振興ビジョン」においては、旅行者

のニーズの多様化や新しい旅行スタイルへ
の変化に対応した滞在型・体験型の観光を
推進することにしており、旅行者の趣味・嗜
好にきめ細かく対応し、秋田の特性を生か
した旅行商品の開発を進め、旅行者が”面”と
して観光エリアを捉えることができる長期
滞在型プランやモデルコースの提供に努め
てまいります。

１２ 全国的な知名度がある「きりたん
ぽ」には、伝統的なスタイルの他、
いくつかのバリエーションがある
ことを発信し、県全域で美味しい
「きりたんぽ」が食べられるように
するべきである。

「きりたんぽ」については、伝統的な醤油
味の鍋スタイルや、味噌をつけて焼いた味
噌つけたんぽなどの食べ方のほか、きりた
んぽみそ鍋や、きりたんぽカップスープな
どの新しい食べ方も生まれていることか
ら、今後も様々な食べ方を発信してまいり
ます。

１３ 全国の居酒屋で秋田の日本酒が
呑めるように、日本酒の PRを積極
的に行うべきである。

県産清酒は全国的にも評価が高いことか
ら、多くの飲食店等で取り扱っていただけ
るよう、今後とも、県外での PRについて、
業界と連携し取り組んでまいります。



４ 問い合わせ先

秋田県観光文化スポーツ部 観光戦略課
所在地：秋田県秋田市山王三丁目１番１号 秋田県庁第二庁舎１階
電 話：０１８－８６０－１４６２
F A X：０１８－８６０－３８７９
E-mail：kankousenryakuka@pref.akita.lg.jp

１４ 日本に向かう外国人が多く利用
する、仁川空港を有効的に活用でき
れば、主に欧州等からのインバウン
ドが多く見込めるのではないか。
また、欧州人向けに「体験型」のツ
アーを企画し、PRするのはどうか。

新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、韓国との航空路線は運休が続いており
ますが、定期便運航の再開に向け、粘り強く
取り組んでまいります。
また、新たな「観光振興ビジョン」におい

ては、デジタルマーケティングの活用によ
り外国人旅行者の動向等を把握し、ターゲ
ットを的確に捉えた戦略的なプロモーショ
ンを展開することとしており、ターゲット
の特性に合わせ、新たなコンテンツを組み
込んだ旅行商品の造成について、旅行会社
等に働きかけてまいります。

１５ 「秋田県外に住み、秋田県を知ら
ない、秋田県に興味があまりない
人」をどのように取り込むかが、観
光振興事業を行っていくうえで重
要である。

本県観光の魅力について、情報が欲しい
層に欲しい情報を伝えていくことは、来訪
につながることから非常に重要と考えてお
ります。
また、秋田県に興味のない層に訴求する

ことについては、新たな観光客の獲得にも
つながることから有効と考えており、今後
は、デジタルマーティングを活用し、旅行に
興味を示している方で本県への関心度が低
い層へのアプローチも考慮しながら、きめ
細かな情報発信により誘客に努めてまいり
ます。


