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観光復興対策実施計画

Ⅰ．計画の名称

秋田県観光復興対策実施計画

Ⅱ．計画の目標

１．東北地方のインバウンドに係る現状と課題

我が国のインバウンドは大きく成長しており、2019 年には過去最高の 3,188 万人を達成した。政

府はさらなる高みを目指し、2030 年に 6,000 万人という目標を掲げており、新型コロナウイルス感

染症の拡大が収束すれば、今後のさらなる成長が期待される。

一方で、東北地方は、2015 年の外国人延べ宿泊者数が約 53 万人と、ようやく震災前の水準に回復

し、2016 年度からは東北観光復興対策交付金を活用してインバウンド誘客を強化した結果、2019 年

には外国人延べ宿泊者数は約 168 万人と大幅に増加したものの、全国に占める割合はいまだ 1.7%程

度となっている。

図表 1 外国人延べ宿泊者数の動向

この理由として、海外市場に対して東北地方が知られていない、魅力が伝わっていないことが考えら

れる。観光庁が実施した調査1によると、訪日主要市場における東北地方の認知度は約 23%であり、6番
目の水準であるものの、北海道、沖縄、九州等知名度の高い地域からは大きく引き離されている。

1 2016年 5月に、インターネットを利用してアンケート調査を実施。対象市場は中国、韓国、台湾、香
港、タイ、米国、豪州の 7か国・地域であり、各市場から 310サンプル、計 2,170サンプルを回収。
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図表 2 日本における各地域の知名度

また、東北地方は自然が豊かであること、紅葉の名所が複数あることについては知られているが、

食や温泉、桜の鑑賞等、外国人旅行者が日本の地方で求める体験についてのニーズは他の地域に比

して低い水準にあり、これらの魅力が十分に伝わっていないことが懸念される。

図表 3 日本の地方に求める体験/東北地方に求める体験
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さらに同調査によると、東北への訪問に抵抗感を持つ人が 20%程度存在する。理由として、自
然災害や原発事故の影響への懸念等、根強い風評被害と並んで、言語対応に対する不安や、移動

に対する不安、観光情報の不足等が挙げられている。

図表 4 東北訪問についての抵抗感とその理由

以上のような状況を踏まえ、認知度やブランドイメージの向上、魅力的な観光コンテンツの磨

き上げ及び情報発信、交通アクセスや受入環境の改善に、東北一丸となって取り組むことが重要

である。

２．県のインバウンドにかかる現状分析

①外国人旅行者数の推移

本県の外国人延べ宿泊客数は、2010 年（平成 22 年）に過去最高となる 63,570 人に達したもの

の、2011 年 3 月の東日本大震災により、2011 年には約 3 分の 1の 22,150 人まで減少した。その

後、少しずつではあるが増加基調となり、2016 年に震災前の水準まで回復し、2019 年には 119,320

人（H22 年比 187.7％）と大幅に増加している。

また、本県の国籍別の外国人延べ宿泊客数は、定期便の新規就航や定期チャーターの就航、春期・

秋期を中心にしたプログラムチャーター便の就航などにより、台湾が 52,460 人（2019 年）と最も

多く、震災前の４倍に大幅に増加している。続いて中国が 13,700 人、香港が 8,210 人、韓国が 7,290

人と続き、他の重点市場では、タイが約 26 倍となっている。
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②外国人旅行者の動態

市町村別の訪問先では秋田市が多く、仙北市、

大仙市、鹿角市と続いている。また、滞在時間の

内訳を見ると、全ての地域において滞在時間が 1

時間から 9時間の立ち寄り型となっており、滞在

時間の延長、宿泊への拡大が大きな課題である。

そのような中でも、秋田市、横手市、男鹿市、

にかほ市については宿泊者の割合が他地域に比べ

て高い。

本県を訪れる外国人旅行客は、秋田市

⇔青森市、秋田市⇔仙北市、秋田市⇔仙台

市、盛岡市⇔秋田市、十和田市⇒小坂町の

移動が上位であり、北東北域内に仙台市を

加えた移動が活発である。

本県、青森県、岩手県においては、従前

より、三県連携による観光事業を実施して

おり、今後も三県共通の課題に対して、協

力しながら事業を実施していくことが重要

と考える。

作成：株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

図表 5 外国人延べ宿泊者数の動向
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※ Ｗｉ２社「ＴＲＡＶＥＬ ＪＡＰＡＮ Ｗｉ－Ｆｉ」のＷｉ－Ｆｉ利用履歴及びＧＰＳログ（2015 年 4 月～2016 年 3 月）

のうち各市町村への滞在 2時間以上

また、本県が重点市場として取り組んできた韓国、台湾、タイの聞き取り等による現況は次

のとおりである。

＜台湾＞

春季・秋季・冬季チャーターや仙台空港の国際定期便等を利用したツアー商品が多く、角

館や田沢湖、秋田内陸縦貫鉄道への乗車、十和田・鹿角地域への訪問が多い。東北への周遊

プランは 4泊 5日の行程が多く、東北地方のみならず、東京や北海道を含めた行程もある。

＜韓国＞

秋田ソウル国際定期便が運休しているため、仙台空港の定期便を使用した旅行商品（航空

機＋宿泊施設）による利用が人気で、秋田市や男鹿、角館、田沢湖のほか、小安峡温泉や鳥

海山麓など、県中央部から南部が主な訪問先である。韓国からのツアーは、広範囲を周遊せ

ずに同じ場所に連泊する傾向がある。

＜タイ＞

羽田空港経由で秋田入りする「ファームステイ」プランが主流であったが、最近は是に加

え、乳頭温泉郷や角館の武家屋敷、秋田市内散策など、個人やグループなどのＦＩＴの利用

者が増加傾向にある。

＜中国＞

羽田空港や成田空港をゲートウェイに東京観光と東北・北海道など、広範囲に周遊するプ

ランが主流で、本県には 1泊程度の宿泊になっている。都市部を中心に団体旅行から個人旅

行へ、ゴールデンルートから地方への傾向が強まり、日本らしい体験を求める旅行者が増え

ている。

③外国人旅行者のニーズ

＜台湾＞

台湾からの宿泊者は 52,460 人（2019 年）で、震災前と比較して約 4倍に増加し、本県を訪

れる外国人宿泊者の中で最も多く、全体の 44.0％を占めている。

具体的な県内の観光資源としては、角館、十和田湖、田沢湖が特に知られており、桜、紅

葉、雪等、季節ならではの魅力が評価されている。SNS 分析結果より、これらの観光資源は青

森県の観光資源とともに認識されており、一連の旅行記の中で言及されている。

また、個人旅行者はブログから得る情報により海外旅行の訪問先を決定する傾向があり、

団体ツアー旅行者はブログなどの SNS をきっかけに訪問先を決定する傾向がある。旅行先で

の観光体験を決定する際は、他市場と比較してクチコミの評価を重要視している。
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＜韓国＞

韓国からの宿泊者は 7,290 人（2019 年）で台湾、中国に次いで多いが、震災前と比較して

約 23%の水準に留まっており、本県への訪問意欲が他市場と比較して低くなっている。秋田県

はドラマ「アイリス」の舞台として、韓国国内において広く認知されている。

具体的な県内の観光資源としては、乳頭温泉郷の認知度が高く、web アンケートでは、日本

で体験したいこととして 7割の人が温泉体験をあげている。この結果は他市場と比較して最

も多い割合を占める。韓国では、温泉体験に対して他市場と比較して混んでおらずゆっくり

と時間を過ごせること、価格が安いことを求める傾向にある。

また、ブログやテレビ番組をきっかけに海外旅行訪問先を決定する傾向にある。

＜タイ＞

タイからの宿泊者は 6,530 人（2019 年）で震災前と比較して約 26 倍となっており、今後も

継続的な増加が見込める有望市場である。本県への訪問意欲は他市場と比較して高い。

県内の観光資源である、乳頭温泉郷、なまはげ、武家屋敷の認知度が他市場と比較して高

い。温泉に対しては典型的な日本建築の中で温泉を楽しめること、祭りに対しては日本人に

とって重要な祭りである事、歴史体験に対しては外国人にも理解できる説明がなされている

ことを他市場より要素として求める傾向にあり、日本の文化を知りたい、体感したいという

意欲が強いことが伺える。

テレビ番組、口コミサイトをきっかけに海外旅行訪問先を決定する割合が高い。

＜中国＞

中国からの宿泊者は 13,700 人（2019 年）で台湾に次いで多く、震災前と比較して約 2倍に

増加し、本県を訪れる外国人宿泊者数全体の 11.5％を占めている。

県内の観光資源としては、十和田湖、角館がよく知られており、東北の観光ルートの 1つ

として、青森県、岩手県の観光資源と合わせて認識されている。他市場と比較してそこでし

かできない体験を求める傾向にある。

また、自国の親族・知人または、インターネット上のメディア記事をもとに旅行計画を立

てることが一般的である。
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県内観光資源に対する評価

※NetBase（過去 27 ヶ月の SNS やブログ等の Web 上の言語別の情報をもとに観光資源に

対する評価について分析）

欧米や豪州、台湾・香港・中国市場では、投稿数の１位が「秋田犬」となっている。中国で

は２番目の投稿数に対して約４１倍、欧米豪では１１倍と他地域に比べ、特に秋田犬に関する

投稿数が多い。タイにおいてはサンプル数が少なく分析は不可であった。

④地域の受入態勢

受入態勢の整備については、（一社）秋田県観光連盟内に「あきた旅のサポートセンター」及

び「秋田バリアフリーツアーセンター」を設置し、外国人観光客のほか、障がい者や高齢者の

方々など、誰もが安心して本県を旅行できるよう、これまで以上にきめ細かな対応に努め、「み

んなにやさしい観光あきた」を推進している。

具体的には、旅のバリア等にかかる情報をきめ細かく発信するとともに、主要観光地におけ

る二次アクセスの整備・充実を進めることにより、誰にでもやさしい受入態勢づくりと新たな

マーケットの開拓を図ることとしている。

【Ｗｉ－Ｆｉの整備状況】

ⅰ．道の駅 整備率７６．７％（２３カ所／３０カ所）

ⅱ．主要観光案内所 整備率８５．７％（１２カ所／１４カ所）

ⅲ．主要観光施設 整備率７９．３％（２３カ所／２９カ所）

ⅳ．宿泊施設 整備率８９．７％（１２２カ所／１３６カ所）（※１）

（※１）秋田県観光連盟会員の宿泊施設（2021 年 3 月 1 日時点）

＊すべて秋田県観光振興課調べ

【クレジットカード端末の導入状況】

ⅰ．宿泊施設 導入率７９．４％ （１０８カ所／１３６カ所）（※２）

（※２）秋田県観光連盟会員の宿泊施設（2021 年 3 月 1 日時点）
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３．地域の課題

①地域の現状や市場ニーズ把握に係る課題

本県が重点市場として誘客に取り組む韓国や台湾、中国については、現地コーディネーターや

現地旅行エージェント等から情報収集を継続しながら、常に現地の最新情報や市場ニーズの把握

に努めていく。

また、タイにおいては、「農家民宿」と「教育旅行」に特化して誘客事業を展開してきたため、

市場調査を実施し、その結果を各種事業に反映させている。

県内の外国人観光客のうち、団体客については、県内での行程をある程度把握できるが、増加

傾向にある個人旅行者の行程については、ほとんど把握できずにいる。また、訪日外国人旅行者

にかかる統計は、観光庁の宿泊旅行統計調査のみであるが、市町村別の統計がないため、実態を

把握できずにいる。訪日外国人の観光消費額については、県観光統計において試算しているが、

国の訪日外国人消費動向調査から推計した数値と乖離しており、実際の観光消費額の把握が課題

である。

②インバウンド推進体制に係る課題

県内ではインバウンドにかかる専門職員を配置している組織は少なく、国内観光やその他業務

と兼務となっているが、県内でも訪日外国人旅行者が多い仙北市などは、外部の専門家を招聘し、

研修等を通じて職員が研鑽を積んでいる。このような動きを全県に拡大させ、ボトムアップを図

るために、組織への常駐等も含め、専門家等による助言や指導、組織内でリーダーになる職員の

育成を実施していくことが必要である。

③海外市場からの認知度・イメージ等に係る課題

本県を訪れる外国人観光客数から推察すると、海外市場における本県の認知度はまだまだ低い

と言える。一方、「秋田犬」のように本県のキラーコンテンツになり得る素材でありながら、デス

ティネーションとしての「秋田」に結びつかないケースもあり、ストーリー性を持ってプロモー

ションするなどＰＲ方法に工夫が必要である。

これまでも、重点市場を中心に（韓国・台湾・タイ・中国）、旅行エージェント向けファムツア

ーの実施や現地における観光セミナー等を実施するなど、各市場において各種プロモーションを

実施している。

＜台湾＞

平成 19 年度から本格的な取組を開始し、平成 20 年度から現地コーディネーターを設置して

現地旅行会社への秋田泊旅行商品の造成の働きかけと、各種媒体を活用した情報発信に努めて

おり、加えて、台湾からのチャーター便の運航拡大等を図るため、知事のトップセールスを毎

年実施している。

台湾からのチャーター便は、これまでは春季と秋季に偏っていたが、平成 28 年度冬季に秋田

空港発着のチャーター便が初めて就航されたことから、まだ、就航実績がないグリーン期の運

航に向けて、新たな旅行商品の拡大などを現地旅行エージェントや航空会社に働きかけていく
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ことが必要である。

また、台湾人旅行客のＦＩＴ化を見据え、情報発信力の高いパワーブロガーの活用など、台

湾のエンドユーザー向けの情報発信を拡大させる必要がある。

＜韓国＞

秋田ソウル国際定期便は、現在運休しているが、今後の再開に向けて大韓航空への働きかけ

を継続するほか、青森や仙台空港等を経由して本県に立ち寄る旅行商品の造成を働きかけると

ともに、パワーブロガー等を招聘して、エンドユーザーへの情報発信を促進する必要がある。

＜タイ＞

タイから東北へは直行便がなく、本県も含めた東北の認知度が圧倒的に不足しているが、現

地旅行エージェントの経営者が本県出身者であることや、タイの有名な俳優を「あきた観光大

使」として活用する（H28.6.26 就任）など、現地との強いコネクションを活かしながら、ＦＩ

Ｔをターゲットにしたプロモーションを実施することが必要である。

＜中国＞

中国から日本への旅行者は市場別で最大であるが、本県の認知度はまだまだ低く、旅行先と

して認識されるに至っていないことから、現地のニーズを踏まえた情報発信を強化するととも

に、「高質な秋田」を切り口に秋田ならではのコンテンツを提供するなど、他県との差別化を図

ることも必要である。

④受入環境・交通アクセス等にかかる課題

外国人観光客からのニーズが高いＷｉ－Ｆｉ環境の整備やクレジットカード端末の設置、案内

看板の多言語化等については、これまでも各市町村が主体となった事業等により取り組んではい

るものの、どの地域でどの程度まで整備されているのか、また、実際に外国人観光客の要求がど

の程度なのか、詳細まで把握できておらず、まずは現状把握が第一と考えている。

また、県内移動で大きな役割を果たす二次アクセスについては、人口減少等により、路線バス

等の地域の交通手段が脆弱であることに加え、もともと観光に特化したアクセス手段がそれほど

発達していない状況にある。そのような中で、比較的利用が見込まれる秋田市～仙北市の横軸ラ

インでのアクセス手段の確保や、今後の増加が見込まれるＦＩＴ向けのレンタカーの活用はもと

より、二次アクセスや周辺観光施設を組み合わせた「周遊パス」の設置についても、訪日外国人

観光客の拡大に向けて重要な課題と考えている。

⑤滞在コンテンツにかかる課題

訪日外国人が多く訪れている地域では、農業体験や郷土料理づくり体験などのメニューが一定

程度あるが、その他の地域では新規プログラム開発が進んでいない。外国人の関心が高く、かつ

そこに行かなければ体験できない、例えば里山サイクリングや樹氷体験、秋田犬とのふれあい等

の滞在コンテンツの充実は、滞在時間の延長に繋がると考えられる。また、二次アクセスの整備

については、受入態勢の充実との側面をもつ一方で、レンタカーの活用などは、行動範囲が拡大
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することにより、点から面への観光に移行し、滞在時間の拡大、ひいては観光消費額の増加に寄

与することになる。

⑥国際会議等の誘致・受入に係る課題

本県は、同時通訳システム等のハードの問題、開催ノウハウ等のソフトの問題と根本的な課題

がある。平成 28 年 7月に秋田市において「日ＡＳＥＡＮ次官級交通政策会合」が開催され、その

開催ノウハウを今後に生かすとともに、対応できる人材の育成も重要な課題となっている。

３．評価指標と目標

※外国人延べ宿泊者数：観光庁「宿泊旅行統計調査」従業員数 10人以上

※外国人旅行消費額：秋田県観光統計

【各評価指標の設定理由及び交付対象事業との関係】

① 外国人延べ宿泊者数

設定理由： 日本政府の「明日の日本を支える観光ビジョン」において、２０２０年に東北６

県の外国人延べ宿泊者数を２０１５年実績の約３倍である１５０万人泊とする目

標が定められている。この目標の達成に向けて、本県もインバウンド誘客増加に向

けて取り組むことが必要と考え、本指標は計画において最も重要な指標と位置づけ

ている。

交付対象事業との関係：

・観光復興促進調査事業

・地域取組体制構築事業

・プロモーション強化事業

② 外国人旅行消費額

設定理由： 日本政府の「明日の日本を支える観光ビジョン」において、２０２０年に消費額

全体で２０１５年の３．４兆円から２倍超の８兆円とする目標が定められている。

この目標の達成に向けて、本県も訪日旅行客の滞在日数の増加等に向けて取り組

むことが必要と考え、本指標は計画において最も重要な指標と位置づけている。

交付対象事業との関係：

・受入環境整備事業

・滞在コンテンツ充実・強化事業

・国際会議等誘致・推進事業

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和 2年 令和 3年

外国人延べ宿泊者数（人泊） 62,050 77,297 96,292 132,000 158,000 158,000

外国人旅行消費額（百万円） 1,403 1,664 1,975 2,344 2,781 2,781



- 11 -

Ⅲ．計画の期間

平成 28年度から令和 3年度まで

Ⅳ．計画の目標を達成するために必要な交付対象事業

１．観光復興促進調査事業

① 実施方針

本県の多様な文化遺産の価値について有識者や一般県民の意見を取り入れながら、掘り起こし

を行うとともに、日本遺産としての観光コンテンツ化も検討しながら、ＳＮＳ等を活用して国内

外への情報発信を行う。

また、訪日外国人に人気が高いサイクリングについて、その可能性を調査するとともに、具体

の実施に向けた事業を実施する。

② 事業案

Ø あきたの文化遺産魅力発信事業（平成２８年度）

・ 秋田の文化遺産の魅力について掘り起こしを行い、その魅力を核としたストーリー性のあ

るモデルコースを制定し、日本遺産としての観光コンテンツ化を目指す。

・ モデルコースの検証、ブラッシュアップを行い、旅行商品として販売を促進するとともに、

地域において文化遺産の活用にかかる機運の醸成を図るための講座等を開催する。

Ø 北東北インバウンド誘致推進事業【北東北３県連携】（Ｈ２８年度～Ｈ２９年度）

・ 本交付金を活用して実施している事業を検証し、事業の見直しを行うほか、本交付金終了

後のインバウンド対策の方向性等を検討する。

Ø 東北広域マーケティング事業（平成２９年度～平成３０年度）

（旧マーケティング＆デジタルコンテンツプロモーション事業）【東北６県連携】

・ 平成２８年度に実施した事業によるデジタルマーケティングデータやマーケティングリサ

ーチにより収集したデータの調査分析に基づく東北の広域マーケティングを実施する。

Ø インバウンドサイクリングコース活用事業【市町村連携】（平成２８年度）

・ サイクリングコースを設定するためのマーケティング調査等を実施し、具体等のコースの

検討、設置及び大会を開催する。

Ø インバウンド受入体制整備広域連携事業【市町村連携】（平成２８年度）

・ 台湾に対してマーケティング調査を実施し、その結果を踏まえ、Ｗｉ－Ｆｉステーション

等を整備する。
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③ スケジュール

２．地域取組体制構築事業

① 実施方針

地域のプラットホームを整備し、自立した観光地域づくりと地域連携ＤＭＯ設立を視野にいれ

た取組体制の構築を目指し、海外からの誘客促進を図る。

② 事業案

Ø あきた白神観光ブラッシュアップ事業【市町村連携】（平成２８年度）

・ あきた白神エリアにおいて、訪日外国人旅行客のニーズや行動実態を把握するための調査

及び分析を実施する。

・ （仮称）あきた白神ＤＭＯの設立に向け、観光戦略案、組織体制案、作業スケジュール等

を策定する。

③ スケジュール

３．プロモーション強化事業

① 実施方針

本県の重点市場である台湾や韓国、タイ、中国等を対象に「秋田犬」や「雪」、「食」、「文化」

などの本県の強みとなるテーマに絞り、旅行博への出展やインターネット広告、テレビ媒体等

を活用した宣伝、これまの取組により旅行商品の造成や交流人口の拡大に繋がっている海外か

らの招聘（旅行エージェント、メディア、文化団体等）などの集中プロモーションを実施する。

また、国内で訪日外国人が多い地域や国内のゲートウェイとなる空港等でのプロモーション

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　あきたの文化遺産魅力発信事業

　効果測定調査・インバウンドの方向性提示

(プロモーション強化

事業から移行)

　インターネットを活用した動画配信

　マーケティングデータ収集・ターゲットプロモーション

　観光復興促進調査事業

　マーケティング調査

　Ｗｉ－Ｆｉステーション等の整備

事業名

あきたの文化遺産魅力発信事業

北東北インバウンド誘致推進事業

東北広域マーケティング事業

(一部プロモーション事業へ移行)

インバウンドサイクリングコース活用事業 (滞在型コンテンツ充実・強化事業へ移行)

インバウンド受入体制整備広域連携事業 (受入環境整備事業へ移行)

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　あきた白神ＤＭＯ創設事業

事業名

あきた白神観光ブラッシュアップ事業 （滞在コンテンツ充実・強化事業へ移行）
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により、本県のセカンドデスティネーションとしての優先度を高める。

加えて、国立公園十和田・八幡平や北東北３県の食のポテンシャルを活用したプロモーショ

ンを実施するとともに、東北６県のスケールメリットを生かして、レンタカーの利用による二

次アクセスの利便性の向上や航空キャリア、旅行エージェントとの連携による旅行商品の造成

促進、インターネットによる集中ＰＲなど、“東北”の認知度向上を図る。

その他、既にキーコンテンツである“北東北の桜”や“樹氷”、“秋田犬”などを、より広域

的な枠組みでプロモーションすることにより、観光流動を拡大させ、訪日外国人の誘客を促進

する。

② 事業案

Ø 秋田犬を活用したＦＩＴ誘客対策事業（平成２８年度）

・ 秋田犬を見学することができる施設を繋ぎあわせ「秋田犬ふれあいライン」として、海外

のテレビ番組や動画活用サイトを活用して情報発信する。

・ ＦＩＴ向け旅行商品を扱う台湾や香港、タイ等の現地旅行会社などとタイアップキャンペ

ーンを実施する。

Ø タイ誘客促進事業（旧タイにおける秋田ブーム創出事業）（平成２８年度～令和元年度）

・ 秋田泊を伴うランドユニット（旅行会社に卸す旅行商品）を造成し、タイ現地旅行会社に

卸すほか、タイ人が訪日旅行前に参照する旅行情報源として上位に挙げられる旅行会社ホー

ムページに旅行商品の情報を掲載することで、旅行商品の周知及び販売促進を図る。また、

観光事業者による訪日タイ人誘客促進活動を促すため、プロモーション等に関するセミナー

を実施する。

・ タイ人が訪日旅行前に参照する情報源として、多くのタイ人が利用しているＳＮＳを活用

して、県内の写真映えするスポットの情報等を拡散することで、秋田県への旅行意欲を喚起

する。

Ø 台湾誘客促進事業（旧「冬こそ秋田へ」イメージ戦略推進事業）（平成２８年度～令和元年度）

・ 台湾遠東航空による定期チャーター便の就航や秋田泊旅行商品の周知拡大を図るため、航

空会社や旅行会社に対して広告支援を実施するほか、現地の旅行会社やメディア等の招聘に

より、本県の認知度向上及び誘客促進を図る。

・ トップセールスによる航空会社や旅行会社向けの観光セミナーや、現地旅行会社を対象に

した商談会を開催し、新たな周遊ルートの開拓と旅行商品の造成拡大を図るほか、チャータ

ー便を運航する航空会社や秋田泊旅行商品を造成・販売する旅行会社に対して、販売促進の

ための広告支援を実施する。

・ 台湾で人気があるサイクリングやトレッキング等のサークル団体等に対して発信力がある

インフルエンサーを新たに招請し、情報発信の強化を図るほか、国際旅行博への出展等によ

り、増加傾向にある個人旅行者（ＦＩＴ）の誘客を促進する。
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Ø 韓国誘客促進事業（旧テレビ番組等を活用した韓国誘客促進事業）（平成２８年度～令和元年

度）

・ 一年を通した安定的な誘客を図るため、仙台空港等に就航する定期便を利用した秋田泊旅

行商品の着実な販売促進を図るとともに、本県への旅行需要が高い冬季に、秋田空港への直

行チャーター便の就航に向けてセールスを強化し、直行チャーター便を活用した冬季旅行商

品及び韓国市場のニーズを踏まえたスキー等のアウトドアコンテンツを取り入れたテーマ型

旅行商品の販売を促進し、冬季の確実な誘客を図る。

・ 韓国の訪日旅行市場のニーズ等を踏まえ、リピーターやＦＩＴ層をターゲットに、秋田の

強みでもある温泉や食文化に加え、韓国で需要が高まっているアウトドアやカフェ文化等を

組み合わせた秋田の新しい魅力を、現地メディアやウェブサイト等を活用して発信する。

Ø 中国・香港誘客促進事業（旧中国誘客促進事業・旧香港・広州誘客促進事業）（平成２８年度

～令和元年度）

・ 中国で訴求効果が高い微博、微信により本県のタイムリーな観光情報等を発信するほか、

国際旅行博等に出展し、認知度向上を図る。

・ 観光交流に関する覚書を締結した大連において、知事によるトップセールス観光セミナー

等を開催するほか、旅行エージェントを招聘し、ファムツアーを実施することにより秋田泊

旅行商品の造成を図る。

・ 企画・販売力に優れ、訪日航空券を確保しやすい中国大手ホールセラーによるファムツア

ーを実施し、秋田泊旅行商品の造成を促進するとともに、当該旅行商品を販売する販売店を

対象としたセミナーを開催し、販売促進を図る。

・ 秋田泊旅行商品の造成、販売する北京、上海、広州等の旅行社が行う販売促進のための広

告を支援し、誘客拡大を図る。

Ø 文化による海外交流促進事業（平成２８年度）

・ 伝統芸能の祭典等に台湾や韓国の文化団体等を招聘し、公演を行う。

・ 本県と交流のある台湾において、高校生による国際文化交流を進め、本県の文化を広める

とともに、交流の拡大を図る。

Ø オーストラリア誘客促進事業（平成２８年度）

・ 現地旅行エージェントやメディア等を対象に、秋田の強みである「日本酒」「温泉」「スキ

ー」等を一体的にアピールするイベントを開催するとともに、旅行商品造成に向けたセール

スを行う。

Ø セカンドデスティネーション戦略推進事業（平成２８年度～平成３０年度）

・ 北海道内の旅行エージェント等と連携したツアーコースの造成や、東京や京都、北海道な

ど訪日外国人が多い地域において集中プロモーションを実施するほか、東京都と連携して豪

州からの誘客促進を図る。

・ 訪日外国人や在日外国人向けに本県の観光情報を発信し、本県への来訪意欲を醸成させ、
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あわせて帰国後の口コミ等による情報の拡散を図るほか、多言語の外国語パンフレットを制

作し、適宜配布するほか、訪日外国人の利用者が多い国際空港に当該パンフレットを設置し

本県の認知度向上と誘客促進を図る。

・ これまでに実施したマーケティング調査等を踏まえ、動画及びランディングサイトを制作

しデジタルプロモーションを展開する。

Ø アキタノ航空定期路線活性化事業（平成２８年度）

・ インターネット上で航空券と宿泊を自由に組み合わせて購入できる、個人向けオーダーメ

イド型旅行商品の販売支援を行う。

Ø モーグルの聖地「秋田・たざわ湖」ブランド化事業（平成２８年度）

・ たざわ湖スキー場を核とする田沢湖エリアでの受入環境調査を実施する。

・ 田沢湖エリアのプロモーションビデオの制作や一般消費者を対象にした誘客セミナー等を

開催することにより、「秋田・たざわ湖」のブランド化を促進する。

・ バックカントリースキーの推進など、インバウンド誘客の拡大を図る。

Ø 東京オリ・パラを契機とした誘客促進事業

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会期間中及びその前後に訪日するＦＩＴ旅

行者の旅ナカでの本県への誘客を図るため、都内で開催されるイベントや訪日外国人向けメ

ディア等を活用した情報発信を行う。

・ 東京オリ・パラ終了後の継続的な誘客に向けて、航空会社と連携した旅行エージェント招

請による秋田泊旅行商品の造成・販売を促進するとともに、オリ・パラを契機に日本及び東

北に関心を持った層に対し、旅行博等を活用して、現地で秋田の魅力を発信する。

Ø 中国からの北東北周遊商品促進事業【北東北３県連携】（平成３０年度）

・ 北東北で唯一の中国との定期便である青森・天津便を活用して、青森県、岩手県と連携し

ながら、北東北の周遊商品を造成することにより、中国からの誘客を図る。

Ø 十和田・八幡平観光ブラッシュアップ事業【北東北３県連携】（平成２８年度）

・ 十和田・八幡平地区において、外国人観光客のニーズの把握や地域の課題を明らかにする

ための、マーケティング調査を実施する。

・ 上記調査結果を踏まえ、外国人の利用頻度が高い旅行予約サイト等に同地区の情報を掲載

するほか、海外メディア・ブロガー等を招聘し、各種メディア媒体やＳＮＳ等を活用した集

中プロモーションを実施する。

・ 地域内パスを検討するなど、二次アクセスの強化を図る。

Ø 北東北「食街道」周遊プロモーション事業【北東北３県連携】（平成２８年度）

・ 北東北の「食」を楽しむ「食の三つ星街道」の構築に向け、台湾の旅行エージェントを招

聘するほか、「食の三つ星街道」を体験するモニターツアー等を実施する。
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・ ミシュランの三つ星シェフが考案したレシピの公開調理をメインとする、北東北３県の若

手シェフや海外の有名シェフ等によるイベントを開催するとともに、北東北の食コンテンツ

や食文化等を紹介するテレビ番組を制作し、台湾で放送する。

Ø レンタカーを活用したドライブ周遊観光促進事業【東北６県連携】（平成２９年度）

・ 関係機関と協力しながら、台湾や香港等からのドライブ周遊観光の拡大に向けた商談会や

セミナーを開催するほか、外国人向けの東北ドライブ版フリーマガジンを発行する。

Ø 航空キャリア提携旅行エージェント誘客促進事業【東北６県連携】（Ｈ２８年度～Ｈ２９年度）

・ 航空キャリア及び航空キャリアと提携している旅行エージェントを招聘し、東北６県の空

港視察や商談会等を開催する。

Ø デジタルコンテンツプロモーション事業【東北６県連携】（平成２８年度）

・ 東北の認知度向上を図るため、東北各県を紹介する動画を制作して、インターネット等に

より情報発信する。

Ø 映像などを活用した東北の魅力発信事業【東北６県連携】（旧デジタルコンテンツを活用した

誘客促進事業）（平成３０年度～令和元年度）

・ JNTOが設定した「7つのパッション」（Tradition／Nature／Art／Cuisine／City／Relaxation

／Outdoor）に沿ったテーマ別動画を制作する。

・ 特設サイト「Tohoku Japan」を改修し、テーマ別動画を収納するページや販促ページの春・

夏ページを作成する。

・ 四季動画を活用した動画広告、四季画像を活用したバナー広告、テーマ別動画を活用した動

画広告等、動画・画像を活用した情報発信を行う。

Ø 口コミ投稿を活用した誘客促進事業【東北６県連携】（旧ソーシャルメディアを活用した誘客

促進事業）（平成３０年度～令和元年度）

・ 旅行先決定等に大きな影響力を持っているソーシャルメディア等における口コミ数を増加

させるため、対象市場の旅行者に対して口コミ投稿型サイトへの口コミ投稿を促進する取組

を実施する。

・ 観光スポットや観光施設等に対して口コミ収集の機運醸成及び口コミ投稿型サイトへの基

本情報の登録促進を働きかけ、旅行者が口コミを投稿しやすい環境を整備する。

Ø 「ＴＯＨＯＫＵ」の観光振興の継続的な発信による誘客促進事業【東北６県連携】（旧旅行会

社等と連携した誘客促進事業）（平成３０年度～令和元年度）

・ 本年９～11月のラグビーワールドカップ、2020年のオリンピック・パラリンピックと国際的

なビッグイベントの開催が続き、東北でも競技が開催されること等を踏まえ、インフルエンサ

ーやメディア、旅行会社の招請等により、幅広い層に対する東北の認知度向上や、東北の冬の

ブランド化促進を図るとともに、訪日外国人旅行者への理解等を深めるフォーラム等の開催を
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通じ、東北全体で訪日外国人旅行者、選手、観客を歓迎する気運を醸成する。

また、依然として入込の回復が遅れている太平洋沿岸地域の現状について正確な情報発信等

を行うことにより、根強い風評や不安の払拭を図る。

Ø 海外富裕層旅行者の誘客促進事業【東北６県連携】（旧訪日富裕層を対象とした魅力ある東北

発信誘客事業）

・ 関係者の調査や示唆を踏まえた質の高いコンテンツの掘り起こしや、ユニークベニューの収

集、域内の関係機関と連携した受入課題の抽出、マーケット調査を行う。

・ 多様な富裕層を対象としプレミアム感を重視したコンテンツやユニークべニューを掲載した

パンフレットを作成する。

・ 富裕層向けのBtoB商談会であるＩＬＴＭ（International Luxury Travel Market）へ出展す

る。

・ プレミアム感あるモデルコースの開発や、ＦＡＭトリップ及びセールスコールを通じた旅行

商品造成の支援を行う。

Ø 東京 2020 オリンピック・パラリンピック来訪者への東北観光誘客情報発信事業【東北６県

連携】（令和元年度）

・ 東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中に訪日を予定している外国人をビックデ

ータの活用により事前にリサーチし、ディスプレイ広告やソーシャル広告等を通して東北へ

の来訪を促す専用サイトへ誘引する。併せて、ＯＴＡサイト等への共同広告によるプロモー

ションや、海外エージェント等を招請する商談会等を通して、東北への誘客を促進する。

Ø 東京 2020 オリンピック・パラリンピックを始めとした次年度に向けたプロモーション事業

【東北６県連携】

・ インバウンド増に向けた絶好の機会である東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機

とし、過年度交付金事業におけるレガシーとビッグデータを組み合わせたプロモーション等、

戦略的に事業を展開し、さらなる東北への誘客を図る。

Ø 東京 2020 オリンピック・パラリンピック以降の継続誘客を見据えた事業者向けプロモーシ

ョン事業【東北６県連携】

・ 過年度交付金事業のレガシーを活用したプロモーションや東北の強みである雪などのコン

テンツをフックとしたプロモーションを、過年度事業で関係を構築した教育旅行関係者やア

ジアの旅行会社等に向けて多角的に展開することで、東北への旅行商品造成を図り、さらな

る東北への誘客を図る。

Ø 東京 2020 オリンピック・パラリンピック以降の継続誘客を見据えた消費者向けプロモーシ

ョン事業【東北６県連携】

・ 過年度交付金事業のレガシーを活用したプロモーションや風評被害の払拭を目的とした太

平洋沿岸地域の魅力発信を継続して実施するとともに、東京 2020 オリンピック・パラリンピ
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ックを契機とした訪日メディアへの情報発信、海外での一般消費者向けイベント等を多角的

に展開することで、さらなる東北への誘客を図る。

Ø 東京オリパラ期間における東北の誘客促進及び情報発信事業【東北６県連携】

・ 東北観光復興キャンペーン用コンテンツや東北 DCサイトに掲載されている上位コンテンツ

を抽出し、多言語化することにより、確度の高い誘客を図る。

・ 東京オリパラ期間内において、東京都メディアセンター内での東北ブースの設置や、日本

コンシェルジュ協会を活用した首都圏ホテルとの連携、また、「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」で

のプロモーションの実施、そして、在留外国人向けに、「JAPANTODAY」や「YouTube」活用し

た情報発信の実施という複合的なプロモーションを行うことにより、訪日外国人への効果的

な情報発信を図る。なお、東京都メディアセンターに来場したメディアには、上記にて整備

したコンテンツを一式提供することにより、コンテンツの情報発信の確度を高める。

・ 東京オリパラや東北 DC 終了後に、在留外国人 YouTuber 等を活用した情報発信を行うこと

により、継続的に東北への誘客促進を図る。

Ø みちのく三大桜名所プロモーション強化事業【市町村連携】（平成２８年度～平成３０年度）

・ 仙北市、青森県弘前市、岩手県北上市の桜名所を周遊する旅行商品造成のため、海外に向

けてプロモーションを実施する。

Ø 日本三大樹氷ブランド化誘客推進事業【市町村連携】

・ 日本三大樹氷として、秋田県北秋田市、青森県青森市及び山形県山形市の樹氷のブランド

化を目指し、樹氷を観光するＦＡＭツアー及び樹氷サミットを開催する。

・ 地域の樹氷の個性を出したＰＲ動画等を作成し、海外のメディアにおいて情報発信を行う。

Ø ３Ｄ連携を基軸にした交流拡大事業【市町村連携】（平成２８年度～平成３０年度）

・ 海外からの外国人観光客の多い函館市と、｢秋田犬｣や｢角館の桜｣、｢康楽館｣等の比較的知

名度の高い本県観光コンテンツと周辺地域の食や伝統文化をマッチングさせた周遊ルートを

形成し、プロモーションを実施する。

Ø 秋田県南地域四季のうつろいを活かしたインバウンド促進事業【市町村連携】（平成３０年度）

・ 秋田県南地域の魅力あるコンテンツによるモデルコースを作成し外国人によるモニター調

査を実施、その意見を踏まえたモデルコースを策定するとともに、季節により様々に変化す

る県南地域の魅力を広く発信するため、ブロガーを秋と冬に招へいし、SNS を活用した情報発

信を行うとともに、魅力的なコンテンツで構成するプロモーション動画を作成する。

・ 予約制乗合タクシーや予約制観光タクシーの予約サイトを立ち上げるとともに、広告宣伝

を強化し、予約制観光タクシーの試行運行を実施する。

Ø 栗駒山麓を中心としたゆっくりひとめぐり事業【市町村連携】（平成３０年度）

・ 岩手・宮城・秋田の三県にまたがる栗駒山及び周辺エリアの魅力を海外に向けて発信する
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ため、多言語パンフレットを作成するとともに海外のメディア等を招聘する。

・ また、エリア内の魅力を満喫し周遊できるようモデルコースを作成し、モデルコースを掲

載したセールスシートを作成する。さらに、旅行会社を招聘するなど、旅行商品の造成を目

指す。

Ø あきた白神観光プロモーション強化事業【市町村連携】（旧あきた白神観光ブラッシュアップ

事業）（平成３０年度）

・ 訪日外国人旅行客に向けた滞在プログラム等をベースとし、１市３町の観光プロモーショ

ン強化を図る検討会や勉強会を開催し、あきた白神エリアへのインバウンド観光客の来訪並

びに周遊促進を図る。

・ 平成 30年度中に「日本版ＤＭＯ候補法人」の登録を目指す。

Ø 海外誘客市場開拓事業【市町村連携】（平成３０年度～令和元年度）

・ 八幡平市、両市地域ＤＭＯと連携してタイ旅行業社、ブロガー等のインフルエンサーを招

請し、鹿角市・八幡平市の国立公園八幡平エリアにおける旅行商品造成を行い、ツアー販売

のための商談会、情報発信等を通じて、当エリアへのさらなる誘客を図る。

Ø インバウンドサイクリングコース活用事業【市町村連携】（平成３０年度）

・ 観光地として未開発だったみずほの里ロードを外国人に根強い人気があるサイクリングコ

ースとして整備することで、大仙市、仙北市、美郷町の広域圏内を訪れる観光客の課題だっ

た二次交通への対策と併せ、更なる訪日観光客の増加と広域周遊の実現及び地域活力の向上

を目指す。

Ø 環鳥海広域周遊環境整備事業【市町村連携】（令和元年度）

・ 環鳥海地域（秋田県由利本荘市・にかほ市、山形県酒田市・遊佐町）を巡るモニターツア

ーを実施し、ＳＮＳ等による情報発信を行うとともに、旅行者アンケートにより、生の声を

吸い上げ、その意見に基づいた受入環境の整備を図る。

Ø 北前船寄港地フォーラム開催による誘客事業【市町村連携】

・ 秋田県と連携し北前船寄港地フォーラムを秋田市で開催し、秋田の有形無形の文化財や観

光資源等の魅力を発信し、本市の観光振興の推進や交流人口の拡大を図る。

③ スケジュール

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

秋田犬ふれあいライン（仮称）の構築

体験型プログラム造成及び旅行商品化

ふれあいライン情報発信

事業名

秋田犬を活用したＦＩＴ誘客対策事業 （滞在コンテンツ充実・強化事業）
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平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

タイ市場マーケティング調査

旅行商品連動型プロモーション

高質な秋田集中ＰＲ

台北国際旅行博への出展等、情報発信

秋田泊旅行商品造成支援

新規開拓誘客促進（高雄観光交流を含む）

定期チャーター便活用誘客促進事業

テレビ番組活用集中宣伝

旅行商品連動型プロモーション

秋田の魅力発信

観光ＰＲセミナーの開催

秋田の認知度向上事業

中国ＡＧＴファムツアー・旅行商品造成支援

インフルエンサーの招聘等情報発信

ＰＲ動画制作・放映

秋田泊旅行商品の造成支援

海外文化団体招聘

高校生国際交流

プロモーションイベント開催

旅行AGT招聘・旅行商品造成

外国人目線による秋田紹介映像制作

多言語情報発信

東京・京都等での秋田集中プロモーション

航空会社オーダーメイド型旅行商品販売促進

イメージアップに向けた受入環境調査

冬季誘客集中ＰＲ

2020年訪日外国人向け情報発信事業

オリ・パラ以降の継続誘客を見据えたプロモーション事業

北東北周遊商品の造成

北東北周遊商品の周知

「towada-Hachimantai」調査事業

イメージアップ集中宣伝

旅行AGT招聘・旅行商品造成支援

北東北「食の三つ星街道」構築・拡充

旅行AGT招聘・旅行商品造成支援

海外でレビ番組制作・放映

商談会・観光セミナーでのセールス

事業名

タイ誘客促進事業

台湾誘客促進事業

韓国誘客促進事業

中国誘客促進事業 （中国・香港誘客促進事業へ統合）

中国・香港誘客促進事業

文化による海外交流促進事業

オーストラリア誘客促進事業 （モーグルの聖地「秋田・たざわ湖」ブランド化事業へ統合）

セカンドデスティネーション戦略推進事業

（市場別情報発信強化事業へ統合）

（市場別情報発信強化事業へ統合）

アキタノ航空定期路線活性化事業

モーグルの聖地「秋田・たざわ湖」ブランド化事業 （滞在コンテンツ充実・強化事業へ移行）

東京オリ・パラを契機とした誘客促進事業

中国からの北東北周遊商品促進事業 (中国・香港誘客促進事業へ統合）

十和田・八幡平観光ブラッシュアップ事業 （受入環境整備事業へ移行）

北東北「食街道」周遊プロモーション事業 （滞在コンテンツ充実・強化事業へ移行）

レンタカーを活用したドライブ周遊観光促進事業 事業統合により別事業で実施
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平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

航空会社及び旅行AGT招聘

国際定期便・チャーター便運航支援

インターネットを活用した動画配信

マーケティングデータ収集・ターゲットプロモーション

（事業統合）　　　

（事業統合）　　　

（事業統合）　　　

東北関連商品強化プロモーション

口コミ投稿を活用した誘客促進

映像等を活用した戦略的プロモーション

冬の東北継続情報発信及び情報更新

アジアの旅行会社等招請

メディア等招請による情報発信

一般消費者向けプロモーションの実施

東京オリパラ期間における情報発信用コンテンツの整備

東京オリパラ期間におけるプロモーション

東京オリパラ・東北DC終了後の情報発信

メディア招聘・ファムツアー等の実施

プロモーション（ファムツアー・共通パンフレット等）

樹氷案内所の整備

函館市からの周遊ルートの形成に向けた取組

イベント等を活用した誘客プロモーション

（滞在コンテンツ充実

強化事業から移行）

二次アクセスの整備

（滞在コンテンツ充実

強化事業から移行）

栗駒山麓情報発信

（滞在コンテンツ充実

強化事業から移行）

あきた白神観光プロモーション強化事業

タイ市場プロモーション事業

（滞在コンテンツ充実

強化事業から移行）

サイクリングコース整備等

　国際ロードレース開催・ＰＲ

（受入環境整備事業か

ら移行）

環鳥海地域モニターツアー実施事業

北前船寄港地フォーラムの開催

事業名

航空キャリア提携旅行エージェント誘客促進事業 事業統合により別事業で実施

デジタルコンテンツプロモーション事業 （観光復興促進調査事業に移行）

デジタルコンテンツを活用した誘客促進事業

映像などを活用した東北の魅力発信事業

ソーシャルメディアを活用した誘客促進事業

口コミ投稿を活用した誘客促進事業

旅行会社等と連携した誘客促進事業

「ＴＯＨＯＫＵ」の観光復興の継続的な発信による誘客促進事業

海外富裕層旅行者の誘客促進事業

東京2020オリンピック・パラリンピック来訪者への東北誘客情報発信事業

東京2020オリンピック・パラリンピックを始めとした
次年度に向けたプロモーション事業

東京2020オリンピック・パラリンピック以降の継続誘
客を見据えた事業者向けプロモーション事業

東京2020オリンピック・パラリンピック以降の継続誘
客を見据えた消費者向けプロモーション事業

東京オリパラ期間における東北の誘客促進及び情報発信
事業

みちのく三大桜名所プロモーション強化事業

日本三大樹氷ブランド化誘客推進事業

３Ｄ連携を基軸とした交流拡大事業

秋田県南地域四季のいうつろいを活かしたインバウンド促進事業

栗駒山麓を中心としたゆっくりひとめぐり事業 （受入環境整備事業に移行）

あきた白神観光プロモーション強化事業

海外誘客市場開拓事業

インバウンドサイクリングコース活用事業

環鳥海広域周遊環境整備事業

北前船寄港地フォーラム開催による誘客事業
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④ 効果の把握及び評価方法

４．受入環境整備事業

① 実施方針

訪日外国人旅行者の受入態勢整備に向け、県内における受入環境の調査を行うとともに、ＩＣ

Ｔを活用した情報発信力の強化を図る。

事業名 事業評価指標 アウトカム指標

訪日外国人向け都内イベント出展回数 イベント当日の県公式SNSフォロワー増加数

訪日外国人向けメディアへの記事掲載媒体数 閲覧者数

デジタルを活用した広告配信表示回数 クリック数

現地旅行博等出展回数 フォロワー増加者数

旅行エージェント招請社数 旅行商品造成件数

被招請社数

延べ参加者数

旅行商品掲載支援数

販売促進支援回数

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀを活用した訪日関心層への情報発信件数 海外OTAサイトへの誘引数

ウェブ広告等出稿数 スペシャルページへの誘引数

セミナー集客数

口コミ投稿数

観光関係事業者への訪問等件数 オーナー登録数

広告出稿期間 媒体接触者数

映像等を活用した戦略的プロモーション出稿数 再生回数

映像等を活用した戦略的プロモーション出稿数 クリック数

冬の東北継続情報発信招請者数 旅行商品造成数

アジアの旅行会社等招請者数 旅行商品造成数

メディア招請企業数 媒体接触者数

インフルエンサー招請人数 インフルエンサー発信情報のPV数

開催回数 イベント来場者数

ファムトリップ招請社数

国内旅行会社等による視察の参加人数

セールスコール訪問社数

商談会参加商談社数 発信情報PV数

インフルエンサー招請人数 体験型プログラム造成数

ワークショップ開催回数

富裕層マーケット報告会開催回数

情報発信用コンテンツの整備数

オリパラ期間における情報発信ブースでの発信期間

コンシェルジュ協会対象セミナー開催回数 コンシェルジュによる東北の案内数

JRCafeでのプロモーション実施期間 平均来場者数

JAPANTODAYへの記事掲載本数 記事閲覧数

在留外国人YouTuberによる動画出稿数 動画再生回数

東京オリパラ・東北DC終了後の動画出稿数 動画再生回数

旅行エージェントの招請 旅行商品造成（予定）数

樹氷サミットの開催 メディアによる情報発信

インバウンド用パンフレット制作 ツアー招請及びパンフレット配布国冬季宿泊者数

8 北前船寄港地フォーラム開催による誘客事業 大連市要人関係者の参加 秋田市内の中国旅行宿泊者数の増加

1 東京オリ・パラを契機とした誘客促進事業

旅行商品造成数

旅行商品掲載本数

セミナー開催数（サブセミナー含む）

3
東京2020オリンピック・パラリンピック以降
の継続誘客を見据えた事業者向けプロモーショ
ン事業

4
東京2020オリンピック・パラリンピック以降
の継続誘客を見据えた消費者向けプロモーショ
ン事業

旅行商品予約人数

参加者数

ブース来場メディア等による記事の閲覧者数

7 日本三大樹氷ブランド化誘客推進事業

2
東京2020オリンピック・パラリンピックを始
めとした次年度に向けたプロモーション事業

5 海外富裕層旅行者の誘客促進事業

6
東京オリパラ期間における東北の誘客促進及び
情報発信事業
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② 事業案

Ø ＩＣＴを活用した訪日外国人受入態勢整備事業（旧訪日外国人受入環境整備事業）

・ 県内観光関連施設に対し、旅行口コミサイトの活用やキャッシュレス決済の導入を促進する

とともに、ＧＰＳやＱＲコード等のＩＣＴ技術を活用した用いた新たな観光案内機能の強化等

により、外国人旅行者の満足度向上と滞在時間・観光消費額の増加を図る。

・ 外国人旅行者向けの多言語対応アプリ「アキタノＮＡＶＩ」の内容を充実させるとともに

、ビーコン（Bluetooth信号発信機）を活用した周遊ルートの提案等により、滞在時間や観光

消費額の拡大を図る。

・ 外国人旅行者の主要な玄関口である秋田空港を起点とした二次交通について県内各地で取

り組まれている地域内のアクセス整備と連携しながら、更なる利便性向上を図る。

・ 年々増加している秋田港への外航クルーズ船の乗船客向け観光案内の充実や、県内観光案

内所における訪日外国人に対する案内機能の強化など、インバウンド対応力の向上を図る。

・ オリンピック・パラリンピック後の継続的な外国人の受入れを促進するため、ＦＩＴやリ

ピーター層をターゲットとして、県公式フェイスブック等を活用した各国言語によるタイム

リーな観光情報発信と、インフルエンサー・メディア招請による秋田の魅力発信を行う。

・ 空港・駅等の交通結節点から自由度が高く県内周遊を容易に行えるレンタカー利用による

外国人観光客の周遊促進を図る。

Ø インバウンド対応レベルアップ事業（平成２９年度）

・ 観光関連施設におけるインバウンド対応力をレベルアップさせるため、ＩＣＴ活用による

観光情報発信や共有化に関する研修の開催、外国人対応マニュアルの作成、県内観光案内所

等ネットワーク推進協議会（仮称）の設置等を実施する。

・ 県内各地における体験型コンテンツを整理し、カタログ化する。

Ø 文化財誘客推進事業（平成３０年度～令和元年度）

・ 県内にある文化財を活用し、外国人旅行者の満足度向上と滞在時間の延長を図るため、多

言語に対応する案内看板を整備する。

Ø 市場別情報発信強化事業（令和元年度）

・ 外国人に本県への興味を抱いてもらうために、四季や食、祭りなど観光のポイントを掲載

した多言語パンフレット（英語、繁体字、簡体字）を制作し、誘客につなげる。

・ 東京を訪れた外国人個人旅行者が本県を訪れるよう、東京と東北の共同ウェブサイトを通

じて、誘客につなげる。

・ 台湾、中国、韓国、タイに対応した多言語観光情報サイト（英語、繁体字、簡体字、韓国

語、タイ語）を各市場のニーズを踏まえて構築する。また、デジタルプロモーションを展開

し、サイトへの誘導を図るとともに、閲覧者の属性を調査し、今後の事業展開に活用する。

Ø 世界遺産等を活用した体験・滞在型旅行受入強化事業

・ 広大な県土に点在する文化財や地域の伝統行事と本県の人気コンテンツ等を有機的に結び
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付けながら、テーマ性・体験・交流を重視した魅力的な周遊ルートを開発し、海外旅行エー

ジェント向けにセールスシートを作成する。

Ø 東北広域での二次交通対策事業【東北６県連携】（旧広域二次交通の整備及び情報のデジタル

化支援事業）

・ 交通事業者と連携し、路線情報、所要時間等の交通情報を掲載した一元化プラットフォー

ムを構築する。また、海外での広告やJR-EAST等のFree Wi-Fiの活用により、旅マエ、旅ナ

カにおけるプラットフォームの利用促進を行う。

・ 東北域内の各交通事業者における訪日旅行者向け周遊パス等各種取組みを促進するため、

プラットフォームに情報を集約し、他の各種事業においても連携し各種取組みの利用促進を

行う。

・ 域内交通事業者を対象にインバウンド受入に係る機運醸成セミナーを実施するほか、二次

交通に関する商品のＯＴＡ登録支援及びその販促キャンペーン等を実施し、海外において東

北域内の交通商品が購入できる環境を整備する。

Ø 「秋田港クルーズ」受入体制強化事業（平成３０年度）

・ クルーズ列車の本格運行を契機として、クルーズ船利用者の県内周遊を進めるため、秋田

港から秋田港駅へのシャトルバスを運行する。

Ø ＡＫＩＴＡスノーリゾート推進事業【県市連携】（平成３０年度）

・ 台湾及び韓国からの冬季旅行需要に対応した、旅行商品の造成及び販売促進に向けたタイ

アップ広告の掲出等を実施する。

・ スノーリゾートとしての新たな体験プログラム等の開発検証を行うほか、冬の魅力の効果

的情報を発信するため、台湾や韓国、豪州で影響力のあるＷｅｂサイト等を活用する。

・ 当該エリアを訪れるスキー客を中心とした外国人旅行者の主要ゲートウェイと田沢湖エリ

アをダイレクトに結ぶ二次アクセスを試験的に運行するほか、利用促進のためのプロモーシ

ョンを実施する。

Ø 十和田・八幡平観光ブラッシュアップ事業【北東北３県連携】（平成２９年度～平成３０年度）

・ Ｈ２８年度に実施した訪日外国人等に対するニーズ調査等を踏まえ、旅行エージェントを

招聘するなど商品造成に向けた支援を行うとともに、外国人に人気が高い参加型・体験型プ

ログラムの提供や、域内の二次アクセス、新たな宿泊形態について検討するほか、訪日外国

人の受入に必要な人財を育成する。

・ 十和田八幡平及びその周辺地域の伝統芸能等が一堂に会するイベントを開催し、イベント

に合わせて旅行商品の造成を図るほか、同会場内において、北東北の郷土料理の提供や特産

品の販売等を実施する。

Ø 秋田中央横軸連携ＦＩＴ受入モデル地域整備事業【市町村連携】（平成２８年度～令和元年度）

・ 秋田市、大仙市、仙北市、男鹿市が連携しながら、秋田空港、新幹線駅と観光スポット、
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宿泊施設などを結ぶＦＩＴ向け交通網や宿泊施設等の受入体制を整備する。

Ø インバウンド受入体制整備広域連携事業【市町村連携】（平成２９年度）

・ 台湾におけるＷｅｂ調査結果を踏まえ、優先順位の高い観光施設等に順次Ｗｉ－Ｆｉステ

ーションを設置するとともに、観光アプリの開発の検討を行う。

Ø 環鳥海広域周遊環境整備事業【市町村連携】（平成２９年度～平成３０年度）

・ 平成２８年９月に誕生した鳥海山・飛島ジオパークを新たな周遊観光資源として位置づけ、

多言語表記によるガイドブックを製作して、外国人観光客等の誘客を図る。

・ 台湾を中心に、旅行エージェントを招請し、鳥海山・飛島ジオパーク周辺の自然体験や郷

土料理、生活体験など地域住民とのふれあいを通じた「体験」を提供するなど、本地域への

旅行商品造成を促進する。

Ø インバウンド用案内看板作成事業【市町村事業】（平成３０年度）

・ 外国人観光客が増加傾向にあり、また世界遺産登録に向けた活動を行っていることから、

多言語による史跡の案内板を設置する。

Ø 文化財誘客推進事業【市町村事業】（平成３０年度）

・ にかほ市内に点在する国指定史跡・名所の案内看板を多言語化し、外国人旅行者の市内周

遊性の拡大と滞在時間の延長を図る。

Ø 秋田県南地域二次アクセス等受入環境整備事業【市町村事業】（令和元年度）

・ 既に湯沢市・東成瀬村で整備している二次アクセス（予約制乗合タクシー）「こまちシャト

ル」のエリアに「横手市増田地区」と「湯沢市小安峡」を結ぶ路線を新たに追加した際の効

果検証のため、紅葉時期等に試行運転をする。

・ 「こまちシャトル」の運行エリアの主要観光施設等でＱＲコードを読み込ませることによ

り、その施設を多言語で紹介するほか、温泉郷などのエリアごとの紹介ページを設ける。

・ モニターツアーを実施し、参加者によるＳＮＳ等での情報発信を実施し、地域の認知度向

上と、「こまちシャトル」の利用促進につなげる。

Ø 栗駒山麓インバウンド受入環境整備事業（旧栗駒山麓を中心としたゆっくりひとめぐり事業）

【市町村連携】

・ 平成 30 年度に作成した各種ツール類を活かし、対象国を英語圏に拡大するための受入環境

整備を行うとともに、現地旅行会社により旅行商品造成と販売支援を本格化させる。周遊コ

ースについては、対象国を意識した見直しを行い、地域業者との協同により受入環境の整備

を進める。

・ FIT 層をターゲットに、東北域内で需要が高まっているレンタカーを用いた周遊観光に焦点

を当て、当該地域でレンタカー周遊観光をストレスなく楽しめるよう、立ち寄り施設の多言

語対応、ドライブルートの設定等の環境整備を行う。
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Ø 東北・夢の桜街道桜の札所看板整備事業【市町村連携】

・ 東北の桜の札所を訪日外国人向けに、当市の桜のストーリーを多言語化した看板を設置す

ることにより、新たな旅行者の開拓につなげる。

Ø 旅客船を活用した観光二次交通整備事業【市町村連携】

・ 鉄道駅から男鹿半島の観光スポットを結ぶ外国人観光客向けの旅客船による観光二次交通

を整備し、他の二次交通と連携することで県内への外国人観光客の増加と滞在期間の増加に

努め、観光振興と経済発展を目指す。

Ø インバウンド対応コンテンツ充実強化事業【市町村連携】

・ 「男鹿のナマハゲ」がユネスコ無形文化遺産に登録され、その認知度が高まりつつある現

在、スマートフォン等を介した多言語案内が可能なアプリ等を導入し、インバウンド向けの

受入環境を整備する。

③ スケジュール

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度

訪日外国人受入環境調査

訪日外国人受入態勢整備

アキタノインバウンド対応力レベルアップ事業

外国人旅行者向けアプリケーション活用による周遊観光促　
進事業

二次交通整備加速化事業

レンタカーを活用した県内周遊促進事業

外航クルーズ船受け入れ

県公式SNSを活用したFIT向け観光情報発信事業

メディア・インフルエンサー招請

観光施設等におけるインバウンド対応力向上支援

外国人旅行者向け体験型コンテンツ整備事業

文化財誘客推進事業

多言語情報発信推進事業

東京都連携外国人誘客事業

多言語サイト構築・情報発信事業

世界遺産等を活用した体験・滞在型旅行受入強化事業

東北広域での二次交通対策事業

クルーズ列車へのシャトルバスの運行

台湾冬季誘客促進事業

韓国冬季誘客促進事業

AKITAスノーリゾート魅力発信事業

（プロモーション強化

事業から移行）

イメージアップ集中宣伝

旅行AGT招聘・旅行商品造成支援・受入環境整備

事業名

ICTを活用した訪日外国人受入態勢整備事業

インバウンド対応レベルアップ事業 （訪日外国人受入環境整備事業と統合）

文化財誘客推進事業

市場別情報化発信強化事業

世界遺産等を活用した体験・滞在型旅行受入強化事業

東北広域での二次交通対策事業

「秋田港クルーズ」受入体制強化事業

ＡＫＩＴＡスノーリゾート推進事業 （滞在型コンテンツ充実・強化事業に移行）

十和田・八幡平観光ブラッシュアップ事業
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④ 効果の把握及び評価方法

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度

二次アクセス検討・モニター調査等

コンテンツブラッシュアップ

二次アクセス整備事業（域内パス整備等）

（観光復興促進調査

事業から移行）

マーケティング調査

Ｗｉ－Ｆｉステーション等の整備

環鳥海情報発信・ＡＧＴ招聘

環鳥海受入環境整備

史跡の多言語看板整備

史跡・名所の多言語看板整備

二次アクセス（予約制タクシー）エリア拡大・試行事業

観光コンテンツ多言語表記事業

モニターツアー及び情報発信事業

（プロモーション強化

事業から移行）

栗駒山麓インバウンド受入環境整備事業

東北・夢の桜街道桜の札所看板整備事業

旅客船を活用した観光二次交通実証実験等事業

「男鹿のナマハゲ」等インバウンド受入態勢整備事業

事業名

秋田中央横軸連携ＦＩＴ受入モデル地域整備事業

インバウンド受入体制整備広域連携事業

環鳥海広域周遊環境整備事業 （プロモーション強化事業に移行）

インバウンド用案内看板作成事業

文化財誘客推進事業

秋田県南地域二次アクセス等受入環境整備事業

栗駒山麓インバウンド受入環境整備事業

東北・夢の桜街道桜の札所看板整備事業

旅客船を活用した観光二次交通整備事業

インバウンド対応コンテンツ充実強化事業

事業名 事業評価指標 アウトカム指標

多言語観光案内所対応研修会開催回数
セミナー内容を活用し訪日外国人対応を改善
する観光案内所数

ＩＣＴ活用情報発信セミナ開催回数
セミナー内容を活用しICT運用を改善する事
業者数

モデルコース構築コース数 外航クルーズ船寄港数

プッシュ配信新規実施施設数 アプリダウンロード数

案内板多言語化施設数 案内板多言語翻訳サイト閲覧者数

レンタカー利用モデルコース構築数

パンフレットの作成・配布数

県多言語サイト特設ページＰＶ数

海外OTA共同プロモーション出稿回数

ＳＮＳ等を活用した情報発信回数 フォロワー増加者数

インフルエンサー・メディア招請者数 記事閲覧数

招請回数 周遊ルート造成数

旅行会社訪問件数 マッチング件数

旅行会社へのセールスシート配布数 旅行会社からの問い合わせ件数

プラットフォームのＷｅｂ等による情報発信 プラットフォームＰＶ数

旅行商品の販売支援（ＯＴＡ登録支援） 予約件数

東北域内交通事業者を対象としたセミナー開
催

参加者のインバウンド受入数

プラットフォーム効果検証のためのモニター
調査

修正箇所数

県内空港及び主要駅における外国人レンタ
カー貸渡実績

OTA経由予約数

2
世界遺産等を活用した体験・滞在型旅
行受入強化事業

3 東北広域での二次交通対策事業

1
ICTを活用した訪日外国人受入態勢整
備事業
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５．滞在コンテンツ充実・強化事業

① 実施方針

マーケティング調査等を踏まえ、マラソンやサイクリングなど訪日外国人に関心が高いコンテ

ンツを活用した滞在プログラム等を開発・提供することにより、旅行目的地としての動機付けを

向上させ、誘客の促進を図る。

② 事業案

Ø ＡＫＩＴＡ里山サイクリング推進事業

・ 本県のキラーコンテンツの一つとして造成した「高質な田舎・秋田」をイメージした里山

サイクリングのコースや体験プログラム等をモニターツアーを通じて台湾をはじめとする海

外に情報発信するとともに、ガイドの資質向上や体験プログラムの充実を図る。

・ サイクリングコースの拠点となる最寄りの道の駅等において、立ち寄りを歓迎するステッ

カーの設置などによる環境整備を行うほか、専用Ｗｅｂサイトやリーフレット、台湾でのサ

イクリングイベントブースへの出展等により、里山サイクリングの情報発信を行う。

Ø 秋田犬を活用したＦＩＴ誘客対策事業（平成２９年度～令和元年度）

・ 台湾や香港等のＦＩＴをターゲットとして「秋田犬ふれあいライン」に係る秋田犬のふれ

あい展示の整備・旅行商品の造成・認知度向上を図る集中キャンペーンを実施する。

・ 訪日外国人に人気が高い秋田犬とのふれあいの場の創出を促進させるため、民間事業者の

展示施設等の整備に対して補助する。

Ø ＡＫＩＴＡスノーリゾート推進事業（旧モーグルの聖地「秋田・たざわ湖」ブランド化事業）

・ 専門性の高いガイドの育成・定着のため、継続したガイド育成の実施を行うほか、特別感

のある新たなスノーアクティビティや雪国秋田ならではのコンテンツを使ったオプショナル

ツアーを実施する。

・ 北東北３県で連携して豪州旅行博や現地セールスを行うほか、東北観光推進機構が北京で

実施するセミナーに参加し一帯的な売り込みを行うとともに、集中的な情報発信を行う。

事業名 事業評価指標 アウトカム指標

検討会の開催 二次交通周遊観光ルートの設定

GoogleMapを活用した検索環境整備 外国人宿泊者数（４市村計）

ホームページの更新等 マイマップ閲覧・利用者数

有識者の招請 提言を踏まえて改善した案件数

仙台空港等のゲートウェイを活用した情報発
信

案内ツール等のリーチ数

5
東北・夢の桜街道桜の札所看板整備事
業

看板整備箇所数 QRコードからの桜街道HPアクセス数

web広告の製作数 外国人利用者

アンケート収集サンプル数 調査結果を踏まえた受入環境整備事業の件数

7
インバウンド対応コンテンツ充実強化
事業

アプリ等の開発 アプリ掲載観光施設の外国人来訪者増加数

4
栗駒山麓インバウンド受入環境整備事
業

6
旅客船を活用した観光二次交通整備事
業
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・ 口コミ分析やヒアリングインタビューにより旅行者ニーズを整理し、スキー場及び周辺観

光施設等とのワークショップを通し、コンテンツの造成・磨き上げを実施した上で、周遊ル

ートを造成する。造成した周遊ルートを豪州向けには影響力のある媒体を活用し、韓国向け

にはスキーセミナーなどを活用しＰＲをする。

Ø “あきたで美人に！推進事業（平成２９年度～平成３０年度）

・ 食や自然環境、温泉等の各種コンテンツについて、対象市場のニーズや特性に応じたマー

ケティング調査を行い、内容の充実を図る。

・ 県出身者（観光レディ・あきた舞妓・女将さん等）やインフルエンサー等により「あきた

で美人に！」をテーマにした各種コンテンツの情報を発信しながら認知度向上を図る。

Ø 東京オリ・パラを活用した誘客促進事業（令和元年度）

・ 東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の試合観戦チケット付き秋田泊旅行商品の

造成・販売を促進するため、各国ＮＯＣ（国内オリンピック委員会）公認の公式チケット販

売旅行会社（ＡＴＲ）のファムツアーを実施するとともに、造成された秋田泊旅行商品の販

売を支援する。

Ø 北東北「食街道」周遊プロモーション事業【北東北３県連携】（平成２９年度～平成３０年度）

・ 旅行商品の造成を前提とした、北東北の地域に根ざした独自の食材やメニューを体験でき

る「食街道」モデルコースを構築し、台湾の旅行エージェントやメディアを招聘し、旅行商

品化を促進する。

・ 「食街道」にかかるテレビ番組を制作・放送し、雑誌等の効果的な媒体も活用しながら、「食

街道」の認知度向上を図る。

Ø 冬の東北と着地コンテンツ整備事業（旧冬の東北とスノーコンテンツ等情報発信事業）

【東北６県連携】（平成２８年度～平成３０年度）

・ 冬の体験コンテンツを整理し、旅行商品化に向けた課題等を抽出するほか、マッチングサ

イト等を活用し、誘客に繋げる。

・ 冬の体験「スノーコンテンツ」のプロモーションを実施する。

Ø レンタカーを活用したドライブ周遊観光促進事業【東北６県連携】（平成２８年度）

・ 関係機関と協力しながら、台湾や香港等からのドライブ周遊観光の拡大に向けた商談会や

セミナーを開催するほか、外国人向けの東北ドライブ版フリーマガジンを発行する。

Ø ユネスコ無形文化遺産｢山・鉾・屋台行事｣魅力発信事業【市町村連携】（平成２８年度～平成

２９年度）

・ ユネスコ無形文化遺産に登録された県内３市３行事が一堂に会し魅力を発信することで、

周辺地域を含めた周遊観光を促進する。
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Ø インバウンドサイクリングコース活用事業【市町村連携】（平成２９年度）

・ 外国人に根強い人気があるサイクリングコースとして整備することで、大仙市、仙北市、

美郷町の広域圏内を訪れる観光客の課題だった二次交通への対策と併せ、更なる訪日観光客

の増加と広域周遊の実現及び地域活力の向上を目指す。

Ø 秋田県南地域四季のうつろいを活かしたインバウンド促進事業【市町村連携】（平成２９年度）

・ 旅行会社や関係者へのヒアリング調査を実施して、台湾・タイの旅行者の志向を把握し、

季節によりさまざまに変化する県南地域の魅力を最大限に訴求するコンテンツの磨き上げや

見せ方、繋ぎあわせ方を検討するほか、地域課題である二次アクセスについても検討する。

Ø 栗駒山麓インバウンド推進事業【市町村連携】（平成２９年度）

・ アウトドアアクティビティ目的で訪日する外国人旅行客に対しアンケート調査を実施し、

外国人登山者の動向を把握する。

・ 台湾人のインフルエンサーや在日外国人を招へいしてモニターツアーを実施、アジア圏、

特に台湾をターゲットとする外国人目線での魅力開発や課題の洗い出しを行うとともに、ツ

アー参加者による SNS 等の情報発信を行い、「栗駒山」の認知度向上を図る。

Ø あきた白神観光ブラッシュアップ事業【市町村連携】（平成２９年度）

・ 平成２８年度事業により立案された観光戦略に基づき、専門家を交えて訪日外国人旅行客

に向けた滞在プログラムを形成し、モニターツアーにより検証を行う。

・ 受入環境の整備として、あきた白神エリアまでの二次交通対策を講じる事業、カード決済

環境の改善を講じる事業を実施する。

・ これらを継続しながら、平成 30 年度中に「日本版ＤＭＯ候補法人」の登録を目指す。

Ø 「花火のまち大仙」インバウンド誘客事業【県市連携】（平成３０年度）

・ 大仙市で開催される特色ある花火イベントにあわせて海外メディア関係者や海外旅行エー

ジェント等を招聘する。また、通年観光を推進する観点から平成３０年度は８月に開館する

「花火伝統文化継承資料館 はなび・アム」を行程に加えて事業を実施する。資料館は、花

火の歴史的資料のデジタルアーカイブや花火の仕組みなどを知ることができる常設パネル展

示のほか、花火玉の模型を使って自分で自由に作った花火をスクリーンに映し出すＨＡＮＡ

ＢＩ創作工房などの体験型のコンテンツを有しており、花火イベント時以外も含めた通年型

の旅行商品数増加を目指す。

Ø インバウンド対応コンテンツ充実強化事業【市町村事業】（令和元年度）

・ 「男鹿のナマハゲ」がユネスコ無形文化遺産に登録され注目を集める中、多言語による観

光案内などインバウンド向けの受入環境の整備を図るとともに、サイクリングなどのアウト

ドアコンテンツについても磨き上げを図り、アウトドアツーリズムの拠点としてのブランド

化を図る。
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③ スケジュール

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

AKITA里山サイクリング可能性調査

AKITA里山サイクリング受入環境整備

AKITA里山サイクリングの情報発信

(プロモーション強化

事業から移行)

体験型プログラム造成及び旅行商品化

ふれあいライン情報発信

(プロモーション強化

事業から移行)

イメージアップに向けた受入環境調査

通年でのブランド力向上のための事業

冬季誘客集中ＰＲ

ＡＫＩＴＡスノーリゾート魅力アップ事業

ＡＫＩＴＡスノーリゾートプロモーション事業

あきた美人コンテンツ収集・マーケティング調査

あきた美人コンテンツ育成

インフルエンサーの招聘

ＰＲ動画制作及び放映

ＡＴＲへの秋田泊旅行商品造成支援事業

(プロモーション強

化事業から移行)

北東北「食の三つ星街道」構築・拡充

旅行AGT招聘・旅行商品造成支援

冬季観光コンテンツの整理等受入態勢の整備

東北の冬季観光プロモーション

ドライブ周遊向け冊子の制作

商談会・観光セミナーでのセールス

ユネスコ無形文化遺産3市4行事周遊観光の促進に
向けた取組

ユネスコ無形文化遺産3市4行事のプロモーション

(観光復興促進調査

事業から移行)

サイクリングコース整備・PR等

マーケティング調査

受入環境整備（Wi-Fi整備等）

マーケティング調査

栗駒山麓情報発信

(地域取組体制構築

事業から移行)

あきた白神観光ブラッシュアップ事業

（国際会議誘致推進

事業から移行）

海外メディア招聘等観光ＰＲ

訪日外国人受入態勢整備事業

インバウンド対応コンテンツ充実強化事業

事業名

AKITA里山サイクリング推進事業

秋田犬を活用したＦＩＴ誘客対策事業

モーグルの聖地「秋田・たざわ湖」ブランド化事業
（ＡＫＩＴＡスノーリゾート推進事業と統

合）

ＡＫＩＴＡスノーリゾート推進事業 (モーグルの聖地「秋田・たざわ湖」ブランド化事業から移行)

“あきたで美人に！”推進事業

東京オリ・パラを活用した誘客促進事業

北東北「食街道」周遊プロモーション事業

冬の東北と着地コンテンツ整備事業

レンタカーを活用したドライブ周遊観光促進事業 (プロモーション強化事業へ移行）

ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」
魅力発信事業

インバウンドサイクリングコース活用事業 （プロモーション強化事業に移行）

秋田県南地域四季のいうつろいを活かした
インバウンド促進事業

（プロモーション強化事業に移行）

栗駒山麓インバウンド推進事業 （プロモーション強化事業に移行）

あきた白神観光ブラッシュアップ事業 （プロモーション強化事業に移行）

「花火のまち大仙」インバウンド誘客事業

インバウンド対応コンテンツ充実強化事業
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④ 効果の把握及び評価方法

６．国際会議等誘致・推進事業

① 実施方針

海外でも観光コンテンツとして需要が高い｢花火｣を切り口とした大規模国際シンポジウムにあ

わせ、｢大曲の花火｣ブランドを活かした事業を展開し、誘客促進を図る。

② 事業案

Ø 国際花火シンポジウム等活用インバウンド誘客事業【県市連携】（Ｈ２８年度～Ｈ２９年度）

・ 国際花火シンポジウムの開催にあわせ、海外メディアやブロガーを招聘し、情報発信を強

化するとともに、Ｗｉ－Ｆｉ環境やクレジットカード端末の設置、多言語案内版の整備等の

受入態勢を整備する。

③ スケジュール

＜計画に同意する市町村＞

①秋田市 ②能代市 ③横手市

④大館市 ⑤男鹿市 ⑥鹿角市

⑦大仙市 ⑧湯沢市 ⑨北秋田市

⑩仙北市 ⑪由利本荘市 ⑫にかほ市

⑬小坂町 ⑭藤里町 ⑮三種町

⑯八峰町 ⑰美郷町 ⑱東成瀬村

事業名 事業評価指標 アウトカム指標

拠点整備箇所

ガイドマップ作成部数

オンラインプロモーション実施回数

海外サイクリングイベント出展回数

海外スキー博等への出展回数

海外スキーヤーへの情報発信回数

周遊ルート造成数 豪州人県内宿泊者数（1～3月）

1 AKITA里山サイクリング推進事業

ガイドマップの配布

里山サイクリングwebサイト閲覧数

2 ＡＫＩＴＡスノーリゾート推進事業

訪日外国人スキー場利用者数

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　国際花火シンポジウム開催

　海外メディア招聘等観光ＰＲ

　訪日外国人受入態勢整備事業

事業名

国際花火シンポジウム等活用インバウンド誘客事業 （滞在コンテンツ充実・強化事業）に移行


