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令和２年度事業計画 

 

本県観光の中長期的な動向は、全国的なインバウンドの増加傾向と同様に、台湾を中心とした東ア

ジア諸国からの旅行者が伸びを見せてきており、日韓情勢や台湾定期チャーター便の運休・運航停止

の影響もあり伸びは鈍化しているものの着実に増えてきた。 

また、人口減少や消費動向の変化により、ここ数年減少が続いていた国内旅行者は回復傾向が見ら

れ、昨年１年間のインバウンドを含む延べ宿泊者数は、前年比２．７％増の３６０万人泊と、伸び率

が東北トップとなった。 

こうした中、新型コロナウイルス感染症が発生・拡大し、本県観光もいまだかつてない大きな影響

を受けているところであり、当連盟としても、今年度は感染拡大を一刻も早く終息させ、会員がコロ

ナ禍で受けた大打撃から回復することを目標とし、会員に対して、県による支援等についてきめ細か

い情報提供に努めるとともに、各施設の感染拡大の取組に対し緊急的な支援を行うほか、国内外が落

ち着きを取り戻した後の、行政と一体となった観光誘客の取組も見据える必要がある。 

一方で、来年４月には東北デスティネーションキャンペーンがスタートし、７月には東京オリンピ

ック・パラリンピックが開催されることから、こうした機会を捉えた国内外からの観光誘客に向け、

着実に準備を進めていくことが重要である。 

 このため、令和２年度においては、インバウンド対策として、台湾からの誘客を軸に、県と連携し

たプロモーションや、商談会に参加する会員の支援等を継続するとともに、観光案内所等における外

国人受入態勢の向上支援やＳＮＳ等による会員や観光情報の発信にも力を入れる。 

国内誘客については、教育旅行誘致の取組を強化するとともに、首都圏でのB to B商談会や旅行会

社へのセールス活動を引き続き積極的に展開するほか、新たに宿泊施設等観光事業者の人材不足の課

題解決に向けた取組を進めるなど、「お客様目線の重視とビジネスとして継続・成長していく観光産

業の形成」に取り組んでいく。 

 また、「みんなにやさしい観光あきたづくり」の視点を重視し、バリアフリー観光を積極的に推進

することとし、宿泊施設等のバリアフリー情報の提供やモニターツアーを継続するほか、「２０２０ 

バリアフリー観光推進全国フォーラム」の開催を契機に、本県のバリアフリー観光の推進を全国にＰ

Ｒし、更なる観光誘客を図っていく。 
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※単位：千円、（ ）は元年度当初予算 

観光連盟による自主事業               

重点目標 ・お客様目線の重視とビジネスとして継続・成長していく観光産業の形成 

・みんなにやさしい観光あきたづくり 

                            ３５，０７８（３９，３８７） 

 

１ 魅力ある観光地づくりの推進 

（１）観光地魅力アップ支援事業           ２，０５０（１，９５０） 

    ○ 観光地の魅力向上や情報発信等による観光客誘致や県内流動の促進を目的

に、複数の正会員が連携して自ら企画・実施する取組に対し助成する。 

      また、秋田の冬の魅力を活用したイベントや、その魅力を発信する取組など、

冬季観光の振興を目的とした事業を支援する「冬の魅力アップ枠」を継続し、

補助件数を拡充する。 

     ・助成額  新規事業 補助率１／２（上限２０万円） 

継続事業 補助率１／２（上限１０万円） 

※冬の魅力アップ枠は新規・継続ともに補助率２／３ 

 

   （２）花まるっモニターツアー推進事業［拡充］      ９７５（  ４３５） 

    ○ 観光資源についての観光客の評価や課題を把握するため、着地型旅行商品開

発、県内相互交流等を目指す地域と連携し、モニターツアーを実施する。 

・実施回数 ４回（個人会員対象２回、一般対象２回） 

 

  （３）テーマ性のある観光資料等発行事業       ２，４７４（３，２２０） 

○ 県内各地域や会員施設等の新たな魅力を発信することを目的とし、過去に発

行して好評を得ている観光資料の更新・増刷を行う。 

 

２ 受入態勢の向上・人材育成 

（１）受入態勢向上促進事業               ４８１（１，３１５） 

○ 事業者と一体となって受入態勢の向上を図るため、連盟職員が会員施設を巡

回調査し、会員施設の実態把握や情報提供等を行うほか、宿泊施設の閑散期で

ある冬季対策として、会員施設の宿泊客を対象として、抽選により特産品を贈

る「来てみてビックリ！プレゼントキャンペーン」を実施する。 
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（２）「秋田カンバン娘」事業              ４２２（  ７４１） 

○ 観光の最前線でがんばる女性を「秋田カンバン娘」として登録し、ラジオ番

組を活用して、自らの地域や観光施設等のＰＲ活動を行う。 

・エフエム秋田ラジオ出演によるＰＲ            

 

（３）観光秋田未来塾開催事業              １００（１，２８３） 

    〇 県内外で活躍する講師を招き、新時代の観光事業経営や外国人・高齢者等の

受入手法などについて、最新の知識・動向を学ぶ経営者向けの講座を開催する。 

     ・観光秋田未来塾の開催 １回程度 

 

（４）宿泊・観光施設人材不足対策事業[新規]       ３０４（    ０） 

    〇 大学生アルバイトの確保を支援するため、会員の求人情報を会員大学に提供

するとともに、アルバイト学生のＳＮＳによる観光情報の発信を促進する。 

 

３ バリアフリー観光の推進 

（１）バリアフリー観光推進事業           ３，７８６（６，３５６） 

〇 バリアフリー観光の推進を図るため、引き続き新設・改修施設などのバリア

フリー調査及び情報発信を継続する。また、利用者側との情報交換により施設

側の受入の不安を解消するとともに、実際の集客に向けた取り組みとしてモニ

ターツアーを実施する。 

   ・新設観光施設等のバリア状況調査及び情報発信 

・バリアフリー観光モニターツアーの実施 

・観光コンシェルジュ（バリアフリー担当）の配置他 

 

  （２）バリアフリー観光推進全国フォーラム開催事業[新規] １，６００（    ０） 

〇 バリアフリー観光推進の機運醸成を図るため、「2020バリアフリー観光推進

全国フォーラム」を開催する。 

     ・開催時期 未定（１０月以降） 

     ・開催場所 秋田市内 

  ・内  容 講演、事例発表及びトークセッションほか 
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（３）｢あきた旅のｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ｣･｢秋田ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾂｱｰｾﾝﾀｰ｣運営事業  １５０（ １７２） 

〇 「みんなにやさしい観光地づくり」の推進拠点として、高齢者や外国人等を   

対象に、観光地、宿泊施設等に係る情報発信、電話相談窓口を行う「あきた旅   

のサポートセンター（秋田バリアフリーツアーセンターを含む）」を運営する。 

・両センターの周知及びウェブサイトによる情報発信 

 

４ 国内誘客・消費拡大の推進 

（１）県内出前ＰＲ等推進事業              ５０４（１，１７６） 

○ 県内周遊や県外からの誘客を促進するため、広域的な集客がある大規模イベ

ントや県外の道の駅などにおいて観光ＰＲを行う。 

・イベントや道の駅等における出前観光ＰＲの実施 

 

（２）会員との連携による観光客受入体制強化事業     ３０４（  ４３０） 

〇 隣県等からの誘客や観光客の利便性向上を図るため、ＮＥＸＣＯ東日本、ヤ     

マト運輸など会員企業と連携し、キャンペーンへの参加、新たな形態のサービ     

ス提供などを行う。 

・ＮＥＸＣＯ東日本イベント（ハイウェイフェスタとうほく等）への参加 

・ヤマト運輸との連携による「あきた手ぶら便」の普及促進 他 

 

（３）誘客促進セールス事業             １，１４４（１，２３４） 

   〇 首都圏、隣県等からの誘客を促進するため、旅行代理店、バス会社等への商

品造成セールス、企業が企画する顧客向け団体旅行の誘致、隣県「道の駅」へ

のパンフレット配置等を行う。 

   ・首都圏、隣県へのエージェントセールス 計２回 

   ・道の駅へのパンフレット配置 他 

     ・実施回数 年間３回程度 

   〇 新たな商品造成に向けた取組として、旅行会社と共同したモニターツアーを

実施し、県外からの誘客促進を図る。 

   

  （４）首都圏商談会開催事業               ４３６（  ６００） 

    〇 秋田の観光創生推進会議や秋田県観光誘致協議会と連携して、首都圏の主要

旅行会社の商品造成や主力営業店の担当者を集めた B to B商談会を開催し、国
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内最大市場である首都圏からの誘客を図る。 

     ・年１回開催（首都圏旅行会社約 100名、秋田県観光事業者約 50名） 

 

（５）教育旅行誘致事業［拡充］           ２，９４７（２，２２１） 

   ○ 本県への教育旅行の過半を占める北海道において、誘致説明会の開催等に取

り組むほか、札幌市や小樽市の中学校やエージェントを対象に、キャラバン活

動等を行う。 

    ・秋田県教育旅行誘致説明会の開催（札幌市） 

・札幌市、小樽市等でのキャラバン活動、東北観光推進機構主催事業への参加 

    〇 教育旅行の旅行先を決定する北海道の教員を対象に、秋田の教育旅行関係コ

ンテンツを視察するファムツアーを実施する。 

 

（６）SNSを活用した会員情報発信強化事業［新規］    ４７３（    ０） 

   〇 会員情報の発信力を高めるため、情報の拡散性が高いツイッターや視覚的訴 

求力があるインスタグラムを活用し、リアルタイムに発信するとともに、県内 

外のイベント等においてフォロワー獲得キャンペーンを実施する。 

 

（７）市町村協働推進事業                ７５７（  ９０４） 

   ○ 地域と一体となった活動を展開するため、市町村職員の通年研修を受け入れ、

地域と連携した情報発信、観光地づくりの支援について、学びながら実践する。 

 

５ 外国人観光客の誘致促進 

（１）訪日観光客誘客促進事業              ９２４（３，４１０） 

〇 県が重点とする台湾を中心に、外国人観光客の誘致を図るため、県等が主催

する誘客プロモーションへの協力、会員の商談会参加促進、県内大学等と連携

した口コミ情報の発信などに取り組む。 

 ①東・東南アジア誘客促進事業                        

  ・台湾：AGTセールス及び商談会、旅行博及び東北プロモーション参加 

 ②海外商談会等参加費助成事業                    

  ・助成金  台湾…３万円 

 ③県内大学連携事業                                    

     秋田大学、国際教養大学等の留学生モニターツアー（１回）を実施し、ＳＮ
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Ｓによる情報発信と課題の洗い出しを行う。 

 

（２）訪日観光客受入体制整備支援事業        ６，５１０（７，７３２） 

○  訪日観光客の誘客を促進するため、連盟において共通的な受入体制の整備を

行う。 

 ①観光コンシェルジュ（インバウンド担当）配置事業       

    観光コンシェルジュ（インバウンド担当）を２名配置し、外国人からの照会・

回答、会員からの翻訳依頼、招聘事業へのアテンド、地域イベントにおける通訳

など英語による対応、英語版ウェブサイトによる情報発信等を行う。 

 ②多言語翻訳支援事業 

    館内案内、メニュー表、POP など多言語（英語、中国語（簡体字・繁体字）、

韓国語）に翻訳するサービスを提供する。 

 ③館内案内表示多言語化等支援事業 

    宿泊施設等の多言語化を支援するため、簡易な案内表示板を作成し、希望する

会員施設に提供する。 

 

 ６ その他 

（１）広域観光推進事業                 ４７６（  ９００） 

 ○ 広域観光を推進するため、県内外における各種活動等に参画・支援する。 

  ・各種大会への協賛、記念式典などへの参画 

  ・あきた広域観光誘客推進協議会の活動への参画 ほか 

 

（２）秋田の観光創生推進会議協賛事業        １，１００（２，２５０） 

   ○ 秋田の観光創生推進会議に参加し、全県が一体となった観光プロモーション

を展開する。 

 

（３）観光連盟機能強化事業               ４６９（  ４６９） 

   ○ 会員との情報共有を密にし、一体的な活動を展開するため、観光協会会長等

会議、地域別懇談会を開催するほか、各業界の若手リーダーで構成する「秋田

観光盛り上げ隊」において、新たな提案や課題への対応策を検討する。 

    ・観光秋田盛り上げ隊会議 ３回 

    ・観光協会会長等会議 １回  
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  ・地域別懇談会 ３箇所 

 

  （４）ＤＭＯ推進事業［新規］            １，１５５（    ０） 

 〇 県とともに保有するマーケティングデータの分析手法を確立し、分析結果を 

定期的に会員に提供するほか、東北や県内のＤＭＯ関係会議に出席し、ＤＭＯ 

の推進に関する情報収集や情報交換を行う。 

 

（５）各種協議会等連携事業             １，２７４（１，５６７） 

   ○ スケール感のある取組や新たな切り口による活動を展開するため、地域連携

や官民協働で観光振興を進める県内外の協議会等に参加する。 

    ・秋田県密着型旅行商品開発促進協議会など 

 

（６）新型コロナウイルス感染症対策支援事業[新規]  ４，２６３（    ０）  

    ○ 会員施設が新型コロナウイルス感染症対策として実施する取組（ハード整備

を除く）に要する経費の一部を助成する。 

      ・助 成 額  補助率３／４（上限５万円） 

     ・助成内容  消毒液、マスク、体温計等の購入、飛沫防止用アクリル板の 

設置、施設内消毒、販促用ＰＲチラシの作成 等 

 

※単位：千円、（ ）は元年度当初予算 

 秋田県からの受託事業             ３６６，０６３（４５，６０８） 

  秋田県から事業を受託するに当たり、事業の企画立案段階から参画することにより、

オール秋田で漏れや重複のない効果的な事業推進に努める。 

 

（１）秋田県観光統計事業                   ９４０（    ９４０） 

  ○秋田県観光統計のデータ収集等 

 

（２）北東北三県・北海道ソウル事務所設置運営事業   １８，２３２（２０，０２０） 

  ○現地事務所の運営等 

  〇所長の派遣 
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（３）北東北三県・北海道ソウル事務所物産共同事業    １，０８０（ １，０８０） 

  ○現地事務所を活用したバイヤー招聘等 

 

（４）「あきたファン・ドッと・コム」運用管理事業        ２３０（    ２３０） 

  ○県公式観光ホームページの維持管理等 

 

（５）隣県からの誘客促進強化事業                        ２，４０９（ ３，９１１） 

  ○青森県、岩手県、山形県での観光プロモーション実施等 

 

（６）大規模イベント等活用観光ＰＲ事業                   ４３８（   ４３８） 

  ○ＪＲ大宮駅で開催する「あきた観光産直市」の実施等 

 

（７）アキタノインバウンド対応力レベルアップ事業   １１，７９２（１１，０６６） 

  〇外航クルーズ船寄港時における県内観光 PRと県内ツアーセールス 

  〇観光案内所等連絡会議の開催 

 

（８）AKITAスノーリゾート推進事業           ２，３１０（ ３，１１９） 

 〇中国での冬季旅行博やセミナー、セールスの実施 

 

（９）台湾誘客促進事業［新規］             ４，１６６（     ０） 

  ○航空会社とその関連旅行会社の商品造成担当者の招へい 

 

（10）タイ誘客促進事業［終了］                 ０（   ９９７） 

 

（11）運航安定化支援事業［終了］                ０（ ３，８０７） 

 

（12）「秋田の魅力を再発見！」推進事業［新規］     ３２４，４６６（     ０） 

  ○県内外の旅行会社による県内旅行商品の造成支援と県内公共交通の利用促進 


