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令和４年度事業計画 

  

新型コロナウイルス変異株の感染拡大に伴い、観光産業は甚大な影響を受けているが、ワクチン検

査パッケージの活用により県内流動を中心としたマイクロツーリズムなどが促進、継続されている。

今後は、コロナ下の新たな日常の定着による全国的な観光流動の本格化やインバウンド観光の再開が

期待される。 

このような環境下にあっては、新たな旅行スタイルに対応するための観光コンテンツづくりやデジ

タル技術を活用した取組の継続のみならず、令和４年度を反転攻勢の契機と捉え、ウィズコロナ、ア

フターコロナにおける観光誘客を図るためのセールス活動、プロモーション及び受入態勢の整備など

の取組を加速することが重要である。 

このため、国内誘客対策としては、北東北三県がＪＲ東日本の重点販売地域に指定されたことに伴

い実施される「世界遺産や夏祭り、歴史・文化など」をテーマとした観光キャンペーンと連携した旅

行商品造成支援、各団体と一体となったプロモーションや各種ファムツアーの実施などの観光誘客促

進策を積極的に展開する。また、旅行スタイルの変化に対応した地域の取組支援やコロナ下において

新たな需要が確認できた教育旅行のＳＤＧＳのコンテンツづくり、誘致活動を強化する。 

加えて、安全・安心なバリアフリー観光に資する受入対応研修や商品化に向けたモニターツアーを

実施することにより、「みんなにやさしい観光あきたづくり」を推進する。 

インバウンド対策については、県と十分な連携を図りながらの台湾を中心とした東アジアからの誘

客のためのプロモーション、商談会に参加する会員の支援の継続、外航クルーズ船寄港時の県内観光

ＰＲ、船会社へのツアーセールスなどを実施するほか、受入態勢の充実を図る取組に注力する。 
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※単位：千円、（ ）は３年度当初予算 

観光連盟による自主事業               

重点目標 ・アフターコロナ時代の新たな日常に対応した持続可能な観光産業の形成 

・地域や観光事業者との協働によるみんなにやさしい観光地づくり 

                              ４３，２２１（４０，８３６） 

 

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（ ２，０５０） 

    ○ 新たな旅行スタイルに対応した観光地の魅力向上や情報発信等による観光客

の誘致や観光流動の促進を目的に、複数の正会員が連携して企画・実施するウ

ィズコロナ、アフターコロナを見据えた取組等に対し助成する。 

     （助成対象） 

      ・新たな旅行スタイルに対応した旅行商品の造成 

      ・需要の増加が期待される自然や食文化、農山村体験等の観光コンテンツの

磨き上げ 

      ・観光業に携わるスタッフのレベルアップに繋がる研修会の開催 

・コロナ禍により落ちこんだ観光需要を創出するための取組 等 

（助成額・通常枠） 

・新規事業 補助率３／４（上限４０万円） 

継続事業 補助率３／４（上限２０万円） 

（助成額・冬の魅力アップ枠） 

・新規事業 補助率４／５（上限５０万円） 

継続事業 補助率４／５（上限３０万円） 

 

（２）花まるっモニターツアー推進事業        １，１５９（ １，１５９） 

    ○ ワクチン・検査パッケージの活用などにより、安全・安心なツアー催行の徹

底を図るとともに、地域固有の自然や文化、農村体験等の隠れた観光コンテン

ツを活用するなど、新たな旅行スタイルに対応したモニターツアーを実施する。 

      また、地域ならではの観光コンテンツの活用を促すため、地域からの提案に

よるモニターツアーも実施する。   

・実施回数 年４回程度 
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（３）テーマ性のある観光資料等発行事業        ９６９（  ２，４３３） 

○ 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、今年度も

引き続きイベントカレンダーを発行する。 

 

２ 受入態勢の向上・人材育成 

（１）受入態勢向上促進事業               ７７０（   ７７０） 

  ○ 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、会員のニーズに合わ 

せた研修会を開催する。 

 

（２）宿泊・観光施設人材不足対策事業          ５００（   ７００）  

    〇 観光施設等における人材不足の課題への対応として、高校生、専門学校生、

大学生等を対象に就職説明会を開催するほか、既に観光業に従事している若手

スタッフを対象とした情報交換会を開催する。 

〇 大学生アルバイトの確保支援のため、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を活用した観光情報等の発信を促進するこ

とにより、観光業界への関心を高める。 

 

（３）「秋田カンバン娘」事業              ４５４（   ４５４）   

○ 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、ＰＲ活動

等に協力していただくほか、秋田ふるさと検定を活用した「おもてなし力」の

向上を図る。 

・エフエム秋田ラジオ番組「相場詩織の秋田カンバン娘」出演によるＰＲ 

・「秋田カンバン娘」による観光ＰＲ(ＳＮＳ等での情報発信、県内出前ＰＲ等) 

・秋田ふるさと検定受検支援事業            

 

（４）観光秋田未来塾開催事業              ２８４（   ３２７） 

    〇 国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 



 

4 

 

   

（５）オンライン観光導入促進事業            ８９０（   ９５０） 

○ オンライン観光の研修会を開催するほか、連盟が地域と連携してオンライン

観光を実践することにより、導入をサポートする。 

 

  （６）デジタルプロモーション活用支援事業                ７００（ １，１００） 

    〇 デジタルプロモーションの活用に向けた研修会を開催するほか、会員が実施

するデジタルプロモーションに要する経費を助成する。 

（助成額等） 

  ・助成額 補助率２／３（上限２０万円） 

  ・採択件数 ３件程度 

 

  （７）ワーケーション導入支援事業                       ４３８（   ６４０） 

〇 長期滞在を促進するため、会員が新たに行うワーケーションの導入に向けた

取組に対し助成する。 

 （助成額等） 

  ・助成額 補助率２／３（上限２０万円） 

  ・採択件数 ２件程度 

 

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                     ３，４４３（ ３，４８６）     

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。 

   ・新設観光施設等のバリア状況調査及び情報発信 

・観光コンシェルジュ（バリアフリー担当）の配置 他 

    ○ 宿泊モニターを活用し実際の利用場面を想定した受入対応研修を実施すると

ともに、継続的な集客を図るため、首都圏発着のモニターツアーを実施し、旅

行商品化に繋げる。 

 

  （２）｢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｣運営事業 

３００（   ３５０） 
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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）県内周遊促進出前ＰＲ等事業            ７１０（   ７９３）             

○ 県内周遊や県外からの誘客を促進するため、広域的な集客が期待できる大規

模イベントや県外の道の駅などにおいて観光ＰＲを行うほか、県やＪＲ東日本

との連携を図りながら、首都圏の駅等で観光ＰＲを行う。 

 

（２）会員との連携による観光客受入体制強化事業     ２１５（   ３０４） 

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     

マト運輸等会員企業と連携し、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」の実施 他 

 

（３）誘客促進セールス事業               ８４１（   ９２８） 

   〇 大都市圏、隣県等からの誘客を促進するため、旅行会社、バス会社等への商

品造成セールス、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、阪神圏、隣県等への旅行会社セールス 春秋各１回程度 

  ・道の駅へのパンフレット配置 他 

 

  （４）首都圏商談会開催事業               ３８０（   ４３６） 

    〇 国内最大市場である首都圏からの誘客を図るため、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商談会を開催する。 

     ・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） 
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  （５）県外誘客モニターツアー推進事業          ７４４（   ７４４） 

    ○ ウィズコロナ、アフターコロナにおける県外からの誘客促進を図るため、本

県の有する観光資源を活かしながら、隣県等の旅行会社と共同したモニターツ

アーを実施する。 

・実施回数 年間３回程度  

 

（６）教育旅行誘致事業[拡充]            ８，４０５（ ７，８０６） 

   ○ 本県における教育旅行の主要マーケットである北海道において、誘致説明会

の開催等に取り組むほか、札幌市や小樽市等の中学校や旅行会社を対象に、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 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。 

    〇 北海道に次ぐマーケットである宮城県仙台市等で、旅行会社等を対象に誘客

セールスを実施する。 

    ○ 会員施設への宿泊や県内２カ所以上での体験学習等を伴う教育旅行を催行す

る旅行会社を対象に、バス利用に要する経費の一部助成する。 

    ○ 会員施設への宿泊や県内２カ所以上での体験学習を伴う教育旅行を行う学校

を対象に、体験学習に要する経費の一部を助成する。 

    〇 県内の各教育旅行コンテンツをＰＲする動画を制作し、併せてＨＰにも掲載 

     する。 

    〇 教育旅行の主要テーマであるＳＤＧｓ関連のコンテンツの充実を図るため、

新たなコンテンツ造成や既存コンテンツの磨き上げに向けた取組に助成する。 

 

（７）ＳＮＳを活用した会員情報発信強化事業     １，０００（ １，０７３）    

   〇 会員情報の発信力を高めるため、フェイスブックやツイッター、インスタグ 

ラムを活用し、リアルタイムに情報を発信するとともに、ＳＮＳ上でフォロワ

ー獲得キャンペーンを実施する。 

    ○ 会員情報の拡散と県内誘客の促進を図るため、フォロワー数の多いインフル
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エンサーを招へいする。 

 

（８）北東北重販連携・隣県誘客促進事業[新規]     ５，４５０（     ０） 

  ○ 令和４年７月～９月にかけて、北東北３県がＪＲ東日本の重点販売地域の指

定を受けたことに伴い実施する観光キャンペーン連携事業として、近隣県のツ

アー客を対象に会員施設で使用できる観光クーポンを発行すること等により、

キャンペーン効果の最大化を図る。 

 

（９）市町村協働推進事業                ７５７（   ８１７）  

   ○ 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            １，７１３（ ２，１３６）  

〇 県が重点とする台湾、韓国、タイ、中国を中心に、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、会員の商談会への参加

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:台湾旅行博又は東北六県感謝祭、商談会、旅行会社トップセールス 等    

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

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        ５，７７２（ ５，７７２）        

○  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
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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、タイ語）に翻訳するサービスを提供する。 

   ③免税導入経費支援事業                                 

     免税店整備に要する経費（レジ付加機材、ステッカー貼付機材等）について

助成する。 

     ④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、会員施

設に提供する。 

 

（３）クルーズターミナル特産品販売支援事業       ２４６（   ２４６） 

   〇 クルーズ船の寄港による経済波及効果を高めるため、クルーズ船の乗客に県  

内の特産品の購買促進に向け、ターミナル内に連盟会員の販売スペースを確保

するとともに、出展者に対し旅費の一部を助成する。 

 

 ６ その他 

（１）広域観光推進事業                 ７００（   ８７６） 

 ○ 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        ２，２００（ ２，２００） 

   ○ 秋田の観光創生推進会議に参画し、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回程度 
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    ・観光協会会長等会議 １回  

  ・地域別懇談会 ３箇所 

 

  （４）ＤＭＯ推進事業                  １５０（   ２０７） 

 〇 各地域の効果的なマーケティングに資するため、「入込客予測」や「観光客 

の動向予測」等を算出し、その結果を定期的に会員に提供する。 

○ 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）県の観光ＤＸ事業との連携事業[新規]         ５７（     ０） 

  〇 県が行う客観的なデータに基づいた観光地域づくり等のためのデータマネジ

メントプラットホーム実証事業に構想段階から積極的に協力、参画する。 

  

（６）各種協議会等連携事業             １，３８０（ １，５１０） 

   ○ 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画する。 

    ・秋田県密着型旅行商品開発促進協議会などへの参画 ほか 

 

（７）会員倍増計画推進事業                ７５（   １００） 

     ○ 観光に直接関連する事業者のみならず、秋田の総力を結集し、観光振興を進

めるため、当連盟会員の拡大に取り組む。 
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※単位：千円、（ ）は３年度当初予算 

 秋田県からの受託事業              ２５，１１９（ ６１，６４１） 

  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                   ９４７（    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     ８，８００（ ８，８００） 

  ○ 現地事務所の運営等 

   

（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）「アキタファン」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）秋田の観光対応力レベルアップ事業         ２，８２０（      ０） 

  ○ 受入態勢力アップセミナー、観光案内所等連絡会議及び訪日外国人案内対応研 

修等の開催 

 

（６）宿泊施設生産性向上支援事業[新規]         ３，６２２（      ０） 

  ○ 県内宿泊事業者等を対象としたセミナーの開催等 

 

（７）食の磨き上げによるお宿の魅力アップ推進事業[新規]  ７，６２０（      ０） 

  ○ 新たな食事プラン気運醸成のセミナー及び座学の開催 

○ 新たな食事プランの造成支援等 

 

（８）アキタノインバウンド対応力レベルアップ事業[終了]     ０（ ７，８６３） 

    

（９）「秋田の魅力を再発見！」旅行商品造成支援事業[終了]    ０（４２，７２８） 


