
プレゼンテーション：人材育成プログラム先進事例紹介 

 

やまがた観光まちづくり塾 

 

やまがた観光まちづくり塾 塾長 川口 直木 

プロフィール 

㈱京都デザイン研究所 代表取締役、千葉商科大学政策情報学部 非常勤講師、 

やまがた観光まちづくり塾 塾長（2006 年 4 月～） 

 

山形県 総務部 秘書広報課 広報室 広報戦略主査 西堀 公司 

プロフィール 

平成 18 年度～平成 20 年度 

山形県観光振興課にて「やまがた観光まちづくり塾」の事務局 

平成 21 年度～         山形県広報室 

連絡先 

ホームページ：http://www.pref.yamagata.jp/（山形県） 

http://www.yamagatakanko.com/（山形県観光） 

電話番号：（０２３）６３０－２０８８ 

〒990－8570 山形市松波二丁目８番１号 

メール：nishiborik@pref.yamagata.jp 

 

 



やまがた観光まちづくり塾 

 

取組み紹介 

「やまがた観光まちづくり塾」 

 観光まちづくりに活躍する人材の育成を目的として、平成１８年度から開催。地域で活

躍されている方々の交流（ネットワークづくり）を通し、各地域で活躍する際の糧（知恵

や力）。また、塾生の活動を通じ、県民の主体的な活動のきっかけづくりに繋がることを期

待。 

①開塾の趣旨 

 ・地域の光＝人材や魅力や誇りを磨いて外部にアピールし、これを端緒として地域を再

生していくという大きな視点や目標を持って実践。 

 ・県内各地に点在する人材を一人でも多く参加してもらうため、オープン参加可能な塾

とする。 

②塾の開催 

 ・塾生の企画・運営による開催。県内４地区（村山地区、最上地区、置賜地区、庄内地

区）持ち回りで各１回開催 

③開催状況 

 ・平成１８年度 塾の開催４回 参加者延数 ２６０名 

 ・平成１９年度 塾の開催４回 参加者延数 ３３３名 

 ・平成２０年度 塾の開催４回 参加者延数 ３３６名 

④塾生による自主的な取組み 

 ・ＭＬ（メーリングリスト）の開設、・「山形＠人」の制作 

⑤塾開催を通した新たな展開 

 ・講師や参加者の人脈＋知恵のネットワーク形成、・小樽、黒部、大間その他地域との人

的交流 

⑥塾生の主体的活動の促進 プラットホームづくり（平成２１年度～） 

 ・「やまがた観光まちづくりネットワーク」 ・塾の企画を中心にネットワークをいかし

た合同イベントなどの企画 
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プレゼンテーション：人材育成プログラム先進事例紹介 

 

南房総観光カレッジ 

 

ＮＰＯ法人グローバルキャンパス 理事長 大社 充 

プロフィール 

1985 年京都大学卒業後、(財)松下政経塾に入塾。1987 年よりエルダーホステル協会の創

設に参画し、国内外の旅先で学ぶ生涯学習プログラムを企画、プログラム開発と同時に

町おこしや観光開発の手法として地域資源を活用したプログラムづくりに取り組む。ま

た松下政経塾「地域政策研究所」所長として月刊誌に地域研究レポートを連載。2000 年

に NPO 法人エルダーホステル協会を設立して専務理事。2004 年、同協会の組織変更によ

りエルダー旅倶楽部（現・NPO 法人グローバルキャンパス）を設立。2007 年 12 月、ハワ

イで日米の元兵士による「日米スーパーシニア親善野球」を実現。観光人材育成にも取

り組み、2008 年度「南房総観光カレッジ」（千葉県）の統括コーディネート、2009 年は

「高梁川学校」（岡山県）を担当。集客交流サービスを担う地域オペレーター（ＤＭＣ）

の全国ネットワークづくりにも取組む。観光庁「ニューツーリズム創出・流通促進事業」

「持続可能な観光まちづくり事業体創出支援調査」、経済産業省「体験交流観光・集客サ

ービスビジネス化研究会」ほか委員。著書『体験交流型ツーリズムの手法』ほか 

連絡先 

ホームページ：http://www.elder-tabi.jp/（ＮＰＯ法人グローバルキャンパス） 

電話番号：（０３）５４６９－０６８０ 

〒150－0001 渋谷区神宮前６-２３-１３－５Ｄ 

メール：okoso@elder-tabi.jp 

 

館山市 経済観光部 商工観光課 観光プロモーション室 担当課長 

熊井 成和 

プロフィール 

平成２０年４月～ 館山市 経済観光部 商工観光課 観光プロモーション室 担当課 

長 

連絡先 

ホームページ：http://kankouken.boso.net 

（館山市経済観光部商工観光課 観光プロモーション室）

電話番号：（０４７０）２２－２５４４ 

〒294－0045 千葉県館山市北条 1879 番地の 2 

メール：kumai.s@city.tateyama.chiba.jp 



南房総観光カレッジ 

 

取組み紹介 

●基本的な考え方 観光まちづくりの方向性について、地域内で合意があれば、来訪者を受け入れる方法や

地域内に必要な機能やスキルが具体的となり、人材育成カリキュラムを組み立てることが比較的容易となる。

しかし地域の目指す方向性について意見が集約されているエリアは極めて少ない。そうなると、まず地域の明

日を語りあう場が必要となり、観光カレッジは第一にその「場づくりの機能」を担うことになる。また、地域が自律

的・主体的に観光を推進する上で、必要不可欠な能力は「商品開発能力」と「マーケティング能力」である。よっ

て、この両者を地域内にインストールすることが観光カレッジの主要目的となる。ただしこれらは座学で知識を

学ぶだけでは身につかない面が強く、知識の習得と並行して実践のなかで体感しながら成長を促すカリキュラ

ム編成が必要となる。そうした考え方をもとに、南房総観光カレッジでは以下のようなカリキュラムを編成した。 

●主要カリキュラム 

■１■ 総論：まず地域の実情を俯瞰するため客観的な観光関連データにより地元への理解を深める。続いて

地域づくりに資する着地型の集客交流サービスについての考え方を学び、旅に関係の深い業界の動向と、そ

れら個々のビジネスの収益構造についての理解を深める。 

■２■ 地域資源の調査と観光資源化を考える：集客交流サービスに活用可能な地域資源についての考え方

を学び、各自が実際に地域の資源調査を行い、グループワークを通して地域資源の観光資源化を考える。 

■３■ 商品開発とマーケティング：調査によって洗い出した地域の資源を活用して「誰のために」「何をするの

か」という問いを重ねながら、セグメントされたマーケットを意識してマーケット別の商品開発の手法を学ぶ。 

■４■ 管理運営実務：集客交流サービスを動かしていく上で不可欠なコンプライアンスや安全管理について

学び、実際の業務に役立つツールを使いながら実務的なスキルを磨き、事業計画も作成する。 

■５■ ホスピタリティとサービス・マネジメント：集客交流サービスの基本である接客スキルにはじまり、団体

客の CS を高めるグループダイナミクスやリーダーシップ、そしてボランティアとの協働などのマネジメントを学

ぶ。 

●観光まちづくり研究会 旅の業界事情を理解し、観光まちづくりの先進事例を学ぶことを目的に観光事業関

係者および各地の町づくりリーダーなどを講師として招いて研究会を開催する。 

●参考図書・輪読会 観光まちづくり関連の参考図書を紹介し、毎回、受講生の誰かが課題図書を読んできて

発表し、議論する場を設ける。 

●商品開発の実践プログラム 座学で学んだ基礎知識をもとに、実際に各自で商品開発を行い、適切なマー

ケテットを探し出して販売し、実際の顧客を受け入れる。「つくる」から「売る」そして「受け入れる」という一連の

業務を体験することにより商品開発やマーケティングの考え方を体得することを目指す。 

（１）個別の取組み （２）実行委員会を組織しての取組み 
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プレゼンテーション：人材育成プログラム先進事例紹介 

 

南房総観光カレッジの事例紹介 

                             担当：大社 充 
 
■１ カリキュラム 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
・コンセプト  We think and try   
・日程     1回／月、日曜午後と月曜午前、２教室で開催（館山・鴨川）  
・講義     基本的な考え方を解説      
・宿題     各自フィールドで調査や実践   
・研究会    専門家の講義          
・輪読会    参考図書を読んだ人が要旨を解説してみんなで議論する    
  
  
■２ カレッジの成果 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
・観光関連事業者のネットワークの形成   ⇒ 協働しての商品づくり    
・集客交流プラットフォームの形成     ⇒ ほっとはなっと実行委員会  
・域外および新たな人的ネットワークの形成 ⇒ 銀行や JR、大手旅行社ほか  
 
 
■３ 課題  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
・カリキュラムの課題    ⇒ 宿題を遂行するモチベーションの維持    
                宿題と実践との取り組み方の違い      
                事務局スタッフがもっとも育つ       
・地域における総合的課題  ⇒ 継続的な活動を誰がどう支援するのか    
・リーダー的人材の課題   ⇒ リーダー人材育成の別カリキュラムが必要  
・自治体の課題       ⇒ 自治体内部の情報の流通と協力体制     

⇒ 隣接自治体間の情報の流通と協力体制    
 
 
 



日曜日（午後）に開催する館山教室では、講座終了後
（17：00～）に、観光の現場で活躍されている多彩な
ゲスト講師を招いた「観光まちづくり研究会」を開催いたします。
ゲスト講師との座談会形式の学習会です。
あわせてご参加下さい。



プレゼンテーション：人材育成プログラム先進事例紹介 

 

富士河口湖町 観光まちづくりカレッジ 

 

観光カリスマ・NPO 法人富士山地域創造 代表理事 小佐野 常夫 

プロフィール 

昭和 63 年 1 月～平成 19 年 12 月 河口湖町町長 4期・富士河口湖町 1期（町村合併初代） 

現在 観光カリスマ・NPO 法人富士山地域創造代表理事 

著書、「五感観光奮戦記―河口湖町の町おこし」が山梨ふるさと文庫より刊行。 

 

富士河口湖町 観光課 観光地域プロデューサー 花岡 利幸 

プロフィール 

①2008 年 10 月～2009 年 3 月まで、観光地域プロデューサーモデル事業富士河口湖町観

光プロデューサーとして従事した。現在引き続き同町において観光地域プロデューサー

として観光まちづくりに従事。 

②1968 年より山梨大学土木環境工学科において「地域計画、都市計画、観光計画、交通

計画に基づく地方都市のまちづくりの研究・教育」に従事した。山梨大学名誉教授。著

書：『交通計画－講義と演習ー』八十島、花岡共著、技報堂出版 1971、『［地域計画］実

践・地方都市のまちづくり』花岡、技報堂 2006。 

③工学博士（東大：「観光レクリエーションの需要予測に関する研究」（1968））。 

④観光政策審議会専門委員（総理府、1973/75）他。 

連絡先 

電話番号： (０５５５)７２－３１６８ 

〒401－0392 富士河口湖町船津１７００ 

メール：hanaoka-t@town.fujikawaguchiko.lg.jp 

 



富士河口湖町観光まちづくりカレッジ 

 

取組み紹介 

①平成 19 年 10 月～平成 21 年 3 月まで、観光地域プロデューサーモデル事業富士河口湖町

観光プロデューサーとして従事した。 

②その間、観光まちづくりカレッジ（以下「カレッジ」と呼ぶ）を開催し、カレッジを通

して観光まちづくりへの取り組みをした。 

③その方法は私と一緒にカレッジを運営する人を公募により募った。25 人の応募があっ

た。この人達の集まりをカレッジ推進会議（以下「推進会議」）と名付けた。私と推進会議

メンバーをまちづくり組織のコアとして、本年取り組むカレッジテーマを決めた。 

④今年取り組むテーマを３つとした。Ⅰきのこの森づくり、Ⅱ朝市と周辺散策、Ⅲペラコ

ミュ誌づくり。これらのテーマを掲げてカレッジ生を募集した。 

⑤カレッジのカリキュラムは講義編、実習編と大別した。初めの２ヶ月を講義編に当て観

光まちづくりの概念、観光まちづくりの実践の講義を通じて、観光まちづくりについての

共通認識を培うことを目指した。 

⑥実習編では３つのテーマごとに班編成で、調査、計画、実行、評価の一ラウンドを行う

ことにより事業化の可能性を試した。観光まちづくりにおいてはその目的を地域振興とし、

総合観光サービス業を興すことによってそれが達成されると考えた。実習テーマは総合観

光サービス業の１つであるとの位置づけ。 

⑦カレッジでの観光まちづくり実践の目的は総合観光サービス業を興すことと、その体験

を通じて地域振興に資する人材育成を行うこと。そしてカレッジを続けることで地域に人

材が蓄積することを狙いとする。 

⑧地域振興に大切なことはまちづくり組織があること。その組織にエンジン機能が備わっ

ていること。これが行政および既存組織と一体となって協働し、地域に活気と繁栄と幸せ

をもたらすことを狙いとする。 

⑨３テーマの内「きのこの森づくり」がより大きな成果を収め、事業化へ向けて動いてい

る。 
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