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立教大学 安島様 資料

観光地経営専門家育成プログラム観光地経営専門家育成プログラム

地域経営の視点から組織的に観光地全体を視野に入れて革新する観光地経営のスキルを持つ専門家「観光地経営専門家」の育成を目指し、日本
の観光産業および観光学研究・教育において実績ある機関がコンソーシアムを形成し、日本の「観光地経営専門家」を育成する大学院レベルの教
育プログラム。本プログラムは、大学における科目（「観光事業の総合評価演習」「観光地の組織形成とネットワークマネジメント」「観光事業の革新と
再構築」「事例学習」）として開講 １科目あたり２単位 １５ マ（１ マ９０分）で構成されている再構築」「事例学習」）として開講。１科目あたり２単位、１５コマ（１コマ９０分）で構成されている。

＜プログラム＞＜プログラム＞
・イノベーション基礎理論
・観光事業のための観光認識
・住民・企業・地域が元気になる観光まちづくり
・オンパク型手法による地域資源の活用と人材育成
・観光事業の革新と再構築（計画立案とプロモーション）
・観光統計分析
PBLの進め方・PBLの進め方

・観光協会の法人化と着地型旅行商品提供の取組み
・観光地のプロモーション（情報発信）
・｢他者の視点」を外在化させる組織づくり
・文化と芸術型の事例から学ぶ情報発信のとらえ方
・非凡なソフトウェアで構築された農村公園
・豊かな暮らしを未来に｢街並み」から「村並へ」
川場村のむらづくりの軌跡と仕組み・川場村のむらづくりの軌跡と仕組み

・35年間の｢農業＋観光」の取組み
・「他者の視点」を内在化するコミュニケーション力
・メディアから見る観光地
・行政から見る観光地＆総括
・観光地のイノベーション
・観光地の景観・交通等の総合管理
プレゼンテ ション技術（地図と解読の活用）・プレゼンテーション技術（地図と解読の活用）

・観光地経営戦略
・演習（観光資源と観光商品プロデュース）
・エクスカーション
・ホスピタリティマネジメント講座
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財団法人日本交通公社 梅川様 資料

観光基礎講座 地域が元気になる観光地づくり観光基礎講座〜地域が元気になる観光地づくり〜

観光をめぐる基礎的な知識の習得に加え、専門的な実践ノウハウ、ヒントなどの実用情報も盛り込んだ講
座。

＜プログラム＞＜プログラム＞
・観光の意味と可能性
・旅行者マーケットの最新動向
・着地型観光の確立をめざして〜平戸の試み
・地域が元気になるヒント〜がんばる地域の最新情報
・観光経済の視点からみた地域の姿
・地域発ニューツーリズムの造り方・売り方
・観光圏の考え方と地域における活用について

観光実践講座〜地域主体の観光、身近な里海・里山で活きる〜

観光基礎講座の応用編として 具体的な考え方や実際の行動に役立

観光圏の考え方と地域における活用について

観光基礎講座の応用編として、具体的な考え方や実際の行動に役立
つヒントを、地域の現場で実践している方を講師に招いて学ぶ講座。

＜プログラム＞
・地域主体の観光の時代
・自立してこそ地域貢献 〜規格外の「びわ」で集客、システムで活性化
・島からのおくりもので「感幸」をめざす〜心の中にお土産を島 り 幸」を す 中 産を
・観光庁発足で加速する観光政策と現場の今
・里山と森林が人々を癒し、元気にする〜グリーンツーリズム先進地から
・ゆるやかでフラットな“地域企業”で身近な資源を事業化〜2年半で地域はここまで変わる
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NPO法人 東かがわ市ニューツーリズム協会 井上様 資料

引田まち並み保存会による「歴史まち並みガイド引田まち並み保存会による「歴史まち並みガイド」

江戸時代から続く商家や庄屋などの歴史ある建物や昔ながらの路地が残っている引田のまち並み
への来訪者に対し、歴史ガイドを行っている。

＜プログラム＞
・地域の風習を復活させたイベント「引田ひなまつり」の開催
・歴史的な建物の説明板の設置
・まち並みの家々の窓辺や店間をギャラリーとした「まち並みギャラリー」の設置
・登録有形文化財の登録のための建物調査や住民の意向調査

ガイドと歩く引田味めぐりツアーガイドと歩く引田味めぐりツアー

引田の町並みを巡りながら、引田自慢の食を味わってもらう「食」と「生活」をテーマにした
ミニツアー。まち歩きと昼食が一緒になった引田まるごと体験型ツアーとなっている。

＜プログラム＞
ガイド人の育成 地域住民の観光 の意識の醸成・ガイド人の育成

・ツアー参加店の育成

はまちっ子 醤の実漬け

・地域住民の観光への意識の醸成
・全体について

東かがわ市の特産品ハマチを使ったオリジナル商
品「はまちっ子醤の実漬け」の商品研究を行い、道
の駅などで販売している。

＜プログラム＞
・味の研究 ・講師による指導 ・PR・販売の実施

オリジナル手袋づくり

手袋の技術者「縫い子さん」が縫製を実演。オリジ
ナル手袋を作ることができる体験 手袋工房では縫ナル手袋を作ることができる体験。手袋工房では縫
製、つみ返し、アイロンなどの一連の行程が見られ
るようになっている。

＜プログラム＞
・地元企業・縫い子さんによる体験メニューの研究
・PRの実施
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青森県 馬場様 資料

あおもりツ リズム人づくり大学「はやて2010あおもりツーリズム人づくり大学「はやて2010」

2010年の東北新幹線全線開業に向けて、ホスピタリティに満ちた受入態勢を一層整備し、観光事業者のスキルアップや観光客を温かく迎える県民

意識の醸成など、観光振興のための人材育成を推進するため、県内大学と連携し、産学官協働により「あおもりツーリズム」の推進を担う人材の育
成を目的とした講座。成を目的とした講座。

※あおもりツーリズム：青森県が有する、安全・安心な農林水産物や多彩な自然資源に満ち満ちた美しい空間と、そしてゆったりと流れる豊かな
時間を、訪問者に全身で満喫してもらう新しい形の観光

＜プ グラム＞＜プログラム＞
・観光によるふるさとプロデュース
・航空機におけるホスピタリテイ
・観光ガイドのホスピタリテイ
・心を伝える素敵な自己表現
・地域企業の再生と地域振興～コンセプトはのれそれ青森～
・弘前城築城400年から考える地域興し
あおもりの自然を活かした自然体験ツア・あおもりの自然を活かした自然体験ツアー

・豊後高田「昭和の町」づくり一その過去白現在日未来―
・地域の絆でおもてなし!
・青森デステイネーシヨンキャンペーン
・成果発表会

弘前大学（平成21年度）
● 時間・場所

●時 間 １８：３０～２０：３０
●会 場 弘前大学人文学部４階 多目的ホール

（実習先）弘前市内見学ツアー

● 募集 要項

●対 象 観光業関係者・一般・学生

●定 員 30名（受講者 27名）

弘前大学（平成21年度）

●定 員 30名（受講者 27名）

●受講料 学生 5，000円 一般 １０，０００円 法人 15，000円

● 特 徴
・平成16年度から、ホスピタリティの能力の向上を目的に実施。今年度はホスピタリテ

ィ能力の向上に加え、豊富な地域資源を活用したふるさとプロデュース能力の向上を
プラス。

・受講者の年齢層は10代（高校生）～70代と幅広い

● 主な講師
・㈱日本航空インターナショナル客室本部 先任スーパーバイザー 北本 由紀・㈱日本航空インターナショナル客室本部 先任スーパーバイザー 北本 由紀
・豊後高田商工会議所（総務省 地域再生マネージャー） 金谷 俊樹
・JR東日本盛岡支社 営業部長 森崎 鉄郎
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近畿日本ツーリスト株式会社 福井様 資料

ニ ツ リズム人材育成講座ニューツーリズム人材育成講座

地域に負担をかけない共生型ツーリズムの理念を理解し、｢体験・交流・学び」などをキーワードとしてソフト
資源を開発し、魅力ある着地型観光の商品造成をビジネス化させるために、マーケティングなど観光戦略、
実務上のスキルを体系的に学び、ビジネス化へ向けてのサポートサービスを含めた観光人材養成講座。

＜カリキュラム＞
・観光概論（ニューツーリズムの具体像と理念、地域観光の関係性）
・観光マーケティング（観光における3D理論や4P理論、事例から見たマーケティングの実際）
・流通技術（旅行業の基礎理解、3D・4Pの実践的な応用）
・事例検証（エコ・ヘルス・産業などニューツーリズムカテゴリーごとの事例）
・フォールドワーク（魅力的な資源を活かしたプログラムに参加しニューツーリズムの実践例を体験）
・ワークショップ（地域に根ざした商品作りトライアルを実施）ワ クショップ（地域に根ざした商品作りトライアルを実施）

観光プロデューサー派遣事業

柔軟な発想と行動力を有する人材を民間に広め、地域観光を総合的にプロデュー
スする機能として観光プロデューサーを設置し、地域の観光振興を創出する段階
から密着しサポートする事業。

＜カリキュラム＞
・観光資源の発掘と活用
・観光資源の実態調査の活用
地域住民との協力体制づくり・地域住民との協力体制づくり

・受け地型旅行商品
・モニターツアーの効果活用
・販売に直結するPR
・観光ボランティアスタッフの育成
・魅力的な観光商品づくり
・市民講座、研修プログラムづくり
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イデアパートナーズ株式会社 井手様 資料

集客 交流サ ビス業＆地域づくり 企画 現場力を磨く達人塾集客・交流サービス業＆地域づくりの企画・現場力を磨く達人塾

個人面談を取り入れ個々の習得したいスキル・ノウハウ・ネットワークをサポート。共通編講座と選択制の専門編講座によって、現地視察やフィール
ドワーク、ワークショップを交えて、地域資源の掘り起こしと活用、関係者の合意形成、地域観光商品のマーケティング、地域づくりの概念までを学
ぶ講座。

＜カリキュラム＞
・旅行業のカリスマ添乗員から学ぶ「もてなし」
・観光立国推進と地域活性化
・農と観光の融合による滞在型ツーリズム
・０.１トンの道程（農と観光の融合）
・相手の心を掴むコミュニケーション術

・街なか観光地づくりプロジェクト ～まち歩きとガイド育成
・長期滞在型観光プロジェクト ～滞在型観光の受け地づくりと商品づくり
・ツーリズムと地域再生の実践 ～自立した地域づくりの組織と人材活用術
・守りから攻めの観光協会へ ～自立に向けて観光協会の事業化と人材
・宿泊施設の集客の現状と課題 ～売れる商品造り 喜ばれるサービス相手の心を掴むコミュニケ ション術

農商工連携人材育成セミナー

宿泊施設の集客の現状と課題 売れる商品造り、喜ばれるサ ビス

農商工連携の方策と商品開発・販路拡大のノウハウを、実際に現場第一線で活躍する
講師陣が自らの経験を踏まえて講義。机上の論理ではない実践的な知識を学ぶ講座。

＜カリキュラム＞
・農商工連携事業の動向と支援策について
・食品産業のクオリティアップ！食品衛生、食品表示
・地域の資源をうまく活かした商品開発の手法
・農業の発展！農強化へ！・農業の発展！農強化へ！
・大ヒット商品養々麺に学ぶ！農商工連携・商品開発
・陶器の万年筆！業種連携による地域資源活用商品の展開
・観光農園からワイナリーまで！先進企業に学ぶ農商工連会事業・サービス展開
・食糧産業（農業）の動向と課題
・食品産業流通の構造、地産地消について
・地域そのもので六次産業！岡垣町「ぶどうの樹」に学ぶ六次産業ビジネスの展開方法
・売れる、店頭に並べたい！産品開発の仕方とマーケティング方法
・作る側が知らなければ売れない！商品開発と流通手法（ワークショップ）・作る側が知らなければ売れない！商品開発と流通手法（ワークショップ）
・作り手、売り手、買い手をつなげる
・農商工連携での集客・交流サービス展開
・実践商品開発グループワーク
・売り込みのためのプレゼンテーション＆その評価
・実施研修
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NPO法人グローバルキャンパス 大杜様 資料

高梁川学校 高梁川流域の総合観光と集客交流サ ビス産業の展開高梁川学校〜高梁川流域の総合観光と集客交流サービス産業の展開〜

高梁川流域の魅力のある観光商品開発と、それに伴う集客交流サービス産業の活性化を促進するために、その考え方や
手法を学ぶ講座。

＜カリキュラム＞
・観光データで見る高梁川流域の姿 ・商品開発とマーケティング ・集客交流サービスの商品とは？・観光データで見る高梁川流域の姿
・着地型観光の考え方とその手法
・地域資源について

・商品開発とマーケティング
・販売チャンネルについて
・商品（プログラム）の企画運営と安全管理

・集客交流サービスの商品とは？
・旅行業法と契約業務
・実施（事業）計画

南房総観光カレッジ

観光客を温かく迎え入れる「ホスピタリティあふれる」人づくり、南房総の新たな観光まちづくり
を担う人づくりのための実践的な手法を学ぶ講座。

＜カリキュラム＞
・まちづくりと新しい旅のカタチ
・地域資源と商品開発
マ ケ トを開拓する

・ケーススタディで学ぶDMC運営と商品開発
・ケーススタディで学ぶDMC運営とマーケティング
DMCの商品開発とマ ケティングを考える・マーケットを開拓する

・ホスピタリティとヒューマリソース
・管理運営実務

・DMCの商品開発とマーケティングを考える
・実習（マーケティングに戦略にもとづく商品販売に挑戦）

「観光まちづくり事業体（DMC）」の事業運営人材研修プログラム

全国 観光まちづくり事業体（ ） 経営 基礎となる ネジメ ト ケ グ 商品づくりなどを学び 事業全国の観光まちづくり事業体（DMC）の経営の基礎となるマネジメント、マーケティング、商品づくりなどを学び、DMCの事業
運営を担う人材を育成することを目的としたプログラム。

＜カリキュラム＞
・地域主導型の集客交流サービスの考え方
・ケーススタディ：日本におけるDMC事業モデル

・商品開発とマーケティング
・自ら経営するDMC事業モデルを考える

自治体のイメージ戦略～地域資源を活かした集客交流サービス～

着地型観光に焦点をあて、着地型観光の視点及びフィールドワーク・演習による理論と実践
を通して、それぞれの地域の特性を生かしたイメージ戦略を企画立案することができる人材
を養成することを目的とした講座。

＜カリキュラム＞ ・グループワーク（自主研究）
・参加体験プログラム（集客交流プランづくりのための地域資源調査）
・フィールドワーク
・講義（地域資源を活かしたまちづくり〜着地型観光とマーケティング〜）
・グループワーク（集客交流プランづくり）
・グループワーク発表・講評
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日本インキュベーションセンター株式会社 島田様 資料

農商工連携の中核人材育成研修「アグリエイテ ブ ビジネス講座農商工連携の中核人材育成研修「アグリエイティブ・ビジネス講座」

農業や中小企業に新たな価値を生み出すために、農業、商業、工業の連携（農商工連携）におけるコーディ
ネーターを育成することを目的とした講座。

＜カリキュラム＞
・農商工連携のあり方
・農業をめぐる環境変化と、一次産業就業者との付き合い方
・オリジナル地域資源の発掘の仕方
・マーケティング・消費者ニーズの分析
・農商工連携の事例分析
・商品の特長分析商品の特長分析
・生産、加工、流通、消費における構造と一貫したビジネスの立ち上げ方
・新しい事業のデザイン
・事業展開の手法①（ブランド化／プロモーション）
・事業展開の手法②（ITを活用した農商工連携／食品営業における許認可／プロジェクト・マネジメント）
・新しい商品づくりの事業計画の作り方

富津市金谷（千葉県）観光地域プロデューサーモデル事業

地域資源を活用した観光プログラムの開発及び商品開発の実施と、
そのPRを目指した事業。

＜カリキュラム＞
・地場産品のお店の立ち上げの着手と商品の試作品会議
・ITを活用した情報発信の構想についての検討
・消費者が街を体感し学び参加できる観光プログラムを開発、農業体験を実施
・石窯を活用し連携することによって新しい体験プロログラムの開発・石窯を活用し連携することによって新しい体験プロログラムの開発
・地場産品のお店「海農里」のオープン
・新たな起業家の育成とプログラムの整理
・遊休地を活用した体験プログラムの構築をするために開墾作業を地域住民と連携し実施
・地場産品の商品開発を地元の商店と連携
・地元住民が主体的となって進めていくための協議会運営についての検討
・海農里の見直しとHPの進捗状況、外国人向けの看板の制作
・体験プログラム クリーン大作戦の実施体験プログラム、クリ ン大作戦の実施

９


