
 

 

第１回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 【議事概要】 

 

開催概要 

日時・場所：平成 21 年 10 月 15 日（木）14:00～16:00 

      観光庁国際会議室（中央合同庁舎２号館 16 階） 

 

出席者：(順不同・敬称略) 

＜委員＞ 

【学識経験者】 

梅川  智也  財団法人日本交通公社 研究調査部長 

佐藤  誠   北海道大学 観光学高等研究センター 特任教授 

清水 愼一  立教大学 観光学部 特任教授 

十代田 朗  東京工業大学 情報理工学研究科 情報環境学専攻 

       准教授 博士（工学） 

 

【地方自治体】 

  井上 一夫  NPO 法人東かがわ市ニューツーリズム協会 事務局長 

馬場 良夫  青森県 商工労働部 観光局長  

  

【旅行会社】 

  太田 稔   東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 営業部  

         次長（びゅう・観光流動創造） 

  福井 善朗  近畿日本ツーリスト株式会社 旅行事業創発本部 

         地域振興担当部長 

 

【観光地域づくり人材育成実践者】 

  井手 修身  イデアパートナーズ株式会社 代表取締役社長 

  大社 充   NPO 法人グローバルキャンパス 理事長 

  島田 昌幸  日本インキュベーションセンター株式会社 センター所長 

 

＜オブザーバー＞ 

【観光関係団体】 

興津 泰則  社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 

小関 政男  社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 

長嶋 秀孝  社団法人日本観光協会 常務理事 

柵木 鬼美夫 社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事務局長・常任理事 

若井 茂   社団法人全国旅行業協会 事務局長 

 

【観光庁】 

  田端 浩   観光庁 観光地域振興部 部長 

和田 浩一  観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長 

久保 麻紀子 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長補佐 

竹谷 健治  観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長補佐 

参考



 

議事次第： 

○ 開 会 

○ 挨 拶 

○ 座長選任 

○ 議 事 

 １ 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議設置の趣旨及び進め方に 

   ついて 

 ２ 観光地域づくり人材育成の現状とガイドラインに関する検討課題 

 ３ 意見交換 

○ 閉 会 

 

○ 挨拶【14:02～14:05】 

田端浩（観光庁 観光地域振興部長） 

・ 観光庁では、平成 20 年度より「観光地域づくり人材シンポジウム」の開

催や「観光地域づくりの取組みに関する調査」の実施等を通じて、地域で

人材育成に取組む方々の情報交換、学びあいの場を提供することにより、

地域の取組みが自発的に発展していけるよう支援している。 

・ こうしたシンポジウムや調査を実施する中で、地域が人材育成に取組むに

あたり、「どのような人材を育成すべきか」、「どのような知識やスキルを

教育したらよいのか」など教育内容やノウハウ等に対する情報のニーズが

高いことが明らかとなった。 

・ そこで本検討会議では、観光地域づくりを担う人材に必要とされる教育内

容等についてご議論頂き、地域が人材育成に取組む上で参考となる「観光

地域づくり人材育成ガイドライン」を策定する。 

・ 本会議で議論したガイドラインについては、「観光地域づくり人材シンポ

ジウム」等で紹介することにより、各地での活用を図りたいと考えている。 

・ 各地で進める観光地域づくり人材育成の取組みに資するガイドラインを

策定したいので、委員の皆様には活発なご発言をお願いしたい。 

 

○ 座長挨拶【14:05～14:10】 

清水愼一 座長（立教大学観光学部特任教授） 

・ 一部の地域では、「よそ者」「若者」「ばか者」の活躍により観光地域づく

りが進められてきた。しかし、地域が持続的に発展するためには、これら

の人材に依存することから脱却し、地域を経営できる人材を地域内で育成

することが重要となってくる。 

・ 本検討会議での議論により、地域での自主的・自立的な観光地域づくり人

材育成に資するガイドラインの作成を目指したい。 

 

○ 主な議事【14:10～16:00】 

（１）観光庁より付議資料に基づき、「観光地域づくり人材育成ガイドライン検

討会議設置の趣旨及び進め方」及び「観光地域づくり人材育成の現状と

ガイドラインに関する検討課題」について説明を行った。 

 

 



（２）意見交換 

   梅川智也 委員（財団法人 日本交通公社 研究調査部長） 

・ 地域では着地型旅行商品だけでなく、２次交通の整備や特産品の開発

など様々な課題がある。こういった課題を解決するためには、専門知

識を持っているプロデューサー（コーディネーター）の存在が重要と

なってくる。 

・ プロデューサー（コーディネーター）を外部から調達することも可能

だが、持続的に地域の課題を解決する仕組みを構築するためには、そ

ういった人材を地域内で育成できるガイドラインを示すことが必要。 

・ ガイドなどのオペレーターを育成する取組みは、既に各地で進められ

ていることから、議論を明確にするため、本会議ではオペレーター以

外の育成に議論を絞るべきではないか。 

 

佐藤誠 委員 （北海道大学 観光学高等研究センター 特任教授） 

・ 地域の観光資源を新しく産業化できるようなイノベーションを興せ

る人材を育成することが重要。北海道大学でもこういった人材を育成

するカリキュラムを開発中だが、将来的にはレベルの高い専門職を作

る必要があるのではないか。 

 

十代田朗 委員（東京工業大学 情報理工学研究科 情報環境学専攻 准教授） 

・ 観光地域づくりに必要な人材の役割については、プロデューサー（コ

ーディネーター）がマーケティング、営業、広報、商品開発など専門

的な役割を担い、リーダーがそれらの専門的な人材を取り纏めて地域

を牽引する役割を担うなど、会社の組織に例えて考えると共通認識を

得やすいのではないか。 

 

  井上一夫 委員 （NPO 法人東かがわ市ニューツーリズム協会 事務局長） 

・ 各地域では、観光地域づくりを担う人材の数は限られているので、同

じ人材がリーダーとプロデューサー（コーディネーター）を兼ねてい

ることも多い。育成を目指す人材については、それぞれの役割の兼務

もあり得るということを視野に入れて議論を進めてはどうか。 

・ 東かがわ市では、体験メニューや特産品を開発する人材の育成に取組

むにあたり、地域内の大学や旅行会社の協力を得ているが、他の地域

でも、観光地域づくり人材育成に取組む際には、大学や企業など他の

組織との連携が必要なのではないか。 

 

馬場良夫 委員 （青森県 商工労働部 観光局長）  

・ 地域の観光を牽引していくリーダーには、知識・スキル以外の要素も

必要となってくるため、その役割・機能についても議論が必要。 

 

 

 

 

 

 



 太田稔 委員 （東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 営業部 次長 

（びゅう・観光流動創造）） 

・ 観光地域づくりで成功している地域は、それに携わる人材の役割分担

がはっきりしている。成功事例だけでは漠然としているので、各地域

で実践可能なガイドラインを示ことは重要。 

 

  福井善朗 委員（近畿日本ツーリスト株式会社 旅行事業創発本部 

地域振興担当部長） 

・ 自社でも着地型旅行商品を企画・造成するための人材育成事業を行っ

ているが、各地域で実践している人材育成についても、最終的にビジ

ネスとして自立するという視点も必要ではないか。 

 

島田昌幸 委員（日本ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ株式会社 センター所長） 

・ 地域資源を観光で活用するコンセプトの設計・企画には外部からの視

点も有効であるが、そのコンセプトの事業化には具体的に実践できる

人材が各地域で不可欠。従って、人材育成のためのカリキュラムは、

地域内の人材が事業を実行するための｢具体的な手法｣を学ぶことの

できるものとする必要がある。 

 

大社充 委員（NPO 法人グローバルキャンパス 理事長） 

・ 地域では、体験メニューや着地型旅行商品、特産品などの商品を開発

し、流通させることで、地域経済活性化のための仕組みを構築するこ

とのできるプロデューサー（コーディネーター）レベルの人材を必要

としている。 

 

井手修身 委員（イデアパートナーズ株式会社 代表取締役社長） 

・ 観光を通じて地域が経済的な自立を果たすためには、リーダーやプロ

デューサー（コーディネーター）は商品開発、プロモーション、物販

業、施設管理等、多様な役割が求められている。 

・ リーダーとプロデューサー（コーディネーター）が活躍する場所のイ

メージを持って議論を進めれば、それぞれの役割が明確になるととも

に、必要とされるカリキュラムの議論がより具体的になるのではない

か。 

 

清水愼一座長総括 

・ 各地域ではプロデューサー（コーディネーター）へのニーズが高いが、

その役割・機能は多岐に渡っていることから、ガイドラインの検討に

際しては、それぞれの人材に期待される具体的な役割・機能や必要な

専門知識等について、整理すべき。 

・ 観光地域づくりリーダーには、関係者との合意形成能力やコミュニケ

ーションスキルなどが必要とされるが、その育成方法については多く

の意見があるため、大学の活用等も視野に入れて継続的に議論する必

要がある。 


