
 

第２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 11 月 25 日（水）15:00～17:00 

      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】 

清水 愼一  立教大学 観光学部 特任教授 （座長） 

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 

 

【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＞ 

【学識経験者】 

安島 博幸  立教大学 観光学部 教授 

 

【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 

○ 議 事 

 １ 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議論点整理 

 ２ 観光地域づくり人材育成の取組み事例報告 

 ３ ガイドラインイメージの報告 

 ４ 意見交換 

○ 閉 会 

 

主な議事 

○ 挨拶【15:02～15:05】 

田端浩（観光庁 観光地域振興部長） 

・前原国土交通大臣は「観光」を我が国の成長戦略の柱の一つと捉え、特に観

光に携わる人材の育成・確保を喫緊の課題と位置づけている。 

・今回の会議では、委員及びオブザーバーの皆様のお取組みをご紹介頂き、観

光地域づくりを担う人材に関し、「求められる役割・機能」及び「必要とされ

る知識・スキル」を検討したいと考えているので、委員の皆様には積極的な

ご発言をお願いしたい。 

 

○ 主な議事【15:05～16:55】 

（１）観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議論点整理【15:05～15:15】 

   観光庁より「第１回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」で

の議論の経過及び、本会議で議論するガイドラインイメージの検討事項

について報告を行った。 

 

（２）観光地域づくり人材育成の取組み事例報告【15:15～15:55】 

委員及びオブザーバーより、それぞれで実施している観光地域づくり人

材育成の取組みの内容について報告された。 

（報告者） 

・立教大学 観光学部 教授 安島博幸 氏 （オブザーバー） 

・財団法人日本交通公社 調査研究部長 梅川智也 委員 

・NPO 法人東かがわ市ニューツーリズム協会 

事務局長 井上一夫 委員 

・青森県 商工労働部 観光局長 馬場良夫 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 福井善朗 委員 

・イデアパートナーズ株式会社 井手修身 委員 

・NPO 法人グローバルキャンパス 理事長 大社充 委員 

 ・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 島田昌幸 委員 

 

（３）ガイドラインイメージの報告【15:55～16:05】 

事務局より観光地域づくり人材で求められる「リーダー」、「調整者」、

「オペレーター」の「役割・機能」及び「必要とされる知識・スキル」

を整理したガイドラインイメージについて説明を行った。 



（４）意見交換【16:05～16:55】 

   梅川智也 委員（財団法人 日本交通公社 研究調査部長） 

・ 観光地域づくりを担う人材を「リーダー」、「調整者」、「オペレーター」

に分類し、特に「調整者」の役割・機能について「企画・戦略」、「分

析・計画」、「組織づくり」、「PR」、「商品化・事業化」に詳細に分類し

ている事務局の提案に賛成。地域の観光振興施策を研究している立場

から見て、観光地域づくりに必要な役割・機能を網羅していると思わ

れる。 

 

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） 

・ 「調整者」は地域の観光資源を活用した新しい事業を企画・実践する

役割・機能を担っていることから、こうした役割・機能を連想できる

名称を検討してはどうか。 

 

  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） 

・ 「調整者」の役割・機能を詳細に分類することに賛成。観光地域づく

りを担う人材の数が限られている地域にとって、優先して育成すべき

役割・機能を選択することができるので、実用的である。 

 

馬場良夫 委員 （青森県 商工労働部 観光局長）  

・ 「リーダー」、「調整者」、「オペレーター」に分類していることは、自

治体が人材育成を実践する上でも、分かりやすい。 

・ 「リーダー」に必要とされる知識・スキルの中に「ネットワーク形成」

を加えてはどうか。各地域では、近隣地域との連携を図り、観光地域

づくりを進める場合があるので、「調整者」が地域内の団体や個人の

ネットワーク形成を担い、「リーダー」が地域間のネットワーク形成

を担うという役割分担を想定している。 

・ 各地域で自主的・自立的な人材育成を促進するためには、地域でその

取組みを実施する役割を担う自治体や大学等それぞれの課題を明ら

かにすることが必要。 

 

 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）） 

・ 地域ごとに様々な人材が「調整者」の役割・機能を担うことになると

考えられるので、事務局より提案されているように、その役割・機能

を詳細に提示することにより、各地域でより効果的な人材育成が可能

となるのではないか。 

 

  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） 

・ 事務局が提案するガイドラインイメージは観光地域づくりに必要と

される役割・機能及び知識・スキルが概ね整理されている。 

・ 自社の人材育成事業では、マーケティングの基礎要素である Product

（製品）、Price（価格）、Promotion（販売促進）、Place（流通経路）

を重要視している。「リーダー」、「調整者」に必要とされるマーケテ

ィングについてもこの４つの要素を押さえることが重要と考える。 



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） 

・ 地域で観光地域づくりに携わっている経験から見て、「調整者」の役

割・機能の分類は適当である。 

・ 「リーダー」に必要とされる知識・スキルとして記載されている合意

形成力は、観光地域づくりには地域内で様々な人材が関わることにな

るため、特に重要であると考える。 

・ 各地域が人材育成に取組む際には、実際に受講者が具体的に事業を実

践することが重要。 

 

大社充 委員（NPO 法人グローバルキャンパス 理事長） 

・ 「調整者」の「企画・戦略」、「分析・計画」、「組織づくり」、「PR」、「商

品化・事業化」の分類は、地域経済活性化のための仕組みを構築する

ことのできる人材が必要とする地域の実情に即している。 

・ 「リーダー」、「調整者」に必要とされる知識・スキルの中でも、マー

ケティングの知識・スキルが最も重要なのではないか。 

 

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） 

・ 「リーダー」、「調整者」、「オペレーター」の役割・機能とそれぞれの

人材に必要とされる知識・スキルは概ね妥当であると思われる。 

・ 各地域が人材育成を取組む際には、事業を実践する手法を取り入れる

ことにより、知識・スキルの習得が深まるのではないか。 

 

安島博幸 氏（立教大学 観光学部 教授）（オブザーバー） 

・ 当大学では観光地域を経営する専門家を育成することが必要と考え

プログラムを実施した。ガイドラインイメージで提案されている「リ

ーダー」、「調整者」はそのプログラムで目指した人材像と概ね合致し

ている。 

 

清水愼一座長総括 

・ 観光地域づくりに必要な人材を「リーダー」、「調整者」、「オペレータ

ー」に分類し、特に、地域で事業を実践して地域活性化の推進力とな

る「調整者」については、その役割・機能を「企画・戦略」、「分析・

計画」、「組織づくり」、「PR」、「商品化・事業化」等に分化して、必要

とされる知識・スキルを具体的に検討する。 

・ 今後の検討会議では、特に地域での育成のニーズの高い「リーダー」、

「調整者」に求められる知識・スキルについて詳細に検討を行い、ガ

イドライン案を策定する。（「調整者」の名称については、今後、検討

する。） 

 

○ 閉会挨拶【16:58～17:00】 

田端浩（観光庁 観光地域振興部長） 

・各地域の人材育成の取組みについて有意義なご報告をいただき、感謝申し

上げる。 

・今後の検討会議では、本日の議論を踏まえて、ガイドライン案を策定する

と共に、ガイドライン案を実践する際の課題等についても議論していきた

いと考えているので、引き続き、皆様のご協力をお願いしたい。 


