
（別紙） 

 
【岡山会議】 

○テーマ：「遺産、自然、そして人が関わりあう観光モデルに向けて」 

○日 程：10 月 15 日（火）～ 10 月 17 日（火） 

○会 場：岡山コンベンションセンター及び岡山市内（岡山城、後楽園等） 

 

〇テーマ詳細 

地域の観光資源の中でも、遺産については周辺地域を含め、観光客に開放され、利活用されて

います。そこで、将来にわたって多様な利用が可能な空間として、どのような活用方策があるの

か議論します。また、我が国がかつての戦争災害や度重なる自然災害からの再建、復活という歩

みの中で、観光と防災を両立させてきたことは、被災国・地域に希望を与えるものであり、復興

と観光という観点についても、参加各国・地域の間でモデル事例の共有を図ります。 

 

〇日程・会場詳細 

 

10 月 15 日（日） 

18:30-  岡山市主催レセプション（会場：後楽園） 

 

10 月 16 日（月） 

9:00-11:30 セッションⅠ・Ⅱの予習のための市内視察（視察先：岡山城・後楽園） 

 

13:00-17:30 国際観光シンポジウム（会場：岡山コンベンションセンター3階コンベンションホール   

岡山市北区駅元町 14 番 1 号） 

 

13:00-13:10 開会式 

 瓦林 康人 観光庁審議官 

 大森 雅夫 岡山市長 

 

13:15-14:10 基調講演Ⅰ コルドラ・ヴォルムター UNWTO 国際関係機関連携室 部長  

  「持続可能な観光開発の取組みと将来展望 

～歴史文化遺産と観光振興の調和～」 

 

    基調講演Ⅱ 大森 雅夫 岡山市長     

  「持続可能な観光開発に向けた岡山市の実践 ～城と庭、水と緑、そして人～」  

 

  



14:10-15:30 セッションⅠ 「歴史・文化遺産の活用と地域の活性化」 

・歴史遺産・文化遺産をハード・ソフト両面から保存・活用し、人の賑わいの創

出に取り組むまちづくり事例を紹介し、共有を図ります。 

 

【スピーカー】 

 チャイ・シウリン カンボジア旅行業協会会長 

 アルシンダ・トラウェン パプアニューギニア観光局政策企画部長 

 谷一 尚 (一財)林原美術館館長 

 那須 太郎 岡山芸術交流総合ディレクター、㈱TARO NASU 代表取締役、 

アート＆パブリック㈱ 代表取締役 

【モデレーター】  

 松村 智恵 ㈱JTB 首都圏ロイヤルロード銀座 

 旅彩彩デスク専任コーディネーター 

 

16:00-17:30 セッションⅡ 「自然と市民との関わりによる持続可能な観光開発」 

・地域住民と自然との関わりが安全や環境保全をもたらし、地域文化を育むとと

もに、観光資源としての魅力向上にも繋がっている事例を紹介し、共有を図り

ます。 

 

 【スピーカー】 

 ジョン・ビョンウン 順天郷大学観光経営学教授、韓国観光学会首席副会長  

 前田 芳男 岡山大学地域総合研究センター教授 

 重森 しおり 岡山市教育委員会指導課人権教育室副主査 

 加藤 正禎 気仙沼商工会議所専務理事 

  【モデレーター】 

 田瀬 和夫 国連フォーラム共同代表 

 

19:00-  観光庁主催レセプション（会場：岡山城天守閣バンケット  

岡山市北区丸の内 2-3-1） 

 

10 月 17 日(火) 

9:00-11:30 セッションⅠ・Ⅱの復習のための市内視察 

（視察先：曹源寺・林原美術館・旧内山下小学校） 

 

 

  



 
【三重会議】 

○テーマ：「観光業の持続可能な発展における女性の役割」 

○日 程：10 月 17 日（火）～ 10 月 19 日（木） 

○会 場：鳥羽国際ホテル及び鳥羽市内（ミキモト真珠島（海女実演）等） 

 

〇テーマ詳細 

観光に関連する各産業においては、多くの女性が活躍しており、女性の役割は高まっています。

2016 年 G7 伊勢志摩サミットでも「女性」がテーマの一つとなり、教育を含む女性のエンパワー

メント、女性の活躍推進などが議論されたところです。持続可能な観光振興における女性及び多

様な人材の役割について、議論することとし、国内外のモデル事例を参加各国・地域の間で共有

を図ります。 

 

〇日程・会場詳細 

 

10 月 17 日（火） 

19:00-  三重県・鳥羽市主催レセプション（会場：鳥羽マリンターミナル） 

 

10 月 18 日（水） 

10:00-17:15 国際観光シンポジウム（会場：鳥羽国際ホテルハーバーウイング 6階海城  

鳥羽市鳥羽 1-23-1） 

 

10:00-10:10 開会式 

 瓦林 康人 観光庁審議官 
 渡邉 信一郎 三重県副知事  

 

10:15-10:45 基調講演  コルドラ・ヴォルムター UNWTO 国際関係機関連携室部長 

「持続可能な観光開発の取組みと将来展望 ～観光振興における女性の役割～」 

 

10:45-12:05 セッションⅠ 「女性が観光で活躍する社会 Ⅰ」 

・国内外の観光産業において女性が活躍する事例を通じ、観光と女性の役割につ

いて共有を図ります。このセッションでは、観光業界で中心的な役割を果たし

ている女性について着目します。 

 

【スピーカー】 

 中村 美智子 一般社団法人相差海女文化運営協議会 海女小屋相差かま

ど海女頭 

（岩﨑 織江 鳥羽商工会議所伊勢志摩鳥羽インバウンド協議会事務局） 

 上村 文子 株式会社はとバスバスガイド  

 チャイ・シウリン カンボジア旅行業協会会長 

 松村 智恵 ㈱JTB 首都圏・ロイヤルロード銀座  

旅彩彩デスク専任コーディネーター 

【モデレーター】 
 橋本 亮一 ㈱ブルーム・アンド・グロウ 

代表取締役トラベルコンサルタント 

 



13:20-14:30 特別セッション「ASEAN＋３ ツーリズム・ユース・サミット」 

（モデレーターの進行によるフリー・ディスカッション）          

・若者の視点から観光をどう捉えているか、仕事への関わりなどについての発表、 

議論を通して、観光需要促進への示唆を得る。 
   

【参加者】  

 ASEAN＋３ ユース・サミット参加者 
【コメンテーター】  

 ワットゥニヨム・ドゥアンマラー 日本アセアンセンター 観光交流部長 

【モデレーター】 

 田瀬 和夫 国連フォーラム共同代表 

 

14:45-15:55 セッションⅡ 「女性が観光で活躍する社会 Ⅱ」 

・国内外の観光産業において女性が活躍する事例を通じ、観光と女性の役割につ

いて共有を図ります。このセッションでは、地域の自然や文化の保存・活用に

も女性が関わっている事例について着目します。 
 

【スピーカー】 

 江崎 貴久 有限会社オズ代表取締役、海島遊民くらぶ 

 アルシンダ・トラウェン パプアニューギニア観光局政策企画部長 

 迫間 優子 鳥羽旅館組合「女将 あこや会」会長、 

鳥羽ビューホテル花真珠女将 

【モデレーター】 

 コルドラ・ヴォルムター UNWTO 国際関係機関連携室部長 
 

15:55-17:15 セッションⅢ パネルディスカッション 

「持続可能な観光と女性が主役を担う観光地づくり」 

・女性が果たしてきた観光での役割を総括するとともに、女性目線での観光地

づくり、 女性の旅行参加の促進のほか、バリアフリーにも注目し、人にやさ

しい旅行のあり方を考えます。 
 

【パネリスト】  

 樋口 宏江 株式会社近鉄・都ホテルズ志摩観光ホテル総料理長 

 森喜 るみ子 合名会社森喜酒造場専務 

 野口 あゆみ 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長 

【コメンテーター】 

 コルドラ・ヴォルムター UNWTO 国際関係機関連携室部長 
 チャイ・シウリン カンボジア旅行業協会会長 
 アルシンダ・トラウェン パプアニューギニア観光局政策企画部長 

【モデレーター】 

 加藤 久美 和歌山大学観光学部教授 

 

19:00-  観光庁主催レセプション（会場：海の博物館 鳥羽市浦村町大吉 1731-68） 

 

10 月 19 日（木） 

9:00-11:30 セッションⅠ・Ⅱ・Ⅲの復習のための市内視察 

（視察先：ミキモト真珠島（海女実演）・伊勢神宮内宮・おかげ横丁・海島遊民くらぶ） 



 
※今回のシンポジウムの特徴 

○テーマ：「開催都市の観光特性に合わせたテーマの選定」 

○日 程：同一週に二カ所の会場で連続開催（地方から地方への移動：観光庁初） 

○会 場：ユニークベニューでのレセプションやテーマに関連する市内視察を実施 

 

今回のシンポジウムにおいて、我が国及び世界各国の現状や先進事例について共有を図ること

により、国際社会特に、アジア太平洋地域における観光政策に関する議論を主導するともに、我

が国のプレゼンスの一層の向上を図ることができ、もって各国との間における国際観光の相互

交流の強化・円滑化が期待できます。 

 

〇テーマ詳細 

 総合テーマ：「持続可能な観光開発を通じた未来への貢献」 

今回のシンポジウムは「持続可能な観光」について考えることが目的です。一カ所の会

場で総合的なテーマを論じるのではなく、二カ所の会場でシンポジウムを行い、開催都市

の特性や問題意識とテーマを融合させる試みを行います。 

 

 岡山会議テーマ：「遺産、自然、そして人が関わりあう観光モデルに向けて」 

岡山市は、古くから旭川の洪水に悩まされ、空襲による天守閣焼失を克服した歴史があ

り、防災と市民の利用を両立させる河川開発や、地域住民が関与するまちの賑わいづくり

が注目を集めています。 

 

 三重会議テーマ：「観光業の持続可能な発展における女性の役割」 

三重県の鳥羽市周辺地域では、古くから海女に象徴されるように女性が活躍しており、

観光関連産業においても各分野での女性の活躍が注目を集めています。 

 

〇日程詳細 

 2020 年の訪日外国人 4000 万人時代に向けて、また地方における地域経済活性化のために、

観光庁では地方都市の魅力を内外に発信して訪日外国人の訪問先が多様化することを重要視し

ています。 

このため、今回のシンポジウムは、二カ所の地方都市で連続開催し、海外からの参加者には

異なる二つの都市の魅力に接してもらい、地方から地方への国内移動も体験して頂きます。こ

のような試みは観光庁初です。 

 

  



〇会場詳細 

（１）各地の特性を生かした会場（ユニークベニュー） 

 観光庁では、ユニークベニューの利活用の促進策の一環として、今回のシンポジウムにおい

ても、観光庁主催レセプションをユニークベニューにおいて開催します。 

  

（岡山） 

岡山会場では、岡山城天守閣においてレセプションを開催します。会場では、天守閣からの

岡山市内の眺望や、着物の着付け体験を楽しんで頂きます。岡山の食材を活用した料理を提供

し、乾杯には岡山市特産のマスカット風味地ビール（ムスリムの方等にはマスカットジュー

ス）を使用します。 

  

（三重） 

三重会場では、海の博物館においてレセプションを開催します。会場では、海女や木造船な

ど海に関する民俗資料の展示を楽しんで頂きます。三重の食材を活用した料理を提供し、乾杯

には三重県内で活躍する女性杜氏が醸した特別純米酒（ムスリムの方等にはノンアルコールの

甘酒）を使用します。 

 

（２）テクニカル・ビジット（セッションの予復習としての市内視察） 

シンポジウムの前後には、海外からの参加者を中心に、開催地のテクニカル・ビジット（市

内視察）を行います。単なる観光にとどまらず、シンポジウムの各セッションのテーマに関連

する予習や復習という位置づけで、関連する施設等を訪問します。 

 

（岡山） 

 セッション予習のための岡山市内視察 

・後楽園（鶴鳴館、延養亭）、岡山城（天守閣、不明門） 

 

 セッション復習のための岡山市内視察 

・曹源寺（座禅、禅話）、旧内山下小学校、林原美術館（備前焼） 

 

（三重） 

 セッション復習のための鳥羽市内視察 

・ミキモト真珠島（海女実演）、伊勢神宮内宮、おはらい町、おかげ横丁、海島遊民くらぶエ

コツアー体験、鳥羽マルシエ 


