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観光圏整備事業観光圏整備事業 

観光圏整備のイメ ジ 地域が連携して行う取組への観光圏整備のイメージ 地域が連携して行う取組への 
国の主な支援メニ国の主な支援メニュー 

○予算（観光圏整備事業費補助）
体験交流メニュー 

充実
宿泊の魅力向上情報提供の充実 ○予算（観光圏整備事業費補助）

宿泊、観光資源、交通移動、案内・情報提供などのレベル
の充実

宿泊の魅力向上情報提供の充実

圏域全体を紹介
、観光資源、 通移動、案 情報提供

アップを図る地域の取組を支援 
⇒２泊３日以上快適に充実して過ごせる観光圏づくりに向け

・滞在力を高める農業体験、ア
ウトドア等の体験メニュー開発

・連泊・圏域内 

転泊プランの

・圏域全体を紹介

する地図・パン ⇒２泊３日以上快適に充実して過ごせる観光圏づくりに向け
た地域の取組を活発化し、観光旅客の満足度を向上 

ウトドア等の体験メニュ 開発
のための 
専門家招請等

  転泊プランの

  企画立案・広 

  する地図 パン 

  フレット作製や 

ホ ジ

○農山漁村活性化法 特例

専門家招請等
  報等   ホームページ 

立ち上げ等
○農山漁村活性化法の特例

観光圏内の農山漁村における交流施設整備について 農

  立ち上げ等 

観光圏内の農山漁村における交流施設整備について、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付が可能 

⇒農山漁村の体験・交流メニュー等楽しく過ごせる滞在メ
ニューの充実

Ｂ市 Ｄ町
ニューの充実

滞在を促進する ○社会資本整備への配慮 周遊 周遊 

市

滞在を促進する
イベントの実施 観光案内の充実

 社会資本整備における、景観整備、案内標識整備等の事
業による観光圏整備事業との連携・配慮

Ａ市イベントの実施

・滞在を促進する早朝・夜

観光案内の充実

・圏域全体の情報を多言語 業による観光圏整備事業との連携 配慮
⇒ハード面を含めた観光圏全体の総合的な魅力向上 

滞在促進地区

・滞在を促進する早朝・夜
間の新たなイベントの企

・圏域全体の情報を多言語

により案内するための研修の 

○旅行業法の特例

滞在促進地区
画・実施等 実施等 

○旅行業法の特例
ホテル・旅館による旅行業者代理業の特例周遊 周遊 ホテル 旅館による旅行業者代理業の特例

⇒宿による宿泊客への着地型旅行商品の販売を可能とし、
宿泊客の滞在を拡大町

周遊

村 宿泊客の滞在を拡大Ｃ町 Ｅ村

観光旅客のニ ズをふまえた観光旅客のニーズをふまえた
取組への支援移動の快適化 歴史的建造物の 取組への支援

効果
移動の快適化

・利便向上
歴史的建造物の

改修・活用 観光案内所の整備 

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

効果利便向上

・市町村域を超えるシャトル

改修 活用

・地域の歴史・文化を体験 ・圏域全体の情報を提供する 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 
↓

市町村域を超えるシャトル
バスの試験 

・地域の歴史・文化を体験
 させるための歴史的建造 

・圏域全体の情報を提供する
  多言語対応の観光案内所 
の整備等 ↓

内外観光客による２泊３日以上の 
 運行等  物（古民家 

等）の改修・

 の整備等
外観光客 る 泊

より長期の滞在を拡大 
 等）の改修・
 活用等 

↓
地域経済の活性化地域経済の活性化 -1- 



観光圏整備実施計画認定地域（４５地域） （平成22年7月27日現在）観光圏整備実施計画認定地域（４５地域） （平成22年7月27日現在）

知床観光圏22年度認定圏域名（15地域） 知床観光圏
（北海道：斜里町、清里町、標津町、羅臼町） 

富良野・美瑛広域観光圏

22年度認定圏域名（15地域）
（対象市町村名） 

21年度認定圏域名（14地域） 
（対象市町村名） 

富良野 美瑛広域観光圏

（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、
南富良野町、占冠村）

釧路湿原・阿寒・摩周観光圏  （北海道：釧路市、弟子屈町）  

さっぽろ広域観光圏 
（北海道 札幌市 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市

20年度認定圏域名（16地域） 
（対象市町村名）

（対象市町村名）

めでためでた♪花のやまがた観光圏 
（北海道：札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、
石狩市、当別町、新篠津村） 

（対象市町村名） （山形県：山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、
山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町） 

日本海きらきら羽越観光圏 
（秋田県：にかほ市 山形県：鶴岡市 酒田市 戸沢村 三川町 庄

雪国観光圏 
（群馬県：みなかみ町、新潟県：十日町市、魚沼市、南魚

はこだて観光圏 
（北海道：函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯（秋田県：にかほ市、山形県：鶴岡市、酒田市、戸沢村、三川町、庄

内町、遊佐町、新潟県：村上市、関川村、粟島浦村） 沼市、湯沢町、津南町、長野県：栄村） 
館

町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、
乙部町、奥尻町、今金町、せたな町） 

能登半島観光圏 会津 米沢地域観光圏能登半島観光圏 
（石川県：七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、 
宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町）

新たな青森の旅・十和田湖広域観光圏 
（青森県：青森市 八戸市 十和田市 三沢市 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町）

会津・米沢地域観光圏

（山形県：米沢市、福島県：会津若松市、喜多方市、下郷町、南
会津町 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町）

伊達な広域観光圏トキめき佐渡・にいがた観光圏

宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町）  

越中・飛騨観光圏 
（富山県 高 市 氷見市 波市 矢部市 南 市 射水市

（青森県：青森市、八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町） 会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、 猪苗代町）

伊達な広域観光圏

（岩手県：一関市、奥州市、平泉町、宮城県：仙台市、気仙沼市、登米市、
大崎市、松島町、利府町、南三陸町、山形県：最上町） 

キめき佐渡 がた観光圏
（新潟県：新潟市、佐渡市） （富山県：高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、

岐阜県：高山市、飛騨市、白川村） 
立山黒部アルペンル ト広域観光圏

大崎市、松島町、利府町、南 陸町、山形県 最 町）

やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏 
（福島県 福島市 相馬市 二本松市 伊達市）

立山黒部アルペンルート広域観光圏
（富山県：立山町、長野県：大町市） 福井坂井奥越広域観光圏   

（福井県：福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、大野市、勝山市） 

光観光圏 （栃木県 光市）

（福島県：福島市、相馬市、二本松市、伊達市） 
京都府丹後観光圏  （京都府：舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町） 富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏 

（富山県：魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町）

（福井県 福井市、あわ 市、坂井市、永 寺 、大野市、勝 市）

日光観光圏  （栃木県：日光市）びわ湖・近江路観光圏 
（滋賀県：彦根市、長浜市、近江八幡市（旧安土町）、東近江市、

県 滑 黒部 朝

あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏 
（茨城県：水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひた

山陰文化観光圏

米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町） 

ちなか市、常陸大宮市、那珂市、大洗町、城里町、東海村、大子町） 山陰文化観光圏 
（鳥取県：米子市、倉吉市、境港市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北
栄町 日吉津村 大山町 南部町 伯耆町 日南町 日野町 江府町 八ヶ岳観光圏 （山梨県：北杜市 長野県：富士見町 原村）

富士山・富士五湖観光圏

栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、
島根県：松江市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、東出雲町、奥出
雲町 飯南町 斐川町 海士町 西ノ島町 知夫村 隠岐の島町）

八ヶ岳観光圏  （山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）  

富 山 富 湖観光圏
（山梨県：富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、 鳴沢村、富士河口湖町） 

南房総地域観光圏 （千葉県 館山市 鴨川市 南房総市 鋸南町）
淡路島観光圏   （兵庫県：洲本市、南あわじ市、淡路市） 

雲町、飯南町、斐川町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町） 

南房総地域観光圏  （千葉県：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町） 
広島・宮島・岩国地域観光圏 
（広島県：広島市 呉市 大竹市 廿日市市 江田島市 海田町 箱根 湯河原 熱海 あしがら観光圏（広島県：広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、海田町、
熊野町、坂町、山口県：岩国市、柳井市、周防大島町、和木町） 

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏

（神奈川県：小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 静岡県：熱海市）開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、静岡県：熱海市） 

伊豆観光圏   （静岡県：伊東市、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町） 
豊の国千年ロマン観光圏 
（大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、

浜名湖観光圏    （静岡県：浜松市、湖西市） 

知多半島観光圏

国東市、姫島村、日出町） 

知多半島観光圏

（愛知県：半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、
東浦町 南知多町 美浜町 武豊町）

玄界灘観光圏 
（福岡県：福岡市、糸島市、佐賀県：唐津市、玄海町、
長崎県 壱岐市）

平戸 佐世保 西海ロングステイ観光圏
伊勢志摩地域観光圏 （三重県：伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町） 

東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）長崎県：壱岐市） 

にし阿波観光圏平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏
（長崎県：佐世保市、平戸市、西海市） 

聖地熊野を核と た癒 と蘇り 観光圏 （奈良県 十津川村 和歌山県 辺市）

東紀州地域観光圏  （三重県：尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町） 
瀬戸内しまなみ海道地域観光圏

にし阿波観光圏
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町） 

雲仙天草観光圏 
（長崎県：島原市、雲仙市、南島原市、熊本県：上天

聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏   （奈良県：十津川村、和歌山県：田辺市） 

香川せとうちアート観光圏

瀬戸内しまなみ海道地域観光圏 
（広島県：尾道市、愛媛県：今治市、上島町） 

（長崎県 島原市、雲仙市、南島原市、熊本県 上天
草市、 、宇城市（旧三角町）、天草市、苓北町） 

香川 うちア 観光圏

（香川県：高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東か
がわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、

四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏 
（高知県：宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町） 

新東九州観光圏 （大分県：大分市 別府市 佐伯市 臼杵市 津久見市 由布市 宮崎県：延岡市）

琴平町、多度津町、まんのう町） 

新東九州観光圏 （大分県：大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、由布市、宮崎県：延岡市） 

阿蘇くじゅう観光圏  （熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、大分県：竹田市） -2- 



観光地域づくりプラットフォ ムの必要性観光地域づくりプラットフォームの必要性

地域資源を活用した着地型旅行商品の販売を推進するためには ワンストップ窓口となる 地域資源を活用した着地型旅行商品の販売を推進するためには、ワンストップ窓口となる
「観光地域づくりプラ トフォ ム」が必要となる
 

「観光地域づくりプラットフォーム」が必要となる。  
（従前） （観光地域づくりプラットフォーム）（従前） （観光地域づくりプラットフォーム） 

旅行会社・観光客 等旅行会社・観光客 等 旅行会社・観光客 等旅行会社・観光客 等旅行会社 観光客 等旅行会社 観光客 等 旅行会社・観光客 等旅行会社・観光客 等

市場まで情報・商品が届きにくい。 情報発信・商品販売 

観光地域づくりプラットフォーム観光地域づくりプラットフォ ム 
酒蔵めぐり

体験農業 宿泊サービス
酒蔵めぐり

体験農業 宿泊サ ビス

体験農業 宿泊サ ビス 酒蔵めぐり
体験漁業 飲食サービス 体験農業 宿泊サービス 酒蔵めぐり 
体験漁業 飲食サ ビス

体験漁業 飲食サ ビス体験漁業 飲食サービス

宿泊施設 宿泊施設
商工業者

宿泊施設 宿泊施設
農業関係者

農業関係者商工業者
商工業者 法定協議会 法定協議会

農業関係者
農業関係者

法定協議会 法定協議会

漁業関係者 飲食店 漁業関係者 飲食店
漁業関係者 飲食店 漁業関係者 飲食店

「観光地域づくりプラ トフ ム がワンスト プ窓口とな て
個々の関係者が個別に情報発信・商品販売を行う。

「観光地域づくりプラットフォーム」がワンストップ窓口となって、 
情報発信 商品販売を行う個々の関係者が個別に情報発信 商品販売を行う。 情報発信・商品販売を行う。 -3- 



観光地域づくりプラットフォ ムの例観光地域づくりプラットフォームの例

（株）とみうら（南房総市）（株）とみうら（南房総市） 
括受発注システム 枇杷倶楽部一括受発注システム 枇杷倶楽部 

＜道の駅 とみうら＞
○平成５年４月「道の駅とみうら 枇杷倶楽部」の運営母体として

＜道の駅 とみうら＞ 
○平成５年４月「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」の運営母体として、

旧富浦町（現南房総市）の100％出資により発足  旧富浦町（現南房総市）の100％出資により発足
○資本金：７５００万円
 
○資本
○売上高：６億７４５２万円（平成１９年１０月～平成２０年９月） 観光施設 レストラン 体験 果物狩り 
○売上内訳：商品売上：８１％ 観光売上：１８．１％ 業務委託収入：０．９％
○「道の駅とみうら 枇杷倶楽部」の飲食 物販事業の実施○「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」の飲食・物販事業の実施
○小規模農園や食事会場等を束ねて着地型旅行商品化して販売○小規模農園や食事会場等を束ねて着地型旅行商品化して販売

（株）南信州観光公社（飯 市）（株）南信州観光公社（飯田市）
体験観光の一元的窓口

○平成 年 月 飯田市を中心とした 市町村と 企業 団体の出資

体験観光の 元的窓口
南信州観光公社 

○平成１３年１月、飯田市を中心とした５市町村と１０企業・団体の出資
により設立（資本金：２９６５万円 株主：１４市町村と２１企業）  により設立（資本金：２９６５万円、株主：１４市町村と２１企業）

○売上額：約２億円 料理体験 陶芸体験いちご狩り体験 トレッキング体験 ○売上額：約２億円
○売上内訳：教育旅行：８０％、視察・研修：２０％ 

料理体験 陶芸体験いちご狩り体験 トレッキング体験 

○１４市町村の修学旅行を中心とした体験観光の受け入れについて、 
元的な窓 業務を実施  一元的な窓口業務を実施。 

NPO法人 ハットウ・オンパク（別府市） 
体験プ グ ムを集中的 実施

○平成１６年９月オンパクの運営を目的に設立
体験プログラムを集中的に実施

ハットウ・オンパク○平成１６年９月オンパクの運営を目的に設立
○売上額：７０００万円（平成２０年度） 

ハットウ オンパク 

○売上内訳：地域づくり（オンパク）事業：７０％ 旅行事業：１５％  
出版事業１５％ （平成２０年度）

 
フラダンス体験

体験 植え体験 着物講座         ：出版事業１５％ （平成２０年度）  
○毎年５月 温泉を活用した体験型プログラムを集中的に提供する

 フラダンス体験
エステ体験 田植え体験 着物講座 

○毎年５月、温泉を活用した体験型プログラムを集中的に提供する
「別府八湯温泉泊覧会（オンパク）」を開催。 別府八湯温泉泊覧会（オン ク）」を開催。

 他地域へのノウハウ提供ビジネスが収益源。（現在１０地域に展開） 
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観光地域づくりプラットフォ ム支援事業観光地域づくりプラットフォーム支援事業

観光圏において 様々な滞在型観光の取組みを推進し 市場との窓口機能等を担う「観光地域づくりプラ トフォ  観光圏において、様々な滞在型観光の取組みを推進し、市場との窓口機能等を担う「観光地域づくりプラットフォー
ム の形成を促進し 着地型旅行商品の企画 販売 人材育成等を行う取組を支援していく  ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行う取組を支援していく。

支援制度の概要支援制度の概要 観光地域づくりプラットフォームのイメージ 

観光地域づくりプラットフォーム

地域資源を活用した着地型旅行商品を地域の外に向か
（１）設立準備段階（１か年） 

観光地域づくりプラットフォーム

・地域資源を活用した着地型旅行商品を地域の外に向かっ
て販売するため、市場と地域をつなぐ窓口組織。 観光圏において、「観光地域づくりプラットフォーム」が着地型旅行 て販売するため、市場と地域をつなぐ窓口組織。 
  
観光産業だけにととまらず 地域の幅広い関係者（農林水

商品の販売等をワンストップ窓口として持続的に機能していくための
・観光産業だけにととまらず、地域の幅広い関係者（農林水
産業、商工業、行政、ＮＰＯなど）が参加。

機
事業計画の策定に対する補助 産業、商工業、行政、ＮＰＯなど）が参加。事業計画 策定 対する補助
・補助対象事業：計画策定（ワークショップ開催等）

市場（含 旅行代理店 旅行者 消費者 等）
補助対象事業：計画策定（ワ クショップ開催等）

・補助対象者 ：観光圏整備法に基づく協議会
市場（含 旅行代理店、旅行者、消費者 等） 

補助対象者  ：観光圏整備法に基づく協議会
・補助額 ：上限５００万円補助額    ：上限５００万円
 
（２）運営初期段階（原則２か年） 観光地域づくりプラットフォーム（２）運営初期段階（原則２か年）

認定を受けた観光圏整備実施計画に基づき「観光地域づくりプラッ

観光地域づくりプラットフォ ム 
（法人格を有する事業体） 認定を受けた観光圏整備実施計画に基づき「観光地域づくりプラッ

トフォ ム」が実施する事業に対する補助

（法人格を有する事業体） 

トフォーム」が実施する事業に対する補助
補助対象事業 商品企画開発 販売促進 体験 交流 学習促進・補助対象事業：商品企画開発・販売促進、体験・交流・学習促進、

人材育成 情報提供 宿泊魅力向上 イベント開発
大学

          人材育成、情報提供、宿泊魅力向上、イベント開発、
交通整備 タリ グ調査

大学

          交通整備、モニタリング調査
補助対象者 法 格を有する「観光地域づく プ

地域資源 地域資源 
・補助対象者：法人格を有する「観光地域づくりプラットフォーム」 地域資源 

（体験施設）

（農業） （宿泊施設） （宿泊施設） 地域資源 
（お土産）

・補助額        ：事業費の４割 
 （体験施設）  （お土産）

観光協会
自治体 

観光協会
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観光地域づくり人材の育成について（２３年度（検討中））
主に 地域づくり戦略

観光地域づくり人材の育成について（２３年度（検討中）） 

持続的・自立的な地域の発展
主に、地域づくり戦略、 
組織マネジメントに 
関する人材育成支援持続的 自立的な地域の発展

地域全体の発展
関する人材育成支援 

主に 商品化 宣伝に地域全体の発展 主に、商品化、宣伝に 
関する人材育成支援 

【観光圏】

大学等の活用

【観 】
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ支援事業 
運営初期段階 補助金 大学等の活用

・大学連携による講座造成

・運営初期段階の補助金 
ＯＪＴによる人材育成 

商品化、宣伝 
商品開発（旅行 特産品）

大学連携による講座造成

・商品開発（旅行、特産品） 
・流通 講師等の派遣
・宣伝、ＰＲ、ＩＴ 

プラットフォ ム
・地域づくり専門家 
・旅行専門家 等

指導・育成 外部人材登用 
プロデューサー派遣

プラットフォーム 
中核人材

・旅行専門家 等

シ
ン

プロデュ サ 派遣 

地域づくり戦略

中核人材
ン
ポ

組織マネジメント 
会計

地域づくり戦略
・マーケティング、統計 重点地区への講師等

ポ
ジ
ウ ・会計

・組織管理 

マ ケティング、統計
・地域資源マネジメント 
マスタ プラン作成

重点地区への講師等
の派遣

ウ
ム 組織管理・マスタープラン作成

【観光圏】 
ﾟﾗ ﾄ ﾑ支援事業

の派遣
 ・ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ研究者 等 の

開ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ支援事業 
・設立準備段階の補助金 ワ クシ プ

開
催

指導設立準備段階の補助金 ワークショップ
（事業計画策定）

・
ウ
ェ

指導
（事業計画策定）

先進地への派遣
重点地区人材の

ェ
ブ

先進地への派遣 点 材
先進地派遣 ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑへの理解の深度化 サ

イ
中核人材の役割への理解の深度化 

ＰＦ中級セミナ (仮称)

イ
ト
のＰＦ中級セミナー(仮称) 

（日本観光協会） ﾟﾗ ﾄ ﾑ概念の理解の深度化

の
運

地域資源活用の理解の深度化（日本観光協会）
 ・ＰＦ初級セミナーを 

既に受講した地域
商品づくり・ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ概念の理解の深度化、

中核人材候補の発掘

運
営 地域資源活用の理解の深度化

集客交流を通じた地域の発展を目指す地域

      既に受講した地域    起業家セミナー
中核人材候補の発掘

集客交流を通じた地域の発展を目指す地域

初級セミナ (仮称) （日本観光協会）
ＰＦ初級セミナー(仮称) 
（日本観光協会）

（日本観光協会）

（日本観光協会）
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ概念の普及 地域資源活用の啓発

方向性の定まっていない地域 
観光協会・ 
旅館組合

商工会・ 
農協 漁組

まちづくり 
自治体 起業家

旅館組合 農協・漁組 ＮＰＯ
自治体 起業家
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観光立国推進人材育成事業観光立国推進人材育成事業

観光立国の推進に必要となる人材を育成するため 国内外の観光に関する専門家による  観光立国の推進に必要となる人材を育成するため、国内外の観光に関する専門家による
指導の実施や 国内外の先進的な観光地等 の派遣による実地研修等を行う  指導の実施や、国内外の先進的な観光地等への派遣による実地研修等を行う。

○国内外の専門家による指導○国内外の専門家による指導
  

国内外の観光に関する専門家を指導者として 観光産業従事者 観光地 国内外の観光に関する専門家を指導者として、観光産業従事者、観光地
づくり関係者等に対し 研修を実施し 必要な ウ ウ 普及を図る づくり関係者等に対して研修を実施し、必要なノウハウの普及を図る。

  

例）観光地域づくりプラットフォームの普及のための研修  例）観光地域づくりプラットフォ ムの普及のための研修
着地型旅行商品の企画・造成の指導   着地型旅行商品の企画 造成の指導
外国人の受入環境整備の指導   外国人の受入環境整備の指導

専門家の招請による研修 

○国内外の先進地等 の派遣研修○国内外の先進地等への派遣研修
  

観光産業従事者 観光地づくり関係者等を国内外の先進的な観光地等に 観光産業従事者、観光地づくり関係者等を国内外の先進的な観光地等に
派遣して実地研修を実施し 先進的なノウハウの普及を図る  派遣して実地研修を実施し、先進的なノウハウの普及を図る。 

 

 例）先進的な観光関係団体への派遣）先 観光関係 体 派
   （事業体運営、着地型旅行商品の企画・造成のノウハウ等） （事業体運営、着地型旅行商品の企画 造成の ウ ウ等）

国際水準の観光地への派遣（コンシェルジュサービスのノウハウ等）   国際水準の観光地 の派遣（コンシェルジュサ ビスのノウハウ等）
実地研修   

○観光人材育成に関する情報提供等
 
○観光人材育成に関する情報提供等
 

観光関係の人材育成に関する情報提供やシンポジウムの開催等を行う  観光関係の人材育成に関する情報提供やシンポジウムの開催等を行う。
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観光地域づくり人材シンポジウムの開催 （平成２０年度・２１年度・２２年度）観光地域づくり人材シンポジウムの開催 （平成２０年度・２１年度・２２年度）

観光地域づくり人材育成シンポジウムの開催（平成20年6月11日）観光地域づくり人材育成シンポジウムの開催（平成20年6月11日）

○地域において観光地域づくりに関する人材の育成を効率的に実施するため、○地域において観光地域づくりに関する人材の育成を効率的に実施するため、
以下の２点を中心に会議を構成  以下の２点を中心に会議を構成
①観光地域づくり人材育成の促進に関するパネルディスカッション ①観光地域づくり人材育成の促進に関するパネルディスカッション
②児童・生徒による観光地域づくりへの参加に関するパネルディスカッション ②児童・生徒による観光地域づくりへの参加に関するパネルディスカッション

・地方自治体や企業・産業団体 NPO・財団・社団 教育関係から269名が参加  ・地方自治体や企業・産業団体、NPO・財団・社団、教育関係から269名が参加

観光地域づくり人材シンポジウムの開催（平成21年6月5日）観光地域 くり人材シンポジウムの開催（平成21年6月5日）

  ①「児童・生徒によるボランティアガイド普及促進モデル事業」実践事例の報告
  ②先進的な「観光地域づくり人材育成プログラム」を実施している取組みの紹介②
  ③若い世代や異分野の立場から「新たな観光地域づくりの担い手」が活躍して③若 世代や異分野 場 ら 新 な観光地域 くり 担 手」 活躍

いる事例の紹介及び意見交換の実施      いる事例の紹介及び意見交換の実施
④観光地域づくり人材育成に取組む地域間の出会いの場の提供  ④観光地域づくり人材育成に取組む地域間の出会いの場の提供 

・地方自治体や企業・産業団体 NPO・財団・社団 教育関係から320名が参加。    地方自治体や企業 産業団体、NPO 財団 社団、教育関係から320名が参加。

観光地域づくり人材シンポジウムの開催 成観光地域づくり人材シンポジウムの開催（平成22年5月21日）

① 「児童・生徒によるボランティアガイド普及促進モデル事業」実践事例の報告  ① 「児童 生徒によるボランティアガイド普及促進モデル事業」実践事例の報告
②持続可能な観光地域プラットフォームの先進事例紹介  ②持続可能な観光地域プラットフォ ムの先進事例紹介
③観光地域づくりの主役となる組織を取りまとめ 地域を牽引する担い手による  ③観光地域づくりの主役となる組織を取りまとめ、地域を牽引する担い手による

取組み事例の紹介と意見交換   取組み事例の紹介と意見交換
④観光地域づくりを目指す地域の出会いの場の提供  ④観光地域づくりを目指す地域の出会いの場の提供

地方自治体や企業 産業団体 NPO 財団 社団 教育関係から271名が参加 -8-     ・地方自治体や企業・産業団体、NPO・財団・社団、教育関係から271名が参加。



観光地域づくり人材育成ガイドライン事業① （平成２１年度 検討会議の開催）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業① （平成２１年度 検討会議の開催）

【観光地域づくり人材育成の課題】【観光 域 り 材育成 課題】
① 地域が自らの観光地域づくり人材育成の取組みの方向性や妥当性について検証できる機会① 地域が自らの観光地域づくり人材育成の取組みの方向性や妥当性について検証できる機会 

の提供   の提供。
② 地域でニ ズの高い観光地域づくりをリ ドする人材 PRや商品化などを企画 調整する人② 地域でニーズの高い観光地域づくりをリードする人材、PRや商品化などを企画・調整する人 

材 育成促進   材の育成促進。 
③ 観光地域づくりを担う人材に求められる知識・スキルの標準化。③ 観光 域 りを担う 材 求 識 キ 標準 。

平成21年度「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」の開催議

（座長 立教大学観光学部特任教授 清水愼 氏）（座長：立教大学観光学部特任教授 清水愼一氏）

・ 各地域で人材育成講座等を開催する上で参考とすべきプログラム編成例  各地域で人材育成講座等を開催する上で参考とすべきプログラム編成例
等について検討を行い 観光地域づくり人材育成に取組む上での指針とな   等について検討を行い、観光地域づくり人材育成に取組む上での指針とな
る「観光地域づくり人材育成ガイドライン」の策定に取組む   る「観光地域づくり人材育成ガイドライン」の策定に取組む。

 検討会議での主な論点 
・ 観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化    観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化
・ 観光地域づくりを担う人材が習得すべき知識・スキルの明確化  ・ 観光地域づくりを担う人材が習得すべき知識・スキルの明確化 

【開催日】・平成21年10月15日【委員】 学識経験者 5名 【開催日】 平成21年10月15日
第１回検討会議

【委員】  学識経験者 5名 
      第１回検討会議
    ・平成21年11月25日      地方自治体関係者 2名 平成 年 月 日
      第２回検討会議旅行会社 2名 議

     ・平成22年 2月25日 
      旅行会社 2名 

       第３回検討会議          観光地域づくり人材育成実践者 3名  

-9- 



観光地域づくり人材育成ガイドライン事業② （検討会議での論点）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業②  （検討会議での論点）

づ論点１：観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化

・観光地域づくりを支える人材は大きく次の３つに分類できる観光地域づくりを支える人材は大きく次の３つに分類できる。
分類 役割 分類 役割 

リーダー 総合的に観光地域づくりをリードするまとめ役 

企画 調整者 地域の観光資源を発掘して地域づくりに活用するための専門的知識を持 て具体的な企画・調整者 地域の観光資源を発掘して地域づくりに活用するための専門的知識を持って具体的な
事業を企画 調整する人材事業を企画・調整する人材

オペレーター 地域を訪れる観光客に現場で接する人材 

・特に 「企画・調整者」については 役割が多岐に渡っていることから 次の５つの機能に細分化特に、「企画 調整者」については、役割が多岐に渡っていることから、次の５つの機能に細分化。 
１）「企画・戦略」 （観光資源をもとに地域づくりの基本構想を決定する ）  １）「企画・戦略」    （観光資源をもとに地域づくりの基本構想を決定する。）
２）「分析 計画」 （市場ニ ズ等を分析し 事業実施に向けた計画を立案する ）  ２）「分析・計画」    （市場ニーズ等を分析し、事業実施に向けた計画を立案する。）
３）「組織づくり」 （地域づくりを支える組織的な連携体制の構築を行う ）  ３）「組織づくり」     （地域づくりを支える組織的な連携体制の構築を行う。）
４）「PR （地域の知名度やイメ ジを高める情報発信を行う ）  ４）「PR」         （地域の知名度やイメージを高める情報発信を行う。）

）「商品化 事業化 （地域資源を活用し 地域 の観光の経済波及効果の向上を図る ）  ５）「商品化・事業化」 （地域資源を活用し、地域への観光の経済波及効果の向上を図る。）

論点２：観光地域づくりを担う人材が習得すべき知識・スキルの明確化論点２：観光地域づくりを担う人材が習得すべき知識・スキルの明確化 

・「リーダー」には、地域のみならず他地域の団体や組織と連携を図り、観光地域づくりを牽引 リ ダ 」 は、地域のみならず他地域の団体や組織 連携を図り、観光地域 くりを牽引
する能力が求められている。 する能力が求められている。

・「企画・調整者」には 「企画・戦略」 「分析・計画」 「組織づくり」 「PR」 「商品化・事業化」・「企画・調整者」には、「企画・戦略」、「分析・計画」、「組織づくり」、「PR」、「商品化・事業化」 
のそれぞれの機能を具体的に実行するノウハウが必要とされている のそれぞれの機能を具体的に実行するノウハウが必要とされている。

・各地域で実践されている観光地域づくり人材育成の取組みのカリキュラム等を参考に、分類・機能
ごとに必要と考えられる知識・スキルを整理し、「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」を作成。ごとに必要と考えられる知識 スキルを整理し、 観光地域 くり人材育成ガイドライン案」を作成。 -10- 



観光地域づくり人材育成ガイドライン事業③ （ガイドライン案）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業③  （ガイドライン案）

ダ「リーダー」 「オペレーター」 「企画・調整者」分類 

観光資源を題材に総合的に観 地域を訪れる観光客に現場で地域の観光資源を発掘し 地域づくりに活用するための専門的知識を持ち 具体的な事業を企画・調整する人材役割 観光資源を題材に総合的に観
光地域づくりをリードするまとめ
役 対外的なリ ダ としての

地域を訪れる観光客に現場で
接する人材（ガイド、体験メ
ニューインストラクター 観光

地域の観光資源を発掘し、地域づくりに活用するための専門的知識を持ち、具体的な事業を企画・調整する人材。

観光振興を通じた地域の活性化を実現する推進力となる。 
役割 

 
役。対外的なリーダーとしての
存在。 

企画・戦略 分析・計画 組織づくり ＰＲ 商品化・事業化

ニュ インストラクタ 、観光
案内所のスタッフなど）。  

機能 企画 戦略 分析 計画 組織づくり ＰＲ 商品化 事業化機能 

地域の知名度やイメージを高 地域資源を活用し、地域への観地域づくりを支える組織的な観光資源をもとに地域づくりの 市場ニーズ等を分析し、事業
める情報発信を行う 光の経済波及効果の向上を図る 連携体制の構築を行う 基本構想を決定する 実施に向けた計画を立案する 

1-0 リーダーシップ 
組織・集団をまとめる役割を担うリーダーと

7-2 観光地域づくり戦略 
地域資源を活かした観光地域の

8-3 マーケティング 
顧客ニーズを満足させるサー

19-1 観光プロモーション戦略 
イベントやキャンペーンの企画・運

22-0 ホスピタリティ 
観光客が安心して快適に過ごせるように、

11-2 地域資源のマネジメント 
魅力ある観光地域を形成するた

2-2 協力体制づくり 
地域内外のステークホルダーの

必要とされる 
知識 スキル

組織 集団をまとめる役割を担うリ ダ と
しての組織管理、戦略的思考等の理解や、
洞察力、構想力の涵養。 

地域資源を活かした観光地域の
形成の推進を行う観光戦略プラ
ンの策定、地域づくりの手法、環

顧客ニ ズを満足させるサ
ビス等のコンセプトから計画ま
でを創造する基礎概念、各種
分析手法等 知識 習得

イ ントやキャン ンの企画 運
営手法、メディアやITを活用した宣
伝手法の知識の習得。 

観光客が安心して快適に過ごせるように、
おもてなしの心で観光客をあたたかく迎
え入れるマナー、サービス等の知識の習
得

め、地域資源の発掘及び活用と
保全に関する知識の習得。 

地域内外のステ クホルダ の
参加を促し、合意形成を図る方法、
組織設立（株式会社・NPO等）や

営実務等 知識 得知識・スキル   境の整備等の知識の習得。

12-2 観光をめぐる市場動向

分析手法等の知識の習得。

4 2 コミュニケ ション 8 4 マ ケティング 8 5 マ ケティング

得。

4-4 コミュニケーション2-1 協力体制づくり

運営実務等の知識の習得。 

11 2 地域資源のマネジメント 12 2 観光をめぐる市場動向
観光をめぐる環境変化を把握
し、ユーザーのニーズを見通

4-2 コミュニケーション 
利害関係者の相互理解や信頼関
係を構築する対人対応力、対話

8-4 マーケティング
顧客ニーズを満足させるサービ
ス等のコンセプトから計画までを

8-5 マーケティング
顧客ニーズを満足させるサービス
等のコンセプトから計画までを創

4-4 コミュニケーション 
利害関係者の相互理解や信頼関係を構
築する対人対応力、対話力等の理解。 

2 1 協力体制づくり
地域内外のステークホルダーの参加を促
し、合意形成を図る方法、組織設立（株式

11-2 地域資源のマネジメント
魅力ある観光地域を形成するた
め、地域資源の発掘及び活用と

す市場動向、トレンド分析等の
知識の習得。 

係を構築する対人対応力、対話
力等の習得。 
 

ス等のコンセプトから計画までを
創造する基礎概念、各種分析手
法等の知識の習得。 

等のコンセプトから計画までを創
造する基礎概念、各種分析手法
等の知識の習得。 

 
 

会社・NPO等）や運営実務等の知識の習
得。 

、 域資源 発掘及 活用
保全に関する知識の習得。 
 

3-1 プレゼンテーション 
企画内容をまとめ情報を効果的に受け手

12-1 観光をめぐる市場動向 
観光をめぐる環境変化を把握し

14-0 観光統計分析 
観光における統計デ タの分

17-0 人材育成、人的資源管理 
地域を担う人材の育成方法 組織

9-3 ブランド戦略  
商 等 値 高 ブ

9-4 ブランド戦略  
地域や商品等 価値を高めるブ

5-4 リスクマネジメント 
事業に潜む各種の危険性に備えるリスク

画 容を 情報を効果 受け手
に伝える企画力、表現力、デザイン等の理
解。 

観光をめぐる環境変化を把握し、
ユーザーのニーズを見通す市
場動向、トレンド分析等の知識

観光における統計データの分
析法等、地域経済や産業に関
する分析技術の知識の習得。

地域を担う人材の育成方法、組織
の人事管理等の知識の習得。 

地域や商品等の価値を高めるブ
ランド戦略、ブランドの維持等の
知識の習得。

地域や商品等の価値を高めるブ
ランド戦略、ブランドの維持等の
知識の習得。

事業に潜む各種の危険性に備えるリスク
分析や危険回避策、不測の事態が発生
した際の効果的・効率的な対応、安全管

4-1 コミュニケーション 
利害関係者の相互理解や信頼関係を構築

の習得。 
する分析技術の知識の習得。

  
知識の習得。
 

知識の習得。
 

した際の効果的 効率的な対応、安全管
理体制等の知識の習得。 

利害関係者の相互理解や信頼関係を構築
する対人対応力、対話力等の習得。 8-2 マーケティング 

顧客ニーズを満足させるサービ

15-0 調査手法 
課題解決や現状把握のため

4-3 コミュニケーション 
利害関係者の相互理解や信頼

20-0 特産品・お土産の開発・販売 

独自性と魅力ある特産品・お土産の
5 1 リスクマネジメント

5-2 リスクマネジメント 
事業に潜む各種の危険性に備え
るリスク分析や危険回避策 不測

11-3 地域資源のマネジメント 
魅力ある観光地域を形成するため、地域顧客 ズを満足させるサ ビ

ス等のコンセプトから計画まで
を創造する基礎概念、各種分
析手法等の知識の習得

に多面的にリサーチする調査
設計、定量・定性調査等の知
識の習得

関係を構築する対人対応力、対
話力等の習得。 

企画、開発、流通、営業、販売ルー
ト開拓、収益管理等の知識の習得。 

5-1 リスクマネジメント 
事業に潜む各種の危険性に備えるリスク
分析や危険回避策 不測の事態が発生し

るリスク分析や危険回避策、不測
の事態が発生した際の効果的・効
率的な対応、安全管理体制等の

資源の発掘及び活用と保全に関する知
識の習得。 

析手法等の知識の習得。

9-2 ブランド戦略

識の習得。

18 0 会計 3 2 プレゼンテ ション 21-0 着地型旅行商品造成・販売 23 0 語学

分析や危険回避策、不測の事態が発生し
た際の効果的・効率的な対応、安全管理
体制等の知識の習得。 

知識の習得。 

6-3 コンプライアンス

6-1 コンプライアンス  
法令を遵守し 倫理や道徳などの社会的

9 2 ブランド戦略
地域や商品等の価値を高める
ブランド戦略、ブランドの維持等

18-0 会計
財務管理、会計処理を行うための
簿記等の知識の習得。

3-2 プレゼンテーション
企画内容をまとめ情報を効果的
に伝える企画力、表現力、デザイ

21 0 着地型旅行商品造成・販売
地域資源等を活用した着地型旅行
商品の企画、造成、流通、営業、販

23-0 語学
外国人旅行者が安心して地域に滞在で
きるように、様々な言語でサポートするた

6 3 コンプライアンス
法令を遵守し、倫理や道徳など
の社会的規範を守って行動する

法令を遵守し、倫理や道徳などの社会的
規範を守って行動するための知識の習得。 の知識の習得。

 

簿記等 知識 習得。
 
 

に伝える企画力、表現力、デザイ
ン等の理解。 
 

売ルート開拓、収益管理等の知識
の習得。 

きるように、様々な言語でサポ トするた
めの知識の習得。  
 

ための知識の習得。
 

6-4 コンプライアンス  
法令を遵守し 倫理や道徳などの

19-2 観光プロモーション戦略 
イベントやキャンペ ンの企画 運営

13-4 地域学・地元学 
地域の歴史 文化 産業 自然等の理解

13-2 地域学・地元学 
地域の歴史 文化 産業 自然

6-2 コンプライアンス  
法令を遵守し 倫理や道徳など

7-1 観光地域づくり戦略 
地域資源を活かした観光地域の形成の推
進を行う観光戦略プ 策定 地域づくり

7-3 観光地域づくり戦略 
地域資源を活かした観光地域 法令を遵守し、倫理や道徳などの

社会的規範を守って行動するた
めの知識の習得。 

イベントやキャンペーンの企画・運営
手法、メディアやITを活用した宣伝

手法の知識の習得。

地域の歴史、文化、産業、自然等の理解、
地域を誇りに思う心の涵養。 

地域の歴史、文化、産業、自然
等の理解、地域を誇りに思う心
の涵養。

法令を遵守し、倫理や道徳など
の社会的規範を守って行動する
ための知識の習得。 

進を行う観光戦略プランの策定、地域づくり
の手法、環境の整備等の知識の習得。  

地域資源を活かした観光地域
の形成の推進を行う観光戦略
プランの策定、地域づくりの手
法 環境 整備等 知識 習

8-1 マーケティング 
顧客ニーズを満足させるサービス等のコン赤： 

  
手法 知識 習得。
  

涵養。

 

13 3 地域 地元学

 法、環境の整備等の知識の習
得。  

セプトから計画までを創造する基礎概念、
各種分析手法等の知識の習得。 

赤
必修と考えられる
知識・スキル 

13-1 地域学・地元学 
地域の歴史、文化、産業、自然
等の理解 地域を誇りに思う心

16-0 プロジェクトマネジメント 
分析・調査に基づく具体的な取
組みの実施計画のスケジ

13-3 地域・地元学
地域の歴史、文化、産業、自然等
の理解 地域を誇りに思う心の涵

9-1 ブランド戦略  
地域や商品等の価値を高めるブランド戦略

等の理解、地域を誇りに思う心
の涵養。 青： 

習得が望ましい

組みの実施計画のスケジュー
ルリング、進捗管理、評価等の
知識の習得。

の理解、地域を誇りに思う心の涵
養。 
 

地域や商品等の価値を高めるブランド戦略、
ブランドの維持等の知識の習得。 

 習得が望ましい 
知識・スキル 5-3 リスクマネジメント 

事業に潜む各種の危険性に備える10-2 観光政策 
観光政策

下線： 
複数に重複する 

事業に潜む各種の危険性に備える
リスク分析や危険回避策、不測の
事態が発生した際の効果的・効率
的な対応 安全管理体制等の知識

国の観光政策を理解し、観光
地域づくりに活用できる各種支
援 補助制度の知識の習得

10-1 観光政策
国の観光政策を理解し、観光地域づくりに
活用できる各種支援 補助制度の知識の 11知識・スキル 的な対応、安全管理体制等の知識

の習得。 
援、補助制度の知識の習得。活用できる各種支援、補助制度の知識の

習得。 -11- 



観光地域づくり人材育成ガイドライン事業④ （平成２２年度）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業④  （平成２２年度）

 観光地域づくりにおいて必要とされる人材が習得すべき知識を整理した観光地域づくり人材育成ガイドライン案（平成２１年度
に策定）の検討、６つのモデル地域におけるワークショップや人材育成研修を実施。 

観光地域づくりプラットフォーム・人材育成検討会議
 

平成２１年度に策定した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」についての検討

観光地域 くりプラットフォ ム 人材育成検討会議

 ・平成２１年度に策定した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」についての検討
・６つのモデル地域におけるワークショップや 人材育成研修等の実施方策についての検討 ・６つのモデル地域におけるワークショップや、人材育成研修等の実施方策についての検討

 
○第１回検討会議 ○第２回検討会議 ○第３回検討会議 ○第４回検討会議 ○第５回検討会議 ○第１回検討会議  ○第２回検討会議  ○第３回検討会議  ○第４回検討会議    ○第５回検討会議
平成22年11月5日 平成22年11月17日 平成23年1月20日 平成23年2月21日 平成23年3月18日   平成22年11月5日   平成22年11月17日  平成23年1月20日   平成23年2月21日  平成23年3月18日      

 

ワークショップの開催（６つのモデル地域） 観光地域づくりプラットフォーム人材育成研修の開催ワ クショップの開催（６つのモデル地域）
  

観光地域づくりプラットフォ ム人材育成研修の開催 

 地域の目指すべきゴールや観光地域づくりプラットフォーム  ６つのモデル地域及び全国の観光地域づくりプラットフォーム
の必要性について共通認識を図るとともに、地域における観 の形成に取り組む地域において、中核となる人材を育成するた
光地域づくりプラットフォームの構想等を具体的に検討するた

プ
めの研修を実施。   

めのワークショップを開催。 
平成 年度は デ 地域 実施中

平成２２年度は、富士河口湖町にて開催。
 平成２２年度は、以下の６つのモデル地域で実施中。

開催日 平成２３年２月２ ４日 
北海道弟子屈エリア

・開催日：平成２３年２月２～４日
受講者 ４０名・北海道弟子屈エリア

岩手県遠野エリア
・受講者：４０名
主な研修内容・岩手県遠野エリア

・福島県福島エリア
・主な研修内容：

富士河口湖町に 観光地域づくり・福島県福島エリア
・千葉県南房総エリア

富士河口湖町に、観光地域づくり
プラットフォームを立ち上げることを・千葉県南房総エリア  

・徳島県にし阿波エリア
プラットフォームを立ち上げることを
想定し 受講者を５名程度のグルー徳島県にし阿波エリア 

・熊本県阿蘇エリア
想定し、受講者を５名程度のグル
プに分け、議論を行い、観光地域づ熊本県阿蘇エリア   プに分け、議論を行い、観光地域づ
くりプラットフォーム事業計画を策定 くりプラットフォ ム事業計画を策定
する。 する。
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観光地域づくり人材育成ガイドライン事業⑤ （人材育成研修）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業⑤ （人材育成研修）

グループワークの様子 研修による気づき効果の引き出しグ ク 様 研修 気 効果

実践的に事業計画の策定作業を経験するこ
自 必 な キ を 識 気づきとで、自らに必要なスキルを再認識（気づき）

する効果を引き出したする効果を引き出した

修成果 評価と ドバ ク研修成果の評価とフィードバック

各チーム作成の事業計画案は自身でプレゼンを行い、講師が講評の上、3
つの視点で評価し、受講者にフィードバックを行った 

スキルに適した人材育成手法の把握スキルに適した人材育成手法の把握

受講者からフィードバックを得ることで、グループワーク演習の有効性と、
スキルの特性に適した育成手法を明らかにしたスキルの特性に適した育成手法を明らかにした

13-13- 



観光地域づくり人材育成ガイドライン事業⑥ （平成２３年度実施案）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業⑥ （平成２３年度実施案）

観光地域づくりに係る専門家の参画により 過年度に作成した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」を踏まえて 人材育 観光地域づくりに係る専門家の参画により、過年度に作成した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」を踏まえて、人材育
成の取り組みをモデル的に実施し、その検証を通じて、「ガイドライン」の具体化を行う事業。成の取り組みをモデル的に実施し、その検証を通じて、「ガイドライン」の具体化を行う事業。

（２２年度は、有識者で構成する「観光地域づくりプラットフォーム・人材育成検討会」の開催、モデル地域（弟子屈エリア、遠野（２２年度は、有識者で構成する 観光地域づくりプラットフォ ム 人材育成検討会」の開催、モデル地域（弟子屈エリア、遠野
エリア、福島エリア、南房総エリア、にし阿波エリア、阿蘇エリア）でのプラットフォームの具体的な検討のためのワークショップのリア、福島 リア、南房総 リア、にし阿波 リア、阿蘇 リア）でのプラットフォ ムの具体的な検討のためのワ クショップの
開催、全国のプラットフォーム形成に取り組む地域から、中核人材の候補となる人材を集めた研修（富士河口湖町、２泊３日）を開催、 国 ラッ ォ 形成 取り組 域 、中核 材 候補 なる 材を集 研修（富 河 湖町、 泊 ）を
実施。） 

①大学との連携による講座造成等①大学との連携による講座造成等

中核人材（候補）にプラットフォーム形成に必要な知識・スキル（主に「地域づくり戦略」「組織マネジメント」の分中核人材（候補）にプラットフォ ム形成に必要な知識 スキル（主に 地域づくり戦略」 組織マネジメント」の分 
野）を身につけさせるため 大学等と連携して 教材の作成をおこなうとともに これを活用した公開講座を実施野）を身につけさせるため、大学等と連携して、教材の作成をおこなうとともに、これを活用した公開講座を実施 
するする。 

②講師等の派遣による人材育成 ②

プラットフォーム形成に取り組む地域に 観光地域づくりに係る専門家の講師を派遣し 中核人材の行う事業にプラットフォ ム形成に取り組む地域に、観光地域づくりに係る専門家の講師を派遣し、中核人材の行う事業に 
対して 「地域づくり戦略」 「組織マネジメント」等の実地の指導を行う対して、「地域づくり戦略」、「組織マネジメント」等の実地の指導を行う。

③効果検証によるガイドラインの具体化③効果検証によるガイドラインの具体化

観光地域づくりに係る専門家により構成される委員会を開催し、①及び②の効果検証を行うことにより、「観光 
地域づくり人材育成ガイドライン」の具体化を図る。域 」 具体 。
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地域密着型観光人材養成研修 地域密着型観光人材養成研修 （平成２２年度 主催：社団法人日本観光協会）
 
 概  要
 

観光地域づくりプラ トフ ムの概念や必要性に いての普及 啓発を図るとともに 事業

概 要

 観光地域づくりプラットフォームの概念や必要性についての普及・啓発を図るとともに、事業 
 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ぶ研修。
 

実施時 び な 修
 

実施時期及び期間 標準的なカリキュラム（１日研修の場合）  
 

時期 ： 平成２２年７月～平成２３年１月 ９：００～９：３０（講師からの説明等）時期 ： 平成２２年７月 平成２３年１月

全国３８ヶ所で開催（観光圏２７ヶ所 その他１１ヶ所）
オリエンテーション（研修の狙い／自己紹介） 

     全国３８ヶ所で開催（観光圏２７ヶ所、その他１１ヶ所） 

期間 １日または２日間期間 ： １日または２日間 
９：３０～１０：００（観光庁からの説明）

 
９：３０ １０：００（観光庁からの説明）
観光地域づくりに対する国の支援制度 

  

１０：００～１０：４５（講義） １０：００～１０：４５（講義）
地域主導型の集客交流サービスの考え方  

 
地域 導型 集客交流サ 考 方

 
  １１：００～１２：００（講義）
 わが国における観光まちづくりプラットフォーム 

事業 デ の事業モデル

  
３ ３ （グ プデ カ シ ン）１３：００～１４：３０（グループディスカッション） 

ケースから学ぶ商品開発とマーケティング ケースから学ぶ商品開発とマーケティング 
 

 
 １４：４５～１６：３０（グループディスカッション） 

自ら経営するＤＭＣモデルを考える自ら経営するＤＭＣモデルを考える
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平成２３年度観光庁関係予算（政府原案ベース）平成２３年度観光庁関係予算（政府原案ベース）

（単位：百万円）（単位：百万円）

観光地域づく プ 支援事業○観光地域づくりプラットフォーム支援事業 （271百万円） 
集客交流の拡大を通じて地域の活性化を図るため 地域の関係集客交流の拡大を通じて地域の活性化を図るため、地域の関係
者が協働し、市場との窓口機能等を担うプラットフォームの形成者が協働し、市場との窓 機能等を担うプラットフォ ムの形成
を促進し、地域資源を活用した着地型商品の企画・販売や人材
育成等を行う り組 を支援する育成等を行う取り組みを支援する。

○観光立国推進人材育成事業 （ ）○観光立国推進人材育成事業 （97百万円）
国内外からの専門家の招請 国内外の先進地域への派遣等を国内外からの専門家の招請、国内外の先進地域への派遣等を
通じた研修の強化等を行う。通じた研修の強化等を行う。
 

○観光地域づくり人材育成ガイドライン事業 （80百万円）○観光地域づくり人材育成ガイドライン事業 （80百万円） 
観光地域づくりに係る専門家の参画により 過年度に作成した観光地域づくりに係る専門家の参画により、過年度に作成した
「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」を踏まえて、人材育成
の取り組みをモデル的に実施し、その検証を通じて、「ガイドライ
ン の具体化を行うン」の具体化を行う。

◇国内向け予算◇国内向け予算 1.60
●海外向け予算 0 73●海外向け予算 0.73
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