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第１部 

観光地域づくり人材育成ガイドラインの策定
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第１回 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 

 

１ 概要 

観光庁では、各地域における自主的・自立的な観光地域づくり人材育成の取組みを促進することを目的とし

て、その指針となる「観光地域づくり人材育成ガイドライン」を策定するため、平成21年10月15日（木）に第１

回「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」を開催した。 

今回の検討会議では、当該会議の設置の趣旨及び進め方について出席者で認識の共有を図ると共に、観

光地域づくりに必要とされる人材像について、具体的に議論を行った。 

 

２ 開催日時・場所 

日時：平成 21 年 10 年 15 日（木）14:00～16:00 

（於 中央合同庁舎２号館 16 階 観光庁 国際会議室） 

 

３ 参加者（別紙参照） 

 

４ 付議資料 

  ・ 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議の設置の趣旨及び進め方について 

・ 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 

 

 

５ 主な議事 

（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の設置の趣旨及び進

め方、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） 観光地域づくり人材育成に必要とされるガイドラインの内容について、事務局より提案したガイドライ

ンイメージの資料を参考に、①「育成すべき人材像」及び、②「習得すべき知識・スキル」の観点から

議論を行った。主な意見は以下の通り。 

 

・ 観光地域づくり人材で求められる「リーダー」、「プロデューサー（コーディネーター）」、「オペレータ

ー」の内、各地域では「プロデューサー（コーディネーター）」へのニーズが非常に高いが、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あたり、「プロデューサー（コーディネータ

ー）」に求められる具体的な役割・機能や専門的な知識について、整理すべき。 

観光地域づくりのリーダーには、地域経営能力、地域との合意形成能力、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、継続的な議論が必要。 
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第１回 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 

 
日時：平成２１年１０月１５日（木）14:00～16:00 
場所：観光庁 国際会議室（中央合同庁舎 2号館 16階） 

 
 

議 事 次 第 
 
○開会 
○挨拶  観光庁 観光地域振興部長 田端浩 
○座長選任 
○議題 
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 
   ①自己紹介 
   ②観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化 
   ③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 
 ４．その他 
○ 挨拶  観光庁 観光地域振興部長 田端浩 
○ 閉会 
 
 
【配布資料】 
    出席者名簿 
資料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 
資料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 
参考  平成 20年度観光地域づくり人材育成の取組みに関する調査報告書 
※ 本検討会議の議事は公開いたします。 

（報道機関が同席する場合がございます。） 

※ 本検討会議での議論の内容は、観光地域づくり人材シンポジウムで報告すると共

に、報告書等により公表いたします。 
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第 1 回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議参加者名簿 

                               （敬称略：順不同） 

所属 氏名

学識経験者 財団法人日本交通公社 研究調査部長 梅川　智也

学識経験者 北海道大学 観光学高等研究センター　特任教授 佐藤　誠

学識経験者 立教大学 観光学部　特任教授 清水　愼一

学識経験者 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）

十代田　朗

地方自治体 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

地方自治体 青森県 商工労働部　観光局長 馬場　良夫

旅行会社 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）

太田　稔

旅行会社 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

観光地域づくり
人材育成実践者

イデアパートナーズ株式会社 代表取締役社長 井手　修身

観光地域づくり
人材育成実践者

NPO法人グローバルキャンパス 理事長 大社　充

観光地域づくり
人材育成実践者

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

観光関係団体 社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 興津　泰則

観光関係団体 社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 小関　政男

観光関係団体 社団法人日本観光協会 常務理事 長嶋　秀孝

観光関係団体 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 柵木　鬼美夫

観光関係団体 社団法人日本ホテル協会 事務局長 満野　順一郎

観光関係団体 社団法人全国旅行業協会 事務局長 若井　茂

省庁 観光庁観光地域振興部 部長 田端　浩

省庁 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長 和田　浩一

省庁 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 久保　麻紀子

省庁 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 竹谷　健治
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平成 21 年 10 月 15 日 

観光庁 観光資源課 

 

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 

 

 

１ 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議の設置の趣旨 

近年、観光地域づくりを担う人材の育成については、その重要性の認識が全国的

に広がりつつあり、一部で先進的な取組みが行われている。しかしながら、現状で

は、他地域における人材育成の取組みの内容に関する情報が共有化されておらず、

それぞれの地域が自らの取組みの方向性や妥当性について検証することが困難と

なっていることから、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」を開催すると共に、「観光地域づくり人材育成支援メーリングリスト」の

開設や、「観光地域づくり人材育成の取組みに関する調査」を実施し、情報の共有

化、地域間の学び合い（ネットワーク化）の場の提供に努めてきた。また上記シン

ポジウムや調査により、観光地域づくり人材育成の取組みについて、求められる知

識・スキルの標準化が必要であることが明らかとなった。 

 そこで、各地域における自律的かつ継続的な観光地域づくり人材育成の取組み

を促進することを目的として、各地域が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（以下：ガイドライン）」を策定

するため、「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議（以下：検討会議）」を

開催する。

資料１  
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２ 検討会議での検討課題 

・ 観光地域づくりを担う人材について以下の３つのレベルに分け、その育成に

必要な指導内容を整理する。 

① 観光地域づくりリーダー（リーダー） 

② 着地旅行商品企画・造成担当者（プロデューサー） 

③ 体験メニューインストラクター・ガイド（オペレーター） 

・ 具体的には、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

ム編成例について検討を行い、ガイドラインを策定する。 

・ 観光地域づくり人材育成における産学官連携のあり方の検討を行う。 

  

観光地域づくり人材育成ガイドラインイメージ 

観光地域づくりリーダー
（リーダー）育成

着地旅行商品企画・造成担当者
（プロデューサー）育成

体験メニューインストラクター・
ガイド（オペレーター）育成

基礎講座

専門講座

・地域経営戦略
・マーケティング
・観光関連法律
・リーダーシップ論

・旅行業法
・商品の開発
・販売・流通
・宣伝・プロモーション

・ホスピタリティ
・話し方
・受付方法
・安全管理

・地域学習　　　　　　・観光基礎概論　　　・他産業との連携方法
・先進事例研究　　　・組織づくり　　　　　 ・他地域との連携方法
・国の支援メニュー　・景観・まちづくり  あああああああああああ
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３ 21 年度のアウトカム 

（網掛け部は第１回検討会議で議論すべき事項） 

（１）検討会議での議論の成果のレポート化・情報発信 

・ 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 

・ 実践事例の報告 

・ ガイドライン案の策定 

・ ガイドラインの実践における産学官の役割 

・ 22 年度に向けたモデル事業の提案               等 

（２）インターネットを活用した情報発信 

・ 21 年度に運用開始する「観光地域づくり人材育成支援システム」において、

ガイドライン案を公表し、インターネット上でも情報発信を行う。 

 

 

４ 22 年度以降のアウトカムイメージ 

（１）観光地域づくり人材シンポジウムでの普及啓発 

５～６月にかけて観光地域づくり人材シンポジウムを開催し、検討会議の議論

の結果を報告することにより、同シンポジウム出席者との問題意識の共有化を

図る。 

（２）具体的なモデル事業の実践 

ガイドライン案に即した講座等を設定したモデル事業を実施すると共に、検討

会議においてモデル事業の結果をモニタリングし、ガイドラインの検証を行う。 

（３）システムの活用 

モデル事業による検証を行った後、ガイドラインをシステムにおいて公表し、

各地域での活用を促す。 
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５ 平成 21 年度スケジュール 

 ＊下記の会議以外にも電子メール等の活用により議論を行うことも想定。 

（１）第１回検討会議（10 月 15 日（木）14:00～16:00） 

・ 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 

 

（２）第２回検討会議（11 月 25 日（水）15:00～17:00（予定）） 

・ 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 

・ 実践事例の報告 

 

（３）第３回検討会議（1 月 28 日（木）14:00～16:00（予定）） 

・ ガイドライン素案の提案 

・ ガイドラインの実践における産学官の役割 

 

（４）第４回検討会議（2 月 25 日（木）14:00～16:00（予定）） 

・ ガイドライン案の策定 

・ ２２年度に向けたモデル事業の提案 

 

平成 21 年度スケジュール 

平成 21 年

度 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

ガ イ ド ラ

イ ン 検 討

委員会 

      

 

 

６ 第 2 回検討会議へのお願い事項 

 ご自身が実践されている観光地域づくり人材育成プログラムの資料（観光まちづくり

セミナー等の講座構成やその講座内容等が分かる資料）のご提供をお願いします。 

 →ご提供頂いた資料につきましては第 2 回検討会議で議論するガイドライン 

  の素案に反映すると共に、第 2 回検討会議で委員の皆様からその実践事例に 

  ついてご紹介頂く予定 

 

以上

▲第 1 回会議 

・人材像の明確化 

・知識・スキルの 

 明確化 

▲第 4 回会議 

・ガイドライン案策定 

・22 年度モデル事業の提案 

▲第 2 回会議 

・知識・スキルの 

 明確化 

・実践事例の報告 

 

▲第 3 回会議 

・ガイドライン 

 素案提案 

・ガイドライン 

 の実践におけ 

 る産学官の役割 
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第２回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 

 

 

１ 概要 

観光庁では、各地域における自主的・自立的な観光地域づくり人材育成の取組みを

促進することを目的として、その指針となる「観光地域づくり人材育成ガイドライン」

を策定するため、平成 21 年 11 月 25 日（水）に第２回「観光地域づくり人材育成ガイ

ドライン検討会議」を開催した。 

今回の検討会議では、委員及びオブザーバーからの観光地域づくり人材育成の取組

みの報告を通じて、観光地域づくりを担う人材の役割・機能の整理と、その人材に必

要とされる具体的な知識・スキルについて検討を行った。 

 

２ 開催日時・場所 

日時：平成 21 年 11 年 25 日（水）15:00～17:00 

（於 中央合同庁舎２号館 16 階 観光庁 国際会議室） 

 

３ 参加者（別紙参照） 

 

４ 付議資料 

  ・ 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 

・ 観光地域づくり人材育成の取組み事例 

・ ガイドラインイメージについて 

５ 主な議事 

（３） 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 

観光庁より前回の「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

議論の経過について報告を行った。 

 

（４） 観光地域づくり人材育成の取組み事例報告 

委員及びオブザーバーより、各地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 
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（５） ガイドラインイメージについて 

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。 

 

（６） 意見交換 

事務局より提案したガイドラインイメージの資料を参考に、①「観光地域づくり

を担う人材の役割・機能」及び、②「必要とされる知識・スキル」について議論

を行い、今後の会議について以下のとおり進めていくこととなった。 

・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。） 
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第２回 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 

 
日時：平成 21年 11月 25日（水）15:00～17:00 
場所：観光庁 国際会議室（中央合同庁舎 2号館 16階） 

 
議 事 次 第 

 
○開会 
○挨拶  観光庁 観光地域振興部長 田端浩 
○議題 
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 

（観光庁） 
 ２．観光地域づくり人材育成の取組み事例報告（各委員） 
３．ガイドラインイメージの報告（TBSビジョン） 

 ４．意見交換 
   ①観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化 

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 
○ 挨拶  観光庁 観光地域振興部長 田端浩 
○ 閉会 
 
【配布資料】 
    出席者名簿 
資料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 
資料２ 観光地域づくり人材育成の取組み事例 
資料３ ガイドラインイメージについて 
参考  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録【概要】 
※ 本検討会議の議事は公開いたします。 

（報道機関が同席する場合がございます。） 

※ 本検討会議での議論の内容は、観光地域づくり人材シンポジウムで報告すると共

に、報告書等により公表いたします。 
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所属 氏名

委員
（学識経験者）

財団法人日本交通公社 研究調査部長 梅川　智也

委員
（学識経験者）

北海道大学 観光学高等研究センター　特任教授 佐藤　誠

委員
（学識経験者）

立教大学 観光学部　特任教授 清水　愼一

委員
（地方自治体）

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
（地方自治体）

青森県 商工労働部　観光局長 馬場　良夫

委員
（旅行会社）

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）

太田　稔

委員
（旅行会社）

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
（観光地域づくり
人材育成実践者）

イデアパートナーズ株式会社 代表取締役社長 井手　修身

委員
（観光地域づくり
人材育成実践者）

NPO法人グローバルキャンパス 理事長 大社　充

委員
（観光地域づくり
人材育成実践者）

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

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 興津　泰則

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 小関　政男

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人日本観光協会 常務理事 長嶋　秀孝

オブザーバー
（観光関係団体）

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 柵木　鬼美夫

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人全国旅行業協会 事務局長 若井　茂

事務局 観光庁観光地域振興部 部長 田端　浩

事務局 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長 和田　浩一

事務局 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 久保　麻紀子

事務局 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 竹谷　健治

事例報告 立教大学 観光学部　教授 安島　博幸

第２回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議

出席者名簿

（敬称略：順不同）
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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 

 

平成 21 年 11 月 25 日 

観光庁 観光資源課 

 

 

 10月15日に開催した「第１回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」では、

各地における持続可能かつ自主的・自立的な人材育成を進めるための指針を策定するこ

とを目的に、観光地域づくりに必要とされる人材像について議論を行った。 

そこで、「第2回検討会議」においては、前回の議論の経過を踏まえ、観光地域づくり

を担う人材の具体的な役割・機能を整理すると共に、その人材に求められる知識・スキ

ルについて検討を行う。 

 

１ 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主な意見 

・ 地域が持続的に発展するためには、地域での自主的・自立的な観光地域づくり人材

育成を促進することが必要であり、人材育成に取組む上で参考となるガイドライン

を示すことは有効。 

・ 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と思われるが、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。 

・ 各地域では、地域の現状を把握し、ＰＲや商品化など具体的な事業を実行できるプ

ロデューサー・コーディネーター（調整者【今回の会議より新たに定義】）へのニ

ーズが高いが、その役割は多岐に渡っている。ガイドラインの検討にあたり、プロ

デューサー・コーディネーター（調整者）の具体的な役割・機能や必要な知識・ス

キル等を整理する必要がある。 

・ ガイドなど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、

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。 

 

２ 21 年度のアウトカム 

（網掛け部は第２回検討会議で議論すべき事項） 

（１）検討会議での議論の成果のレポート化・情報発信 

・ 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 

・ 実践事例の報告 

・ ガイドライン案の策定 

・ ガイドラインの実践における産学官の役割 

・ 22 年度の検討課題 等 

 

資料１
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（２）インターネットを活用した情報発信 

・ 21 年度に運用開始する「観光地域づくり人材育成支援システム」において、  ガ

イドライン案を公表し、インターネット上でも情報発信を行う。 

 

３ 今後のスケジュール 

 ＊下記の会議以外にも電子メール等の活用により議論を行うことも想定。 

（１）第３回検討会議（1 月 21 日（木）10:00～12:00（予定）） 

（前回ご案内いたしました日程から変更となっておりますので、ご注意下さい。） 

・ ガイドライン素案の提案 

・ ガイドラインの実践における産学官の役割 

 

（２）第４回検討会議（2 月 25 日（木）14:00～16:00（予定）） 

・ ガイドライン案の策定 

・ ２２年度の検討課題 

 
４ 22 年度以降のアウトカムイメージ 

（１）観光地域づくり人材シンポジウムでの普及啓発 

５～６月にかけて観光地域づくり人材シンポジウムを開催し、検討会議の議論の結

果を報告することにより、同シンポジウム出席者との問題意識の共有化を図る。 

 

（２）ガイドライン案の検証 

各地にガイドライン案に即した取組みの実践を促すと共に、検討会議においてその

実践結果をモニタリングし、ガイドライン案の検証を行う。 

 

（３）システムの活用 

検討会議で検証の後、ガイドラインをシステムにおいて公表し、各地域での活用を

促す。 
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参 考  

 

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 
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【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 

 

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
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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。 
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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。 
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・ 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。
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第 3 回 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 

 

 

１ 概要 

観光庁では、各地域における自立的かつ継続的な観光地域づくり人材育成の取組み

を促進することを目的として、その指針となる「観光地域づくり人材育成ガイドライ

ン」を策定するため、平成 22 年 2 月 25 日（木）に第３回「観光地域づくり人材育成

ガイドライン検討会議」（座長：立教大学 観光学部 特任教授 清水愼一氏）を開催

した。 

今回の検討会議では、観光地域づくりを担う人材に必要とされる知識・スキルを整

理した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」について検討を行うと共に、これ

までの議論を関係者間で共有するため、第 1 回から 3 回までの検討会議の議事整理を

行った。 

 

２ 開催日時・場所 

日時：平成 22 年 2 月 25 日（木）14:00～16:00 

（於 中央合同庁舎２号館 16 階 観光庁 国際会議室） 

 

３ 参加者（別紙参照） 

 

４ 付議資料 

  ・ 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 

  ・「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」の基本的な考え方について 

・ 観光地域づくり人材育成ガイドライン案 

・ 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議事整理 

 

 

５ 主な議事 

（７） 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 

観光庁より、前回の「第２回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」で

の議論の経過について報告を行った。 

 

（８） 観光地域づくり人材育成ガイドライン案の提案 

事務局より、観光地域づくりに必要とされる「リーダー」、「企画・調整者」、「オ

ペレーター」が「習得すべき知識・スキル」を整理した「観光地域づくり人材育

成ガイドライン案」について説明を行った。 

 

（９） 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議事整理 

 観光庁より、「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」の論点と今後の

課題について説明を行った。 
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① 「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」の論点について 

・観光地域づくり人材育成を担う人材を「リーダー」、「企画・調整者」、「オ

ペレーター」に分類し、特に「企画・調整者」の機能を「企画・戦略」、「分

析・計画」、「組織づくり」、「PR」、「商品化・事業化」に細分した。 

・各地で実施されている観光地域づくり人材育成の取組みのプログラム等を

分析し、特に「リーダー」、「企画・調整者」に必要とされる知識・スキル

の検討を行い、「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」を策定した。 

② 今後の課題について 

・各地域における自立的かつ持続可能な人材育成の取組みを促進するため、

「観光地域づくりガイドライン案」に沿った人材育成の実践を促し、ガイ

ドライン案の実効性について検証すると共に、人材育成の取組み後の状況

変化についてもトレースすることが重要である。 

・人材育成に取組む際の財政等の課題や、外部から派遣された人材が離任し

た後の地域の自立的な活動を懸念する意見も報告されていることから、外

部知見の定着化、人材育成の体制整備など観光地域づくり人材育成の枠組

みのあり方について検討する必要がある。 

 

（１０） 意見交換 

・ 事務局より提案した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」に関して、その

妥当性について委員からの了解が得られた。 

・ 「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議事整理」に関して、

検討会議の論点や今後の課題について委員から了承された。 

 

【今後の予定】 

・ 今年度策定した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」については、各地に

おける実践を通して、その実効性を検証する。 

・ これまでの議論については、5 月頃に開催する観光地域づくり人材シンポジウム

でその内容を報告する予定。 

 

以上 
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第３回 観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議 

 
日時：平成 22年 2月 25日（木）14:00～16:00 
場所：観光庁 国際会議室（中央合同庁舎 2号館 16階） 

 
議 事 次 第 

 
○開会 
○挨拶  観光庁 観光地域振興部長 田端浩 
○議題 
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 

（観光庁） 
２．観光地域づくり人材育成ガイドライン案の提案（TBSビジョン） 

 ３．意見交換 
４．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 
  議事整理（観光庁） 
５．会議総括 

○ 挨拶  観光庁 観光地域振興部長 田端浩 
○ 閉会 
 
【配布資料】 
    出席者名簿 
資料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 
資料２ 観光地域づくり人材育成ガイドライン案 
資料３ 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議事整理 
参考  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】 
※ 本検討会議の議事は公開いたします。 

（報道機関が同席する場合がございます。） 

※ 本検討会議での議論の内容は、観光地域づくり人材シンポジウムで報告すると共

に、報告書等により公表いたします。 
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所属 氏名

委員（座長）
（学識経験者）

立教大学 観光学部　特任教授 清水　愼一

委員
（学識経験者）

財団法人日本交通公社 研究調査部長 梅川　智也

委員
（学識経験者）

北海道大学 観光学高等研究センター　特任教授 佐藤　誠

学識経験者 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）

十代田　朗

委員
（学識経験者）

立教大学 観光学部　教授 安島　博幸

委員
（地方自治体）

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
（地方自治体）

青森県 商工労働部　観光局長 馬場　良夫

委員
（旅行会社）

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）

太田　稔

委員
（旅行会社）

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
（観光地域づくり
人材育成実践者）

イデアパートナーズ株式会社 代表取締役社長 井手　修身

委員
（観光地域づくり
人材育成実践者）

NPO法人グローバルキャンパス 理事長 大社　充

委員
（観光地域づくり
人材育成実践者）

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

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 興津　泰則

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 小関　政男

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人日本観光協会 常務理事 長嶋　秀孝

オブザーバー
（観光関係団体）

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 柵木　鬼美夫

オブザーバー
（観光関係団体）

社団法人全国旅行業協会 事務局長 若井　茂

事務局 観光庁観光地域振興部 部長 田端　浩

事務局 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長 和田　浩一

事務局 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 久保　麻紀子

事務局 観光庁観光地域振興部観光資源課 課長補佐 竹谷　健治

第3回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議

出席者名簿

（敬称略：順不同）
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平成 22 年 2 月 25 日 

観光庁 観光資源課 

 

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 

 

 

 「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」については、10月及び11月に会議

を開催し、各地における自主的・自立的な人材育成を進めるための指針を策定すること

を目的に、①観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化、②観光地域づくりを担う

人材が習得すべき知識・スキルの明確化について議論を行うと共に、電子メールによっ

て、第1・2回検討会議の議論を整理したガイドライン素案について意見を集約した。 

「第３回検討会議」においては、第1・2回検討会議及び電子メールでの議論を踏まえ

たガイドライン案を事務局より提案し、観光地域づくりを担う人材が習得すべき知識・

スキルについて議論を行うこととする。 

 

１ 21 年度のアウトカム 

（網掛け部は第３回検討会議で議論すべき事項） 

（１）検討会議での議論の成果のレポート化・情報発信 

・ 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 

・ 実践事例の報告 

・ ガイドライン案の策定 

・ 今後の検討課題 等 

 

（２）インターネットを活用した情報発信 

・ 21 年度に運用開始する「観光地域づくり人材育成支援 WEB」において、ガイドラ

イン案を公表し、インターネット上でも情報発信を行う。 

 

２ 第２回観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議での論点 

（１）観光地域づくり人材育成ガイドラインの意義 

・ 本検討会議で議論するガイドラインで観光地域づくりを担う人材の役割・機能及び、

これらの人材に必要とされる知識・スキル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ことが期待できる。 

（２）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を「リーダー」、「企画・調整者」、「オペレーター」に分

類し、特に「企画・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」に細分する。 

 

資料１
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（３）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 

・ 地域では、商品開発やプロモーション等、観光による地域経済の活性化を実現する

ことが求められている。そこで、各地域がガイドラインを参考にした人材育成の取

組みを実施する際には、実際に受講した人材が具体的な事業を実践することが重要

と考えられる。 

 
３ 22 年度以降のアウトカムイメージ 

（１）観光地域づくり人材シンポジウムでの普及啓発 

５～６月にかけて観光地域づくり人材シンポジウムを開催し、検討会議の議論の結

果を報告することにより、同シンポジウム出席者との問題意識の共有化を図る。 

 

（２）ガイドライン案の検証 

各地にガイドライン案に即した取組みの実践を促すと共に、検討会議においてその

実践結果をモニタリングし、ガイドライン案の検証を行う。 

 

（３）WEB の活用 

検討会議で検証の後、ガイドラインをWEBにおいて公表し、各地域での活用を促す。 



 35

   



 36

 



 37

平成 22 年 2 月 25 日 

観光庁 観光資源課 

 

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」議事整理 （案） 

 

 

１ 「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」開催の経緯 

近年、観光地域づくりを担う人材の育成については、その重要性の認識が全国的に

広がりつつあり、一部で先進的な取組みが行われている。しかしながら、現状では、

他地域における人材育成の取組みの内容に関する情報が共有化されておらず、それぞ

れの地域が自らの取組みの方向性や妥当性について検証することが困難となっており、

特に、観光地域づくり人材育成の取組みについて、求められる知識・スキルの標準化

が必要であることが明らかとなった。 

そこで観光庁では、「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議（以下：検討会

議）」を開催し、自立的かつ継続的な観光地域づくり人材育成の取組みを促進すること

を目的として、各地域が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（以下：ガイドライン）」を策定することとした。 

 

２ 「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」の論点 

  観光庁で実施した「観光地域づくり人材育成シンポジウム」や「観光地域づくり人

材育成の取組みに関する調査」等の施策により、各地域で行われている観光地域づく

り人材育成の取組みは、例えば「観光地域づくりのリーダー」など、使用している言

葉は同一でも目指している人材像に相違があること、またその教育内容についても「先

進事例を学ぶもの」、「地域のことを把握するもの」、「専門的知識を習得するもの」

など、多岐に渡っていることが明らかとなった。 

そこで検討会議ではガイドライン案の策定にあたり、 

① 観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化 

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 

の２点に論点を絞って議論を行った。 

 

（1） 観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化 

現在、全国各地で観光地域づくりが進められているが、それらの取組みを支える

人材は、①総合的に観光地域づくりをリードする者、②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・調整する者、

③地域を訪れる観光客に現場で接する者に大きく分類できることから、それぞれ、

①を「リーダー」、②を「企画・調整者」、③を「オペレーター」と定義した。 

特に、「企画・調整者」については、行政職員、NPO法人等の民間団体関係者、観

光事業者など様々な分野の人材が役割を担っているが、その機能は多岐に渡ってい

る。そこで、それぞれの地域が必要としている人材像を明確にするためには、「企

画・調整者」に期待される機能を詳細に整理することが必要であることから、その

資料３
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機能を「企画・戦略」、「分析・計画」、「組織づくり」、「PR」、「商品化・事業化」に

細分した。 

 

（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」「企画・調整者」「オペレーター」のいずれも観光地域づくりに必

要とされる人材であるが、観光庁の調査等によれば、ガイドなどオペレーターを

育成する取組みは、既に各地で進められている。一方で、各地域では、観光地域

づくりをリードする「リーダー」に加え、地域の現状を把握してＰＲや商品化な

ど具体的な事業を実行できる「企画・調整者」のニーズが高いにも関わらず、現

状では、ノウハウ不足等により地域での人材育成が進んでいないことから、検討

会議では「オペレーター」以外の人材の育成に議論の焦点を絞ることとした。 

各地で実施されている観光地域づくり人材育成の取組みのプログラム等の分析

によると、「リーダー」には、地域内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する能力が求められている。また、「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ことが明らかとなっ

た。そこで、「リーダー」、「企画・調整者」が、それぞれの役割を実践するために

習得すべき知識・スキルの検討を行い、「観光地域づくり人材育成ガイドライン案

（別紙）」を策定した。 

 

３ 今後の課題 

（1） 観光地域づくり人材育成ガイドライン案の検証 

 観光による地域経済活性化に必要とされている「リーダー」、「企画・調整者」

の育成を促進するため、各地において「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」

に沿った人材育成の実践を促すと共に、その取組み成果のノウハウを蓄積し、ガイ

ドライン案の実効性を検証する必要がある。 

検討会議において、「リーダー」「企画・調整者」に必要とされる知識・スキ

ルを明らかにしたが、「リーダー」については、その育成手法について意見が分

かれているため、継続して議論を行う必要がある。また、人材育成の取組みにつ

いては、知識・スキルを習得した人材が実際に組織づくりや商品化などの事業を

実践することが必要不可欠となるため、育成後の活動のトレースが重要であると

考えられる。 

 

（2） 各地における人材育成の取組みの促進 

観光立国の推進には、全国各地で体制を整え、観光地域づくりを支える人材育

成を促進することが不可欠であるが、実際には、財政等の事情により思うような

人材育成を進められない地域も散見される。また、外部から派遣された人材が離

任した後の地域の自立的な活動を懸念する意見も報告されている。 

そこで、こうした状況を鑑み、地域で必要とされる知識・スキルの整理とあわ

せ、観光地域づくりの取組みの持続可能性を確保するため、外部の知見の定着化、
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人材育成の体制の整備など観光地域づくり人材育成の枠組みのあり方を検討し、

取組みの促進を図る必要がある。 

 

以上 
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 参 考  

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 
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【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 

 

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 
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・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。 
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 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」
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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。
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第２部 

観光地域づくり人材育成支援システムの構築・運用
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観光人材づくり人材育成支援 WEB 

 

＜1＞概要 

①名称 

「観光地域づくり人材育成支援 WEB」（通称：カンジンウェブ） 

 

②アドレス 

http://www.kankojinzai.jp/ 

 

③概要 

各地域における自立的かつ持続可能な観光地域づくり人材育成の取組みを促進すること

を目的とした、「観光地域づくり人材育成」に関する情報を総合的に提供するためのポー

タルサイトとする。 

この「観光地域づくり人材育成支援 WEB」は、次の 6 つから構成する。 

（1）ご利用ガイド 

「観光地域づくり人材育成育支援 WEB」について、利用方法の説明を掲載。 

（2）観光地域づくりホットライン 

観光地域づくり人材育成に関心のある方々が情報交換できるコンテンツ。利用には登

録が必要となり、発行された ID・パスワードでログインする。 

（3）観光地域づくり人材育成ガイドライン 

各地域で観光地域づくり人材育成に取り組む上で、参考となる「観光地域づくり人材

育成ガイドライン案」を掲載。 

（4）観光地域づくり先進地紹介 

他地域の参考となるような、観光地域づくり人材育成の先進的な事例を掲載。 

（5）データベース情報検索 

観光地域づくり人材育成の取組みに関する調査（平成 21 年 3 月）の情報を検索し、

詳細を表示するデータベース。 

（6）インフォメーション 

本サイトに必要な情報として、「Q＆A」「著作権・リンクについて」「お問い合わせ」

「プライバシーポリシー」「免責事項」を掲載。 

 

④特徴 

（1）観光地域づくりを担う人材の育成を必要とする地域にとっては、本ＷＥＢサイトに

おいて、「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」を閲覧することで、各地域で観

光地域づくり人材育成に取り組む上で、参考となる。 

（2）観光地域づくりに成果をあげている地域の事例を閲覧できる。 

（3）全国の地方自治体、観光協会、商工会議所等で実施されている観光地域づくり人材

育成の取組みを教育の目的や内容によって検索でき、各地でプログラム構成や、教育

内容等の検討に参考として活用できる。 



 47

（4）全国の観光地域づくり人材育成を行っている、又は関心のある方々と観光地域づく

りに関する情報を交換することができる。 

 

⑤運用開始日 

平成 22 年 3 月 2 日（火） 

 

 

＜2＞概念図 
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＜3＞サイトマップ 
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＜4＞サイト内容 

（A）観光地域づくり人材育成支援 WEB：トップページ 
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（B）観光地域づくり人材育成支援 WEB：ご利用ガイド 
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（C）観光地域づくり人材育成ガイドライン：ガイドライン案 
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（D）観光地域づくり人：先進地紹介 
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（E）北海道：おたる案内人検定試験（マイスター、1 級、2 級） 
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（F）青森：あおもりツーリズム人づくり大学“はやて” 
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（G）千葉：南房総観光カレッジ 
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（H）神奈川：藤野の魅力再発見“里山普請プロジェクト” 
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（I）香川：地域戦略会議・五名地区地・域特産品開発 
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（J）山口：やまぐち観光交流塾 －着地型エージェント養成課程－ 
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（K）データベース情報検索 
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（L）データベース内容について 
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（M）データベース検索方法 



 73

（N）観光地域づくりホットライン：ご利用ログイン 
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（O）観光地域づくりホットライン：ご利用お申し込み 
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（Q）インフォメーション 
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（R）インフォメーション：Q＆A 
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（S）インフォメーション：著作権・リンクについて 
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（T）インフォメーション：お問い合わせ 
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（U）インフォメーション：プライバシーポリシー 
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（V）インフォメーション：免責事項 
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（W）インフォメーション：サイトマップ 
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＜5＞観光地域づくりホットライン 

①概要 

観光地域づくり人材育成に関心のある方々が、掲示板機能を使って情報交換できるコン

テンツ。利用者は登録申し込みを行い、発行された ID・パスワードでログインすること

で、利用できる。 

 

②利用申し込み受付内容 

・都道府県(必須) 

・団体名(任意) 

・ニックネーム(必須)  

・電話番号(任意) 

・電子メール(必須)  

・パスワード(必須)  

以上を本サイト上で入力。 

 

③観光地域づくりホットライン利用規約 

[第 1 条（目的）] 

観光地域づくりホットライン（以下「本サービス」）は、観光地域づくり人材育成を行っ

ている、又は関心のある方々が、観光地域づくり人材育成に関する情報を交換すること

を目的に設置したものです。 

 

[第 2 条（定義）] 

この利用規約は、観光庁がウェブ上で 運営する「観光地域づくり人材育成育支援 WEB」

の本サービスを、利用者がご利用する際の規約を定めたものです。 

 

[第 3 条（規約の変更・改定)＞ 

観光庁は、必要があると判断した場合には、本規約の改定を適宜行います。 その際、本

サービス内のページ上で告知いたします。改定後に本サービスのご利用があった場合、

改定後の規約に同意されたものとします。 

 

＜第 4 条（規約遵守）] 

利用者は、本規約を含め、観光庁が別途定める各規約および本サービス内に記載されて

いる注意事項を守っていただく必要があります。観光庁は、利用者が本サービスをご利

用された場合、同意されたものとみなします。 

 

[第 5 条（一般的なルールの厳守）] 

利用者は、情報交換を円滑に行うため、次のルールをはじめとするネットワーク上にお

ける一般的なルールを守らなければなりません。以下の禁止事項に関連する利用につい

ては、管理者の判断において予告なくその記載を削除することがあります。 

1. 観光地域づくり人材育成に関する情報を交換する目的から著しく反する行為はし
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ないこと。 

2. 他人のメールアドレスを用いての参加、指名又はメールアドレスの偽称など、管理
人や他の利用者の信頼を損なう又は損なう恐れのある行為をしないこと。 

3. 機種依存文字を使用しないこと。 
4. もっぱら営利を目的としたものでないこと。 
5. 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗教もしくは教団を支援するものでない
こと。 

6. 他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと。 
7. 他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと。 
8. 著作権等、他人の知的財産権を侵害しないこと。 
9. その他、他人の権利利益を侵害しないこと。 
10. 有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと。 
11. 偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと。 
12. 公職選挙法に違反する行為はしないこと。 
13. その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為はしないこと。 
14. わいせつ、買収、暴力、残虐等公序良俗に反する行為はしないこと。 
 

[第 6 条（利用者の退会）] 

観光庁は、利用者が第 4 条で規定される一般的なルール違反する等、本ホットラインの

使用に相応しくない利用があった場合には、当該利用を行った者の登録を削除し退会さ

せることができるものとします。 

 

[第 7 条（必要事項の登録）] 

利用者が本サービスをご利用されるにあたり、必要事項の登録をお願いしております。

本サービスの管理・運営上、必要であると観光庁が判断した場合には、登録頂いたメー

ルアドレス及び電話番号に事務局または観光庁より連絡します。 

また、登録されたメールアドレスに観光庁からのご案内やその他情報提供の目的で電子

メールを送付する場合があります。 

 

[第 8 条（情報の使用）] 

利用者が本サービスに提供した発言内容等の情報については、利用者は観光庁に対して、

その情報を無償かつ非独占的に使用する権利を許諾したものとみなし、観光庁はその情

報を他の媒体に転載又は一般に配布することができるものとします。 

 

[第 9 条（変更・中止等）] 

観光庁は、一定の予告期間をおいて、本サービス内ページ上に告知をした上 で、本サー

ビスの内容変更、終了または中止することができるものとします。 

 

[第 10 条（損害の免責）] 

観光庁は、本ホットラインの利用及び不利用により発生した利用者及び第三者の損害に
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ついて、一切の賠償の責任を負わないものとします。 

 

利用者が本ホットラインを利用することにより、本ホットラインの他の利用者を含む他

人に対して損害を与えた場合、当事者同士の自己責任により解決するものとし、観光庁

には、一切の損害賠償、救済を求めないものとします。 

 

 

[第 11 条（その他）] 

本利用規約は、日本法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本利用規約

又は本ホットラインに関する紛争は、東京地方裁判所のみをもって第一審の専属的管轄

裁判所とします。 

 

④観光地域づくりホットライン登録から利用までの流れ 

 

 

⑤観光地域づくりホットライン新規投稿の流れ 

（1）ログイン 

（2）「新規スレッド作成」ボタンをクリック 

（3）取組ジャンル（セミナー・人材育成の悩み）を選択 

（4）ホットラインタグ、タイトル、詳細を必要に応じて記入 

（5）｢スレッド作成確認｣ボタンをクリック 

（6）内容を確認して投稿 

 

⑥観光地域づくりホットライン機能 

（1）スレッド一覧 

（2）新規スレッド作成 

（3）登録情報変更 

（4）パスワード変更 

（5）ログアウト 
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＜６＞データベース情報検索 

①概要 

平成 21 年 3 月に行われた「観光地域づくり人材育成の取組みに関する調査」を基に、全

国の地方自治体、観光協会、商工会議所等で実施されている観光地域づくり人材育成の

取組みを掲載。各地でプログラム構成や、教育内容等の検討に参考として活用できるよ

う、既に実施されている全国の事例を教育の目的や内容によって検索できる。 

 

②検索できる項目 
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[取組み種別] 

・全国で実施されている観光地域づくり人材育成取組み一覧 

・大学との連携がある取組み一覧 

・支援制度等の活用及び他の団体・企業等との連携がある取組み一覧 

[都道府県] 

[回答者] 

[名称] 

[各種連携] 

・支援制度の活用 

・大学との連携 

・その他連携 

[目指す人材イメージ] 

・観光地域づくりリーダー（コーディネーター） 

・体験メニュー等の企画・実施できる人材 

・体験メニューのインストラクター 

・着地型旅行商品開発に携わる人材 

・特産品の開発に携わる人材 

・観光市民ガイド 

・その他 

[具体的内容（プログラム）] 

・観光振興全般の現状把握 

・先進地事例報告 

・自分たちの町の現状把握 

・専門的知識の習得 

・先進地視察 

・自分たちの街の視察 

・観光現場での実習 

・ご当地検定の実施 

・資格・認定制度の創設 

・その他 

[全文検索] 

※以上により、全国の事例を検索。 

 

 

＜７＞課題 

①アクセス数の増大 

「観光人材づくり人材育成支援 WEB」自体の認知度をアップさせることが必要。 

 

②ホットライン登録数の増大 

「ホットライン」によって、全国の観光地域づくり人材育成を行っている、又は関心の
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ある方々と観光地域づくりに関する情情報交換ができることを、「観光人材づくり人材育

成支援 WEB」自体の認知度のアップとともに、知ってもらうことが必要。 

 

③ホットライン利用頻度の増大 

ホットラインでの情報交換が有意義に活用できることを理解してもらうことが必要。 

ホットラインにアクセスしてスレッド状況を見てもらうための施策が必要。 

ホットラインにアクセスしてスレッドに返信してもらうための施策が必要。 
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第３部 

観光地域づくり人材育成ガイドラインの策定 議事整理 
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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」議事整理 

 

１ 「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」開催の経緯 

近年、観光地域づくりを担う人材の育成については、その重要性の認識が全国的に

広がりつつあり、一部で先進的な取組みが行われている。しかしながら、現状では、

他地域における人材育成の取組みの内容に関する情報が共有化されておらず、それぞ

れの地域が自らの取組みの方向性や妥当性について検証することが困難となっており、

特に、観光地域づくり人材育成の取組みについて、求められる知識・スキルの標準化

が必要であることが明らかとなった。 

そこで観光庁では、「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議（以下：検討会

議）」を開催し、自立的かつ継続的な観光地域づくり人材育成の取組みを促進すること

を目的として、各地域が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（以下：ガイドライン）」を策定することとした。 

 

２ 「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会議」の論点 

  観光庁で実施した「観光地域づくり人材育成シンポジウム」や「観光地域づくり人

材育成の取組みに関する調査」等の施策により、各地域で行われている観光地域づく

り人材育成の取組みは、例えば「観光地域づくりのリーダー」など、使用している言

葉は同一でも目指している人材像に相違があること、またその教育内容についても「先

進事例を学ぶもの」、「地域のことを把握するもの」、「専門的知識を習得するもの」

など、多岐に渡っていることが明らかとなった。 

そこで検討会議ではガイドライン案の策定にあたり、 

① 観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化 

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 

の２点に論点を絞って議論を行った。 

 

（1） 観光地域づくりに必要とされる人材像の明確化 

現在、全国各地で観光地域づくりが進められているが、それらの取組みを支える

人材は、①総合的に観光地域づくりをリードする者、②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・調整する者、

③地域を訪れる観光客に現場で接する者に大きく分類できることから、それぞれ、

①を「リーダー」、②を「企画・調整者」、③を「オペレーター」と定義した。 

特に、「企画・調整者」については、行政職員、NPO法人等の民間団体関係者、観

光事業者など様々な分野の人材が役割を担っているが、その機能は多岐に渡ってい

る。そこで、それぞれの地域が必要としている人材像を明確にするためには、「企

画・調整者」に期待される機能を詳細に整理することが必要であることから、その

機能を「企画・戦略」、「分析・計画」、「組織づくり」、「PR」、「商品化・事業化」に

細分した。 
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（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」「企画・調整者」「オペレーター」のいずれも観光地域づくりに必

要とされる人材であるが、観光庁の調査等によれば、ガイドなどオペレーターを

育成する取組みは、既に各地で進められている。一方で、各地域では、観光地域

づくりをリードする「リーダー」に加え、地域の現状を把握してＰＲや商品化な

ど具体的な事業を実行できる「企画・調整者」のニーズが高いにも関わらず、現

状では、ノウハウ不足等により地域での人材育成が進んでいないことから、検討

会議では「オペレーター」以外の人材の育成に議論の焦点を絞ることとした。 

各地で実施されている観光地域づくり人材育成の取組みのプログラム等の分析

によると、「リーダー」には、地域内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する能力が求められている。また、「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ことが明らかとなっ

た。そこで、「リーダー」、「企画・調整者」が、それぞれの役割を実践するために

習得すべき知識・スキルの検討を行い、「観光地域づくり人材育成ガイドライン案

（別紙）」を策定した。 

 

３ 今後の課題 

（1） 観光地域づくり人材育成ガイドライン案の検証 

 観光による地域経済活性化に必要とされている「リーダー」、「企画・調整者」

の育成を促進するため、各地において「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」

に沿った人材育成の実践を促すと共に、その取組み成果のノウハウを蓄積し、ガイ

ドライン案の実効性を検証する必要がある。 

検討会議において、「リーダー」「企画・調整者」に必要とされる知識・スキ

ルを明らかにしたが、「リーダー」については、その育成手法について意見が分

かれているため、継続して議論を行う必要がある。また、人材育成の取組みにつ

いては、知識・スキルを習得した人材が実際に組織づくりや商品化などの事業を

実践することが必要不可欠となるため、育成後の活動のトレースが重要であると

考えられる。 

 

（2） 各地における人材育成の取組みの促進 

観光立国の推進には、全国各地で体制を整え、観光地域づくりを支える人材育

成を促進することが不可欠であるが、実際には、財政等の事情により思うような

人材育成を進められない地域も散見される。また、外部から派遣された人材が離

任した後の地域の自立的な活動を懸念する意見も報告されている。 

そこで、こうした状況を鑑み、地域で必要とされる知識・スキルの整理とあわ

せ、観光地域づくりの取組みの持続可能性を確保するため、外部の知見の定着化、

人材育成の体制の整備など観光地域づくり人材育成の枠組みのあり方を検討し、

取組みの促進を図る必要がある。 

以上 
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