平成３０年１０月 ３日
関

東

運

輸

局

「観光まちづくりセミナー」を開催します！
～“関東観光まちづくりコンサルティング事業”を活用して
地域の魅力を再発見してみませんか？～
関東運輸局では、平成 18 年度より「関東観光まちづくりコンサルティング事業」を実施し、観光
によるまちづくりを支援してきましたが、今後一層の観光による地域活性化を推進するため、
平成 30 年 11 月 16 日に「観光まちづくりセミナー」を開催します。
本セミナーでは平成 31 年度の募集に向けた事業のご紹介に加え、専門家による講演、事例紹
介、パネルディスカッションをとおして、観光まちづくりを考えます。行政機関及び観光事業者の
方々のみならず、一般の方にも広く参加いただき、魅力ある観光地づくりの参考としていただけれ
ば幸いです。
※「関東観光まちづくりコンサルティング事業」とは、観光を通じた地域の活性化を目的に、各分野の専門家を地域
に派遣し、地域の多様な関係者（行政・団体・民間・ＮＰＯ等）と協働・連携しながら、近年の訪日外国人旅行者の
激増、団体旅行から個人旅行へのシフト等の時代の変化に対応する「観光によるまちづくり」を支援する事業です。

【セミナー概要】
１．日

時：

平成３０年１１月１６日（金） 1３：００～１６：００（開場１２：３０～）

２．場

所：

東京都美術館 講堂（東京都台東区上野公園８－３６）

３．プログラム 詳細は別紙１参照
４．対

象：

５．参加費：

行政機関、観光事業者、まちづくり関係者、観光に関心のある方等（募集人員：先着１５０名）
無料

６．申込方法： 参加ご希望の方は、１１月９日（金）１７時までに、参加申込書（別紙２）を記入の上、
ＦＡＸ（045-211-7270）又は e-mail（ktt-ktt-kikan-dm@ml.mlit.go.jp）にてお申込ください。
※取材（傍聴・カメラ撮り）可能です。ご希望の方は申込みの際、その旨を記載してください。
７．主

催：

関東運輸局

８．参

考：

過去の関東観光まちづくりコンサルティング事業実施地域
○平成 18 年度 日光市、館山市・南房総市 ○平成 19 年度 湯河原町、富士吉田市
○平成 20 年度 常陸太田市、桐生市・みどり市 ○平成２１年度 山梨市
○平成 22 年度 成田市、石岡市 ○平成 24 年度 長瀞町、小田原市
○平成 27 年度 富士河口湖町・富士宮市 ○平成 28 年度 真鶴町 ○平成 29 年度 栃木市

【お問合わせ・お申込み先】
関東運輸局観光部 観光地域振興課 細野、小山、平川
電話：045-211-7265

FAX：045-211-7270

電子メールアドレス：ktt-ktt-kikan-dm@ml.mlit.go.jp

関東運輸局ＨＰ：http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/

【配布先】
横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、群馬県政記者クラ
ブ、千葉県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、
ハイタク専門紙、物流専門紙

別紙1

「関東観光まちづくりコンサルティング事業」PRイベント

「観光まちづくりセミナー」
人口減少･少子高齢化に直面する日本において、観光は交流人口を拡大させ、地域を活性化させる重要な原
動力となります。しかしながら、近年の観光を取り巻く環境は、インバウンドの激増、団体旅行から個人旅
行へのシフト等大きく変化しており、まだまだ対応に苦慮している地域も少なくありません。
関東運輸局では、このような環境の変化に対応し、観光を通じた活性化を目指す地域に対して、 「関東観
光まちづくりコンサルティング事業」と題し、観光分野の専門家を無料で地域に派遣し、新たな時代の「観
光によるまちづくり」への具体的な取組みの検討を行う支援事業を行っています。
今般、この事業の一環として、「観光まちづくりセミナー」を開催いたします。本セミナーでは、この事
業の委員をつとめる専門家による講演等に加え、「関東観光まちづくりコンサルティング事業」の平成３１
年度募集に向けたご案内もさせていただきますので、この機会を逃さずに是非ご参加ください！
12:30
13:00
13:10

開場
開会 / 主催者あいさつ 国土交通省関東運輸局 観光部長

松場 圭一

■基調講演

講師

関東観光まちづくりコンサルティング事業について
国土交通省関東運輸局 観光地域振興課長 春山 忠嗣

13:20

■基調講演

「観光によるまちづくりの実現に向けて」
跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 准教授 篠原 靖 氏
（関東観光まちづくりコンサルティング事業 座長）

14:10

跡見学園女子大学
観光コミュニティ学部
准教授 篠原 靖 氏

■旅行会社による事例紹介

「地域と旅行会社の連携」

・（株）日本旅行 関東仕入・誘客推進センター 所長 大串 誠一 氏

・（株）近畿日本ツーリスト首都圏 首都圏地域交流部長 池田 幸二 氏
・ 東武トップツアーズ（株） 事業企画部 副部長 望月 康紀 氏

14:55

■パネルディスカッション

「観光まちづくりと国の観光施策」

現在、全国各地で新しい観光プログラ
ムの開発や人材育成セミナーを担当
し、広域観光圏やＤＭＯ組織構築、
インバウンド戦略、ニューツーリズムに
よる集客システムの開発等を手掛け
ている。省庁の委員や各地の観光関
連委員等を多数歴任。
専門研究分野は「観光による地域活
性化論」、「交流人口拡大論」

＜コーディネーター＞ 跡見学園女子大学 准教授

篠原 靖 氏
＜パネリスト＞ ・ 東洋大学大学院国際観光学部 客員教授 丁野 朗 氏
・（株）玄 代表取締役 政所 利子 氏
・（株） JTB 地域交流事業推進担当部長 大谷 聡 氏
・ 国土交通省 関東運輸局 観光部次長 岡村 清二

16:00

閉会

2018.
会

～閉会後に専門家との個別相談会を開催～

11.16（金） 13:00 – 16:00

場

東京都美術館 講堂
東京都台東区上野公園8-36

定

員

申込方法

こちらのコーナーでは、事前にいた
だいた皆様のご質問にもお答えし
ます！

１５０名 参加無料

（12:30開場）

JR上野駅「公園口」徒歩7分
東京メトロ銀座線上野駅「7番出口」徒歩10分
京成線京成上野駅徒歩10分

※定員になり次第受付終了とさせていただきます

参加申込書（別紙２）を記入の上、下記のいずれかの方法でお申込ください。
①Ｅ－ＭＡＩＬ
ktt-ktt-kikan-dm@ml.mlit.go.jp
②ＦＡＸ
０４５-２1１-７２７０
申込締切
２０１８年１１月９日（金）まで

参加者
募集

主催 国土交通省関東運輸局

別紙２

国土交通省関東運輸局 観光部 観光地域振興課

観光まちづくりセミナー

あて（FAX：045-211-7270）

参加申込書

フリガナ

貴社・団体名
電話番号
e-mailアドレス
ご所属 （部・局・課等）

個別相談の希望有無

お役職

お名前

※セミナー終了後の個別相談を希望される方は
チェックボックスにチェックを入れてください

参加希望

観光まちづくりに関してお悩みや登壇者へのご質問等がございましたら、ご記載ください。
※当日会場において、いただいた質問の中からいくつかを登壇者に議論していただく予定です。

◆参加申込み期限

◆会場案内図

平成30年11月9日（金）まで
恩賜上野
動物園

◆参加申込み方法

東京都美術館

参加をご希望の方は、上記の事項をご記入の上、
ＦＡＸまたはe-mailにてお申込みください。
＊定員になり次第、受付を終了致します。
定員等の理由からご参加いただけない場合のみ
ご連絡させていただきます。

大噴水

国立西洋
美術館

東京
文化会館
公園口

＊当日は参加申込み確認のため、参加申込書を
受付にてご提出下さい。

JR上野駅
○交通のご案内 ＪＲ上野駅公園口より徒歩7分
＊駐車場はございませんので、車でのご来場はご遠慮ください

＊ご記載いただきました個人情報は本セミナーの
運営以外の目的では使用いたしません。

◆お問合せ・お申込み先
関東運輸局 観光部 観光地域振興課
☎：045-211-7265 FAX：045-211-7270
e-mail ： ktt-ktt-kikan-dm@ml.mlit.go.jp
東京都美術館外観 (東京都美術館提供)

