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3．セミナー・シンポジウム・研修事業

3．セミナー・シンポジウム・研修事業
1 経営セミナー

概要 開催地

1973年度（JTBホテル旅館経営講座）
観光立地調査と設備投資戦略ゼミナール 草津温泉

1979年度（JTB旅館・ホテル経営講座）
経営者のための旅館料理向上セミナー
―“柳生の庄”の料理とその基盤を探る：地域シリーズ第2弾―

修善寺温泉

1980年度（JTB旅館・ホテル経営講座）
顧客志向の料理づくり ―選ばれる時代の旅館料理― 伊東市

1981年度（JTB旅館・ホテル経営講座）
これからの旅館料理 ―楽しむ料理への対応― 指宿温泉

1982年度（JTB旅館・ホテル経営講座）
跡継ぎの条件を考える ―後継者づくりのポイント― 和倉温泉

1983年度（旅館・ホテル経営研修講座）
旅館・ホテルのOA講座 諏訪市

1985年度（JTB旅館・ホテル　経営講座）
高度情報社会における旅館・ホテル経営を考える
―ニューメディア時代の旅館ホテル勝ち残り戦略

港区赤坂

1986年度（経営者と料理長のための旅館料理講座）
飽食時代の旅館料理を考える 熱海温泉

1987年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
顧客志向の旅館・ホテル料理の原点を探る 熱海温泉

1988年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
新時代の味を求めて 磐梯熱海温泉

1989年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
これからの旅館料理を考える 道後温泉

1990年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
旅館・ホテルの料理の個性化・差別化を考える 舘山寺温泉

1991年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
料理の使命、調理師の役割 和倉温泉

1992年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
旅館料理の新たな展開を考える あつみ温泉

1993年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
旅館料理の基本を振り返る 下呂温泉

1994年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
日本の食、旅館の食 湯河原温泉

1995年度（経営者と料理長のための旅館・ホテル料理講座）
価格破壊時代の価値ある料理づくり 城崎温泉

1996年度（経営者と料理長のための料理講座）
調理場の人材育成を考える 松島温泉

1997年度（夏期集中セミナー：旅館・ホテル経営者と料理長のためのパワーアップセミナー）
進化する洋食調理を学ぶ ―「食」のプロとして、一歩先を行く調理を極める― 渋谷区代々木・中央区人形町

1997年度（旅館・ホテル経営者と女将と料理長のための経営講座）
和倉温泉「あえの風」で学ぶ21世紀の旅館像と旅館料理 和倉温泉

1998年度（旅館・ホテル経営者と女将と料理長のための経営講座） 
120室『憩』旅館のお客様満足度の高さを探る 石和温泉

1999年度（旅館・ホテル経営者と女将と料理長のための経営講座）
旅館の『泊』と『食』　―21世紀の新潮流を考える― 作並温泉

1999年度（大規模旅館セミナー）
大規模旅館の『個人客』対応　 ～山代温泉ホテル百万石の改革の軌跡～ 山代温泉

＜旅館・ホテル経営講座＞
旅館・ホテル経営者および料理長を対象とするもので、当時注目を集めた旅館・ホテルを会場として毎年3月ご
ろに開催した。
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概要 開催地・会場

1966年度（6月） 婦人のためのホテル・旅館経営管理講座（セミナー） 千代田区

1966年度（11月） 婦人のためのホテル・旅館経営管理セミナー 京都市

1967年度　　　 婦人のためのホテル・旅館経営管理セミナー 日通伊豆富士見ランド

1973年度（婦人経営者・管理者ゼミナール）　婦人経営者成功の条件を求めて 合歓の郷

1974年度（婦人経営者・管理者ゼミナール）　当面する問題解決を求めて ホリデイ・イン京都

1975年度（婦人経営者・管理者セミナー）　楽しい古都京都での集い 京都ホテル

1976年度（7月）（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　観光地飛騨高山を素材に旅館の販売戦略を探る 高山市

1976年度（11月）（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　これからの旅館の個性化と専門化を求めて 京都・都ホテル

1977年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　接客サービスの見直しと新しい在り方を求めて 京都・本能寺文化会館

1978年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　これからの良き経営者となるために 京都・本能寺文化会館

1979年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　これからの女性経営者のあり方を求めて 大津・琵琶湖ホテル

1980年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　次代を担う女性の英知 京都・本能寺文化会館

1981年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　時の流れのなかで（流れる時の中で） 京都国際ホテル

1982年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　サービス、おもてなし、そしてエンターテイメント 神戸・六甲山ホテル

1983年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　あなたとともに考える経営 軽井沢プリンスホテル・
星野温泉ホテル

1984年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）
今、多様化の時代を生きぬくために（多様化時代の生き残り戦略） 奈良ホテル

1985年度（旅館・ホテル婦人経営者・管理者セミナー）　旅館・ホテルにおけるイベント戦略を考える 赤坂プリンスホテル

1986年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　女性客のための旅館商品づくりを考える 伊豆稲取・銀水荘

1987年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　和風旅館志向を考える 和倉・加賀屋

1988年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　旅館ホテルの個性化を考える 京都・都ホテル

1989年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　リゾート、新しい文化の創造を考える 占冠・アルファリゾート・トマム

1990年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　多様化個性化時代への対応を考える 雲仙・ホテル東洋館　東園

1991年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　新しい旅館像を探る 舞浜・東京ベイホテル東急

1992年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　これからの旅館・ホテルのサービスを考える 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ

1993年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　これからの旅館・ホテルのサービスを考える 横浜ロイヤルパークホテルニッコー

1994年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　これからの旅館・ホテルのサービスを考える 港区・第一ホテル東京

1995年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　今、旅館・ホテルのサービスが変わる！ 港区・ホテルインターコンチネンタル
東京ベイ

1996年度（女性経営者・管理者セミナー）
流通構造の変化と消費者行動を考える ―旅行業と旅館・ホテルのあり方を探る― 港区・ホテルオークラ

1997年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）
お客様の顔が見えていますか？ ―最新のマーケティングでリピーターづくりを学ぶ― 京都・京都ホテル

1998年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　マーケットの構造変化に対応したサービスを考える 港区・ホテル　グランパシフィック
メリディアン

1999年度（旅館・ホテル女性経営者・管理者セミナー）　旅館・ホテルの経営改革と女将の役割 箱崎・ロイヤルパークホテル

＜旅館・ホテル女性（婦人）経営者・管理者セミナー＞
旅館・ホテルの女将を対象に当時注目を集めた旅館・ホテルにおいて毎年10月ごろに開催した。
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3．セミナー・シンポジウム・研修事業

概要 会場

1977年　　講演　： 中沢ヴィレッジ　中沢清氏
　　　　　　　　　　加賀屋　小田禎彦氏
　　　　　　　　　　ホテルニューオータニ　坂井武宣氏

帝国ホテル

1978年　　講演　： 日本開発銀行　佐貫利雄氏 帝国ホテル

1979年　　講演　： 日本長期信用銀行　日下公人氏 ホテルニューオータニ

1980年　　講演　： 組織工学研究所　糸川英夫氏 ホテルニューオータニ

1981年　　講演　： 経済評論家　堺屋太一氏 ホテルニューオータニ

1982年　　講演　： 日本将棋連盟　大山康晴氏 ホテルニューオータニ

1983年　　講演　： 京都大学教授　会田雄次氏 ホテルニューオータニ

1984年　　講演　： 作家　深田祐介氏 ホテルニューオータニ

1985年　　講演　： 評論家　藤原弘達氏 ホテルニューオータニ

1986年　　講演　： 俳優　森繁久彌氏 ホテルニューオータニ

1987年　　講演　： 参議院議員　小野清子氏 ホテルニューオータニ

1988年　　講演　： NHKアナウンサー　鈴木健二氏 ホテルニューオータニ

1989年　　講演　： 作曲家・随筆家　團伊玖磨氏 ホテルニューオータニ

1990年　　講演　： 評論家　竹村健一氏 ロイヤルパークホテル

1991年　　講演　： 出雲市長　岩國哲人氏 ロイヤルパークホテル

1992年　　講演　： 三和総研専務　原田和明氏 ロイヤルパークホテル

1993年　　講演　： 上智大学教授　猪口邦子氏 ロイヤルパークホテル

1994年　　講演　： 東京大学名誉教授　木村尚三郎氏 ロイヤルパークホテル

1995年　　講演　： 参議院議員　小野清子氏 ロイヤルパークホテル

1996年　　講演　： 日本将棋連盟　米長邦雄氏 ロイヤルパークホテル

1997年　　講演　： 経営コンサルタント　大前研一氏 ロイヤルパークホテル

1998年　　講演　： ジャーナリスト　嶌信彦氏 ロイヤルパークホテル

1999年　　講演　： 大分県知事　平松守彦氏 ホテル　グランパシフィックメリディアン

2000年　　講演　： 吉本興業常務取締役　木村政雄氏 京王プラザホテル

2001年　　講演　： 立命館アジア太平洋大学学長　坂本和一氏 京王プラザホテル

2002年　　講演　： 中国国際旅行社総社日本二部部長　劉桂香氏 京王プラザホテル

＜新春経営講演会＞
2001年までは当財団とJTBが共催。2002～2012年は当財団が協賛（2013年以降はJTBグループが開催）。旅
行の動向・予測、各界の著名人による旅行・観光に関する講演が行われた。
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回 概要

第1回 旅行の変化にいかに対応するか
1991年11月5日（火）　経団連会館

第2回 景気低迷下の旅行動向を探る
1992年10月22日（木）　ホテルイースト21東京

第3回 経済の低成長下における旅行動向と1994年の旅行の見通し
1993年12月15日（水）　経団連会館

第4回 経済の低成長下における旅行動向と1995年の旅行の見通し
1994年12月15日（木）　経団連会館

第5回 経済低迷時代における旅行動向と1996年の旅行の見通し
1995年12月14日（木）　港区元赤坂・明治記念館

第6回 地域の活性化とこれからの国内旅行
1996年12月16日（月）　経団連会館

第7回 最近の消費トレンドと旅行現場の最新事例に学ぶ
1997年12月17日（水）　経団連会館

第8回 元気な旅行関連産業の現状　―新たな誘客戦略への取り組み
1998年12月22日（火）　経団連会館

第9回 やって来た!? 国内旅行滞在型時代
1999年12月22日（水）　経団連会館

第10回 新世紀到来！ 消費リーダーは誰?
2000年12月25日（月）　経団連会館

第11回 みたされたい！ 旅の満足を考える
2001年12月25日（火）　経団連会館

第12回 新たな旅行スタイルを模索する／2003年の旅行動向見通し
2002年12月24日（火）　経団連会館

第13回 スローツーリズムが観光の原点を呼び戻す?!／2004年の旅行動向見通し
2003年12月24日（水）　経団連会館

第14回 賑わうからには理由がある!? 新たなビジネス展開に学ぶ集客戦略／2005年の旅行動向見通し　
2004年12月22日（水）　経団連会館

第15回 “遊び”と“創造性”が観光を変える!!／2006年の旅行動向見通し
2005年12月21日（水）　経団連会館

第16回 あらたな市場を切り拓く女性の感性～あなたが知らない「上質ごこち」「ときめき消費」教えます～／2007年の旅行動向見通し
2006年12月22日（金）　経団連会館

第17回 今、日本の宿が変わる！～世界におもねない”ワタシ”に時代がついてくる／2008年の旅行動向見通し　
2007年12月19日（水）　経団連会館

第18回 料理人の世界観が人を呼ぶ時代～オーベルジュが観光を変える!?／2009年の旅行動向見通し　
2008年12月17日（水）　経団連会館

第19回 今なぜ京都だけが一人勝ち!? ～集まる秘密（わけ）を解く／市場分析：旅行マーケット最新動向、どうなる2010年　
2009年12月16日（水）　経団連会館

第20回 ソーシャルネットワークが拓く旅行の新たな可能性～「位置ゲー」が仕掛ける“お出かけ”モチベーション／
市場分析：旅行マーケット最新動向、どうなる2011年　2010年12月22日（水）　経団連会館

第21回 今、求められる“ビジット・デザイニング”～訪れるに値する価値づくりを学ぶ～／
市場分析：旅行マーケット最新動向、どうなる2012年　2011年12月19日（月）　経団連会館

第22回 旅行マーケットレビュー2012／アウトルック2013
2012年12月12日（水）　フクラシア東京ステーション

第23回 国内・訪日旅行市場の動向と展望／地域資源を“経験”に変えるセンスと行動とは?
2013年12月19日（木）　フクラシア東京ステーション

当財団の調査に基づき旅行市場の動向と展望について発表し、多彩なパネリストから各地の観光魅力づくりに
役立つヒントを学ぶディスカッションを展開。

2 旅行動向シンポジウム
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3．セミナー・シンポジウム・研修事業

回 概要

第1回 海外旅行の現状と今後の展望 ―個人旅行志向とこれからの海外旅行
1996年9月3日（火）　経団連会館

第2回 海外個人旅行への挑戦
1997年7月31日（木）　経団連会館

第3回 海外旅行「頭打ち」の打破と1700万人への飛躍
1998年7月30日（木）　経団連会館

第4回 海外旅行3大マーケットの消費スタイルを探る
1999年7月30日（金）　経団連会館

第5回 ステータスから自己実現へ、転換期にある海外旅行
2000年7月28日（金）　経団連会館

第6回 生活が観光資源になる時代!?
2001年7月30日（月）　経団連会館

第7回 見えてきた!? ストック消費者の実像
2002年7月29日（月）　経団連会館

第8回 世代別マーケティングの呪縛をとく!?
2003年7月28日（月）　経団連会館

第9回 デフレだけが悪ではない!? 心を動かす“生き方提案”とは?
2004年7月26日（月）　経団連会館

第10回 「成熟化」市場のマーケティングとは!? 市場変化の構造性を読み解く新たなパースペクティブ
2005年7月22日（金）　経団連会館

第11回 なぜ減少する20代海外旅行!? ジェネレーションYからの信号を解読せよ！
2006年7月26日（水）　経団連会館

第12回 今、富裕層マーケティングから見えてくるもの～本当の豊かさを知る人々は何を求める?～
2007年7月24日（火）　経団連会館

第13回 ウェディング市場からみた20～30代女性の価値観とは!? 縮小市場からの逆転発想
2008年7月23日（水）　経団連会館

第14回 “脳”から考える“楽しい”の本質がカギだ！
2009年7月21日（火）　経団連会館

第15回 えっ！ 海外旅行がカッコ悪い!? ～今時の“ガールズ” 意識とは
2010年7月23日（金）　経団連会館

第16回 “心が動く”ヒットの方程式に学ぶ ～ソーシャルメディアに声を聴く
2011年7月21日（木）　経団連会館

第17回 LCC参入は海外旅行マーケットのパイ拡大に寄与するか？
2012年7月24日（火）　ベルサール八重洲

第18回 これからの団塊世代後のシニア旅行マーケティングを考える
2013年7月17日（水）　フクラシア東京ステーション

海外旅行マーケットの動向について、独自の市場調査データの分析と、新進気鋭のマーケッターや各方面の専
門家によるパネルディスカッションなどにより解説。

3 海外旅行動向シンポジウム
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開催期間 概要

1997年7月10日（木）～11日（金） 観光リゾート基礎講座（人材育成短期集中講座）　大交流時代の地域づくりを学ぶ

1998年7月8日（水）～9日（木） 観光リゾート基礎講座（人材育成短期集中講座）　※テーマは設けず

1999年6月10日（木）～11日（金） 観光リゾート基礎講座（人材育成短期集中講座）　※テーマは設けず

2000年6月7日（水）～9日（金） 観光リゾート基礎講座（人材育成短期集中講座）　※テーマは設けず

2001年6月14日（木）～15日（金） 観光基礎講座　（以降同）　地域のPRと誘客につなげる観光戦略

2002年6月20日（木）～21日（金） 成果が問われる時代の成果のあがる観光施策

2003年6月19日（木）～20日（金） 次代のカリスマを育てる

2004年6月17日（木）～18日（金） 地域に根ざした観光振興

2005年6月30日（木）～7月1日（金） 今日の観光の現状と課題、その解決手法とは

2006年6月29日（木）～30日（金） マーケットをとらえて上げる、観光地の底力

2007年6月21日（木）～22日（金） 地域の総合力で取り組む観光

2008年6月19日（木）～20日（金） 観光地域づくりの考え方とその実践に向けて

2009年6月18日（木）～19日（金） 地域が元気になる観光地づくり

2010年6月17日（木）～18日（金） 観光交流で地域に賑わいを！

2011年6月23日（木）～24日（金） 動いて感じよう日本　信じよう観光の底力

2012年6月14日（木）～15日（金） 地域の“キラキラ”を生む視点

2013年6月27日（木）～28日（金） 地域主体の観光に取り組むための、考え方と進め方　
～進化する田辺市熊野ツーリズムビューローに学ぶ意識改革と着地型観光

回 概要

第1回 海外旅行マーケットセミナーin大阪　　2010年7月30日（金）

第2回 海外旅行マーケットセミナーin大阪　　2011年8月31日（水）

第3回 海外旅行マーケットセミナーin大阪　　2012年8月2日（木）

第4回 海外旅行マーケットセミナーin大阪　　2013年8月6日（火）

観光・地域振興・リゾート関連事業に新たに従事される自治体や業界の方 、々地域における観光振興の担い手
の方 を々主な対象として、観光に関わる基礎的な知識と実用情報を習得できる講座として開催（毎年6月ごろ、2
日間）。

海外旅行マーケットの動向について、地域マーケットの特性を踏まえ解説。

5 観光基礎講座

4 海外旅行マーケットセミナー（地域開催）
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3．セミナー・シンポジウム・研修事業

開催期間 概要

2003年11月27日（木）～28日（金） アクションから観光ビジネスへ

2004年11月25日（木）～26日（金） 各地の知恵、活力ある人に学ぶ地域を動かす思考・組織・人とは

2005年12月1日（木）～2日（金） 地域に根ざした人々が地域を興すその目線に学ぶ

2006年11月16日（木）～17日（金） 地域主体の観光を考える～こうして地域はその気になった

2007年11月15日（木）～16日（金） 地域の環境、景観を活かした地域主体の観光を考える

2008年11月27日（木）～28日（金） 地域主体の観光～新しい時代の価値観を地域から発信する

2009年11月26日（木）～27日（金） 地域主体の観光～身近な里海・里山で活きる

2010年11月25日（木）～26日（金） 街を活かす　街を楽しむ

2011年11月10日（木）～12日（土）
（三重県多気町開催）

“つなぐ”、“つながる”が生む　地域の新しい魅力
～高校生レストランのまち多気町に学ぶ、まちの宝の創造と磨き方、地域住民との協働

2012年11月8日（木）～9日（金） 人を活かし、まちを活かす観光の考え方～見えない価値を見せる「まち歩き」の実践

2014年2月20日（木）～21日（金） オンパクに学ぶ、観光まちづくりの理論と実践～ “地域活性化”の秘訣、“課題解決”のヒント！

「観光基礎講座」の応用編として、さらに深く実践的な知識とノウハウを得ることができる講座。観光業界を巡
る最新の動向を踏まえ、時宜を得た講師陣で構成（毎年11月ごろ、2日間）。

6 観光実践講座



166

1963～1979年度

◦LD（Leadership Development）セミナー
◦ホテルK社員講習（1965年度）
◦欧米ホテル・マネジメント研修視察旅行（1967～1969年度）
◦旅館・ホテル従業員向け通信教育（業務知識、接客サービス）（1969～1977年度）
◦財務管理講習（1973年度～）
等

1980～1991年度

◦（株）JTBからの受託研修（研修所講師を対象）
◦日本交通公社協定旅館連盟からの受託研修
◦個別旅館、ホテル等からの受託研修
◦JNTO、日本アセアンセンター、各地観光協会、各国政府観光局からの受託研修
等

地域における人材育成の一助として、知識・経験豊かな当財団研究員による研修を実施。各地の観光振興に向
けたセミナー・シンポジウムの開催を、企画と運営の両面から支援してきた。

7 受託研修

年度 研修名 主催

1992年度 ようこそ小劇場 青森県

韓国人観光客受入れ研修 岡山県観光協会（岡山県）

1993年度 平成5年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

サービス小劇場 青森県

サービス小劇場 徳島県

実践サービス講座 福島県

サービス講習会 三重県観光連盟

1994年度 平成6年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

サービス小劇場 福島県

外国人客接遇支援システム整備のあり方に関する調査 （特）国際観光振興会

労働時間短縮等経営改善研修会 （社）日本観光協会

外国人客の上手なおもてなし方講座 松江・出雲国際観光モデル地区推進協議会

1995年度 平成7年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

観光産業サービス小劇場 福島県

実践サービス講座 宮城県観光連盟

1996年度 平成8年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

「歴史と文化の地域づくり事業、歴史セミナー」に関わる企画・運営支援 福井県名田庄村

マリンパル女川に関する運営指導 （財）電源地域振興センター

諏訪圏広域観光フォーラム'96 諏訪圏経営者連絡協議会

1997年度 平成9年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

「第1回観光大学・下呂温泉ワークショップ」企画・運営 下呂町地域活性化実行委員会

「歴史と文化の地域づくり事業、暦サミット」に関わる企画・運営支援 福井県名田庄村

サービスマニュアル製作のためのホスピタリティの現状把握・診断報告 岐阜県高山市

観光需要対応方策調査 （財）広域関東圏産業活性化センター

1998年度 平成10年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

大河ドラマ「徳川慶喜」と茨城県観光に関する調査 茨城県

「第2回移動観光大学・舘山寺温泉ワークショップ」企画・運営 舘山寺温泉活性化実行委員会

＜1963～1991年度＞

＜1992年度以降＞
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3．セミナー・シンポジウム・研修事業

年度 研修名 主催

1999年度 平成11年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

「第3回移動観光大学・あつみ温泉ワークショップ」企画・運営 あつみ温泉地域げんき化実行委員会

2000年度 平成12年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土庁

「移動半島ツーリズム大学」開催 国土庁

「移動観光大学・陸中海岸ワークショップ」企画・運営 岩手県田野畑村

2001年度 「移動半島ツーリズム大学」開催 国土交通省

平成13年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土交通省

雇用・能力開発機構AGネット講師派遣 （特）雇用・能力開発機構

2002年度 平成14年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土交通省

第3回「半島ツーリズム大学in伊勢志摩」開催 国土交通省

2003年度 第4回「半島ツーリズム大学in能登」開催
国土交通省

第5回「半島ツーリズム大学in田辺」開催

平成15年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土交通省

2004年度 第6回「半島ツーリズム大学in長崎西海」開催
国土交通省

第7回「半島ツーリズム大学in熊本天草」開催

平成16年度リゾート整備アドバイザー派遣 国土交通省

2005年度 半島地域自立発展促進事業（第8回半島ツーリズム大学in大分国東）開催 国土交通省

半島地域自立発展促進事業（第9回半島ツーリズム大学in鹿児島大隅）開催 国土交通省

平成17年度都市観光の推進による地域づくり全国フォーラム開催 国土交通省

平成17年度三重の観光人材育成 三重県

平成17年度「地域提案型雇用創造促進事業」支援 岩手県田野畑村

平成17年度（国別特設）イラン観光振興セミナー （独）国際協力機構

2006年度 島根県観光マーケティング講座 島根県

亘理町観光もてなしマニュアルの作成 宮城県亘理町

平成18年度（国別研修）「イラン観光振興セミナー」 （独）国際協力機構（JICA）東京国際センター

2007年度 平成19年度「地域提案型雇用創造促進事業」支援 岩手県田野畑村

地域観光産業レベルアップ事業コーディネート 秋田県湯沢市

イラン観光振興巡回指導調査 （独）国際協力機構

滞在型観光地づくり 京丹後市商工会

平成19年度（国別研修）「イラン観光振興セミナー」 （独）国際協力機構東京国際センター

島根県観光マーケティング講座 島根県観光連盟

2008年度 観光資源としての景観活用 国土交通省

自然資源活用推進啓発業務 環境省那覇自然環境事務所

長野県「旅館経営者向け研修講座」 長野県

アクティブツーリズム総合戦略事業に係る観光資源調査 福島県

竹田市研修会 大分県竹田市経済活性化促進協議会

湯沢雄勝観光振興セミナー 秋田県湯沢市

ツーリズムサミット2008企画 （社）日本ツーリズム産業団体連合会
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年度 研修名 主催

平成20年度観光地づくり人材育成 （社）新潟県観光協会

平成20年度（国別研修）「イラン観光振興セミナー」 （独）国際協力機構東京国際センター

会津・米沢観光交流塾　着地型旅行インストラクター養成講座 会津・米沢地域観光圏協議会

富士観光圏セミナー開催 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会

2009年度 平成21年度サービス産業生産性向上支援
（ホテル・旅館業経営カイゼン寺子屋調査） 経済産業省北海道経済産業局

平成21年度エコツーリズム推進セミナー 環境省中部地方環境事務所長野自然環境事務所

着地型旅行商品化推進 青森県

竹田市研修会 竹田市経済活性化協議会

栗原市アドバイザー 宮城県栗原市

天都山展望台建替可能性調査 北海道網走市

ツーリズムサミット2009企画 （社）日本ツーリズム産業団体連合会

平成21年度観光地づくり人材育成 （社）新潟県観光協会

富士観光圏セミナー09 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会

旅館経営者向け研修講座 長野県旅館ホテル組合会

2010年度 平成22年度香美町商工会「経営革新塾」 兵庫県香美町商工会

着地型旅行商品販売促進 青森県商工労働部観光局観光企画課

ツーリズムサミット2010企画 （社）日本ツーリズム産業団体連合会

平成22年度観光地づくり人材育成 （社）新潟県観光協会

2010年度栗原市アドバイザー 宮城県栗原市

2011年度 観光資源ブラッシュアップ事業企画運営 長野県観光部観光振興課

観光プログラム創出事業 新潟県胎内市

糸魚川ジオパーク着地型観光開発プロジェクト 糸魚川商工会議所

モザンビーク国観光マーケティング・プロモーション能力強化プロジェクト
詳細計画策定調査 （独）国際協力機構

着地型旅行商品販売促進 青森県

栗原市観光物産協会「観光まちづくり基礎講座」 栗原市観光物産協会

平成23年度インバウンド・ホスピタリティ講座 （社）やまなし観光推進機構

2012年度 雫石町観光アドバイザー派遣 （公財）東北活性化研究センター

栗原市観光物産協会「観光まちづくり基礎講座」 栗原市観光物産協会

平成24年度新事業展開地域人材育成支援 （社）三重県観光連盟

平成24年度インバウンド・ホスピタリティ講座 （社）やまなし観光推進機構

信州・観光地域づくりマネジメント塾 長野県

観光中核人材育成（専門家の招請） （株）マインドシェア

平成24年度「三重のcan-co-本気塾」 三重県雇用経済部観光・国際局

大崎市着地型旅行商品開発研修会講師派遣 （公財）東北活性化研究センター

鳩の巣荘運営計画等アドバイザー 東京都奥多摩町

ジオパーク誘客拡大事業ガイド講座開催 新潟県糸魚川市


