
主催・お問い合わせ先：公益財団法人日本交通公社　観光文化情報センター　担当：門脇・吉澤
TEL:03-5770-8360　　E-mail: jtbfseminar@jtb.or.jp

第 29 回　

旅行動向シンポジウム

                          日時 ： 2019 年 10 月 28 日 （月） 14:00 ～ 17:00

本年のシンポジウムでは、 当財団が取り組む研究成果を発

表し、 実践的な視点を加えたディスカッションを展開いたしま

す。 ぜひ足をお運びください。

開催概要
◆参加費 ： 無料 （懇親会費 3,500 円）
お申し込みの方には、 当日会場にて、 『旅行年報 2014』 を 1 部差し上げます。

◆募集人員 ： １００名 （懇親会 20 名）
※プログラムの都合上、 第 2 部のセッション 「観光推進組織の事業と財源－自立的運営に向

けて」 の定員は 30 名とさせていただきます。

※本年は、 シンポジウム終了後 （18:00 ～ 20:00） に懇親会 （会費制） を開催します。 登

壇者を交え、 より活発な意見交換を行えればと考えております。 限られた定員 （20 名） とは

なりますが、 ご参加をお待ちしております。

◆申込先 ： 当財団ウェブサイト （http://www.jtb.or.jp/）
　　　　　　　　よりお申し込み下さい。
◆申込締切 ： １０月２９日 （水）
ただし定員に達し次第締め切らせていただきます。

　　　我が国の旅行 ・ 観光の動向　

　　　　　　　　　　　　◆開催概要◆

http://www.jtb.or.jp/
※当財団賛助会員先行受付は 9/24 （火） 11:00 より開始します。

　 一般受付は 9/26 （木） 11:00 より開始します。

※なお、 １組織当たりの参加人数確認の都合上、 一般受付でお申し込みの方は

　 いったん仮登録となります。 申込フォーム送信直後の自動返信メールとは別に、

　 事務局より改めて参加の可否をご連絡いたしますので、 必ずご確認ください。

　 ご面倒をおかけいたしますが、 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

※当財団賛助会員でご希望の方には同時配信の URL を別途ご案内いたしますので、

　 ご希望の場合は以下までメールをお送りください。（当日同時刻のみご覧いただけます。）

お問い合わせ先：公益財団法人日本交通公社　観光研究情報室　担当：福永・平島・久保田
TEL:　03-5255-6073 　　E-mail: jtbfseminar@jtb.or.jp

お申し込みの方には、 当日会場にて、 『旅行年報 2014』 を 1 部差し上げます。

※プログラムの都合上、 第 2 部のセッション 「観光推進組織の事業と財源－自立的運営に向
けて」 の定員は 30 名とさせていただきます。
※本年は、 シンポジウム終了後 （18:00 ～ 20:00） に懇親会 （会費制） を開催します。 登
壇者を交え、 より活発な意見交換を行えればと考えております。 限られた定員 （20 名） とは
なりますが、 ご参加をお待ちしております。

http://www.jtb.or.jp/
当財団ウェブサイトよりお申し込み下さい。

ただし定員に達し次第締め切らせていただきます。

開会

1.2018 年旅行市場に起こった変化
　(1) 日本人の旅行市場
　(2) インバウンド市場

2. トピックス①：
　　訪日市場から見た日本／地方部の観光コンテンツ
　(1) アジア ・ 欧米豪の訪日旅行者の意識とニーズ
　(2) 現地販売訪日旅行商品

3. トピックス②：
　　訪日市場におけるタビナカ需要の高まりと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方誘客への期待
　(1) （仮） タビナカ業界から見た
　　　　地方訪問につながる体験 ・ アクティビティ
　　　　　　倉上　智晴氏（ベルトラ株式会社取締役執行役員）
  (2) 質疑応答

閉会

　2019 年 10 月発行の最新版 『旅行年報』 をベースに、 「日本人の旅行市場」 「インバウンド市場」 「観光地」 「観

光政策」 の最新動向について、 当財団の独自調査結果も複数まじえてご報告します。 また、 今年度は 「インバウン

ドと観光コンテンツ」 と 「観光と環境、 SDGs」 に焦点をあて、 ゲストスピーカーをお招きして深掘りしていきます。

9/26
  11:00 ～

一般受付
開始

〒107-0062 東京都港区南青山２－７－２９

開会

1. 観光政策の動向
　(1) 国の観光政策の概観
　(2) 都道府県 ・ 市町村の観光政策の動向

2. 観光地の動向
　(1) 全国的な観光地の動き
　(2) テーマ別 （自然、 歴史 ・ 文化、 温泉） 観光地の動き

3. トピックス③： 観光と環境、 SDGs
　(1) （仮） サスティナブルタウン　ニセコ町の取り組み
　　　　　　片山　健也氏 （ニセコ町長）　　　　　
　(2) 質疑応答　

閉会

◆プログラム

◆募集人数 ： 各日８０名 ◆参加費 ： 無料

◆申込先 ：

※多くの方にご参加いただきたいため、 お申し込みは１組織２名様まででお願いいたします。
　 いずれか１日もしくは両日でもお申し込みいただけます。
※ご参加の方には、 当日会場にて 『旅行年報 2019』 を１部差し上げます。

10/28 （月） 旅行市場編　　　　　　　　　10/29 （火） 観光地 ・ 観光政策編

会場 ： （公財） 日本交通公社　B１F ライブラリーホール

        　　　　　　　　　　　 主催 ： 公益財団法人日本交通公社

10 月 29 日 （火） 14:00 ～ 17:00
9/24 11:00 ～
当財団賛助会員
先行申込受付

ポプラ

◆場所 ： （公財） 日本交通公社　B1F ライブラリーホール

※プログラムはやむを得ず変更となる場合もございますので、 ご了承ください。

当財団ウェブサイト申込フォームよりお申し込みください。

★東京メトロ ・ 都営大江戸線青山一丁目駅
　 ５番出口より徒歩３分


