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１１．．２２００２２１１（（令令和和３３））年年度度関関西西支支部部活活動動ををふふりりかかええっってて（（支支部部長長  小小長長谷谷一一之之））  
本年も１年間、コロナ禍の条件下での支部活動となりました。本年も感染予防マネジメントをおこない、感染

がおちついた時期をねらって、代表的な２大活動（中四国の会員・地域の応援のための「中四国現地研修会」、

関西地域の自治体応援のための「地区懇話会」）を無事、現地開催できました。ただし明るい展望として 2025
年の大阪・関西万博があり、意見交換会で「大阪・関西万博と観光 ＰＡＲＴⅡ～万博と観光復興のデザイン」

として担当責任者や専門家に情報提供いただき、活発な議論をおこないました。関心高く多数の参加があり、

万博をめぐる論議に貢献できたのではと思っております。関係のみなさまに深く感謝申し上げます。 
 
２２．．２２００２２１１（（令令和和３３））年年度度関関西西支支部部活活動動ををふふりりかかええっってて（（副副支支部部長長  原原一一樹樹）） 
コロナ禍の続く 2021 年度でしたが、中四国研修会を愛媛県（大洲・内子）にて、地区懇話会を高槻市にて、開

催できました。また、第 18 回関西支部意見交換会と、観光学研究部会を 2 回（コロナ禍における旅行者の観光

地再訪問意向と社会的コストの問題、及び捕鯨と観光の問題）、観光サロンを 1 回（地方の小規模旅館の生存戦

略と旅館の人材育成）、オンラインで開催し、多くの知見が得られました。今後とも、支部活動を宜しくお願い

致します。 
 
３３．．支支部部活活動動１１『『関関西西支支部部総総会会』』＋＋『『第第１１８８回回  意意見見交交換換会会：：関関西西かからら観観光光立立国国・・立立圏圏をを考考

ええるる』』「「大大阪阪・・関関西西万万博博とと観観光光  ＰＰＡＡＲＲＴＴⅡⅡ～～万万博博とと観観光光復復興興ののデデザザイインン」」（（後後援援：：国国土土交交通通

省省近近畿畿運運輸輸局局））  

【【総総会会】】（（１１））日日時時：：22002211 年年 55 月月 2299 日日（（土土））。。1111：：3300～～1122：：0000。。（（２２））会会場場：：ZZoooomm。。（（３３））議議案案  第第１１号号議議案案・・

22002200 年年度度活活動動報報告告ななららびびにに収収支支決決算算、、第第２２号号議議案案・・22002211 年年度度活活動動計計画画ななららびびにに収収支支予予算算案案、、無無事事終終了了ししままししたた。。  

【【意意見見交交換換会会】】（（１１））日日時時：：22002211 年年 55 月月 2299 日日（（土土））。。1133：：0000～～1155：：3300。。（（２２））会会場場：：ZZoooomm。。（（３３））ププロロググララムム  １１））

支支部部長長挨挨拶拶・・趣趣旨旨説説明明：：日日本本観観光光研研究究学学会会関関西西支支部部長長  小小長長谷谷一一之之（（大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院都都市市経経営営研研究究科科  教教授授））。。

２２））特特別別講講演演：：「「関関西西ににおおけけるる観観光光政政策策のの現現状状」」国国土土交交通通省省近近畿畿運運輸輸局局観観光光部部長長  角角谷谷敬敬二二郎郎氏氏。。３３））基基調調講講演演

「「大大阪阪・・関関西西万万博博のの基基本本計計画画ととここれれかからら」」公公益益社社団団法法人人 22002255 年年日日本本国国際際博博覧覧会会協協会会  戦戦略略事事業業部部審審議議役役  檜檜

垣垣  亨亨氏氏。。４４））オオンンラライインンシシンンポポジジウウムム「「大大阪阪・・関関西西万万博博とと観観光光復復興興ののデデザザイインン」」○○ココーーデディィネネーータタ：：日日本本観観光光
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研研究究学学会会関関西西支支部部事事務務局局長長  松松田田充充史史（（大大阪阪成成蹊蹊大大学学経経営営学学部部  教教授授））。。〇〇パパネネリリスストト：：国国土土交交通通省省近近畿畿運運輸輸局局

観観光光部部長長  角角谷谷敬敬二二郎郎氏氏。。公公益益社社団団法法人人 22002255 年年日日本本国国際際博博覧覧会会協協会会  戦戦略略事事業業部部審審議議役役  檜檜垣垣  亨亨氏氏。。日日本本観観光光研研

究究学学会会元元会会長長・・大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院  客客員員教教授授  桑桑田田政政美美氏氏。。公公益益財財団団法法人人大大阪阪観観光光局局  ママーーケケテティィンンググ事事業業部部長長  

塩塩見見正正成成氏氏。。株株式式会会社社電電通通関関西西支支社社  メメデディィアア・・ビビジジネネススククリリエエーーシショョンン部部長長  戸戸田田慶慶太太郎郎氏氏。。WWAAKKAAZZOO  22002211 代代

表表／／東東京京医医科科歯歯科科大大学学医医学学部部医医学学科科 33 年年生生  木木島島優優美美氏氏。。大阪・関西再生の切り札として期待のかかる大阪・関

西万博について、「大阪・関西万博と観光 ＰＡＲＴⅡ～万博と観光復興のデザイン」と題し、専門家をお招き

し定例の第 18 回「関西から観光立国・立圏を考える」意見交換会を開催しました。関西では新型コロナウイル

スの感染拡大が続いており、引き続き十分な注意が必要とされていたため、今年度はオンラインにより、会員

にかかわらず、すべての方にご参加いただけることにしました。（文責：高田剛司） 

 

 

 

４４．．支支部部活活動動２２『『地地区区懇懇話話会会』』「「高高槻槻はは魅魅力力資資源源のの玉玉手手箱箱  「「観観光光」」ががままちちのの価価値値をを高高めめるる

－－関関西西のの「「中中央央都都市市」」ととししてて、、高高槻槻ののめめざざすす「「観観光光」」をを考考ええるる－－」」（（主主催催：：日日本本観観光光研研究究学学

会会関関西西支支部部主主催催、、後後援援：：高高槻槻市市、、高高槻槻商商工工会会議議所所、、（（公公社社））高高槻槻市市観観光光協協会会、、協協力力：：ホホテテルル

アアベベスストトググラランンデデ高高槻槻））  
【【日日時時】】２２００２２２２年年３３月月２２００日日（（日日））99::3300 集集合合～～エエククススカカーーシショョンン、、1144::0000～～基基調調講講演演・・シシンンポポジジウウムム【【会会場場】】

ホホテテルルアアベベスストトググラランンデデ高高槻槻（（ＪＪＲＲ高高槻槻駅駅前前北北口口））★★「「地地区区懇懇話話会会ととはは？？」」日日本本観観光光研研究究学学会会のの関関西西支支部部でで毎毎

年年、、自自治治体体とと連連携携すするる地地域域大大会会でですす。。近近年年「「定定住住人人口口だだけけででななくく交交流流人人口口へへもも注注目目」」とといいうう政政策策でで一一般般的的なな住住

宅宅都都市市やや産産業業都都市市ででもも観観光光都都市市をを目目指指すすととこころろがが増増ええててききてておおりり、、ここれれままでで堺堺市市（（22001166 年年度度））、、池池田田市市（（22001177
年年度度））、、河河内内長長野野市市（（22001188 年年度度））、、尼尼崎崎市市（（22002200 年年度度））とと応応援援しし、、22002211 年年度度はは高高槻槻市市でで開開催催すするるここととににななりり

ままししたた。。高高槻槻市市でではは、、ここれれままでで、、今今城城塚塚古古墳墳やや安安満満遺遺跡跡ななどど歴歴史史資資源源のの魅魅力力的的なな公公園園化化、、摂摂津津峡峡のの活活性性化化、、体体

験験交交流流型型観観光光ででああるる「「オオーーププンンたたかかつつきき」」ななどど、、身身近近ににああるる自自然然やや歴歴史史、、農農業業、、食食ななどど多多様様なな資資源源をを対対象象にに、、

市市民民ととととももにに磨磨ききををかかけけ観観光光にに取取りり組組んんででききままししたた。。そそししてて、、新新たたにに「「将将棋棋ののままちち」」ににもも力力をを入入れれてていいまますす。。

今今回回はは、、市市長長様様、、酒酒造造会会社社、、カカフフェェ経経営営者者、、ホホテテルル経経営営者者、、観観光光協協会会ななどど民民間間ののキキーーパパーーソソンンががそそろろっってて、、高高
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槻槻観観光光のの魅魅力力やや今今後後のの可可能能性性ににつついいてて語語りり合合いい、、大大変変盛盛りり上上ががりりままししたた。。【【ププロロググララムム詳詳細細】】●●第第１１部部：：市市内内

見見学学（（エエククススカカーーシショョンン））99::3300～～1122::0000  ○○集集合合：：JJRR  高高槻槻駅駅観観光光案案内内所所前前（（１１））関関西西将将棋棋会会館館建建設設予予定定地地（（２２））

今今城城塚塚古古墳墳公公園園・・今今城城塚塚古古代代歴歴史史館館（（３３））安安満満遺遺跡跡公公園園（（４４））JJRR  高高槻槻駅駅周周辺辺でで解解散散。。●●第第２２部部（（シシンンポポジジウウムム））

1144::0000～～1166::0000  〇〇基基調調講講演演  高高槻槻市市長長  濱濱田田剛剛史史氏氏。。〇〇パパネネルルデディィススカカッッシショョンン＜＜パパネネララーー＞＞石石井井清清祐祐氏氏（（清清鶴鶴

酒酒造造株株式式会会社社  代代表表取取締締役役社社長長））、、平平形形直直美美氏氏（（キキャャンンププギギアア＆＆カカフフェェベベーースス  オオーーナナーー））、、桝桝一一隆隆治治氏氏（（株株式式会会

社社アアベベスストトココーーポポレレーーシショョンン  取取締締役役副副社社長長））、、北北  建建夫夫氏氏（（公公益益社社団団法法人人高高槻槻市市観観光光協協会会  事事務務局局長長））＜＜ココーーデデ

ィィネネーータタ＞＞  小小長長谷谷  一一之之氏氏（（日日本本観観光光研研究究学学会会関関西西支支部部長長、、大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院教教授授））【総括】会場からも活発

な提案もあり、１）たかつき観光大使である「高槻やよい」や、安満遺跡公園が鉄道スポットになっているこ

となど、高槻にある個別のテーマを活かしたファンコミュニティをもっとつくっていこう、２）市内の東側に

ある安満遺跡公園で古代米を生産し、それを市内の西側にある酒蔵と協力してオリジナルのお酒をつくるなど

取組をやってみてはどうか、３）市内で定番のハイキングコースをいくつかつくって、案内するガイドツアー

を行ってはどうか、などの意見がありました。最後に３点をまとめとして提言しました。１）「市民力のまちな

のでニューツーリズム」２）「ワーケーションやヘルスツーリズム」３）「今後の課題は回遊性」今回は盛況で

した。市役所および関係団体のみなさまのご協力に深く感謝申し上げます。（文責：原田弘之） 

  

  

５５．．支支部部活活動動３３「「観観光光学学研研究究部部会会」」  
（（１１））第第１１回回観観光光学学研研究究部部会会  【【日日時時】】２２００２２１１年年１１００月月２２６６日日（（火火））2200：：0000～～【【会会場場】】オオンンラライインン（（ZZoooomm））

【【テテーーママ】】「「ココロロナナ禍禍ににおおけけるる旅旅行行者者のの観観光光地地再再訪訪問問意意向向とと社社会会的的ココスストト：：観観光光地地イイメメーージジとと旅旅行行不不安安のの観観点点かか

らら」」【【講講師師】】増増田田  央央（（まますすだだ  ひひささしし））氏氏（（京京都都大大学学経経営営管管理理大大学学院院  特特定定講講師師））。。  
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研研究究学学会会関関西西支支部部事事務務局局長長  松松田田充充史史（（大大阪阪成成蹊蹊大大学学経経営営学学部部  教教授授））。。〇〇パパネネリリスストト：：国国土土交交通通省省近近畿畿運運輸輸局局

観観光光部部長長  角角谷谷敬敬二二郎郎氏氏。。公公益益社社団団法法人人 22002255 年年日日本本国国際際博博覧覧会会協協会会  戦戦略略事事業業部部審審議議役役  檜檜垣垣  亨亨氏氏。。日日本本観観光光研研

究究学学会会元元会会長長・・大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院  客客員員教教授授  桑桑田田政政美美氏氏。。公公益益財財団団法法人人大大阪阪観観光光局局  ママーーケケテティィンンググ事事業業部部長長  

塩塩見見正正成成氏氏。。株株式式会会社社電電通通関関西西支支社社  メメデディィアア・・ビビジジネネススククリリエエーーシショョンン部部長長  戸戸田田慶慶太太郎郎氏氏。。WWAAKKAAZZOO  22002211 代代

表表／／東東京京医医科科歯歯科科大大学学医医学学部部医医学学科科 33 年年生生  木木島島優優美美氏氏。。大阪・関西再生の切り札として期待のかかる大阪・関

西万博について、「大阪・関西万博と観光 ＰＡＲＴⅡ～万博と観光復興のデザイン」と題し、専門家をお招き

し定例の第 18 回「関西から観光立国・立圏を考える」意見交換会を開催しました。関西では新型コロナウイル

スの感染拡大が続いており、引き続き十分な注意が必要とされていたため、今年度はオンラインにより、会員

にかかわらず、すべての方にご参加いただけることにしました。（文責：高田剛司） 

 

 

 

４４．．支支部部活活動動２２『『地地区区懇懇話話会会』』「「高高槻槻はは魅魅力力資資源源のの玉玉手手箱箱  「「観観光光」」ががままちちのの価価値値をを高高めめるる

－－関関西西のの「「中中央央都都市市」」ととししてて、、高高槻槻ののめめざざすす「「観観光光」」をを考考ええるる－－」」（（主主催催：：日日本本観観光光研研究究学学

会会関関西西支支部部主主催催、、後後援援：：高高槻槻市市、、高高槻槻商商工工会会議議所所、、（（公公社社））高高槻槻市市観観光光協協会会、、協協力力：：ホホテテルル

アアベベスストトググラランンデデ高高槻槻））  
【【日日時時】】２２００２２２２年年３３月月２２００日日（（日日））99::3300 集集合合～～エエククススカカーーシショョンン、、1144::0000～～基基調調講講演演・・シシンンポポジジウウムム【【会会場場】】

ホホテテルルアアベベスストトググラランンデデ高高槻槻（（ＪＪＲＲ高高槻槻駅駅前前北北口口））★★「「地地区区懇懇話話会会ととはは？？」」日日本本観観光光研研究究学学会会のの関関西西支支部部でで毎毎

年年、、自自治治体体とと連連携携すするる地地域域大大会会でですす。。近近年年「「定定住住人人口口だだけけででななくく交交流流人人口口へへもも注注目目」」とといいうう政政策策でで一一般般的的なな住住

宅宅都都市市やや産産業業都都市市ででもも観観光光都都市市をを目目指指すすととこころろがが増増ええててききてておおりり、、ここれれままでで堺堺市市（（22001166 年年度度））、、池池田田市市（（22001177
年年度度））、、河河内内長長野野市市（（22001188 年年度度））、、尼尼崎崎市市（（22002200 年年度度））とと応応援援しし、、22002211 年年度度はは高高槻槻市市でで開開催催すするるここととににななりり

ままししたた。。高高槻槻市市でではは、、ここれれままでで、、今今城城塚塚古古墳墳やや安安満満遺遺跡跡ななどど歴歴史史資資源源のの魅魅力力的的なな公公園園化化、、摂摂津津峡峡のの活活性性化化、、体体

験験交交流流型型観観光光ででああるる「「オオーーププンンたたかかつつきき」」ななどど、、身身近近ににああるる自自然然やや歴歴史史、、農農業業、、食食ななどど多多様様なな資資源源をを対対象象にに、、

市市民民ととととももにに磨磨ききををかかけけ観観光光にに取取りり組組んんででききままししたた。。そそししてて、、新新たたにに「「将将棋棋ののままちち」」ににもも力力をを入入れれてていいまますす。。

今今回回はは、、市市長長様様、、酒酒造造会会社社、、カカフフェェ経経営営者者、、ホホテテルル経経営営者者、、観観光光協協会会ななどど民民間間ののキキーーパパーーソソンンががそそろろっってて、、高高
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（（２２））第第２２回回観観光光学学研研究究部部会会  【【日日時時】】２２００２２１１年年１１１１月月３３００日日（（火火））2200：：0000～～【【会会場場】】オオンンラライインン（（ZZoooomm））

【【テテーーママ】】「「ココロロナナとと捕捕鯨鯨とと観観光光とと――アアイイススラランンドドのの事事例例よよりり――」」【【講講師師】】浜浜口口  尚尚（（ははままぐぐちち  ひひささしし））氏氏（（園園

田田学学園園女女子子大大学学短短期期大大学学部部  名名誉誉教教授授））。。  

  
６６．．支支部部活活動動４４「「観観光光ササロロンン」」  
（（１１））第第１１回回観観光光ササロロンン  【【日日時時】】２２００２２１１年年１１２２月月２２８８日日（（火火））2200：：0000～～【【会会場場】】オオンンラライインン（（ZZoooomm））【【テテ

ーーママ】】「「地地方方のの小小規規模模旅旅館館のの生生存存戦戦略略とと旅旅館館のの人人材材育育成成」」【【講講師師】】石石坂坂大大輔輔（（いいししざざかかだだいいすすけけ））氏氏（（株株式式会会社社

ヤヤドドロロクク  代代表表取取締締役役））株式会社ヤドロクが所有する 3 軒の旅館を事例に、ニッチな分野に特化することで差

別化を図り価格競争に巻き込まれない戦略の話と、大学生向けインターンシップ、および社会人向け「旅館

MBA」講座から読み解く旅館の人材育成方法をお話しいただきました。 

 

７７．．支支部部活活動動５５『『中中四四国国現現地地研研修修会会』』「「大大洲洲・・内内子子研研修修」」  

【【会会場場】】仁仁淀淀川川流流域域【【日日時時】】２２００２２２２年年２２月月２２４４日日（（木木））～～２２５５日日（（金金））。。〇〇現現地地集集合合：：22 月月 2244 日日（（木木））1122::1100、、

JJRR 伊伊予予大大洲洲駅駅、、〇〇現現地地解解散散：：22 月月 2255 日日（（金金））1155::3300、、JJRR 内内子子駅駅。。★★「「中中四四国国研研修修会会ととはは？？」」日日本本観観光光研研究究学学会会

関関西西支支部部でではは、、中中四四国国地地域域のの観観光光政政策策担担当当者者ととのの意意見見交交換換やや中中四四国国地地域域のの会会員員のの参参加加をを念念頭頭にに、、中中四四国国会会員員をを

舞舞台台ととししたた研研修修会会をを開開催催ししてていいまますす。。22001144 年年度度はは太太平平洋洋岸岸のの高高知知県県（（黒黒潮潮町町のの砂砂浜浜美美術術館館））、、22001166 年年度度はは瀬瀬

戸戸内内・・四四国国側側のの愛愛媛媛県県（（三三津津浜浜地地区区・・道道後後温温泉泉））、、22001177 年年度度はは瀬瀬戸戸内内・・中中国国側側のの広広島島県県（（尾尾道道市市のの町町家家再再生生、、

千千光光寺寺山山かかららのの坂坂ののままちち、、ししままななみみ海海道道等等））、、22001188 年年度度はは日日本本海海側側のの鳥鳥取取・・倉倉吉吉・・由由良良エエリリアア、、22001199 年年度度はは

四四国国・・徳徳島島県県内内陸陸部部のの「「ににしし阿阿波波、、三三好好市市、、祖祖谷谷渓渓観観光光圏圏」」（（アアレレッッククススカカーーのの宿宿））、、22002200 年年度度はは高高知知県県のの「「仁仁

淀淀川川流流域域」」（（日日本本一一のの清清流流「「仁仁淀淀ブブルルーー」」でで有有名名））でで開開催催ししててききままししたた。。第第７７回回目目のの愛愛媛媛回回はは、、当当初初 22002211 年年 88

月月のの実実施施をを予予定定ししてておおりりままししたたがが、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの感感染染拡拡大大にに伴伴いい今今年年のの 22 月月にに延延期期ししてて実実施施いいたたししまま

ししたた。。地地域域外外ののリリノノベベーーシショョンンがが得得意意なな企企業業とと協協働働しし、、直直ししすすぎぎなないい古古民民家家再再生生でで地地域域づづくくりりをを行行っってていいるる大大

洲洲とと、、伝伝統統物物建建造造物物保保存存地地区区をを中中心心ととししたた観観光光ままちちづづくくりりがが古古くくかからら注注目目さされれてていいるる内内子子をを 11 泊泊 22 日日のの行行程程でで

訪訪れれままししたた。。●●行行程程概概要要【【１１日日目目】】22 月月 2244 日日（（木木））1122::1100  伊伊予予大大洲洲駅駅集集合合。。タタククシシーーでで大大洲洲城城へへ。。大大洲洲肱肱南南地地

区区視視察察（（徒徒歩歩））：：大大洲洲城城（（キキャャッッススルルスステテイイ））。。古古いい町町並並のの肱肱南南地地区区。。茶茶のの湯湯文文化化のの臥臥龍龍山山荘荘。。NNIIPPPPOONNIIAAHHOOTTEELL

大大洲洲城城下下町町。。1144::3300 意意見見交交換換会会（（NNIIPPPPOONNIIAAHHOOTTEELL  いいづづみみやや TTUUNNEE 棟棟））【【２２日日目目】】22 月月 2255 日日（（金金））99::0000  JJRR 内内子子
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駅駅集集合合。。99::1155  内内子子町町職職員員のの方方よよりり説説明明とと意意見見交交換換会会。。1100::1155  ガガイイドドのの案案内内ににてて重重要要伝伝統統物物建建造造物物保保存存地地区区ででああ

るる町町並並みみをを視視察察（（徒徒歩歩））。。1122::0000  蕎蕎麦麦つつみみ草草料料理理「「下下芳芳我我邸邸」」ににてて昼昼食食。。1133::0000 石石畳畳地地区区視視察察（（石石畳畳のの宿宿、、清清

流流園園等等））。。1155::3300  JJRR 内内子子駅駅でで解解散散。。大洲での意見交換会は、大洲の DMO のキタ・マネジメント様やお城ステイ

や分散型ホテルの運営に携わるバリューマネジメント様、大洲市の商工観光部の皆様にご参加いただき、大変

活発な議論がおこなわれました。また、内子町では内子町役場の方や石畳地区でのまちづくりに携わる代表者

の方との意見交換を行いました。受け入れ先の皆様のご協力により、たいへん実り多い研修が実施でき無事終

了することができました。ここにあらためて、関係の皆様に深く感謝を申し上げます。（文責：五嶋俊彦）  

 

 

 

 

 
８８．．支支部部活活動動６６  関関西西支支部部幹幹事事会会開開催催記記録録（（２２００２２１１年年度度））  
 第１回 ２０２１年４月２７日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
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（（２２））第第２２回回観観光光学学研研究究部部会会  【【日日時時】】２２００２２１１年年１１１１月月３３００日日（（火火））2200：：0000～～【【会会場場】】オオンンラライインン（（ZZoooomm））

【【テテーーママ】】「「ココロロナナとと捕捕鯨鯨とと観観光光とと――アアイイススラランンドドのの事事例例よよりり――」」【【講講師師】】浜浜口口  尚尚（（ははままぐぐちち  ひひささしし））氏氏（（園園

田田学学園園女女子子大大学学短短期期大大学学部部  名名誉誉教教授授））。。  

  
６６．．支支部部活活動動４４「「観観光光ササロロンン」」  
（（１１））第第１１回回観観光光ササロロンン  【【日日時時】】２２００２２１１年年１１２２月月２２８８日日（（火火））2200：：0000～～【【会会場場】】オオンンラライインン（（ZZoooomm））【【テテ

ーーママ】】「「地地方方のの小小規規模模旅旅館館のの生生存存戦戦略略とと旅旅館館のの人人材材育育成成」」【【講講師師】】石石坂坂大大輔輔（（いいししざざかかだだいいすすけけ））氏氏（（株株式式会会社社

ヤヤドドロロクク  代代表表取取締締役役））株式会社ヤドロクが所有する 3 軒の旅館を事例に、ニッチな分野に特化することで差

別化を図り価格競争に巻き込まれない戦略の話と、大学生向けインターンシップ、および社会人向け「旅館

MBA」講座から読み解く旅館の人材育成方法をお話しいただきました。 

 

７７．．支支部部活活動動５５『『中中四四国国現現地地研研修修会会』』「「大大洲洲・・内内子子研研修修」」  

【【会会場場】】仁仁淀淀川川流流域域【【日日時時】】２２００２２２２年年２２月月２２４４日日（（木木））～～２２５５日日（（金金））。。〇〇現現地地集集合合：：22 月月 2244 日日（（木木））1122::1100、、

JJRR 伊伊予予大大洲洲駅駅、、〇〇現現地地解解散散：：22 月月 2255 日日（（金金））1155::3300、、JJRR 内内子子駅駅。。★★「「中中四四国国研研修修会会ととはは？？」」日日本本観観光光研研究究学学会会

関関西西支支部部でではは、、中中四四国国地地域域のの観観光光政政策策担担当当者者ととのの意意見見交交換換やや中中四四国国地地域域のの会会員員のの参参加加をを念念頭頭にに、、中中四四国国会会員員をを

舞舞台台ととししたた研研修修会会をを開開催催ししてていいまますす。。22001144 年年度度はは太太平平洋洋岸岸のの高高知知県県（（黒黒潮潮町町のの砂砂浜浜美美術術館館））、、22001166 年年度度はは瀬瀬

戸戸内内・・四四国国側側のの愛愛媛媛県県（（三三津津浜浜地地区区・・道道後後温温泉泉））、、22001177 年年度度はは瀬瀬戸戸内内・・中中国国側側のの広広島島県県（（尾尾道道市市のの町町家家再再生生、、

千千光光寺寺山山かかららのの坂坂ののままちち、、ししままななみみ海海道道等等））、、22001188 年年度度はは日日本本海海側側のの鳥鳥取取・・倉倉吉吉・・由由良良エエリリアア、、22001199 年年度度はは

四四国国・・徳徳島島県県内内陸陸部部のの「「ににしし阿阿波波、、三三好好市市、、祖祖谷谷渓渓観観光光圏圏」」（（アアレレッッククススカカーーのの宿宿））、、22002200 年年度度はは高高知知県県のの「「仁仁

淀淀川川流流域域」」（（日日本本一一のの清清流流「「仁仁淀淀ブブルルーー」」でで有有名名））でで開開催催ししててききままししたた。。第第７７回回目目のの愛愛媛媛回回はは、、当当初初 22002211 年年 88

月月のの実実施施をを予予定定ししてておおりりままししたたがが、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの感感染染拡拡大大にに伴伴いい今今年年のの 22 月月にに延延期期ししてて実実施施いいたたししまま

ししたた。。地地域域外外ののリリノノベベーーシショョンンがが得得意意なな企企業業とと協協働働しし、、直直ししすすぎぎなないい古古民民家家再再生生でで地地域域づづくくりりをを行行っってていいるる大大

洲洲とと、、伝伝統統物物建建造造物物保保存存地地区区をを中中心心ととししたた観観光光ままちちづづくくりりがが古古くくかからら注注目目さされれてていいるる内内子子をを 11 泊泊 22 日日のの行行程程でで

訪訪れれままししたた。。●●行行程程概概要要【【１１日日目目】】22 月月 2244 日日（（木木））1122::1100  伊伊予予大大洲洲駅駅集集合合。。タタククシシーーでで大大洲洲城城へへ。。大大洲洲肱肱南南地地

区区視視察察（（徒徒歩歩））：：大大洲洲城城（（キキャャッッススルルスステテイイ））。。古古いい町町並並のの肱肱南南地地区区。。茶茶のの湯湯文文化化のの臥臥龍龍山山荘荘。。NNIIPPPPOONNIIAAHHOOTTEELL

大大洲洲城城下下町町。。1144::3300 意意見見交交換換会会（（NNIIPPPPOONNIIAAHHOOTTEELL  いいづづみみやや TTUUNNEE 棟棟））【【２２日日目目】】22 月月 2255 日日（（金金））99::0000  JJRR 内内子子
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 第２回 ２０２１年５月２５日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第３回 ２０２１年６月２２日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第４回 ２０２１年７月２７日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第５回 ２０２１年９月２８日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第６回 ２０２１年１０月２６日（火）19：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第７回 ２０２１年１１月３０日（火）19：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第８回 ２０２２年１２月２８日（火）19：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第９回 ２０２２年１月９日（土）15：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第１０回 ２０２２年２月８日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第１１回 ２０２２年３月８日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 
９９．．支支部部活活動動７７  ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」のの応応援援とと協協働働  
（（１１））ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」本本年年度度をを振振りり返返っってて（（理理事事長長挨挨拶拶））小小槻槻文文洋洋  
春のアルファ株による第 4 波、夏のデルタ株による第 5 波など、2021 年度も新型コロナウイルス感染症の流行

により一部活動が制限されました。それでも学生連絡協議会には龍谷大学を始め多くの皆さんの参加を得て、

秋の京都嵐山・円町での歴史文化体験、2 月の第 8 回学生研究発表会を実施できました。観光マネジメント講

座は昨年度同様 1 月のオンライン開催でしたが、今後はできるだけ対面での実施を探る予定です。2 年間の非

常時を経て、2022 年度が新たな飛躍の年になればと願います。 
（（２２））ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」本本年年度度をを振振りり返返っってて（（副副理理事事長長挨挨拶拶））松松田田充充史史  
2021 年度は WITH コロナの新しい観光を考えながら「第 16 回地域創造のための観光マネジメント講座」のオ

ンライン開講をはじめ、学生会員の活動活性化を図るための支援事業として「城崎温泉現地視察」、「歴史文化

体験」、「第 8 回学生研究発表会」の 3 事業をおこないました。今後も積極的な事業活動をおこないます。 
（（３３））ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」本本年年度度をを振振りり返返っってて（（副副理理事事長長挨挨拶拶））小小長長谷谷一一之之  
本年は１年間、コロナ禍の条件下でのＮＰＯ活動となりました。学生の安全のため万全を期して、感染がおち

ついた時期をねらって、例年の「歴史文化体験」と「城崎研修」を無事、現地開催できました。例年の「学生

研究発表会」はオンラインでしたが、7 大学 16 チームという多数の参加があり、優秀なものばかりで、学生の

自由な発想と活動力が本当に本会の誇りと思います。 
（（４４））第第１１６６回回「「地地域域創創造造ののたためめのの観観光光ママネネジジメメンントト講講座座」」のの開開催催（（今今年年ははオオンンラライインンでで３３日日間間））  
【【日日時時】】★★全全８８回回３３日日間間すすべべてて土土曜曜（（22002222 年年 11 月月 1155 日日・・2222 日日・・2299 日日））【【会会場場】】オオンンラライインン ZZoooomm。。【【ププロロググララ

ムム】】●●第第１１日日目目１１月月１１５５日日（（土土））【【スステテッッププ１１：：地地域域創創造造型型観観光光のの基基盤盤：：地地域域資資源源のの再再発発見見とと再再評評価価のの方方法法】】第第１１回回（（1133::0000

～～1144::1100））「「「「地地」」のの観観光光ととししててののエエココミミュューージジアアムム」」講講師師：：吉吉兼兼秀秀夫夫（（京京都都外外国国語語大大学学特特任任教教授授））。。第第２２回回（（1144::2200～～1155::3300））

「「見見ええなないい宝宝をを探探しし、、創創りりだだすすココンンテテンンツツツツーーリリズズムム」」講講師師：：原原一一樹樹（（京京都都外外国国語語大大学学教教授授））。。第第３３回回（（1155::4400～～1166::5500））「「顧顧

客客とと地地域域人人材材ののママーーケケテティィンンググ」」講講師師：：森森山山正正（（大大阪阪観観光光大大学学特特命命教教授授））。。●●第第２２日日目目１１月月２２２２日日（（土土））【【スステテッッププ２２：：地地域域

創創造造型型観観光光のの計計画画：：地地域域資資源源のの観観光光へへのの活活用用方方法法】】第第４４回回（（1133::0000～～1144::1100））「「ヘヘルルススツツーーリリズズムムとと地地域域創創造造」」講講師師：：辻辻本本千千

春春（（流流通通科科学学大大学学教教授授））。。第第５５回回（（1144::2200～～1155::3300））「「観観光光ママネネジジメメンントトととままちちづづくくりりのの計計画画」」講講師師：：小小阪阪昌昌裕裕（（地地域域計計画画建建築築

研研究究所所主主幹幹））。。第第６６回回（（1155::4400～～1166::5500））「「ププロロモモーーシショョンンととイイベベンントトのの活活用用方方法法」」講講師師：：桑桑田田政政美美（（大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院客客員員

教教授授））。。●●第第３３日日目目１１月月２２９９日日（（土土））【【スステテッッププ３３：：地地域域創創造造型型観観光光のの運運営営：：事事業業継継続続のの方方法法】】第第７７回回（（1133::0000～～1144::1100））「「事事

業業推推進進ののたためめのの制制度度のの活活用用とと資資金金のの調調達達」」講講師師：：金金井井萬萬造造（（立立命命館館大大学学客客員員教教授授））。。第第８８回回（（1144::2200～～1155::3300））「「地地域域創創造造型型観観

光光ののママネネジジメメンントト～～成成功功事事例例かかららみみるる７７つつのの原原則則～～」」講講師師：：小小長長谷谷一一之之（（大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院教教授授））。。  

（（５５））学学生生連連絡絡協協議議会会（（学学連連協協））のの応応援援  
１１））観観光光力力ネネッットト・・学学連連協協「「城城崎崎日日帰帰りり研研修修」」【実施日】２０２１年７月１８日（日）【参加人数】学生１３名

＋同行理事。●スケジュール（１）12:00 JR 城崎駅 集合 到着後、城崎温泉のミニツアーを学連協側で実施（昼
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 ７ 

食は集合までに各自済ませる）（２）13:00 頃、旅館施設の見学と旅館で働いている方からの仕事の内容の説明

と意見交換会（西村屋招月庭）（３）15:00 頃、城崎国際アートセンターの見学と説明（４）16:00 頃、自由散

策（グループに分かれて行動）（５）17:00 頃、JR 城崎駅 解散。（文責：五嶋俊彦） 

 

２２））観観光光力力ネネッットト・・学学連連協協「「【【歴歴史史・・文文化化体体験験】】秋秋のの嵐嵐山山散散策策＆＆和和紙紙ああかかりり作作りり体体験験ツツアアーー」」（（京京都都：：嵐嵐山山・・円円

町町））【実施日】２０２１年１０月３０日（土）10:30～16:00【参加大学】関西国際大学、神戸国際大学、龍谷大

学（５０音順）【参加人数】学生１２名【当日の行程】（１）10：30 嵐山駅集合（２）集合後徒歩で野宮神社・

竹林の小径を散策後、自由行動（３）13：30 昼食後、円町へ移動（４）14：00 和紙あかり手作り体験（＠

あかりデザイン工房）（５）16：00 現地解散。（文責：高根沢均） 

 

３３））学学生生研研究究発発表表会会【実施日】２０２２年２月１１日（水）12：30～18：30【会場】オンライン【概要】観光

力推進ネットワーク関西学生連絡協議会に所属する学生が１年間研究した成果を発表しあう発表会です。オン

ラインでしたが多数の参加があり熱のこもった発表が続きました。参加は１６チーム、７大学でした【参加】

大阪観光大学、大阪成蹊大学、関西国際大学、京都外国語大学、神戸国際大学、阪南大学、流通科学大学。 
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 ６ 

 第２回 ２０２１年５月２５日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第３回 ２０２１年６月２２日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第４回 ２０２１年７月２７日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第５回 ２０２１年９月２８日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第６回 ２０２１年１０月２６日（火）19：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第７回 ２０２１年１１月３０日（火）19：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第８回 ２０２２年１２月２８日（火）19：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第９回 ２０２２年１月９日（土）15：00～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第１０回 ２０２２年２月８日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 第１１回 ２０２２年３月８日（火）19：30～ 会場：オンライン（Zoom） 
 
９９．．支支部部活活動動７７  ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」のの応応援援とと協協働働  
（（１１））ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」本本年年度度をを振振りり返返っってて（（理理事事長長挨挨拶拶））小小槻槻文文洋洋  
春のアルファ株による第 4 波、夏のデルタ株による第 5 波など、2021 年度も新型コロナウイルス感染症の流行

により一部活動が制限されました。それでも学生連絡協議会には龍谷大学を始め多くの皆さんの参加を得て、

秋の京都嵐山・円町での歴史文化体験、2 月の第 8 回学生研究発表会を実施できました。観光マネジメント講

座は昨年度同様 1 月のオンライン開催でしたが、今後はできるだけ対面での実施を探る予定です。2 年間の非

常時を経て、2022 年度が新たな飛躍の年になればと願います。 
（（２２））ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」本本年年度度をを振振りり返返っってて（（副副理理事事長長挨挨拶拶））松松田田充充史史  
2021 年度は WITH コロナの新しい観光を考えながら「第 16 回地域創造のための観光マネジメント講座」のオ

ンライン開講をはじめ、学生会員の活動活性化を図るための支援事業として「城崎温泉現地視察」、「歴史文化

体験」、「第 8 回学生研究発表会」の 3 事業をおこないました。今後も積極的な事業活動をおこないます。 
（（３３））ＮＮＰＰＯＯ法法人人「「観観光光力力推推進進ネネッットトワワーークク・・関関西西」」本本年年度度をを振振りり返返っってて（（副副理理事事長長挨挨拶拶））小小長長谷谷一一之之  
本年は１年間、コロナ禍の条件下でのＮＰＯ活動となりました。学生の安全のため万全を期して、感染がおち

ついた時期をねらって、例年の「歴史文化体験」と「城崎研修」を無事、現地開催できました。例年の「学生

研究発表会」はオンラインでしたが、7 大学 16 チームという多数の参加があり、優秀なものばかりで、学生の

自由な発想と活動力が本当に本会の誇りと思います。 
（（４４））第第１１６６回回「「地地域域創創造造ののたためめのの観観光光ママネネジジメメンントト講講座座」」のの開開催催（（今今年年ははオオンンラライインンでで３３日日間間））  
【【日日時時】】★★全全８８回回３３日日間間すすべべてて土土曜曜（（22002222 年年 11 月月 1155 日日・・2222 日日・・2299 日日））【【会会場場】】オオンンラライインン ZZoooomm。。【【ププロロググララ

ムム】】●●第第１１日日目目１１月月１１５５日日（（土土））【【スステテッッププ１１：：地地域域創創造造型型観観光光のの基基盤盤：：地地域域資資源源のの再再発発見見とと再再評評価価のの方方法法】】第第１１回回（（1133::0000

～～1144::1100））「「「「地地」」のの観観光光ととししててののエエココミミュューージジアアムム」」講講師師：：吉吉兼兼秀秀夫夫（（京京都都外外国国語語大大学学特特任任教教授授））。。第第２２回回（（1144::2200～～1155::3300））

「「見見ええなないい宝宝をを探探しし、、創創りりだだすすココンンテテンンツツツツーーリリズズムム」」講講師師：：原原一一樹樹（（京京都都外外国国語語大大学学教教授授））。。第第３３回回（（1155::4400～～1166::5500））「「顧顧

客客とと地地域域人人材材ののママーーケケテティィンンググ」」講講師師：：森森山山正正（（大大阪阪観観光光大大学学特特命命教教授授））。。●●第第２２日日目目１１月月２２２２日日（（土土））【【スステテッッププ２２：：地地域域

創創造造型型観観光光のの計計画画：：地地域域資資源源のの観観光光へへのの活活用用方方法法】】第第４４回回（（1133::0000～～1144::1100））「「ヘヘルルススツツーーリリズズムムとと地地域域創創造造」」講講師師：：辻辻本本千千

春春（（流流通通科科学学大大学学教教授授））。。第第５５回回（（1144::2200～～1155::3300））「「観観光光ママネネジジメメンントトととままちちづづくくりりのの計計画画」」講講師師：：小小阪阪昌昌裕裕（（地地域域計計画画建建築築

研研究究所所主主幹幹））。。第第６６回回（（1155::4400～～1166::5500））「「ププロロモモーーシショョンンととイイベベンントトのの活活用用方方法法」」講講師師：：桑桑田田政政美美（（大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院客客員員

教教授授））。。●●第第３３日日目目１１月月２２９９日日（（土土））【【スステテッッププ３３：：地地域域創創造造型型観観光光のの運運営営：：事事業業継継続続のの方方法法】】第第７７回回（（1133::0000～～1144::1100））「「事事

業業推推進進ののたためめのの制制度度のの活活用用とと資資金金のの調調達達」」講講師師：：金金井井萬萬造造（（立立命命館館大大学学客客員員教教授授））。。第第８８回回（（1144::2200～～1155::3300））「「地地域域創創造造型型観観

光光ののママネネジジメメンントト～～成成功功事事例例かかららみみるる７７つつのの原原則則～～」」講講師師：：小小長長谷谷一一之之（（大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院教教授授））。。  

（（５５））学学生生連連絡絡協協議議会会（（学学連連協協））のの応応援援  
１１））観観光光力力ネネッットト・・学学連連協協「「城城崎崎日日帰帰りり研研修修」」【実施日】２０２１年７月１８日（日）【参加人数】学生１３名

＋同行理事。●スケジュール（１）12:00 JR 城崎駅 集合 到着後、城崎温泉のミニツアーを学連協側で実施（昼
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 ８ 

（（写写真真））４４．．支支部部活活動動２２『『地地区区懇懇話話会会』』「「高高槻槻はは魅魅力力資資源源のの玉玉手手箱箱」」  

 

 
（（写写真真））７７．．支支部部活活動動５５『『中中四四国国現現地地研研修修会会』』「「大大洲洲・・内内子子研研修修」」  
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