今こそチャレンジ！国への政策、事業計画書策定ができる知識を習得
令和4 年度 福井県観光アカデミー

地域マネジメントコース

受講生募集
令和

4 年 8月開講

福井県の観光振興をめざして！
地域課題解決の政策立案・事業計画書策定プログラム
本コースのポイント
POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

地域の現状を
分析・理解できる

「事業策定」の
フレームがわかる

「事業計画」を
プレゼンテーション

観光振興に向き合う
仲間ができる

講義外での
個別指導

1

2

地域の現状を理解、地域
資源を発掘するために必
要な地域マネジメントの
知識、手法をお伝えいた
します。

3

観光マーケティングの知
識をベースに、政策・事
業計画策定方法を学んで
いただきます。

4

観光地域に携わる事業者
の方との前で、研修の集
大成として最終発表をし
ます。

コース概要

北陸新幹線の福井・敦賀開業や中部縦貫自動車道の県内全線開通

グループ課題への取り組
みや、ビジネスチャットで
のコミュニケ ーションな
ど、受講生同士や講師と
のつながりができます。

株式会社ビズユナイテッド
株式会社プレミアムエクスペリエンス
代表取締役

の解決につながるイノベーションを創出することが重要です。

宮口 直人氏

「地域マネジメントコース」
は、
地域をマネジメントしていくスキル、

観光マーケティングの知識を習得し、
観光振興に関する政策・事業計

画をブラッシュアップしていく実践的な研修です。

長年、
福井県観光アカデミーにて講師を務めている、
株式会社ビズ

講師
■ プロフィール

学長紹介
学長

株式会社JTB相談役

田川 博己 氏

株式会社日本交通公社
（現JTB)で国内・海外の旅行企画、
マーケティング、
全社店舗展開、
広告宣伝等を担当。
自治
体観光アドバイザーとして全国各地の地域活性化に取り
組むと同時に観光産業に関わる人材育成に力を注いでい
る。2008年代表取締役社長、2014年代表取締役会長、
2020年6月取締役相談役を経て、
2022年7月より現職。

６回 の 講義と３回 の 個別
指 導 の カリキュラ ム で、
地域マネジメントへの理
解が深まるよう丁寧に講
師がサポートいたします。

講師紹介

など、
福井県が“大きなチャンス”を迎える今、
新しい視点で地域課題

ユナイテッド代表取締役 宮口氏が講義をいたします。

5

●和歌山大学
国際観光学研究センター 客員特別研究員
●神田外語大学
非常勤講師
（キャリア教育、
企業分析担当）
●東京国際大学
客員講師（観光学、
観光インバウンド担当）
●経営学修士
（MBA）
会計学専攻

株式会社ジェイティービーでの勤務を経て、
オーストラリアでMBAを取得。
2009年よ
り経営コンサルタント、
講師職として、
旅館・ホテルの再生事業や地域活性化プロジェ
クト、
観光人材育成等の領域に携わる傍ら、
信州高山温泉郷で旅館経営をしている。

■ 地域活性化に関する主な実績

旅館再生支援事業
（神奈川県箱根町旅館）
観光施設指定管理者における経営・プロモーション支援
（群馬県観光施設）
宿泊施設の立ち上げ〜経営支援
（山梨県宿泊施設）
観光産業を担う中核人財育成講座
（観光庁）
インバウンドセミナー （日本政府観光局）

お問合せ

福井県観光アカデミー事務局（㈱JTBコミュニケーションデザイン内）

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビル12階 Mail：fukuikankoacademy@jtbcom.co.jp

主催：公益社団法人福井県観光連盟

共催：福井県

コース詳細、
お申込み方法は裏面へ

令和4 年度福井県観光アカデミー地域マネジメントコース
観光政策の立案や、地域課題の解決に向けた事業計画の策定に向けて必要なスキル・知識を習得する

目的
ゴール

○地域マネジメントのスキルを身につける

○地域課題解決を実現する政策案・事業計画書を国に提出できるレベルで作成する

令和4年度カリキュラム（講義6回・個別フォロー面談3回）
回／日時／時間

第1回

8月31日（水）

講 義
対面講義

13:00〜18:00

個別フォロー面談

・学長講義 ㈱JTB相談役 田川 博己氏
・講義
「地域マネジメント①現状把握、
地域資源の
発掘と資源化、
地域ビジョン、
等」
※第1回は
「観光ビジネス創造コース」
と合同開催です。

第2回

9月下旬

13：00〜17：00

オンライン ・事前課題に関する全体フィードバック
・講義
「地域マネジメント②観光に関する組織・役割・
講義

講師面談

９月中旬〜（オンライン）

講師面談

11月上旬〜（オンライン）

講師面談

１月初旬〜中旬までに実施予定（対面or

①

ステークホルダー理解、
観光振興計画の理解、
事業計画策定にむけたデータ収集」

課題の共有、
理解。
政策・解決法の方向性の検討
政策立案の進め方について

DMOに関する書籍の熟読とレポート課題
第3 回

10月下旬

13：00〜17：00

対面講義

・講義
「観光マーケティング①観光マーケティング基本
（観光マーケティングのフレームワーク）
、
DMO研究」
政策・事業計画書の提出

第 4回

第5回

第6回

11月下旬

13：00〜17：00

12月下旬

13：00〜17：00

1月20日（金）
10：00〜16：00

②

政策・事業計画書案へのフィードバック

「観光マーケティング②観光マーケティングの基本
オンライン ・講義
講義
（カスタマージャーニー）
、
デジタルマーケティング」
対面講義

対面講義

・講義
「観光マーケティング③
マーケティング戦略の評価
（KGIとKPI）
」
・最終発表準備

③

・政策・事業計画案の最終発表
・修了書授与

オンライン）
最終発表にむけた政策・事業計画

書案へのフィードバック

講師面談

※日時、時間、テーマは変更になる場合があります。※上記講義以外に自主的なグループミーティングを行っていただくことを想定しています。

実施要項

開講期間

令和4年 8月下旬〜令和 5 年1月下旬

（講義６回・個別
※講義に3分の2以上出席した方を修了者と認定します。
フォロー面談３回）

※最終発表会にむけて、
開催日以外でもグループワーク等の時間の
確保が必要となります。

受講対象者

観光に関する政策を自ら立案し、実現したいと考
える自治体職員等、
自らの地域や組織の課題を解
決したいと考える観光協会、
DMO職員、
その他、
地
域の観光振興に携わる者もしくは興味を持つ者
※一般公募によるお申込みの方および福井県内の市町や観光団
体からの推薦のあった方から選考いたします。

申込の流れ

●申込方法

受講希望者は、
福井県ホームページ（右記HPアドレスもしく
はQRコード）
から令和４年度福井県観光アカデミー受講
申込書（様式１）と地域分析シート（様式３）をダウンロード
して、
必要事項をご記入いただき、
Emailでお申し込み
ください。

●申込締め切り 令和4年8月12日㈮

※選考の結果については、
令和4年度8月中旬までにお申込みいただいた方
全員にお知らせします。

受講方法 ・講義（対面4回・オンライン2回）
・個別フォロー（対面1回・オンライン2回）

※新型コロナウイルスの感染状況等により、
オンライン講義に変更になる可
能性があります。
※オンライン講義は、
各自お持ちのPC等を利用いただき受講していただきます。

員

一般受講生

25名

受 講 料

一般受講生

3 万円（税込）※県外受講生は5万円（税込）

定

●申込先
福井県観光アカデミー事務局（㈱JTBコミュニケーションデザイン内）
Mail：fukuikankoacademy@jtbcom.co.jp
●申込メールについて

・メールタイトルに下記を入れてください。
【福井アカデミー申込】
地域マネジメントコース、
氏名
・添付がついていることを必ずご確認ください。
添付資料２種：受講申込書（様式１）
・地域分析シート（様式３）

［ WEBサイト ］

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankou/4academy.html

新たな観光ビジネス案の事業化を目指す
「観光ビジネス創造コース」
についても受講生募集中！詳しくは福井県観光連盟HPをご確認ください。

