
ＮＰＯ法人ツーリズム研究機構（旧、ツーリズム研究会）

巻・項目 題名 執筆者

スペシャルトーク
～１０市町の首長が語るツーリズム戦略の秘策～
この手があったか　地方の訪日客誘客策

内閣府クールジャパン地域プロデューサー／内閣府地域
活性化伝道師／ＮＰＯ法人ツーリズム研究機構副理事長
伊勢田博志氏

外国人宿泊客数、昨年対比倍増！
２０１５年より「パフォーミングアーツ・ツーリ
ズム」展開

兵庫県豊岡市長　中貝宗治氏

ブラックカード利用者が多いまち
質の高いサイクリング、クルージング、アート、
食、宿を追求

広島県尾道市長　平谷祐宏氏

２４時間眠らない街　関西の活性化、日本の観光
振興において重要なポジションとして躍進図る

大阪府泉佐野市長　千代松大耕氏

忍者のごとくどこよりも早い　スピード力を持っ
て観光振興に努め、多様な人材交流による活性化

三重県伊賀市長　岡本　栄氏

大型クルーズ船寄港を好機とする太平洋から世界
を見すえる 高知のインバウンド戦略

高知県高知市長　岡崎誠也氏

巡礼の道をキーワードに国内を越えたスピリチュ
アルツーリズム展開

和歌山県田辺市長　真砂充敏氏

丸岡城、北前船などの歴史と町人文化、豪商など
ノスタルジックな日本をアピール

福井県坂井市長　坂本憲男氏

テーマはエネルギーミックス「学びの変革」を先
導的に実践する学校「グローバルリーダー育成

広島県大崎上島町長　高田幸典氏

「和束茶源郷」「和束緑泉」など訪れた人々を元
気にさせる観光地作りに着手

京都府相楽郡和束町長　堀　忠雄氏

公共施設の宿泊利用も研究、農業の６次化にも挑
戦　「米」を中心とした外国人向けツーリズム企

広島県北広島町長　箕野博司氏

リック増田新著書「２０２０年オリンピック後勝
ち組になる日本のリゾート」ダイジェスト版

オフィス・マスダ代表／リゾートマーケティングコンサ
ルタント　　リック増田氏

地域創生（地方創生）とＮＰＯ法人ツーリズム研
究機構の役割

理事長　　中嶋邦弘氏

インバウンドによる地域活性策は伝統工芸が秘策 坂上英彦氏

インバウンドとＩＴＣ 高岡謙二氏
テレビを通して外国人にアピールするために知っ
ておくべきこと

岡野健将氏

折鶴で世界につながる～折鶴ツーリズムへの期待 望月　徹氏

産業ツーリズムで地域経済の振興を 高木英彦氏
音楽あふれる非日常のまちへようこそ！　～高槻
ジャズストリート～

北川潤一郎氏／クリス氏／真鍋宗一郎氏

世界無形文化遺産になったＷＡＳＨＯＫＵの力で
インバウンド需要を地域に取り込む

山本美穂子氏

京都（嵐山）でのおもてなしとインバウンド 長井喜美氏
１９００年の時を越えて、「橘」の伝統からお菓
子の新ジャンル「ヘルシー志向スイーツ」へ

池田　博氏

訪日客誘致に悩んでいる地域に朗報 副理事長　　伊勢田博司氏

●８号（２０１０年２月）

巻・項目 題名 執筆者

８巻頭言 中国の一粒の麦（故、林同春の願い） ツーリズム研究会代表／住野　昭

８特別稿 平成２２年　年頭のご挨拶 観光庁長官／本保　芳明

８特別稿 元気で安全安心な兵庫をめざして 兵庫県知事／井戸　敏三

８特別稿
人が集い、交流し、魅力あふれる観光交流都市の
実現に向けて

神戸市長／矢田　立郎

８論文 観光立国の実現に向けて 近畿運輸局　企画観光部長／平嶋　隆司

８論文 産業ツーリズムの現場から
近畿経済産業局　参事官（文化戦略担当）・サービス産
業室長／高木　英彦

８論文
私にとっての“夢の扉”となる“ＭＹ　ＧＯＡ
Ｌ”

㈱ジェイコム・ビジターズインダストリー研究所　客員
研究員・㈱インプリージョン　事業開発部長／母倉　修

８論文 日本文化の継承・発展・創造を目指して ＮＰＯ日本文化体験交流塾　理事長／米原　亮三

会誌『ツーリズム研究』論文等と執筆者（１号～９号）

●９号（２０１７年１月）
　　　　※週刊HOTERES別冊『Active　Japan　地方創生とMICE(PART.１）』に掲載
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８論文
ツーリズムの現場から＜車椅子でハワイへ＞～バ
リアフリーツーリズム（ユニバーサルツーリズ
ム）

Ｈ．Ｋ．リエゾン　代表／久光　定雄

８論文
「神戸学検定」を通じた街の魅力を発信する人づ
くり

神戸商工会議所　人材開発部長（神戸学検定委員会事務
局）／津田　佳久

８論文 ホスピタリティ・マインドを育てる ㈱グリーンヒルホテル　常務取締役

８論文 違いを超えて 神戸ＦＩＴセンター／曲尺　陽子

８論文 神戸におけるコンベンション誘致の現状と課題
（財）神戸国際観光コンベンション協会　コンベンショ
ン事業部誘致課長／徳岡　照雄

８論文 「ひょうごの偉人顕彰館」構想の提案
郷土史探訪ツーリズム研究所　代表、（財）ひょうご震
災記念２１世紀研究機構／中嶋　邦弘

８論文
下町から発信するニューツーリズム・インバウン
ド観光の可能性

下町レトロに首っ丈の会　隊長、建築・まちづくり事務
所状況設計室　代表／山下　香

８論文
ニューツーリズムに於ける観光ボランティアの意
義と可能性

（社）ひょうごツーリズム協会／矢島　正枝

●７号（２００９年２月）

巻・項目 題名 執筆者

７巻頭言
観光からニューツーリズムへ ～観光庁は変革の旗
手に成れるか～

ツーリズム研究会代表／住野　昭

７特別稿 平成２１年　年頭のご挨拶 観光庁長官／本保　芳明

７特別稿 新時代を拓く兵庫をめざす 兵庫県知事／井戸　敏三

７特別稿
デザインを生かした観光交流都市・神戸の発展に
向けて

神戸市長／矢田　立郎

７特別稿 「せとうち感動体験クルーズ」レポート （社）神戸経済同友会　常任幹事　　 奥井　秀樹

７特別稿 親愛なる友人の皆様へ 在オースオラリア総領事　　 マイケル・クリフトン

７特別稿 我が国におけるツーリズム振興への期待 兵庫県産業労働部長／中村　稔

７論文 近畿圏における観光振興について 近畿運輸局企画観光部長／吉田　晶子

７論文 ピンチの時こそ育てよう、ツーリズムの樹 （財）アジア太平洋観光交流センター部長／堀　清

７論文
「脱・コモディティ化」が救う日本旅館のマーケ
ティング～旅館プレミアムアウトレット「宿あそ
び」の試み～

（株）ツーリズム・マーケティング研究所主任研究員／
井門　隆夫

７論文
ホスピタリティ産業で活躍する人材育成を目指し
て！

大阪学院大学教授・ホスピタリティインダストリー研究
所副所長／杉原　淳子

７論文
ホテルのブランド戦略（ブランディング）への一
考察（戦略実行段階における部門長の役割・任務
とその重要性について）

武庫川女子大学非常勤講師／中村　光信

７論文 ２００８年に学ばせて頂いたこと 神戸ＦＩＴセンター／曲尺　陽子

７論文 納得！　「ホスピタリティ」の語源 地域活性化コーディネーター　 伊勢田　博志

７論文 ツーリズム政策と現場の声
(株)夢舞台・ウェスティンホテル淡路代表取締役社長／江
木　耕一

７論文
ツーリズムによる地域活性化 ～淡路島と小豆島の
比較から～

兵庫県教育委員会淡路教育事務所指導主事／投石　文子

７論文 魅力ある集客観光都市・神戸の推進に向けて
（財）神戸国際観光コンベンション協会会長／大麻　博
範

７論文
兵庫の魅力を丸ごと全国へ「あいたい兵庫デス
ティネーションキャンペーン」について

（社）ひょうごツーリズム協会（豊岡市研修派遣職員）
／川角　洋祐

７論文 外国人が興味を持つ兵庫の観光スポット
（社）ひょうごツーリズム協会　産業ツーリズムアドバ
イザー兼ＴＩＤ担当　　 荒木　茂顕

７論文 最大のツーリズム資源「世界遺産」をめざして （財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構／中嶋　邦弘

７論文 ツーリズム・トピックス 永田　二朗

●６号（２００８年２月）

巻・項目 題名 執筆者

６巻頭言
これからの日本の観光政策について ～観光立国推
進基本法のスタートをうけて～

ツーリズム研究会代表／住野　昭

６特別稿 観光立国の実現に向けて 国土交通大臣・観光立国担当大臣／冬柴　鐡三

６特別稿 元気で安全・安心な兵庫をめざして 兵庫県知事／井戸　敏三

６特別稿 観光交流都市・神戸のさらなる発展に向けて 神戸市長／矢田　立郎

６特別稿 石見銀山～世界遺産登録の意義 ユネスコ日本政府代表特命全権大使　　 近藤　誠一



６特別稿 神戸の魅力
プロクター・アンド・ギャンブル･ジャパン(株)／代表取
締役会長／ラヴイ・チヤタベテイ

６特別稿 天津中医薬大第一付属病院への旅をして 神戸新聞社地域活動局長／岩田　隆男

６論文 関西国際空港の現況とツーリズム振興施策
関西国際空港㈱お客様営業本部／航空営業部長／住田
弘之

６論文 私のビジネス旅の思い出 大阪学院大学外国語学部教授　　 松本　和朗

６論文 六甲山とツーリズム 神戸ＦＩＴセンター／曲尺　陽子

６論文 ｢ツーリズム振興｣に関して思うこと 前大阪商工会議所常務理事／松本　道弘

６論文 ツーリズム自問自答 ㈱夢舞台･ウェスティンホテル淡路　　 江木　耕一

６論文 地方分権の時代とツーリズム ㈱Ｈ．Ｋ．リエゾン代表取締役／久光　定雄

６論文
ニューツーリズムのリーダーとなれるか
｢産業ツーリズムの現状と将来｣

(社)ひょうごツーリズム協会／産業ツーリズムアドバイ
ザー／荒木　茂顕

６論文
もう一度訪れたい街・もう一度会いたい人～観光
ボランティアがツーリズムに与える影響～

(社)ひょうごツーリズム協会／ホスピタリティ担当主任／
矢島　正枝

６論文 ツーリズム振興に貢献する「ご当地検定」
（財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構　　 中嶋　邦
弘

６論文 大阪市での国際交流事業を振り返って 元大阪市市長室国際交流担当部長 ／木村　勇

６論文 ユニバーサル社会の実現を目指して
兵庫県健康生活部生活企画局ユニバーサル課長／岡崎
まゆみ

６論文
ツーリズム研究会は松下村塾たりうるか？～観光
からツーリズムヘ～

中野　弘昭

６論文 ツーリズム・トピックス 永田　二朗

●５号（２００７年２月）

巻・項目 題名 執筆者

５巻頭言
「２００１年とツーリズム」 ～２００１年の四つ
の出来事と、その関係についての一考察～

ツーリズム研究会代表　 住野　昭

５特別稿 安全・安心の国土づくりへ 国土交通大臣・観光立国担当大臣　　 冬柴　鐡三

５特別稿 元気ひょうごへ飛躍を 兵庫県知事／井戸　敏三

５特別稿 観光交流都市・神戸のさらなる発展に向けて 神戸市長／矢田　立郎

５特別稿 オーストラリアのツーリズム政策 ～新たな挑戦～ オーストラリア総領事　　 マイケル・クリフトン

５特別稿 留学生による諸交流の実態とツーリズムヘの影響
立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学ｱｼﾞｱ太平洋学部・大学院ｱｼﾞｱ太平
洋研究科教授　　 小方　昌勝

５特別稿 また行きたいモンゴル旅行
コニカミノルタホールディングス㈱名誉顧問／田嶋　英
雄

５特別稿 英国だより 名誉会員（前財大阪英国総領事）　　 ニール・フック

５論文 神戸と華商大会 神戸華僑総会名誉会長／林　同春

５論文 国際環境学習都市「水俣」への挑戦（中間報告）

ＮＰＯ水俣教育旅行プランニング／吉永　利夫
㈲サポート・エムツゥ／伊勢田　博志
京都嵯峨芸術大学教授／坂上　英彦
エクスポート・ジャパン㈱／高岡　謙二

５論文 兵庫県における中国からの誘客促進事業について 兵庫県観光政策課長／斎藤　邦雄

５論文
東播磨の新しいツーリズム ～豊かな水辺環境と歴
史文化、産業集積と 人間関係を生かして～

兵庫県東播磨県民局長／山田　一成

５論文 都市と農村を育むツーリズム （社）ひょうごツーリズム協会／専務理事／大西　信行

５論文
誰もが旅行できる社会を！ ～ユニバーサルデザイ
ンをめざして

㈱Ｈ．Ｋ，リエゾン代表取締役　 久光　定雄

５論文 産業遺産とツーリズム
（財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構･甲南大学／中
嶋　邦弘

５論文 人の心を養う自然と人々との出会との出会い 原田　明夫

５論文 神戸の外国人コミュニティが創設した機関等 マリスト国際学校理事長／フリッツ・レオンハート

５論文 地中海クルーズ船に乗って 嶋　雷堂

５論文 ツーリズム・トピックス 永田　二朗

●４号（２００６年２月）

巻・項目 題名 執筆者

４巻頭言 万博と産業ツーリズム ツーリズム研究会代表／住野　昭

４特別稿 兵庫の強みを生かす 兵庫県知事／井戸　敏三

４特別稿 神戸空港と観光交流都市・神戸 神戸市長／矢田　立郎

４特別稿 国際観光立国に向けて： 日本経団連の取組から （社）日本経済団体連合会産業本部／主事／森田　清隆



４特別稿
「ゆかりシリーズ」の制作とユビキタス実証実験
への挑戦

㈱ラジオ関西代表取締役社長　　 古川　潤

４論文 国際コンベンション・見本市・展示会について ㈱ジェイコム国際営業部長／辻　孝和

４論文 神戸での観光ボランティア活動について
ＮＰＯ法人ＫＯＢＥ観光ガイド／ボランティア／森山
芳子

４論文 神戸空港の進捗状況について 神戸市みなと総局／空港整備室誘致課長／香川　賢次

４論文 ユー・エス・ジェイのホスピタリティ ㈱ユー・エス・ジェー教育研究担当　 船木　優子

４論文 東京からの繰り言 兵庫県東京事務所長／西田　裕

４論文 瀬戸内海の動き出すツーリズム ツーリズム研究会代表／住野　昭

４論文 兵庫県ツーリズム施策の現状と課題
兵庫県産業労働部国際交流局／観光交流課主幹／前田
秀俊

４論文 外国人の見たビジット・ジャパン・キャンペーン
前英国在大阪総領事・ ツーリズム研究会名誉会員／ニー
ル・フック

４論文
外国人から見た日本の社会の変化を推進する 要因
としてのツーリズム

ネスレ日本㈱常務取締役／チルド製品事業部長／クレッ
グ・フラー

４論文 神戸空港を神戸観光の起爆剤に！ 神戸市生活文化観光局観光交流課長　 中瀬　俊明

４論文 神戸空港開港に備えて （社）ひょうごツーリズム協会事業課長　 渡漫　公章

４論文
郷土史ツーリズム ～「ネットワーク型“郷土史料
館”」 構想の提案

（財）２１世紀ヒューマンケア研究機構・甲南大学／中
嶋　邦弘

４論文 ツーリズム振興へ「７２歳の闘病記」 元日本観光学会副会長　　 故、井本　太郎

４論文 ツーリズム・トピックス 永田二朗

●３号（２００５年２月）

巻・項目 題名 執筆者

３巻頭言 小泉首相への提言 ツーリズム研究会代表／住野　昭

３特別稿 “美しい日本”をめざして
（財）阪神･淡路大震災記念協会理事長・前兵庫県知事
貝原　俊民

３論文 ビジツト･ジャパン･キャンペーンの意義と課題
(株)駅ﾚﾝﾀｶｰ･ｼｽﾃﾑ代表取締役社長・ (社)日本ツーリズム
産業団体連合会(ＴＩＪ) 訪日ツーリズム委員会委員／神
原　昭夫

３論文
ツーリズム業界～報われない努力（Selling
Tourism ～Hard Work,Little Appreciation）

(株)ニッポンリンク／パウル・ケンプフェン
（NIPPONLINK lnc.／ Paul Kaempfen）

３論文
日本のホテル総支配人と外国系ホテル総支配人の
違いについての研究ノート

京都ホスピタリティ研究所代表　　 友澤　弘

３論文
国際化の中でのホテル営業戦略（２）～バランス
ススコアカードの実践

ヒルトン大阪ｾｰﾙｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長　　 中村　光信

３論文 産業と観光の結び付けを考える ㈱ジェド日本環境ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ代表取締役　　 阿比留　勝利

３論文 新たな自然環境と新たなツーリズム 奈良県立大学地域創造学部教授　　 西田　正憲

３論文 ツーリズムとインターネット 情報基盤協議会地域情報化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　　 山本　誠次郎

３論文
「紀伊山地の霊場と参詣道｣世界遺産登録の 経済
波及効果は372億円

近畿経済産業局 総務企面部総務課広報係長　　八杉　訓
生

３論文
外国企業を誘致するためのマーケティング 戦略 ～
兵庫県とＰ＆Ｇの取り組み

Ｐ＆Ｇ・ファーイースト・インク／ｴｸｽﾀｰﾅﾙ･ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏ
ﾈｰｼﾞｬｰ　　 岩原　雅子

３論文
ものづくりの魅力を体験する｢ひょうごの産業
ツーリズム｣

兵庫県産業労働部国際交流局長　　 西田　裕

３論文
兵庫県国際交流～震災を超え、二十―世紀 国際社
会への貢献を目指して(国連ジャーナル誌からの転
載)

兵庫県知事／井戸　敏三

●２号（２００４年２月）

巻・項目 題名 執筆者

２巻頭言 観光からツーリズムへ ツーリズム研究会代表／住野　昭

２特別稿
講演記録「ヘリテージ・ツーリズム」
（HERITAGE　TOURISM）

在大阪英国総領事　　 ニール・フック（Neil　Hook）

２論文 国際テクニカルビジット推進連絡会議の発足 近畿経済産業局通商部長／伊藤　正直



２論文 国際化の中でのホテル営業戦略
ヒルトン大阪セールス･マーケティング部長　　 中村
光信

２論文 韓国人の日本観光について ㈱リンカイ代表取締役／李　容淑

２論文
ホスピタリテイ･マインドの普及 (日本国民への提
案)

㈱グリーンヒルホテル常務取締役　　 浅野　充

２論文 小泉総理に問う ツーリズム研究会代表／住野　昭

２論文
訪日ツーリズム活性化へのヒント ～観光後進国
ニッポン、 “外国人の力”をもっと借りたら？

大阪明浄大学観光学部教授／鈴木　勝

２論文 行政から見た主な地域活性化策等と ツーリズム 学校法人甲南学園理事　中嶋　邦弘

２論文 イベント･オリエンティッド･ツーリズム （社）日本ｲﾍﾞﾝﾄ産業振興会客員研究員／宮地　克昌

２論文
ＷＨＯ神戸センター ～グローバルな視点で健康開
発に取り組む 震災復興のシンボル

ＷＨＯ神戸センター所長／川口　雄次

２論文 青少年育成と国際交流 （財）兵庫県青少年本部前専務理事／高田　和美

２論文 外務省とツーリズム 外務省前大阪担当大使／大久保　基

２論文
LEADER十助成を受けたオーストリア･ ヴァイン
フィアテル地域のグリーン･ ツーリズムプロジェ
クトについて

流通科学大学商学部教授／東　淳一

２論文
スローツーリズム論:スローツーリズムは、 流行で
はなく文明の変化である

㈱ジェイコム取締役・営業開発本部長／清水　洋一郎

２論文 外国人観光客の受入による観光地活性化 の視点
㈱ジェド･日本環境ダイナミックス／代表取締役／阿比留
勝利

●１号（２００３年２月）

巻・項目 題名 執筆者

１巻頭言 ようこそ日本へ(Welcome to Japan) ツーリズム研究会代表／住野　昭

１特別稿 ツーリズム～楽しみ・喜び・感動
前兵庫知事･販神･淡路大震災記念協会理事長　　 貝原
俊民

１特別稿 ミスターツーリズム 編集室多次元空間編集長／斉藤　四郎五郎

１論文 21世紀の旅行業はどう変わるか ～新旅行業論 ジェイコム取締役営業開発馬局長　　 清水洋一郎

１論文
ビジター産業の展望 ～アジアとの連携による関西
の再生

京都嵯峨芸術大学芸術学部 観光デザイン学科教授 ・㈱日
本総合研究所研究事業本部／主任研究員／坂上　英彦

１論文 奮闘コンベンションセールス
兵車県立淡路夢舞台国際会議場／コンファレンス部長／
枚田　明雄

１論文 もうひとつのわが家～ ザ･リツツ･カールトン大阪
ザﾞ･リッツ・カールトン大阪／クォリティ担当部長／桧
垣真理子

１論文 ツーリズムにおける地域ぐるみのホスピタリテイ ㈱グリ－ンヒルホテル常務取締役　　浅野　充

１論文 21世紀のビジネスホテルの行方 ㈱グリ－ンヒルホテル常務取締役　 浅野　　充

１論文
ひょうごツーリズムの目指すもの ～全くの私見で
あるが～

兵庫県産業労働部商工労働局／観光交流課長/森　　哲男

１論文
グリーン･ツーリズムは“都鄙連続体” 形成の地
域再編戦略 ～女性主権の地域 づくりからの展開を
期待する～

(株)ジェド・日本環境ダイナミックス／代表取締役／阿比
留勝利

１論文 郷土史探訪ツーリズムの薦め (財)国際エメックスセンター専務理事　 中嶋　邦弘

１論文 教育とツーリズム～修学旅行編 (財)２１世紀ひょうご創造協会　 宮崎　秀紀

１論文 関西の活性化と国内二拠点構想 国立京都国際会館館長／中村　順一

１論文
インバウンド･ツーリズム振興に力点を 置いた教
育と啓蒙の推進

大阪明浄大学観光学部教授　　 鈴木　勝

１論文 大学におけるホスピタリティ教育のあり方 大阪明浄大学観光学部助教授　 中尾　清

１論文 地域活性化と観光振興
(財)２１世紀ひょうご創遣協会／地域政策研究所／山本
誠次郎

１論文 観光から交流ヘ ～観光政策の見直しを提言する～ ツーリズム研究会代表／住野　昭

１論文
２１世紀のリーディング産業の旗手として ～(社)
日本ツーリズム産業団体連合会 (ＴＩＪ)の活動報
告～

（社）日本ツーリズム産業団体連合会／理事 ・事務局長
／糟谷　南海彦

１論文
世界観光機関（ＷＴＯ）アジア太平洋事務所 の概
要

世界観光機関（ＷＴＯ） アジア太平洋事務所

１論文
世界観光機関（ＷＴＯ）速報　２００１年の 海外
旅行者数は失速

世界観光機関（ＷＴＯ） アジア太平洋事務


