
令 和 ４ 年 1 2 月 1 ４ 日

産 業 労 働 局

観光活性化フォーラムTOKYO 2023開催のお知らせ

（１）開催日

令和５年２月８日（水） 13：00～17：３0（12：30開場・受付開始）

（２）会 場

ベルサール渋谷ファースト（渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー２F）

（３）対 象

各区市町村観光事業担当者、観光協会担当者、観光産業に関わっている方 等

（４）定 員

来場参加100名、オンライン(第１部のみ)300名

（それぞれ事前申込制・先着順）※参加無料

（１）第１部（※オンライン同時開催）

◆基調講演（13：05～）「観光GXによる持続可能な観光の実現に向けて」

・講師：東洋大学国際観光学部 教授 古屋 秀樹 氏

◆取組事例紹介（14：20～）

・檜原村エコツーリズム推進協議会：檜原村エコツアー ～檜原村でしかできない体験と学び～

・一般社団法人白馬村観光局：GREEN WORK HAKUBAによる持続可能なリゾートブランディング

（２）第２部（15：30～）

◆観光情報交換会

・都内の観光関連団体がブースを出展し、観光取組事例等をご紹介します。

◆ミニセミナー

・with/afterコロナの旅行者ニーズに対応するための受入地域のDXや

持続可能な地域の実現に向けた観光まちづくりについて、ミニセミナー形式でお伝えします。

以下の専用フォームからお申し込みください。

【 U R L 】 https://va.apollon.nta.co.jp/tourism_forum2023/
【申込期限】 令和５年１月31日（火）

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更または中止とする場合があります。

詳細は、別添チラシをご覧ください

東京都及び（公財）東京観光財団では、地域の特色を活かした魅力ある観光施策を支援しています。
このたび、各地域での観光施策の参考としていただくため、観光活性化フォーラムTOKYO 2023
を開催いたします。

（ 公財 ）東京 観光 財団

１ 開催概要

２ 講演内容等

３ 申込方法等

≪問い合わせ先≫

【事業全般】 産業労働局観光部振興課

代表番号 03-5320-4768

（公財）東京観光財団地域振興部事業課

電話：03-5579-2682

【申込方法等】観光活性化フォーラムTOKYO2023事務局

電話：03-5369-4534（平日10時から17時）

古屋 秀樹 氏

https://va.apollon.nta.co.jp/tourism_forum2023/


雷
門

ポストコロナ時代のツーリズムを再構築する観光GX

参加
無料

取組事例
紹介

第2部　観光情報交換会

14：20 ▼ 14：50　『檜原村エコツアー　～檜原村でしかできない体験と学び～』　檜原村エコツーリズム推進協議会

14：50 ▼ 15：20　『GREEN WORK HAKUBAによる持続可能なリゾートブランディング』一般社団法人 白馬村観光局 

第1部　講演会

基調講演

13：05
▼

14：05

※第1部のみZOOMにてオンライン同時開催

※来場参加のみ

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更、
　または中止とする場合がございます。

（過去開催時の様子）

1社５名様までのご調整をお願いいたします。5名様以上をご希望の場合には別途ご連絡ください。
https://va.apollon.nta.co.jp/tourism_forum2023/
参加登録はこちら 申込締切 2023年1月31日 火

定 員 来場参加100名・オンライン300名
 （それぞれ事前申込制・先着順）

対象 各区市町村観光事業担当者・
 観光協会担当者・
 観光産業に関わっている方
主 催 （公財）東京観光財団

TOKYO
2023観光活性化フォーラム

with/afterコロナの旅行者ニーズと観光・地域のデジタルシフトについて
WAmazing株式会社 代表取締役CEO 加藤 史子 氏

15：35 ▼ 15：55ミニセミナー❶

持続可能な地域の実現に向けた観光まちづくり
國學院大學 観光まちづくり学部 教授　楓 千里 氏

16：10 ▼ 16：30ミニセミナー❷

丁野氏、加藤氏、楓氏によるトークセッション16：45 ▼ 17：05ミニセミナー❸

2023 水

13：00～17：30（12：30 開場・受付）

ベルサール渋谷ファースト

2 8

昨年947日ぶりに訪日個人旅行者の入国が再開された。2019年約3200万人の
訪日旅行者のうち76.6％がWEB経由での個人手配であり、コロナ禍でさらに
加速した旅行者ニーズに対応するため受入地域側のDX※について紹介する。

※DX＝デジタルトランスフォーメーション

経済活動としての観光商材と地域住民の住みやすいまちづくりを個別で考え
るのではなく、双方にとって有益なまちづくりを実現する為に、持続可能で
あり、環境に配慮した旅のプログラムの可能性を探る。

東洋大学 国際観光学部 教授 古屋 秀樹 氏観光GXによる持続可能な観光の実現に向けて
GX（グリーントランスフォーメーション）は、「温室効果ガスの排出原因となっている化石燃料などから脱炭素ガスや太陽光・風力発電といっ
た再生可能エネルギーに転換して、経済社会システム全体の変革を目指す」ものといえます。これは、政府が提唱する「新しい資本主義」と
関連した4つの重点投資分野の1つとして位置付けられています。その効果として、温暖化の抑制のみならず、外部からのエネルギー調達の
縮小によって地域内の経済循環を高め、それによって得た収益を活用した交流・観光の活性化など、GXから始まる地域づくりが期待されます。
また、GXはSDGsとも関連しており、環境に加えて、社会、経済からなるトリプルボトムラインの保持が、持続可能な地域づくりで喫緊の
課題といえます。環境面での温室効果ガスの排出量削減を考えながら、経済面においては観光が地域にどの程度効果を及ぼすのか、さらに、
文化の継承や良質な社会の実現の観点も考えなければなりません。
以上を背景として、GXとは何かを踏まえながら、GXを活用したまちづくりの必要性、GXによる観光まちづくりの未来に言及しながら、

「ツーリズムを再構築する観光GX」について考えてみたいと思います。

15：30
▼

17：30

（グリーントランスフォーメーション）

都内の観光関連団体がブース出展し、観光取組事例等をご紹介します。

またミニセミナーを同時開催します。



基調講演講師

取組事例紹介

第2部　観光情報交換会

第1部　講演会

1968年埼玉県生まれ。1993年東京工業大学大学院理工学研究科修了。博士（工学）。
筑波大学講師などを経て、2008年より東洋大学国際観光学部教授。専門は観光地計画、観光行動分析。
ICTを活用した訪日外国人動態調査検討会委員、持続可能な観光指標に関する検討会委員（観光庁）等を歴任。
本年は、持続可能な観光推進モデル事業選定委員（担当：新潟県佐渡市、埼玉県秩父市、岩手県遠野市）
を務めるほか、日本観光研究学会・日本観光振興協会連携事業で神奈川県鎌倉市を対象に研究を行っている。

GREEN WORK HAKUBAによる持続可能なリゾートブランディング
一般社団法人 白馬村観光局　　　　　      　　   事務局長  福島 洋次郎 氏
長野県白馬村は2019年に「気候非常事態宣言」を発出。村民全体で気候変動の危機と
向き合い、温室効果ガス排出を抑制し、白馬の自然や、豊かな「雪」を守ることを目指
している。これを受け、白馬村観光局ではサーキュラーエコノミーを核として白馬村をサ
ステナブルなリゾートへ変革すべくカンファレンスイベント「GREEN WORK HAKUBA」
を開催。また、自然エネルギー由来電力への切替え、プラスチックフリー化、村民と宿
泊客が無料利用できるカーシェアリング等、サーキュラーエコノミーの考えに基づいた具
体的な取組を村全体で推進している。

檜原村エコツアー　～檜原村でしかできない体験と学び～
檜原村エコツーリズム推進協議会     　　　     エコツアーガイド 小林 和宏 氏
東京都内、島しょ部を除いて唯一の村、檜原村。大都市近郊にありながら、清流と豊か
な緑があり、古くから続く郷土芸能や都市部では消えてしまった文化等、様々なものが今
も残っている。
それら大切な地域の「宝」を使い、地域住民が誇りを持ちツアー造成していこうというエ
コツアーが始まった。国の認定を受けてから３年、徐々にではあるがツアー内容も増え始
めている。地域住民とツアー客が一体となって楽しめるような取組を推進中。

新型コロナウイルス感染症対策として、会場では下記のような対応を徹底いたします。

会場アクセス ベルサール渋谷ファースト
 東京都渋谷区東1-2-20住友不動産渋谷ファーストタワー 2F
 半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線「渋谷駅」C1出口より徒歩6分
 JR線「渋谷駅」東口より徒歩8分
 銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B1出口より徒歩10分

問い合わせ先 観光活性化フォーラムTOKYO2023事務局
問い合わせ先 （株式会社日本旅行公務法人営業部）
 10：00～17：00（土日・祝祭日を除く）

03-5369-4534 tourism_forum2023@nta.co.jpTEL E-mail

スタッフのマスク着用
みなさまもマスクを着用ください

アルコール消毒液の配置
入場時等の消毒をお願いします

検温に
ご協力ください

席の間引き設置を
行っています

施設内換気の励行

東洋大学 国際観光学部 教授　古屋 秀樹 氏

※出展団体は変更となる可能性がございます。

出展団体
 ※順不同

ミニセミナー登壇者

慶應SFC 卒業後、 リクルート にてインターネットでの
新規事業立ち上げに携わった後 、観光産業と地域活
性の R&D 部門じゃらんリサーチセンター に異動 。 主
席研究員として調査研究・事業開発に携わる。2016
年7月、訪日外国人旅行者による消費を地方にもい
きわたらせ、地域の活性化に資するプラットフォーム
を立ち上げるべくWAmazing株式会社を創業。

WAmazing株式会社
代表取締役CEO

加藤 史子氏
（公財）余暇開発センター、（公社）日本観光振興
協会常務理事、(株)ANA総研アドバイザーを経て、
2020年より現職。観光庁、経済産業省、文化庁な
どの関係省庁委員や呉市、横須賀市ほか、各地の
アドバイザーを務める。

（公社）
日本観光振興協会 総合研究所 顧問

丁野 朗氏 ※モデレーター

（株）日本交通公社入社後出版事業局に配属。月
刊『るるぶ』副編集長、月刊『旅』編集長。（株）
JTBパブリッシングで執行役員、取締役を務める。
2020年4月から國學院大學で新学部設置準備に携
わり、2022年4月から現職。国土交通省社会資本
整備審議会委員など。

國學院大學 観光まちづくり学部 教授

楓 千里氏

● 一般社団法人 千代田区観光協会
● 一般社団法人 新宿観光振興協会
● 一般社団法人 墨田区観光協会
● 一般社団法人 江東区観光協会
● 一般社団法人 しながわ観光協会
● 一般社団法人 大田観光協会
●一般社団法人 めぐろ観光まちづくり協会

●世田谷区
● 豊島区・一般社団法人 豊島区観光協会
●一般財団法人 足立区観光交流協会
●公益社団法人 八王子観光コンベンション協会
●一般社団法人 町田市観光コンベンション協会
●一般社団法人 稲城市観光協会
● 一般社団法人 檜原村観光協会

● 一般社団法人 東京諸島観光連盟
● 特定非営利活動法人 神津島観光協会・ 
　 株式会社 こうづしま観光公社
● 一般社団法人 日本エコツーリズム協会
● 公益財団法人 日本修学旅行協会
● 一般財団法人 ロングステイ財団

都内の観光団体がブースを出展し、観光に関する取組を紹介します


