
　海外誘客１千万人目標のビジットジャパンキャンペーンが行われる少し前、 “未来観光戦略会議”は、チューリップTV(02.5.12)で故

蝋山昌一高岡短大学長と松原当会会長の対談から生まれた発想の産学公を中心としたNPO的シンクタンクである。当会は、富山県
と北陸地域全体の観光の将来像を考え、国際広域双方向文化観光及び国内外観光客の誘客による観光文化交流の更なる創造・発
展と、富山県・北陸地域の経済波及効果、環境保全、雇用創出促進に努めている。更に、観光産業・大都市地方連携づくりや産業観
光・街中誘導による賑わい中心市街地づくり、個人目的テーマ着地型・デスティネーションツーリズム等の地域活性化、地域貢献を図
る目的に産学公の賛同者を得て設立(03.5.23)し、現在その活動の輪を広げている。

　未来観光戦略会議は、観光文化の本質を踏まえて、地域社会の創意に基づき、地域と国、更には、環日本海諸国ならびに世界
各国とを結ぶ絆として、観光の啓発と観光秩序及び観光文化の環境維持保全に尽力する。あわせて、貴重な人類文化の継承、
人類の資産としての観光文化の更なる創造と発展に貢献することを目的とする。

1.企業観光関連・ボランティア団体
2.大学教育機関関係者・学識者
3.行政関係者
4.外国人関係者

1.産学民公官と地域社会との連携のもとに観光情報（ＩＴなど）の提供
2.地域の活性化のため日本海学および観光関連団体との提携事業
3.観光交通など観光産業の振興にかかわる提言・支援
4.科学技術を背景においた「国際広域知的教育観光ソフト」の創出
5.観光文化ならびに観光環境の維持保全のモラルとマナーの啓蒙運動
6.地域社会の自然遺産、文化遺産ならびに産業遺産などの観光資源の再発掘

1.未来観光分野における研究・市場・ニーズの調査
2.未来観光商品に繋がる研究開発立案
3.産学民公官連携のコーディネート・プロデュース
4.公的支援施策などの紹介および申請支援
5.未来観光分野における事業化支援・評価請負・受託研究
6.観光交通ＩＴ研究、日韓中露未来型ツアー提携研究、日韓産学公民観光ＩＴ交流連携研究

03.5.23 設立総会・記念講演　鈴木茂日銀金沢支店長「北陸の観光について」
03.8.11 講演「観光産業クラスター形成の期待」「未来型観光と観光ベンチャー創出」
04.2.9 講演「北東アジア韓中露訪日旅客観光動向」
04.2.19 「富山・北陸の魅力の輸出拡大を目指して」フォーラム（韓国大手旅行社誘致、国交省、日本政策投資銀行採択事業）
04.3.7 「氷見地域観光振興ビジョン策定調査報告書」経産省採択15年度事業
04.11.29 特別講演　西村尚剛北陸財務局長「北陸のインバウンド戦略」
04.12.8 「北陸新幹線と富山の観光開発」 「未来観光を考える視点あれこれ」 「私の考える観光とＩＴの提言」会員フォーラム
05.1.12 講演「立山・白山山麓のブナ原生林」「富山国際大観光政策論」
05.2.21 提言「北陸新幹線が変える文化観光 – 地域広域国際連携で魅力アップ」（北日本新聞）

05.2.24 提言「開業は目標達成でなく起点」「通過県ではなく目的県に」「東京的にでなく富山的になろう」
05.2.24 「どう生かす新幹線、観光まちづくり－富山・高岡・黒部３市長サミット」フォーラム
05.6.12～16 FOOD TAIPEI出展(JETRO)・台湾 食輸出・観光客誘致運動
05.6.22 講演　「北陸新幹線が変える文化観光」　北日本新聞いこい会
05.8.11 講演　「スイスから見た日本の環境・文化・まちづくり」
05.11.14～15 羅鍾一韓国駐日大使招聘仲介
05.12.9 提言「富山の観光ブランド戦略 – 環境・文化で新潮流を」（北日本新聞）

05.12.10 講演　「北東アジアと北陸の交流課題」　対談 「何を打破、世界・日本の富山ブランドに」
05.12.10 「とやま観光ブランド戦略」フォーラム（日中韓連携）　基調講演　西頭徳三富山大学学長「文化観光と新富山の創造」 -新富山大学からの発信-
06.3.22 「富裕層マーケティング」「富山がメジャーに」会員産学フォーラム
06.7.1 「とやまLOHAS」フォーラム
06.10.18 日韓（ケーブルテレビ富山・リビングTV）CATV番組交換協定仲介
06.11.25 提言「交通特区でまちづくりを・世界で100番目の路面電車が街を変える – とやま鉄道文化全国発信」

06.11.25～26 「とやまLRT－富山・高岡・射水３市長サミットと魅力ある公共交通のまちづくり」フォーラム
07.2.26 「観光と投資・選ばれる“まち”富山V.I.T.」フォーラム（国交省・県・市、ジェトロ採択事業）
07.3.31 未来観光商品公募事業
07.5.19 「TOYAMA“匠”ブランド立県　スイスから学ぶ」フォーラム

07.9.8～24 「『映画バッテリー』滝田洋二郎・あさのあつこワールド」　絵と物語になるまちづくりプロジェクト事業
07.12.25 「作品や映画の舞台にしたい高岡・とやまの風景」全国公募事業
08.6.21 設立５周年記念2014北陸新幹線「グローバル化時代の新連携街づくりV.I.T.」フォーラム開催
08.7.11～13 朝鮮日報「Chosun Economic Forum」 代表、財閥、大手企業一行25名誘致
08.11.28 「中部観光G N Ｉシンポジウム」（名古屋東急H）　中部経産局　中部運輸局　松原会長パネリスト
08.11.29 「環境健康フェア」環境・健康・ブランド戦略 – 農工商観学ビジネス連携とCO2削減 – ホテルニチマ倶楽部

URL： 未来観光戦略会議 http://www.miraikanko.net/
　　 ポートラムネット http://www.portram.net/
　　　万葉線ネット http://www.manyosen.net/

◆はじめに

◆目的と役割

◆参加者

◆事業

◆活動内容

◆主な活動実績

◆お問い合わせ・お申し込み
未来観光戦略会議事務局　　㈱シーデーエル内　　〒933－0813　高岡市下伏間江３３１　
　　　TEL：0766－28－5050　FAX：0766－28－5051　　Email：info@miraikanko.net 2008．11

会員有志はささやかですが「カターレ富山」などのスポーツはじめ、「ドラえもん」「万葉線」「富山ライトレール」支援を行っています。

　主な事業実績として民間レベルで行政・諸団体連携による韓国・中国・台湾・ロシアなどの国内外誘客交流活動はじめ、フォーラム・イベント企画開催、
および公共交通支援サイト「万葉線ネット」「ポートラムネット」運営や「公共交通・森と海の環境教育観光共生化」「個人テーマ着地まちづくり型・サスティ
ナビリティツーリズム」等の新たな未来型観光の創出活動を行っている。

Anniversary

Future Sightseeing
Strategy Conference



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


