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１．ウエルネスツーリズムプロデューサー養成講座（WTP） 

１）概要 

本学では 2019 年度から地域の新しい成長産業として観光産業の活性化のための社会人リカレント教育「ウエル

ネスツーリズムプロデューサー養成講座」を開講している。2021年度は 3期目を迎え、応募者数 44名、修了者が 20

名となった。また、本年度は、後述する観光協会職員の人材育成（しが観光人材育成アカデミー）とも連携して講座

運営を行い、幅広い人材を集めての地域観光イノベーターのプラットフォームが形成できた。 

WTP講座では、最終的に７つのビジネスプランが発表された。年々、内容的にも充実しており、今後の社会実装に

向け楽しみである。新型コロナウィルス感染に配慮した講座運営を徹底し、対面時の検温、換気等の徹底のほか、

セッション１、２、４の完全オンラインで実施した。セッション３も感染拡大の時期と重なったため、日程を延期しての開

催となった。また、セッション９も聴講者はオンライン視聴のハイブリッド開催等、状況に応じた対応をして全 9 回の講

座が終了した。 

 

２）実施体制 

・上田 雄三郎/全体コーディネーター（滋賀大学 産学公連携推進機構 特任教授） 

・紀平 健介/講師（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

・森 聖太/講師（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

・平吹 健/事務（滋賀大学 産学公連携推進課） 

・北川 誠子/事務（滋賀大学 産学公連携推進課） 

 

３）カリキュラム 

No. 講義名・講師名（敬称略） 講義内容・教育手法 

セッション１ 

「アフターコロナ時代

のニューツーリズムを

考える」 

2021年 8月 18（水） 

9:30～14:00 

 

<完全オンライン開催> 

開講式 

オリエンテーション 

「日本の観光政策と人材育成について」 

 講師：観光庁 参事官付（観光人材政策） 田渕 エルガ 

「アフターコロナのツーリズムの変化と求められる人材」 

 講師：滋賀大学 産学公連携推進機構 

    特任教授 上田 雄三郎 

「コロナ禍におけるウエルネスツーリズムの重要性」 

講師：NPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構   

業務執行担当理事 

兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学 

准教授 高橋 伸佳 

ワークショップ「お互いを知ろう」 

講義形式でウエルネス

ツーリズムの概要と最

新動向を学ぶ。 

 

 

 

 

 

社会人のためのキャリアアップコース －観光産業の中核人材の育成－ 
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No. 講義名・講師名（敬称略） 講義内容・教育手法 

セッション２ 

「観光戦略を学ぶ」 

9月 1日（水） 

9:30～14:00 

 

<完全オンライン開催> 

「観光危機管理」 

講師：㈱JTB総合研究所コンサルティング事業部 

   地域戦略部長 主席研究員 河野 まゆこ 

「観光とデータサイエンス」 

講師：滋賀大学 データサイエンス学部 教授 市川 治 

「観光のマーケティング」 

講師：静岡県立大学 経営情報学部経営情報学科 教授 

   岩崎 邦彦 

講義形式で各講師から

事例を参考に観光戦略

に必要な知識を学ぶ。 

セッション３ 

「テストツアーから考

える」 

①10月 18日（月） 

 8:30～16:00 

②10月 19日（火） 

 9:00～16:00 

③10月 26日（火） 

 8:30～16:00 

＜場所＞栗東市内 

 

栗東ウエルネスツーリズム モニターツアー 

（ウエルネスプログラムテストツアー） 

3日間の日程の内 1日だけツアーに参加して体験する。 

①日程 

金勝寺苔フィールドワーク／ホースセラピー 体験 

振り返り講座 

②日程 

ホースセラピー／ヨガ（TCCセラピーパーク内）体験 

振り返り講座 

③日程 

金勝山での森林ヨガ／ホースセラピー 体験 

 振り返り講座 

第２期生が企画したツ

アーのプログラムを自

ら体験し、お客様視点

から体験プログラム策

定の気付きを得る。 

セッション４ 

「地域の資源やトレン

ドを学ぶ」 

9月 29日(水) 

<完全オンライン開催> 

 

「現代人のストレスとリトリートの必要性」 

 講師：森とこころの研究所 所長 春日 未歩子 

「運動・瞑想・健康」 

 講師：滋賀大学 教育学部 教授 大平 雅子 

「発酵・食べる力・生きる力」 

 発酵・料理家 他谷 昌子 

講義形式でウエルネス

ツーリズム推進の為の

地域資源やトレンドを

学ぶ。 

セッション５ 

「先進事例を学ぶ」 

10月 12日（火） 

～13日（水） 

1泊 2日 

 

＜場所＞兵庫県内 

 

10月 12日（火）10:00神戸みなと温泉蓮に集合 

神戸みなと温泉蓮（視察・講義・健康食ランチ） 

「神戸みなと温泉蓮の取り組みについて」 

講師：神戸みなと温泉蓮 総支配人 坂口 淳一 

「ウエルネスウォーキング（ツーリズム）におけるコース 

作成者・案内人として心掛けていること」 

講師：一般社団法人 神戸六甲健康保養地研究所 理事  

岡本 紀雄 

「ウエルネスツーリズムについて」 

講師：滋賀大学産学公連携推進機構 

プロジェクトアドバイザー 紀平 健介 

神戸みなと温泉蓮での体験プログラム（5種類） 

 

兵庫県多可郡多可町（宿泊・プログラム体験・講義） 

「多可町でのクアオルト®の取り組みについて」 

講師：一般社団法人 多可の森健康協会 

代表理事 青位 眞一郎 

理事   宮崎 信彦 

多可の森健康ウォーキングを体験 

エーデルささゆりで振り返りワークショップ 

 

10月 13日（水）JR三宮駅前で解散 

ビジネスプランの作成

手法を学びます。 
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No. 講義名・講師名 講義内容・教育手法 

セッション６ 

「ビジネスプランを創

る①」 

10月 27日（水） 

9:30～16:00 

 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ  

会議室 

「商品企画の要諦」 

 講師：関西国際大学 現代社会学部 教授 西村 典芳 

「ビジネスプランの創り方」 

 講師：滋賀大学 産学公連携推進機構 特任教授 

上田 雄三郎 

ワークショップ 

ビジネスプランを検討

します。 

セッション７ 

「ビジネスプランを創

る②」 

11月 17日（水） 

9:30～16:00 

 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ 

会議室 

「健康経営とは」 

 講師：SOMPOひまわり生命㈱ 

人材開発部健康経営グループ課長 鎌 智朗 

「ツアー企画・運営の進め方と考え方」 

講師：産学公連携推進機構 社会連携センター 

プロジェクトアドバイザー 森 聖太 

ビジネスプラン コンセプト発表 

ワークショップ（グループワーク） 

ビジネスプランを検討

します。 

セッション８ 

「ビジネスプランを創

る③」 

模擬発表会 

12月 15日（水） 

9:30～16:00 

 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ 

会議室 

模擬発表会（７プラン） 

【コメンテーター】 

株式会社関西みらい銀行 地域戦略室 ビジネスプラザびわこ 

所長 片岡 慶二 

株式会社京都銀行 公務・地域連携部 観光・地域活性化室

審議役 秋野 稔 

株式会社滋賀銀行 営業統括部 ソリューション営業室 

室長 菅井 敏雄 

滋賀中央信用金庫 地域支援部課長代理 清水 敬士 

チェルカトラベル株式会社 代表取締役社長 井上 雪子 

グループワーク 

ビジネスプラン素案を

発表し、金融関係者、

コンサルタントから助

言を頂き、さらに検討

します。 

セッション９ 

「ビジネスプランを発

表する／WTP修了式」 

2022年 1月 19日（水） 

13:00～17:00 

 

＜場所＞ 

滋賀大学 彦根キャンパス 

講堂 

 

＜対面＆オンラインのハイ

ブリッド開催＞ 

ビジネスプランコンテスト（提案７プラン） 

【審査員】 

滋賀大学 産学公連携推進機構 理事 須江 雅彦 

 滋賀大学 産学公連携推進機構 特任教授 上田 雄三郎 

 滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター 

プロジェクトアドバイザー 紀平 健介 

 滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター 

プロジェクトアドバイザー 森 聖太 

 滋賀大学 教育学部 教授 大平 雅子 

 関西国際大学 現代社会学部 教授 西村 典芳 

 一般社団法人びわこビジターズビューロー 

会長 川戸 良幸 

 株式会社文教スタヂオ 代表取締役社長 一圓 泰成 

 滋賀県 商工観光労働部観光振興局 

局長 山添 みゆき 

 

修了式 

コンテスト形式をと

り、ビジネスプランを

発表し、専門家からの

評価、助言を受ける。 
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４）受講生一覧 

業種 所属機関 勤務先の所在地 

異業種 清音ミュージック 滋賀県長浜市 

異業種 NatuLife studio Shuunya 

／一般社団法人 Herbal season yoga 

滋賀県草津市 

観光事業者 草津市観光物産協会 滋賀県草津市 

観光事業者 医療法人弘英琵琶湖大橋病院 滋賀県大津市 

異業種 南深清水 FF俱楽部（地域活性化組織） 滋賀県高島市 

観光事業者 クレフィール湖東 滋賀県東近江市 

観光事業者 株式会社 ロハス長浜 滋賀県長浜市 

異業種 株式会社地域経済活性化支援機構 東京都千代田区 

観光事業者 琵琶湖汽船株式会社 滋賀県大津市 

観光事業者 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市 

異業種 立命館大学大学院 滋賀県草津市 

観光事業者 アマン京都 京都府京都市 

異業種 滋賀大学データサイエンス研究科 

／近鉄グループホールディングス株式会社 

大阪府大阪市 

異業種 薬膳館株式会社 滋賀県大津市 

観光事業者 株式会社山兵 京都府京都市 

観光事業者 阪急トラベルサポート,ヴィタリテ 兵庫県神戸市 

観光協会 一般社団法人栗東市観光協会 滋賀県栗東市 

観光協会 東近江観光振興協議会 滋賀県東近江 

観光協会 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会 滋賀県甲賀市 

観光協会 公益社団法人びわ湖高島観光協会 滋賀県高島市 

 

５）発表されたビジネスプランリスト（発表順） 

① パワーストーンと癒しのツーリズム （OTSU PROJECT） 

② びわこ×Re:旅 Mother Lake × Re:Trip （BIWAP） 

③ 自然の癒しをヨガと共にお届け （ハーブホスピタル） 

④ 近江商人から学ぶスイカツ！ （スリーピングマーチャント） ＜優秀賞＞ 

⑤ WELLNESS NINJA TOUR （官・民・忍） ＜最優秀賞＞ 

⑥ 『比叡山と琵琶湖』のオンリーワン・ウェルネス・ツーリズム （比叡山とびわこ） 

⑦ ネムレルタカシマ （たかしまで眠り隊） 
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６）講座の様子 

           

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

◎セッション１ 

開講式の位田学長のご挨拶（オンライン） 

◎セッション３ 

テストツアーでホースセラピー体験 

◎セッション５ 

先進事例視察にて神戸みなと温泉「蓮」訪問 

◎セッション５ 

多可町のクアオルト体験 

◎セッション８ 

模擬発表会での活発な質疑 

◎セッション９ 

ビジネスプラン発表会 
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２．しが観光人材育成アカデミー 

１）概要 

滋賀県では、平成 28年度から「観光まちづくり推進事業」として、10市町を対象に観光関連団体、観光事業者、ボ

ランティア、住民などの地域の多様な主体が参加連携し、観光をキーとしたまちづくりを行う仕組みづくり、地域のコ

ンテンツの磨き上げが行われてきた。これまでに構築した観光まちづくりの仕組みを自律的かつ持続的なものにレベ

ルアップさせていくためには、観光専門人材の育成が必要であり、「しが観光人材育成アカデミー」を開講してきたが、

その 3 年目のコーディネーターを本学が依頼され、地域観光振興のレベルアップに向けた人材育成を産学公連携に

て推進した。各地域が整備開発した観光コンテンツを効果的に旅行商品化、販売につなげることにより、地域に経済

効果がもたらされ、地域が活性化することを目指すものである。 

 

２）実施体制 

・上田 雄三郎/全体コーディネーター（滋賀大学 産学公連携推進機構 特任教授） 

・紀平 健介/講師（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

・森 聖太/講師（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

・印南 輝久/講師（株式会社 アイズ代表取締役） 

・平吹 健/事務（滋賀大学 産学公連携推進課） 

・北川 誠子/事務（滋賀大学 産学公連携推進課） 

 

  

◎セッション９ 

修了書授与 

◎セッション９ 

全体写真 
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３）カリキュラム 

№ 講義名・講師名（敬称略） 講義内容・教育手法 

セッション１ 

（アカデミー開講式） 

 

 

 

オリエンテーション 

受講生自己紹介 

講演 

①「アフターコロナにおける滋賀県のツーリズムのあり方」 

講師：滋賀大学産学公連携推進機構 特任教授 上田 雄三郎 

②「滋賀県観光振興の方向性について」 

～滋賀・びわ湖ニューツーリズム“シガリズム”～ 

講師：滋賀県 商工観光労働部 観光振興局 主幹 奥本 晃士 

特別ワークショップ 

「滋賀県のニューツーリズムとは？」 

講義形式でニューツー

リズムの概要と滋賀県

の最新動向を学ぶ。 

ワークショップで、滋

賀県のニューツーリズ

ムを考える。 

セッション２ 

「アフターコロナ時代

のニューツーリズムを

考える」 

2021年 8月 18（水） 

9:30～14:00 

 

<完全オンライン開催> 

 

ＷＴＰ開講式 

オリエンテーション 

「日本の観光政策と人材育成について」 

 講師：観光庁 参事官付（観光人材政策） 田渕 エルガ 

「アフターコロナのツーリズムの変化と求められる人材」 

 講師：滋賀大学 産学公連携推進機構 

    特任教授 上田 雄三郎 

「コロナ禍におけるウエルネスツーリズムの重要性」 

講師：NPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構   

業務執行担当理事 

兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学 

准教授 高橋 伸佳 

ワークショップ「お互いを知ろう」 

講義形式で最新動向を

学ぶ。 

セッション３ 

「観光戦略を学ぶ」 

9月 1日（水） 

9:30～14:00 

 

<完全オンライン開催> 

「観光危機管理」 

講師：㈱JTB総合研究所コンサルティング事業部 

   地域戦略部長 主席研究員 河野 まゆこ 

「観光とデータサイエンス」 

講師：滋賀大学 データサイエンス学部 教授 市川 治 

「観光のマーケティング」 

講師：静岡県立大学 経営情報学部経営情報学科 教授 

   岩崎 邦彦 

ワークショップ「全員のプランを確認」 

講義形式で各講師から

事例を参考に観光戦略

に必要な知識を学ぶ。 

ワークショップでテー

マを選定。 

セッション４ 

「テストツアーから考

える」 

①10月 18日（月） 

 8:30～16:00 

②10月 19日（火） 

 9:00～16:00 

③10月 26日（火） 

 8:30～16:00 

＜場所＞栗東市内 

 

栗東ウエルネスツーリズム モニターツアー 

（ウエルネスプログラムテストツアー） 

3日間の日程の内 1日だけツアーに参加して体験する。 

①日程 

金勝寺苔フィールドワーク／ホースセラピー 体験 

振り返り講座 

②日程 

ホースセラピー／ヨガ（TCCセラピーパーク内）体験 

振り返り講座 

③日程 

金勝山での森林ヨガ／ホースセラピー 体験 

 振り返り講座 

第２期生が企画したツ

アーのプログラムを自

ら体験し、お客様視点

から体験プログラム策

定の気付きを得る。 
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№ 講義名・講師名（敬称略） 講義内容・教育手法 

セッション５ 

「地域の資源やトレン

ドを学ぶ」 

9月 29日(水) 

<完全オンライン開催> 

 

「現代人のストレスとリトリートの必要性」 

 講師：森とこころの研究所 所長 春日 未歩子 

「運動・瞑想・健康」 

 講師：滋賀大学 教育学部 教授 大平 雅子 

「発酵・食べる力・生きる力」 

 発酵・料理家 他谷 昌子 

ワークショップ「伴走 CDの直接指導」 

講義形式でウエルネス

ツーリズム推進の為の

地域資源やトレンドを

学ぶ。 

各テーマについて深

堀。 

セッション６ 

「中間報告会」 

模擬発表会 

12月 15日（水） 

9:30～16:00 

 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ 

会議室 

模擬発表会（10プラン） 

【コメンテーター】 

一般社団法人びわこビジターズビューロー 

会長 川戸 良幸 

滋賀大学 産学公連携推進機構 特任教授 上田 雄三郎 

 滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター 

プロジェクトアドバイザー 紀平 健介 

 滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター 

プロジェクトアドバイザー 森 聖太 

株式会社 アイズ 印南 輝久 

チェルカトラベル株式会社 代表取締役社長 井上 雪子 

グループワーク 

プラン素案を発表し、

金融関係者、コンサル

タントから助言を頂

き、さらに検討しま

す。 

セッション７ 

「ビジネスプランを発

表する／WTP修了式」 

2022年 1月 19日（水） 

13:00～17:00 

 

＜場所＞ 

淡海プラザ 

＜対面＆オンラインのハイ

ブリッド開催＞ 

ビジネスプランコンテスト（提案１０プラン） 

【審査員】 

滋賀大学 産学公連携推進機構 特任教授 上田 雄三郎 

一般社団法人びわこビジターズビューロー 

会長 川戸 良幸 

滋賀県 商工観光労働部観光振興局 参事 木村 敦 

日本旅行 京都仕入・誘客推進センター 所長 松岡 正樹 

チェルカトラベル株式会社 代表取締役社長 井上 雪子 

 

修了式 

コンテスト形式をと

り、ビジネスプランを

発表し、専門家からの

評価、助言を受ける。 

 

４）受講生一覧 

№ 市町 所属団体 

1 大津市 公益社団法人びわ湖大津観光協会 

2 大津市 公益社団法人びわ湖大津観光協会 

3 草津市 一般社団法人草津市観光物産協会 

4 守山市 守山市観光物産協会 

5 栗東市 一般社団法人栗東市観光協会 

6 栗東市 一般社団法人栗東市観光協会 

7 湖南市 湖南市商工観光労政課 

8 湖南市 湖南市商工観光労政課 

9 甲賀市 甲賀市観光企画推進課 

10 甲賀市 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会 
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№ 市町 所属団体 

11 甲賀市 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会 

12 甲賀市 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会 

13 甲賀市 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会 

14 甲賀市 信楽町観光協会 

15 近江八幡市 近江八幡市文化観光課 

16 東近江市 一般社団法人東近江観光協会 

17 東近江市 一般社団法人東近江観光協会 

18 東近江市 一般社団法人東近江観光協会 

19 広域 東近江観光振興協議会 

20 竜王町 竜王町商工観光課 

21 竜王町 竜王町観光協会 

22 竜王町 竜王町観光協会 

23 彦根市 公益社団法人彦根観光協会 

24 豊郷町 豊郷町観光協会 

25 甲良町 甲良町観光協会 

26 多賀町 一般社団法人多賀観光協会 

27 多賀町 一般社団法人多賀観光協会 

28 長浜市 公益社団法人長浜観光協会 

29 長浜市 公益社団法人長浜観光協会 

30 高島市 公益社団法人びわ湖高島観光協会 

31 高島市 公益社団法人びわ湖高島観光協会 

32 米原市 米原市シティセールス課 

33 米原市 一般社団法人びわ湖の素 DMO 

34 米原市 一般社団法人びわ湖の素 DMO 

35 広域 公益社団法人びわこビジターズビューロー 

36 広域 公益社団法人びわこビジターズビューロー 

37 広域 公益社団法人びわこビジターズビューロー 

 

５）発表されたビジネスプランリスト（発表順） 

① 日ノ出のまち大津【湖面にうつる日の出を拝む】 

② 住んでよし訪れてよし “Well-being草津„観光まちづくり事業 

③ 特産品で保存食!? びわ湖フードはじめました。 <最優秀賞＞ 

④ biwako-mori ビワコノモリ ＜優秀賞＞ 
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⑤ ツキイチ☽ヨガ ～湖南市ではじめる健康習慣～ 

⑥ 甲賀流ゴルフトレーニングキャンプ ＜優秀賞＞ 

⑦ 地域の医療と観光素材の活用 医療ツーリズム体制構築と滞在プラン開発 

⑧ フートン冒険記 ～遊んで学んで感動して～ ＜優秀賞＞ 

⑨ ココロと身体を充電する旅 新たな 2次交通の提案 

⑩ ボーダレス部が考える ストレスフリーな旅 

 

６）県域研修会の実施 

①2021年 8月 24日（火）14 時～16 時にて開催 

テーマ：アフターコロナ時代の地域観光・まちづくり 

賢く歩いて人生をデザインする「クアオルト健康ウォーキング」 

講 師：大城 孝幸 氏（日本クアオルト研究所 代表取締役） 
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②2021年 11月 22日（月）14 時～16時にて開催 

テーマ：どうすれば強いブランドが生まれるのか 

講 師：岩崎 邦彦 氏（静岡県立大学 経営情報学部教授） 

 

 

（文責：産学公連携推進機構 特任教授 上田 雄三郎） 


