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巻末資料 

 
 
北茨城市観光資源調査協議会が中心となり、約 1年間をかけて観光誘客に向
けた実効性のあるアクションプランを策定するための協議がなされました。ま

た、北茨城市の現状・課題、今後の取組等を、北茨城市観光協会の若手を中心

とした企画総務委員会において実質的に検討いただきました。 
同様に、北茨城市における観光の重要性を広く市民に認知頂くために、「観光に

おけるワークショップ」も複数回実施され、観光に関する議論が可能となる組

織体を整備しました。 
 

図表 55：各協議体・組織の関係 

 
 
 
 

観光アクションプラン策定に向けた活動および参加者名簿 

 
 

90 
 

巻末資料 

 
 
北茨城市観光資源調査協議会が中心となり、約 1年間をかけて観光誘客に向
けた実効性のあるアクションプランを策定するための協議がなされました。ま

た、北茨城市の現状・課題、今後の取組等を、北茨城市観光協会の若手を中心

とした企画総務委員会において様々な議題を実質的に検討いただきました。 
同様に、北茨城市における観光の重要性を広く市民に認知頂くために、「観光に

おけるワークショップ」も複数回実施され、観光に関する議論が可能となる組

織体を整備しました。 
 

図表 55：各協議体・組織の関係 

 
 
 
 

観光アクションプラン策定に向けた活動および参加者名簿 
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元気にするか
◇第2回：11/8（木）13:30～15:00 
(1)北茨城市の地域ビジョン
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 これまでに実施された協議会、委員会、ワークショップの内容は次のとおり

となっています。 
 
① 北茨城市観光資源調査協議会（全 4回） 
【設置目的】 
 北茨城市の既存の観光資源、芸術・文化・食などの地域資源、広域観光やイ

ンバウンド対策等の新たな観光資源の調査や発掘を行い、観光振興のための観

光戦略・事業計画を設定する。 
本協議会は、目的を達成するための事業の一環として設置するものとする。 
 
【北茨城市観光資源調査協議会】 
区 分 代表者名 団  体  名 役 職 

会   長 豊田 稔 北茨城市 市 長 

委員長 渡辺 一洋 筑波銀行 常務執行役員 

副委員長 篠原 裕治 北茨城市観光協会 副会長 

委  員 鈴木 將之 大津漁業協同組合 代表理事組合長 

武子 寛 平潟漁業協同組合 代表理事組合長 

大森 廣幸 北茨城市商工会 会 長 

鈴木 誠 常陸農業協同組合北茨城支店 支店長 

杉本 佳幸 大津港水産加工業協同組合 代表理事組合長 

日置 浩太 平潟水産加工業協同組合 代表理事組合長 

渡辺 悦夫 北茨城市観光協会 副会長 

山下 真輝 JTB総研コンサルティング５部 部 長 

市川 友英 秀明大学観光ビジネス学部 学部長 

事務局 神永 衛 北茨城市 環境産業部長 

樫村 義弘 北茨城市  商工観光課長 

会沢 有香 北茨城市  商工観光課 
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飯樋 瞬 北茨城市  商工観光課 

宮口 直人 株式会社ビズユナイテッド 代表取締役 

佐々木 里也 筑波総研株式会社 上席研究員 

大木 慈郎 株式会社 JTB 水戸支店 課 長 

西島 佳子 株式会社 JTB 水戸支店 
（北茨城市観光推進事業担当） 

  

 
 
■１回目 
日時：2018年 8月 28日（火）15:30～17:00 
場所：北茨城市役所 3階 全員協議室 
議題： 
・委員長、副委員長の選出 
・協議会の概要、設置要綱説明 
決定事項： 
・委員長 筑波銀行 渡辺常務、副委員長 北茨城市観光協会 篠原副会長に決定。  
 
■２回目 
日時：2018年 10月 30日（火）16:00～17:30 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・北茨城市観光戦略ワークショップ 1回目内容報告 
・観光資源調査中間報告 
 
■３回目 
日時：2018年 12月 20日（木）15:30～17:00 
場所：北茨城市漁業歴史資料館 よう・そろー研修室 
議題： 
・北茨城市観光アクションプラン（素案）について 
決定事項： 
・北茨城市観光アクションプランを実行していく上で、若者主体の実行委員会

を立ち上げることに対して承諾をいただく。 
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■４回目 
日時：2019年 2月 26日（火）15:30～17:00 
場所：北茨城市漁業歴史資料館 よう・そろー研修室 
議題： 
・観光資源調査の結果報告 
・北茨城市観光アクションプランの作成状況の報告 
・北茨城市観光アクションプラン承認について 
決定事項： 
・次年度は若いメンバー中心の新しい組織体で北茨城市観光アクションプラン

を実行していく。 
・北茨城市観光アクションプランを一部修正し、冊子を委員に送付し、承認を

文書でいただく。 
 
② 北茨城市観光協会臨時企画総務委員会（全 4回） 
【設置目的】 
 北茨城市の既存の観光資源、芸術・文化・食などの地域資源、広域観光やイ

ンバウンド対策等の新たな観光資源の調査や発掘を行い、観光振興のための観

光戦略・事業計画を設定する。 
本委員会は、観光振興のための観光戦略・事業計画を設定するために行なわ

れるワークショップの意見集約の場として設置する。 
 
【北茨城市観光協会臨時企画総務委員会】 
区 分 参加者名 所  属 団  体  名 

委員会 武士 能久 企画総務委員長 あんこうの宿 まるみつ旅館 

荒川 真吾 企画総務副委員長 東光印刷(株) 

仁井田 康昌 企画総務副委員長 暁園 

中野 吉規 企画総務委員 (株)二ツ島観光ホテル 

福田 千春 企画総務委員 磯原シーサイドホテル 

小野 悟志 企画総務委員 風月堂菓子舗 

大友 良市 企画総務委員 大黒屋水産食品(株) 

小國 裕一 企画総務委員 (株)小國工務店 
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村田 章 企画総務委員 (株)五浦観光ホテル 

前田 賢一 企画総務委員 食彩 太信 

赤津 康智 企画総務委員 ひかり印刷 

篠原 裕治  企画総務委員会顧問 やまに郷作 

渡辺 悦夫 企画総務委員会顧問 (株)としまや 

事務局 市川 友英 事務局 秀明大学観光ビジネス学部 

樫村 義弘 事務局 北茨城市  

会沢 有香 事務局 北茨城市  

飯樋 瞬 事務局 北茨城市  

宮口 直人 事務局 株式会社ビズユナイテッド 

大木 慈郎 事務局 株式会社 JTB 水戸支店 

西島 佳子 事務局 株式会社 JTB 水戸支店 
（北茨城市観光推進事業担当） 

 
 
■１回目 

 日時：2018年 8月 8日（水）10:00～11:00 
場所：北茨城市役所 4階 401会議室 
議題： 
・平成 30年度北茨城市観光振興推進事業について 
・本事業に至った経緯、事業概要説明 
・本事業で行う具体的内容とスケジュールの説明、観光戦略ワークショップ 
への参加依頼 
・観光資源調査の進め方 
 
■２回目 
日時：2018年 9月 18日（火）15:20～16:30 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・１回目ＷＳ「北茨城市の将来ビジョン」についての意見集約 
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■３回目 
日時：2018年 11月 8日（木）15:20～16:30 
場所：北茨城市生涯学習センターとれふる講座室Ａ 
議題： 
・2 回目ＷＳ「北茨城市の地域ビジョン」「観光におけるターゲット設定」に
ついての意見集約 

 
■４回目 
日時：2019年 2月 8日（金）10:40～12:00 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・3回目ＷＳ「観光アクションプランについて」の意見集約 

 
 
③ 観光に関するワークショップ（全 3回） 
【設置目的】 
 北茨城市の既存の観光資源、芸術・文化・食などの地域資源、広域観光やイ

ンバウンド対策等の新たな観光資源の調査や発掘を行い、観光振興のための観

光戦略・事業計画を設定する。 
本ワークショップは、観光振興のための観光戦略・事業計画を設定するため

に広く一般の意見を募る場として設置する。 
 
■１回目 

 日時：2018年 9月 18日（火）13:30～15:00 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・北茨城市の将来ビジョン 
・観光業をどのように活用して町を元気にするか 
 
■２回目 
日時：2018年 11月 8日（木）13:30～15:00 
場所：北茨城市生涯学習センターとれふる講座室Ａ 
議題： 
・北茨城市の地域ビジョン 
・北茨城市の強み 
・観光におけるターゲット設定 
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村田 章 企画総務委員 (株)五浦観光ホテル 

前田 賢一 企画総務委員 食彩 太信 

赤津 康智 企画総務委員 ひかり印刷 

篠原 裕治  企画総務委員会顧問 やまに郷作 

渡辺 悦夫 企画総務委員会顧問 (株)としまや 

事務局 市川 友英 事務局 秀明大学観光ビジネス学部 

樫村 義弘 事務局 北茨城市  

会沢 有香 事務局 北茨城市  

飯樋 瞬 事務局 北茨城市  

宮口 直人 事務局 株式会社ビズユナイテッド 

大木 慈郎 事務局 株式会社 JTB 水戸支店 

西島 佳子 事務局 株式会社 JTB 水戸支店 
（北茨城市観光推進事業担当） 

 
 
■１回目 

 日時：2018年 8月 8日（水）10:00～11:00 
場所：北茨城市役所 4階 401会議室 
議題： 
・平成 30年度北茨城市観光振興推進事業について 
・本事業に至った経緯、事業概要説明 
・本事業で行う具体的内容とスケジュールの説明、観光戦略ワークショップ 
への参加依頼 
・観光資源調査の進め方 
 
■２回目 
日時：2018年 9月 18日（火）15:20～16:30 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・１回目ＷＳ「北茨城市の将来ビジョン」についての意見集約 
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■３回目 
日時：2018年 11月 8日（木）15:20～16:30 
場所：北茨城市生涯学習センターとれふる講座室Ａ 
議題： 
・2 回目ＷＳ「北茨城市の地域ビジョン」「観光におけるターゲット設定」に
ついての意見集約 

 
■４回目 
日時：2019年 2月 8日（金）10:40～12:00 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・3回目ＷＳ「観光アクションプランについて」の意見集約 

 
 
③ 観光に関するワークショップ（全 3回） 
【設置目的】 
 北茨城市の既存の観光資源、芸術・文化・食などの地域資源、広域観光やイ

ンバウンド対策等の新たな観光資源の調査や発掘を行い、観光振興のための観

光戦略・事業計画を設定する。 
本ワークショップは、観光振興のための観光戦略・事業計画を設定するため

に広く一般の意見を募る場として設置する。 
 
■１回目 

 日時：2018年 9月 18日（火）13:30～15:00 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・北茨城市の将来ビジョン 
・観光業をどのように活用して町を元気にするか 
 
■２回目 
日時：2018年 11月 8日（木）13:30～15:00 
場所：北茨城市生涯学習センターとれふる講座室Ａ 
議題： 
・北茨城市の地域ビジョン 
・北茨城市の強み 
・観光におけるターゲット設定 
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・北茨城市の観光資源の発掘／地域における誘客できる「観光資源」のキーワ

ードを考えよう 
 
■３回目 
日時：2019年 2月 8日（金）9:00～10:30 
場所：北茨城市商工会大会議室 
議題： 
・観光資源調査総評 
・観光アクションプランについて 

 
以上のように、各協議体でアクションプラン策定に向けた様々な話し合いを

実施してきました。 


