
              

【お問合せ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 

（長谷川・堤）  TEL.06-6944-6440 

記者配布資料                   平成 25年 1月 15日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 

 旅游都市化推進プロジェクト 

 「旅游
りょゆう

都市
と し

・大阪シンポジウム ～観光が、消費が拓く、千客万来都市・大阪～」 

の開催について 

 
 

 

 

○大阪商工会議所 流通活性化委員会（委員長：山本博史・㈱小倉屋山本 代表取締役社

長）とツーリズム振興委員会（委員長：土居年樹・天神橋三丁目商店街振興組合 理

事長）は、3 月 4 日（月）に「旅游（りょゆう）都市・大阪シンポジウム～観光が、

消費が拓く、千客万来都市・大阪」を開催する。 

 

○本シンポジウムは、大阪商工会議所が平成 23 年度から 3 カ年かけて推進する成長ビ

ジョン「千客万来都市 OSAKAプラン」の実現に向けた「旅游都市化推進プロジェクト」

の一環として開催するもの。「旅游」は中国語で「観光」を意味し、中国を中心とし

たアジアからの観光客増大を目指した様々な取り組みを展開している。当日は、「旅

游都市・大阪」の実現に向けた取り組みについて議論を深める。開催は、昨年に続い

て 2回目。 

 

○プログラムは 2部構成。第 1部では、元外務事務次官で外務省顧問、立命館大学教授

の薮中三十二氏、前国土交通省観光庁長官で大阪府特別顧問の溝畑宏氏の 2名が講師

となり、日本の観光魅力、インバウンドとして期待される中国やアセアン諸国との外

交関係、外国人観光客による消費拡大などをテーマに講演を行う。 
 

○第 2部では、「観光が、消費が拓く、千客万来都市・大阪」をテーマに、パネルディ

スカッションを開催する。上記 2名の講師に加え、大阪商工会議所会頭の佐藤茂雄（

京阪電気鉄道㈱取締役相談役取締役会議長）がパネリストとして参加する。コーディ

ネーターは京都外国語大学教授のジェフ・バーグランド氏。 

 

【開催概要】 

日  時：平成 25年 3月 4日（月）14時～16時 40分 

 場  所：大阪商工会議所 7階 国際会議ホール 

参 加 費：無 料 

 申込方法：会社・団体名、氏名、役職、住所、電話、FAX、e-mailを記載の上、大阪

商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当まで、FAX（06-6944-6565）

にてお申し込み下さい。申込先着順（定員 700名）にて受け付けます。 

以 上 
＜添付資料＞ 
資料１．「旅游都市・大阪シンポジウム」の開催について 
資料２．「旅游都市・大阪シンポジウム」案内状 



旅游都市化推進プロジェクト 

「旅游都市・大阪シンポジウム～観光が、消費が拓く、千客万来都市・大阪～」 

の開催について 

 
 
１．趣 旨：大阪商工会議所が推進する「千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン」実現に向 
  けた戦略プロジェクトのひとつとして推進する「旅游都市化推進」事業。同事業 
  では、国内だけでなく中国をはじめとするアジア各国の観光客の誘致を図り、 
  大阪への観光客による消費拡大を目指す事業を展開している。その事業の一環と 
  して、観光立国実現に向け、わが国及び大阪が採るべき方向性や取組みにつき、 
  各界の第一人者の講演とパネルディスカッションを通じて議論する。 
 
２．主 催： 大阪商工会議所 
 
３．日 時： 平成２５年３月４日（月）１４時～１６時４０分 
 
４．場 所： 大阪商工会議所７階 国際会議ホール 
 
５．参 加： 無料（定員７００名程度） 
 
６．内 容： 
 
 １４：００－ 開会挨拶 大阪商工会議所 会頭 佐藤 茂雄 
 １４：０５－ 説 明 「大阪商工会議所 旅游都市化推進プロジェクトについて」 
             大阪商工会議所 流通活性化委員長 山本 博史 
 １４：１０－ 講演１ 「国際社会における日本と観光 

～中国、ASEAN の経済発展を見据えて～」 
             元外務事務次官、外務省顧問 

立命館大学教授 薮中 三十二 氏 
 １４：５０－ 講演２ 「観光立国による消費拡大に向けて」 
             大阪府特別顧問 

前国土交通省観光庁長官 溝畑 宏 氏 
 １５：３０－ 休憩 
 １５：４０－ パネルディスカッション「観光が、消費が拓く、千客万来都市・大阪」 

（パネラー）薮中 三十二 氏（元外務事務次官、外務省顧問、立命館大学教授） 

溝畑 宏 氏  （大阪府特別顧問、前国土交通省観光庁長官) 
佐藤 茂雄   （大阪商工会議所会頭） 

         （コーディネーター）ジェフ・バーグランド 氏(京都外国語大学教授) 

 １６：４０  終了 
                                    以 上 



お問い合わせ： 大阪商工会議所　流通・サービス産業部　流通担当（長谷川）

 〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-8

 TEL.06-6944-6440   FAX.06-6944-6565

旅游都市・大阪
シンポジウム

り    ょ　　ゆ    う

～観光が、消費が拓く、千客万来都市・大阪～

り   ょ　　ゆ   う

「旅游都市・大阪シンポジウム」（3月4日開催）
参加申込書

FAX.06-6944-6565
大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当行き

1. お申込み方法：下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX.06-6944-6565にご送付下さい。

2. お申込み締切り：定員（700人）になり次第締め切りますので、お早目にお申込み下さい。

3. 参加費：無料

※お申込みいただいた方には、ご本人宛に参加証をFAXでお送りいたします。

会社・団体名

所在地

TEL　　　　　　(　　　　　  )　　　　　　　　　　  FAX　　　　　　(　　　　　  )

※プログラム、講師等が予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。

※ご記入いただいた内容は、大阪商工会議所からの各種連絡、情報提供（e-mail含む）のために利用するのをはじめ、講師、コーディネーターには

　参加者名簿として提供いたします。

※6名以上でお申込みの場合は、本状をコピーしてご活用下さい。

参加者氏名 お役職 e-mail

参加
無料

場　所： 大阪商工会議所 7階 国際会議ホール（大阪市中央区本町橋2－8）

参加費： 無料

日　時：2013年3月4日（月）14：00～16：40時： 年 月 日（月）14：

阪市中央区本町橋2 8）

00 16 40：00～16：40

京都外国語大学教授

ジェフ・バーグランド 氏
立命館大学教授、外務省顧問
元外務事務次官　薮中 三十二 氏

大阪府特別顧問
前国土交通省観光庁長官　溝畑 宏 氏

講 師 講 師

コーディネーター



14:00

さとう・しげたか　1941年大分県生まれ。1965年京阪電気鉄道㈱入社。1995年取締役、1999年常務

取締役を経て2001年代表取締役社長、2007年代表取締役CEO 取締役会議長就任。2011年より

取締役相談役 取締役会議長。2007年大阪商工会議所副会頭、2010年大阪商工会議所会頭就任。

ジェフ・バーグランド 氏 （京都外国語大学教授）
（コーディネーター）

薮中 三十二 氏 （立命館大学教授、外務省顧問、元外務事務次官）
溝畑 宏 氏 （大阪府特別顧問、前国土交通省観光庁長官）　

佐藤 茂雄 （大阪商工会議所 会頭）

（パネリスト）

1949年アメリカ合衆国南ダコタ州生まれ。ミネソタ州カールトン大学に在学中、同志社大学に留学。

1970年カールトン大学卒業。9月から同志社高校に就職。1992年大手前女子学園教授に就任。

1998年帝塚山学院大学人間文化学部教授就任、2008年4月京都外国語大学教授に就任。専門は

異文化コミュニケーション。テレビにも数多く出演するほか、講演多数。著書に「日本から文化力」

「受ける日本人 繋がる日本人―いま、世界に伝えたい受信力」などがある。

「千客万来都市・大阪」実現に向け必要とされる、観光推進や消費拡大の取組みをテーマに、意見交換を行います。

15:40 パネルディスカッション
「流通が、消費が拓く、千客万来都市・大阪」

開会あいさつ

15:30 休憩

大阪商工会議所　会頭　佐藤 茂雄

14:05

やまもと・ひろし　1953年大阪府生まれ。1981年小倉屋山本入社。同年代表取締役、1995年代表

取締役社長就任。1990年大阪青年会議所理事長就任。1996年より大阪商工会議所議員。2003年

大阪商工会議所流通活性化委員長就任。

「インバウンドによる買い物消費拡大」事業説明
大阪商工会議所　流通活性化委員長　山本 博史

14:10

やぶなか・みとじ　1948年大阪府生まれ。1969年外務省入省。韓国、インドネシア、米国在勤の後、

北米第二課長(日米経済摩擦担当)、国際戦略問題研究所主任研究員(ロンドンIISS)、ジュネーブ

代表部公使、外務本省総務課長、アジア局審議官を経て、在シカゴ総領事。2002年よりアジア

大洋州局長（六者協議首席代表）、外務審議官（経済担当・G8サミット・シェルパ）、外務審議官

（政務担当）を経て、2008年に外務事務次官。2010年外務省退官後、外務省顧問、野村総合

研究所顧問、立命館大学教授、大阪大学教授に就任。著書に「対米経済交渉」「国家の命運」。

講演1　「国際社会における日本と観光～中国、ASEANの経済発展を見据えて～」
立命館大学教授、外務省顧問
元外務事務次官

薮中 三十二 氏

14:50

みぞはた・ひろし　1960年京都府生まれ。1985年自治省入省。1990年に大分県に出向、大分県

企画部次長等を経て、2000年同県企画文化部参事、㈱大分フットボールクラブ取締役ゼネラル

マネージャー就任。大分県参事等を経て2004年㈱大分フットボールクラブ代表取締役就任。

2010年1月から2012年3月まで国土交通省観光庁長官。2012年5月内閣官房参与、大阪府特別

顧問、京都府参与に就任。著書に「溝畑流・日本列島観光論　逆転こそ、Nippon！」。

講演2　「観光立国による消費拡大に向けて」
大阪府特別顧問
前国土交通省観光庁長官　

溝畑 宏 氏

「旅游都市・大阪シンポジウム」プログラム
り   ょ　　ゆ   う

16:40 終了

外国人観光客の受入れを積極的に行っている

小売店、飲食店、ホテルの事例をまとめた

「旅游都市・大阪ガイドブック～外国人観光客

受入れ事例集」をもれなく進呈！！

��

��

大阪商工会議所が推進する「千客万来都市OSAKAプラン」実現に向けた戦略プロジェクトのひとつとして推進する「旅游

都市化推進」事業。同事業では、国内だけでなく中国をはじめとするアジア各国の観光客の誘致を図り、大阪への観光客による

消費拡大を目指す事業を展開しております。本事業の一環として、観光立国実現に向け、わが国及び大阪が採るべき方向性や

取組みをテーマに、外交、観光の第一人者を講師に招き、シンポジウムを開催します。

特典

参加者全員に
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