
              

【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 23年 10月 19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 ～流通と観光が拓く、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）は、「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、「旅游都市・大阪シンポジウム～流通と観光が拓く、

千客万来都市・大阪」を 12月 7日に開催し、「旅游都市・大阪」の実現に向けた

議論を深める。 

 

○「旅游都市化推進プロジェクト」は、大阪商工会議所が今年度から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」の中核プロジェクト。「旅

游（旅游）」は中国語で「観光」を意味し、中国を中心に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。 

 
○このたびのシンポジウムは２部構成で開催する。第１部では、国土交通省観光庁

長官の溝畑宏氏、㈱大丸松坂屋百貨店代表取締役社長の山本良一氏、㈱日本政策

投資銀行地域企画部地域振興グループ参事役でベストセラー書籍「デフレの正体

」の著者である藻谷浩介氏の３氏が講師として、それぞれの立場から、観光客誘

致とインバウンドによる消費拡大をテーマに講演を行う。 

 

○第２部では、上記３人の講師に山本博史流通活性化委員長が加わり、コーディネ

ーターに流通科学大学商学部特別教授の石原武政氏を迎えて、「流通と観光が拓く

、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。 
 

【開催概要】 

日  時：平成 23年 12月 7日（水）14時 30分～17時 15分 

 集合場所：大阪商工会議所 国際会議ホール（7階） 

参加費 ：無 料 

 申込み方法：会社・団体名、氏名、役職、住所、電話、FAX 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。先着順（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 



平成 23 年 10 月 19 日 
 

旅游都市化プロジェクト 

「旅游
りょゆう

都市
と し

・大阪シンポジウム～流通と観光が拓く、千客万来都市・大阪～」 

の開催について 
 

大阪商工会議所 

 

１．趣 旨：「旅游都市化推進プロジェクト」の一環として、本シンポジウムでは、流通と 

観光分野の第一人者を招いて、講演とパネルディスカッションにより「旅游 

都市・大阪」の実現に向けた議論を深める。 
 

２．名 称：「旅游都市・大阪シンポジウム～流通と観光が拓く、千客万来都市・大阪～」 

３．日 時：２０１１年１２月７日（水）１４：３０～１７：１５ 

４．主 催：大阪商工会議所 

５．場 所：大阪商工会議所７階 国際会議ホール 

 

６．プログラム：  
  

14:30-14:35 開会挨拶：大阪商工会議所 会頭 佐藤 茂雄 
 

＜第１部＞ 

14:35-15:05 講演１：「観光立国の実現に向けた取組」 

国土交通省 観光庁長官 溝畑 宏 氏 

15:05-15:35 講演２：「大阪における我が社の経営戦略」 

㈱大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長 山本 良一 氏  

 15:35-16:05  講演３：「観光がリードする大阪の消費」 

㈱日本政策投資銀行 地域企画部地域振興グループ参事役 藻谷 浩介 氏  
 

16:05-16:15 休憩 
 

＜第２部＞ 

16:15-17:15 パネルディスカッション  
 

（パネラー） 

 溝畑 宏 氏（国土交通省観光庁長官）  

山本 良一 氏（㈱大丸松坂屋百貨店代表取締役社長） 

藻谷 浩介 氏（㈱日本政策投資銀行地域企画部地域振興グループ参事役）  

山本 博史 氏（大阪商工会議所 流通活性化委員長 ㈱小倉屋山本社長）  
 

(コーディネーター） 

石原 武政 氏（流通科学大学 商学部特別教授） 

                                     以 上 



本件担当： 大阪商工会議所　流通・サービス産業部　流通担当　長谷川・堤
 〒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

～流通と観光が拓く、千客万来都市・大阪～

「旅游都市・大阪 シンポジウム」の特徴

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
定　員： 700人（申込先着順）
主　催： 大阪商工会議所

日　時：2011年12月7日（水）14：30～17：15
参加
無料

「旅游都市・大阪シンポジウム」（12月7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

大阪商工会議所では、「千客万来都市OSAKAプラン」を事業

運営の基本ビジョンとし、その実現に向けた戦略プロジェクト

である「旅游都市化推進」事業を実施しております。

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ることにより、大阪での観光及び

消費拡大を目指した取り組みを推進しております。

キタ、ミナミ、天王寺・あべの等の各地域において、百貨店や

商業施設の新設・増床が相次ぐ中、海外からの旅行客が

ショッピングを楽しめる都市に変貌しつつある旅游都市・

大阪に関し、各界の第一人者による講演とパネルディスカッ

ションで、議論を深めて参ります。

観光立国の推進役！1
国土交通省 
観光庁長官　

溝畑宏氏が講演！！

地域商店街とも協働し、
訪日観光客への対応を強化！2

株式会社大丸松坂屋百貨店 
代表取締役社長　

山本良一氏が講演！！

ベストセラーとなった
『デフレの正体』の著者！3

株式会社日本政策投資銀行 
地域企画部地域振興グループ参事役　

藻谷浩介氏が講演！！

中国人観光客とのコミュニケーションに便利な“指さしシート”
をはじめ、「旅游都市化推進」事業の一環で大阪商工会議所が
作成した中国人観光客接遇に役立つ各種資料をもれなく進呈
します！！

参加者へ
の特典！

！



＜第１部＞ ＜第2部＞

旅游都市・大阪シンポジウム
2011年12月7日（水）／於：大阪商工会議所

P  R  O  G  R  A  M
14:30

大阪商工会議所
会頭　佐藤 茂雄
（京阪電気鉄道株式会社 取締役相談役 取締役会議長）

主催者挨拶

14:35

国土交通省 
観光庁長官　溝畑 宏 氏

講演１

16:05～16：15 休憩

「観光立国の実現に向けた取組」

1985年自治省入省。1990年に大分県へ出向し、企画総室企画調整課主幹、総務
部財政課長、企画部次長、企画文化部長などを歴任、2004年（株）大分フットボー
ルクラブ代表取締役を経て、2010年1月より現職。

石原 武政 氏（流通科学大学 商学部 特別教授）
コーディネーター

溝畑    宏 氏（国土交通省 観光庁長官）

山本 良一 氏（株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長）

藻谷 浩介 氏（株式会社日本政策投資銀行 地域企画部地域振興グループ参事役）

山本 博史 　（大阪商工会議所 流通活性化委員長
株式会社小倉屋山本 代表取締役社長）

パネラー

1969年神戸大学大学院経営学研究科博士課程を退学後、大阪市立大学商学部助手に
就任。その後、助教授を経て、1984年教授就任。2006年より名誉教授、同年関西学院
大学商学部教授。2011年4月より現職。『小売業の外部性とまちづくり』有斐閣、『日本
の流通政策』（共著）中央経済社他、著書多数。

流通科学大学特別教授の石原武政氏をコーディネーターに迎え、第１部の講演者に大阪商工会議所の山本

博史流通活性化委員長が加わり、「千客万来都市・大阪」を目指すために必要とされる取り組みや、流通業の

果たす役割について意見交換を行います。

15:05

株式会社大丸松坂屋百貨店 
代表取締役社長　山本 良一 氏

講演2 「大阪における我が社の経営戦略」

1973年（株）大丸入社、同社梅田店にて営業企画部長、婦人雑貨子供服部長等を
経て2003年同社代表取締役社長兼最高執行責任者就任。2007年同社グルー
プ本社百貨店事業本部梅田新店計画室長を経て、2009年1月よりJ.フロントリテ
イリング（株）取締役（現任）、（株）松坂屋取締役、2010年3月より現職。

15:35
株式会社日本政策投資銀行　
地域企画部地域振興グループ参事役　藻谷 浩介 氏

講演3 「観光がリードする大阪の消費」

1988年日本開発銀行（現（株）日本政策投資銀行)入行、（財）日本経済研究所出向な
どを経て、1999年日本政策投資銀行地域企画部調査役。2009年DBJシンガポー
ル（株）シニアアドバイザー、2010年より現職。2000年頃より地域振興の各分野
で精力的に研究･著作･講演を行い、著書『デフレの正体』(角川One テーマ21)は45万
部を売り上げた。

16:15 パネルディスカッション

17:15 終了

「流通と観光が拓く、千客万来都市・大阪」

山本 博史 委員長
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