
                                                        資料７ 

アジア・グリーン・ツーリズム国際シンポジウム開催要領 

（主な企画のうち、企画 2と企画 3について） 

 

1. 開催趣旨 

 2010 年 10月 16・17日に新潟で開催される APEC食料安全保障担当大臣会合ならびに、9月に奈良で開

催される APEC観光担当大臣会合に合せて、アジアにおけるグリーン・ツーリズムの国際化に向けたビジ

ネス関係者によるシンポジウムと市民・学識経験者・政策担当者によるシンポジウムとを下記の要領で

開催します。 

 シンポジウムでは、グリーン・ツーリズムを通じた国際交流、とりわけ訪日外国人のグリーン・ツー

リズムへの誘導方法等を実践的に探ります。 

 

2. 日時と会場 

・2010 年 9月 26 日(日) 

・大学コンソーシアム京都・キャンパスプラザ京都  tel：(075)353-9111 

 （〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る  (JR京都駅ビル駐車場西側)    

 

3. 主催：国際グリーン・ツーリズムシンポジウム実行委員会 

（事務局：NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会） 

4. 共催：きんき子どもふるさと応援隊、お母さんたちのフードマルシェ 

5. 後援：農林水産省、外務省、観光庁、全国旅行業協会、日本旅行業協会、オーライ!ニッポン会議、

独立行政法人国際観光振興機構、財団法人都市農山漁村交流活性化機構、京都府、京丹後市、

御杖村、京都市、NHK 京都放送局、KBS京都、JA京都中央会、京都府生活協同組合連合会＜等

予定＞ 

6. 協賛予定：京都・滋賀・奈良大学生協地域センター、京都府立医科大学・府立大学生協＜等予定＞ 

 

7. 参加費 無料 （但し、交流懇親会参加者 飲食代 1人 3,000円、 

現地視察参加者 昼食代 1人 2,000円程度） 

 

8. 問い合わせ先 

京都府立大学 農業経営学研究室  tel：075－703－5622（担当：宮崎、坊） 

   申し込み先：jimukyoku@gtnet.sakura.ne.jp 

 

9. 主な企画 

（1）国際シンポジウム-企画 1（ ビジネス関係者シンポジウム ） 

  ・日時：9月 26 日 午前 9：00～12：30  

・会場：2F第 2会議室 

 （2）国際シンポジウム－企画 2（市民、学識経験者、政策等担当者によるシンポジウム ） 

・日時：同日、午後 13：30～18：10 

・会場：同、4F第 2講義室 



（3）交流意見交換会（懇親会）―企画 3 

・日時：同日、午後 18：20～20：00 

・会場：同、2Fホール 

・参加費：一人 3,000円(飲食代)  

・女性起業グループによる食事提供を予定 

 

    （4）現地視察―企画 4 

・日時：2010年 9月 27日（月） 9：00～16：00  美山町“かやぶきの里” 

・先着 40名   JR京都駅八条口バスターミナル集合 

 

国際シンポジウム－企画 2 プログラム 

アジア・グリーン・ツーリズムの展望 

－日本・中国・韓国・ベトナムの国際交流を考える－ 

 

テーマ：アジアのグリーン・ツーリズム政策と国際交流の現状と課題 

 

   開会セレモニー： 12時 40 分～13時 20分 

     内容：「中国の農村とわたしたちを“二胡”の響きで結ぶ」 

      演奏とお話：吉川 普子
ひろこ

 

（京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程修了後、現在は京都を中心に演奏活動） 

 

13：30～            ＜総合司会＞  津國 実（協会理事） 

・開会   NPO 法人日本都市農村交流ネットワーク協会 副理事長 髙橋 信正  

  ・来賓挨拶 農林水産省 都市農村交流課 課長補佐 遠藤 知庸  

        京都府 農林水産部 部長 西口 仲雄（予定） 

1. 事例報告〔解題 15分、各自 30分報告×4人（14：00～16：30）〕 

内容：「グリーン・ツーリズムの政策と国際交流について」 

     解題：宮崎 猛（京都府立大学、協会理事長） 

     ・井上 弘司（地域再生診療所 代表執行役、観光カリスマ） 

・チャン・ドゥック・タイン（ハノイ社会科学大学） 

    15：15～15：30：休憩 

・王 橋（中国社会科学院） 

     ・張 綿珠（韓国農村振興庁） 

    16：30～16：40：休憩 

2. パネルディスカッション（16：40～18：00）座長：大谷 紀美子（相愛大学学園長）  

     ・報告者をパネラーに報告にもとづきテーマをふかめます 

 

  ・閉会（御礼）NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会 副理事長 尾松 数憲   
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問い合わせ
NPO法人
日本都市農村交流ネットワーク協会

京都府立大学  農業経営学研究室　
電話075-703-5622（担当：宮崎、坊）
jimukyoku@gtnet.sakura.ne.jp

国際シンポジウム　第4弾

日 時─ 2010年9月26日（日）　12時40分～ 18時00分
場 所─ 大学コンソーシアム京都・キャンパスプラザ京都  4階第2講義室
 〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る（JR京都駅ビル駐車場西側）
 電話075-353-9111　FAX075-353-9121

参加料─ 無料（ただし、懇親会と現地視察は有料）

主　催─ 国際グリーン・ツーリズムシンポジウム実行委員会（事務局：NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会）
共　催─ きんき子どもふるさと応援隊、お母さんたちのフードマルシェ
後　援─ 農林水産省、外務省、観光庁、全国旅行業協会、日本旅行業協会、オーライ!ニッポン会議、独立行政法人国際観光振興機構、
 財団法人都市農山漁村交流活性化機構、京都府、京丹後市、御杖村、京都市、NHK京都放送局、KBS京都、JA京都中央会、
 京都府生活協同組合連合会（予定）
協　賛─ 京都・滋賀・奈良大学生協地域センター、京都府立医科大学・府立大学生活協同組合（予定）

プログラム
※都合により変更することがございます。

メインテーマ：

アジアのグリーン・ツーリズム
政策と国際交流の現状と課題

キャンパスプラザ京都  4階第2講義室

12：40 ～ 13：20　開会セレモニー

「中国の農村とわたしたちを
“二胡”の響きで結ぶ」
演奏とお話 吉川普子（二胡奏者）

13：30 ～　開会
総合司会 津國実（協会理事）

開会あいさつ 髙橋信正（協会副理事長）

来賓あいさつ 遠藤知庸（農林水産省都市農村交流課） 
 今西仲雄（京都府農林水産部）

14：00 ～ 16：30　事例報告
解題 宮崎猛（京都府立大学、協会理事長）

［日　　本］  井上弘司
  （地域再生診療所、観光カリスマ）

［ベトナム］ チャン・ドゥック・タイン
 （ハノイ社会科学大学）

15：15 ～ 15：30　休憩

15：30 ～ 16：30　事例報告
［中　　国］ 王　橋（中国社会科学院）

［韓　　国］ 張綿珠（韓国農村振興庁）

16：30 ～ 16：40　休憩

16：40 ～ 18：00　パネルディスカッション
座長 大谷紀美子（相愛学園学園長） 

18：00　閉会
閉会あいさつ 尾松数憲（協会副理事長）

交流意見交換会（懇親会）
18：20 ～ 20：00
キャンパスプラザ京都2階ホール

食事とお酒を楽しみながら参加者による意見交換
会。女性起業グループによる食事提供を予定して
います。
参加費3,000円が必要です。

京都府美山町「かやぶきの里」
現地視察

日　時：2010年9月27日（月）
　　　　8：30 ～ 16：00
場　所：美山町「かやぶきの里」
集　合：JR京都駅八条口バスターミナル
参加費：2,000円程度（昼食付き・予定）

先着40人限定（事前申込み）

＊詳細は協会までお尋ね下さい。

日・中・韓ビジネス関係者
意見交換会

日　時： 2010年9月26日（日）
 9：00 ～ 12：30
場　所： キャンパスプラザ京都
 2階第2会議室
内　容： 中国・韓国の旅行関係者と日本の

グリーン・ツーリズム地域関係者
等による外国人受入れに向けた
意見交換会を実施（一般参加不可）。




