
お申込みフォームは上のQR
コードをスマートフォンで
読み取ってください。PCから
は kbrc.jp をご覧ください。
※QRコードは(株)デンソーウェー
ブの登録商標です。

令和4年度

京都府
観光経営
セミナー
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本セミナーは (本年8月実施)と、

(来年2月予定)

から
構成されます。

Part-1 8.22●月 
～24●水 

本事業は、京都府が厚生労働省の「地域活性化雇用創造プロジェクト」の採択を受け、観光入込客の増加等により事業拡大が見込まれる一方で、人手不足や非正規雇用の問題を抱える観光産業分野において、産業政策と
雇用政策を一体的に推進することにより、正規雇用の創出を目指すものです。

一般社団法人 京都ビジネスリサーチセンター 京都市左京区吉田本町36-1
（京都大学経営管理大学院内）

京都府観光経営セミナー事務局   Tel. 075-753-3543   E-mail kbrc-office.k20@kbrc.jp

主催 共催 協賛京都府 京都大学経営管理大学院
経営研究センター

お申込み
お問合せ

Part-2 とは…

2023年2月開催予定 Part-2
DX応用理論

デザイン思考理論

システム開発演習実践

プロジェクトマネジメント演習実践

リアル課題演習実践

発表＆講評理論
令和4.

京都大学にて開講
(京都市左京区吉田本町)

参加希望者は、裏面の募集要項を参照の上、セミナーウェブサイトより
お申込みください。  https://kbrc.jp/biz/tourizm/index.html

対面・オンライン(Zoom)の選択制

(一社)京都ビジネスリサーチセンター
京都府観光経営セミナー事務局
メールアドレス: kbrc-offcce.k20@kbrc.jp
TEL: 075-753-3543

お申込・お問合せ

「お申込みフォーム」または「お申込み書の郵送」いずれか
にてお申込ください。
・締切:令和4年8月18日(木)

申込方法

・必要条件を満たした方には、(公社)京都府観光連盟会長
および京都大学大学院経営管理研究部経営センター長より
受講証明書を授与いたします。

・本セミナー受講後に、受講レポートを提出していただくこと
を予定しております。テーマや形式については、オリエン
テーションでご説明いたします。

その他

20名(定員になり次第締め切らせていただくことがあります)定員

原則として京都府内に勤務地がある観光関連事業に従事
されている方

・本セミナー申込み（観光経営編およびDX実装編）
おひとり30，000円

・申込み特例（観光経営編のみ申込み）
おひとり15，000円（観光経営編受講料）

※後日、DX実装編の申込みを希望される場合、受講定員に
余裕がある場合、以下の受講料でお申込みいただけます。
おひとり20，000円（DX実装編受講料）

受講対象者

申込み・受講料

対面・オンライン(Zoom)の選択制(ハイフレックス形式) 
※対面講義の会場：京都大学経営管理大学院内
〒606-8501 京都市左京区吉田本町

開催形式・場所

令和4年8月22日（月）～8月24日（水）日時

「令和4年度 京都府観光経営セミナー」
ポストコロナを見据えた事業経営を打ち出し、DX技術を
積極的に活用することで、京都の観光関連事業をさらに
飛躍発展させる人材を育成することを目的に、DX技術を
観光経営に導入する考え方、応用事例、活用検討に関する
講義と演習・実技をおこなう。

セミナー目的・内容

経営セミナー

16コマ

全 各
コ
マ
80
分

Part-1「観光経営編」での学びをもとに、DX技術を応用し、観光業が直面する
事業課題の解決を目指すセミナー。 ITベンダー講師による講義と、課題解決
のプロセスを体験する実技（実装）をおこなう。

実施内容（予定）
●講義：
　「DX応用」（1コマ）、「デザイン思考」（1コマ）

●実技（実装演習）：
　「システム開発演習」（3コマ）、
　「プロジェクトマネジメント演習」（4コマ）、
   「リアル課題演習」（4コマ）、
  発表・講評とまとめ（3コマ）

※新型コロナウィルス感染症の影響により、開催日や開催場所の変更が生じる場合がございます。 また、同感染症の状況によっては、講座の授業形式をすべてオンライン授業に変更する場合がございます。



Part-12022年8月実施

観光経営戦略論 基礎理論

観光経営戦略論 構想理論

観光マーケティング理論

観光地マネジメント実践

観光経営組織理論

観光サービスと管理会計理論

DX基礎理論

令和4年度

京都府観光 講義スケジュール ※講師・テーマは変更になる場合があります。

観光経営戦略、観光マーケティング、
DX基礎などに関する講義・演習

あらゆる業界，業態，組織において，デジタルトランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）の必要性が声高に
叫ばれています。 とりわけ観光業界は、激流に翻弄されている今こそ、積極的にDXに対処していく姿勢が求められそうです。
しかしここで、「観光業界にとってのDX」、あるいは「それぞれの組織にとってのDX」とは、いったいどんなものなのでしょうか。
それをしっかりと見定めたうえで適切な行動を起こすことが、「DX」を単なる流行り言葉やバズワードに終わらせず、あなたに
とって意義のある経営施策とするために必要です。
本セミナー前半の「観光経営編」では，経営学全般（経営戦略，マーケティング，組織論，会計学）の基礎を学んでいただき
ます。 後半の「DX実装編」では、それらをベースとして、改革のアイデアを実践するうえでの課題を示し、さらにそれらを
乗り越えるための演習や模擬体験も用意しました。
セミナー終了後には、あなたが現場に戻って取り組むべきそれぞれのDXの方向性やノウハウなどが、形を現しはじめる
ことと確信しています。

京都大学経営管理大学院　特定教授　前川 佳一

10コマ

全 各
コ
マ
80
分

8.22●月 

8.22●月  10:00-10:50  オリエンテーション

8.22●月  

■講師   前川佳一 京都大学

11:10-12:30

観光経営戦略論 基礎

■講師  京都府観光連盟 ／ 前川佳一 京都大学

8.23●火  13:40-15:00 観光地マネジメント
（ポストコロナの事業チャレンジ）

■講師  沢登次彦 株式会社リクルート

9:30～10:00 受付

10:00-10:50 オリエンテーション

11:10-12:30 観光経営戦略論 基礎

観光経営組織-113:40-15:00

15:20-16:40 観光経営組織-2 若林直樹 京都大学

若林直樹 京都大学

前川佳一 京都大学

9:30-10:50

8.23●火 観光地マネジメント
（ポストコロナの事業チャレンジ）

11:10-12:30

13:40-15:00

観光経営戦略論 構想

若林靖永 佛教大学

15:20-16:40

DX基礎

若林靖永 佛教大学

17:00-18:20

9:30-10:50

8.24●水 
前川佳一 京都大学

松井啓之 京都大学11:10-12:30

観光サービスと管理会計-1

観光マーケティング-1

観光マーケティング-2

観光サービスと管理会計-2

岡田幸彦 筑波大学

沢登次彦 株式会社リクルート

岡田幸彦 筑波大学

13:40-15:00 総括 前川佳一 京都大学

必要条件を満たした方には、（公社）京都府観光連盟会長および京都大学大学院経営管理研究部経営センター長より受講証明書を授与いたします。

本セミナー中、あるいは受講後に、簡単なレポートを提出していただくことを予定しております。
テーマや形式については、オリエンテーションまたは講義の中でご説明いたします。

理論

理論

実践

理論

理論

理論

理論

理論

理論

理論

理論

京都府観光連盟 ／ 前川佳一 京都大学

経営セミナー

3日間のセミナーについて、各講義の構成と狙い、受講生の貴方に学んでいただきたいポイントを紹介します。

受講者の構想をご披露していただき、全員で議論しながら実践策を練って
いただきます。ここでの議論が、DX実装編（翌年2月予定）の題材になるかも
しれません。

観光関連の事業やお仕事をされている貴方にとって、
「経営戦略」の視点で、事業を見つめ直すきっかけを
提供します。
そもそも戦略とは何でしょう？、経営に不可欠なんでしょ
うか？、DXを実践するとしたら、経営戦略との関係はどう
考えたらいいのでしょうか？

8.22●月  

■講師   若林直樹 京都大学

13:40-15:00・15:20-16:40

観光経営組織

理論

観光事業にとって、経営を実践する基盤は、ヒト（人財）
およびその集まりである組織です。よりよい成果を上げ
るための「経営組織」について考えていただきます。
そもそも経営組織とは何でしょう？、また、DXを実践する
ために、最適の経営組織があるのでしょうか？、あるいは、
推進するDXに内容によって組織形態は柔軟であるべ
きでしょうか？

新型コロナもようやく出口が見え、社会、各業界も「with コロナ」の取組みを進めています。京都をはじめとする観光地の
プロモーションについて、豊富なデータ、事例を通して見つめ直してけていただく講義です。
とりわけポストコロナの事業チャレンジとして、観光地プロモーションはDXそのものかもしれません。ここでは具体的なヒントについて学びます。

8.24●水  

8.24●水  

■講師   前川佳一 京都大学

■講師   前川佳一 京都大学

9:30-10:50

観光経営戦略論 構想

13:40-15:00

総括

理論

貴方または他の本セミナー受講生が抱えておられるリ
アルな事業課題に対して、経営戦略の視点で、その解
決策、改善を考えていただきます。
戦略、組織、マーケティング、会計とひととおり学んで
いただいたところで、ご自身の現場でどういう改革（DX含む）
が必要か、可能かについて構想を練っていただきます。

8.24●水  

■講師   松井啓之 京都大学

11:10-12:30

DX基礎

理論

DX（デジタルトランスフォーメーション）をどう捉えていま
すか？すでに活用しているところがある、便利そうだがよ
くわからない、等、ご関心をお持ちのDXについて基礎的
な講義を行います。なお、DX応用編は、Part-2（翌年2
月予定）で実施予定です。
そもそもDXとは何かについて、デジタルとはから説き起
こします。入口は情報学ですが、出口では実際のビジネ
ス事例をご紹介します。

8.23●火  

■講師   若林靖永 佛教大学

9:30-10:50・11:10-12:30

観光マーケティング

理論

貴方の事業は、現在、どのような状況でしょうか？コロナ
前の活況を取り戻したい、もっと多くのお客様をお迎えし
たい、とお考えであれば、そのために注目するところ、そし
て打ち手はどのようなものかについて考えていただきます。
そもそもマーケティングとは何でしょう？、DXを推進する
にあたり、たとえば経営戦略や経営組織が土台にあた
るとしたら、マーケティングはDX実践の最前線にあたる
ものかもしれません。

8.23●火  

■講師   岡田幸彦 筑波大学

15:20-16:40・17:00-18:20

観光サービスと管理会計

理論

実践

会計、経理と言うと取っつきにくいと思われる方がいらっ
しゃるかもしれませんが、貴方の事業や経営はいまどの
ような状態にあるのか、を読み解く「数字の見方」・その
ツールについて講義いたします。
そもそも会計の考え方をまず学んでいただき、さらに観
光含むサービス業界における特徴を理解していただきま
す。それはおそらく、経営改革やDXへのヒントになること
でしょう。
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8.24●水  

8.24●水  

■講師   前川佳一 京都大学

■講師   前川佳一 京都大学

9:30-10:50

観光経営戦略論 構想

13:40-15:00

総括

理論

貴方または他の本セミナー受講生が抱えておられるリ
アルな事業課題に対して、経営戦略の視点で、その解
決策、改善を考えていただきます。
戦略、組織、マーケティング、会計とひととおり学んで
いただいたところで、ご自身の現場でどういう改革（DX含む）
が必要か、可能かについて構想を練っていただきます。

8.24●水  

■講師   松井啓之 京都大学

11:10-12:30

DX基礎

理論

DX（デジタルトランスフォーメーション）をどう捉えていま
すか？すでに活用しているところがある、便利そうだがよ
くわからない、等、ご関心をお持ちのDXについて基礎的
な講義を行います。なお、DX応用編は、Part-2（翌年2
月予定）で実施予定です。
そもそもDXとは何かについて、デジタルとはから説き起
こします。入口は情報学ですが、出口では実際のビジネ
ス事例をご紹介します。

8.23●火  

■講師   若林靖永 佛教大学

9:30-10:50・11:10-12:30

観光マーケティング

理論

貴方の事業は、現在、どのような状況でしょうか？コロナ
前の活況を取り戻したい、もっと多くのお客様をお迎えし
たい、とお考えであれば、そのために注目するところ、そし
て打ち手はどのようなものかについて考えていただきます。
そもそもマーケティングとは何でしょう？、DXを推進する
にあたり、たとえば経営戦略や経営組織が土台にあた
るとしたら、マーケティングはDX実践の最前線にあたる
ものかもしれません。

8.23●火  

■講師   岡田幸彦 筑波大学

15:20-16:40・17:00-18:20

観光サービスと管理会計

理論

実践

会計、経理と言うと取っつきにくいと思われる方がいらっ
しゃるかもしれませんが、貴方の事業や経営はいまどの
ような状態にあるのか、を読み解く「数字の見方」・その
ツールについて講義いたします。
そもそも会計の考え方をまず学んでいただき、さらに観
光含むサービス業界における特徴を理解していただきま
す。それはおそらく、経営改革やDXへのヒントになること
でしょう。
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お申込みフォームは上のQR
コードをスマートフォンで
読み取ってください。PCから
は kbrc.jp をご覧ください。
※QRコードは(株)デンソーウェー
ブの登録商標です。

令和4年度

京都府
観光経営
セミナー

令和4年度 京都府観光経営セミナー

募集要項・お申込み
経
営
編観光

経
営
編観光

実
装
編DXPart-1

Part-2

本セミナーは (本年8月実施)と、

(来年2月予定)

から
構成されます。

Part-1 8.22●月 
～24●水 

本事業は、京都府が厚生労働省の「地域活性化雇用創造プロジェクト」の採択を受け、観光入込客の増加等により事業拡大が見込まれる一方で、人手不足や非正規雇用の問題を抱える観光産業分野において、産業政策と
雇用政策を一体的に推進することにより、正規雇用の創出を目指すものです。

一般社団法人 京都ビジネスリサーチセンター 京都市左京区吉田本町36-1
（京都大学経営管理大学院内）

京都府観光経営セミナー事務局   Tel. 075-753-3543   E-mail kbrc-office.k20@kbrc.jp

主催 共催 協賛京都府 京都大学経営管理大学院
経営研究センター

お申込み
お問合せ

Part-2 とは…

2023年2月開催予定 Part-2
DX応用理論

デザイン思考理論

システム開発演習実践

プロジェクトマネジメント演習実践

リアル課題演習実践

発表＆講評理論
令和4.

京都大学にて開講
(京都市左京区吉田本町)

参加希望者は、裏面の募集要項を参照の上、セミナーウェブサイトより
お申込みください。  https://kbrc.jp/biz/tourizm/index.html

対面・オンライン(Zoom)の選択制

(一社)京都ビジネスリサーチセンター
京都府観光経営セミナー事務局
メールアドレス: kbrc-offcce.k20@kbrc.jp
TEL: 075-753-3543

お申込・お問合せ

「お申込みフォーム」または「お申込み書の郵送」いずれか
にてお申込ください。
・締切:令和4年8月18日(木)

申込方法

・必要条件を満たした方には、(公社)京都府観光連盟会長
および京都大学大学院経営管理研究部経営センター長より
受講証明書を授与いたします。

・本セミナー受講後に、受講レポートを提出していただくこと
を予定しております。テーマや形式については、オリエン
テーションでご説明いたします。

その他

20名(定員になり次第締め切らせていただくことがあります)定員

原則として京都府内に勤務地がある観光関連事業に従事
されている方

・本セミナー申込み（観光経営編およびDX実装編）
おひとり30，000円

・申込み特例（観光経営編のみ申込み）
おひとり15，000円（観光経営編受講料）

※後日、DX実装編の申込みを希望される場合、受講定員に
余裕がある場合、以下の受講料でお申込みいただけます。
おひとり20，000円（DX実装編受講料）

受講対象者

申込み・受講料

対面・オンライン(Zoom)の選択制(ハイフレックス形式) 
※対面講義の会場：京都大学経営管理大学院内
〒606-8501 京都市左京区吉田本町

開催形式・場所

令和4年8月22日（月）～8月24日（水）日時

「令和4年度 京都府観光経営セミナー」
ポストコロナを見据えた事業経営を打ち出し、DX技術を
積極的に活用することで、京都の観光関連事業をさらに
飛躍発展させる人材を育成することを目的に、DX技術を
観光経営に導入する考え方、応用事例、活用検討に関する
講義と演習・実技をおこなう。

セミナー目的・内容

経営セミナー

16コマ

全 各
コ
マ
80
分

Part-1「観光経営編」での学びをもとに、DX技術を応用し、観光業が直面する
事業課題の解決を目指すセミナー。 ITベンダー講師による講義と、課題解決
のプロセスを体験する実技（実装）をおこなう。

実施内容（予定）
●講義：
　「DX応用」（1コマ）、「デザイン思考」（1コマ）

●実技（実装演習）：
　「システム開発演習」（3コマ）、
　「プロジェクトマネジメント演習」（4コマ）、
   「リアル課題演習」（4コマ）、
  発表・講評とまとめ（3コマ）

※新型コロナウィルス感染症の影響により、開催日や開催場所の変更が生じる場合がございます。 また、同感染症の状況によっては、講座の授業形式をすべてオンライン授業に変更する場合がございます。
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原則として京都府内に勤務地がある観光関連事業に従事
されている方

・本セミナー申込み（観光経営編およびDX実装編）
おひとり30，000円

・申込み特例（観光経営編のみ申込み）
おひとり15，000円（観光経営編受講料）

※後日、DX実装編の申込みを希望される場合、受講定員に
余裕がある場合、以下の受講料でお申込みいただけます。
おひとり20，000円（DX実装編受講料）

受講対象者

申込み・受講料

対面・オンライン(Zoom)の選択制(ハイフレックス形式) 
※対面講義の会場：京都大学経営管理大学院内
〒606-8501 京都市左京区吉田本町

開催形式・場所

令和4年8月22日（月）～8月24日（水）日時

「令和4年度 京都府観光経営セミナー」
ポストコロナを見据えた事業経営を打ち出し、DX技術を
積極的に活用することで、京都の観光関連事業をさらに
飛躍発展させる人材を育成することを目的に、DX技術を
観光経営に導入する考え方、応用事例、活用検討に関する
講義と演習・実技をおこなう。

セミナー目的・内容

経営セミナー

16コマ

全 各
コ
マ
80
分

Part-1「観光経営編」での学びをもとに、DX技術を応用し、観光業が直面する
事業課題の解決を目指すセミナー。 ITベンダー講師による講義と、課題解決
のプロセスを体験する実技（実装）をおこなう。

実施内容（予定）
●講義：
　「DX応用」（1コマ）、「デザイン思考」（1コマ）

●実技（実装演習）：
　「システム開発演習」（3コマ）、
　「プロジェクトマネジメント演習」（4コマ）、
   「リアル課題演習」（4コマ）、
  発表・講評とまとめ（3コマ）

※新型コロナウィルス感染症の影響により、開催日や開催場所の変更が生じる場合がございます。 また、同感染症の状況によっては、講座の授業形式をすべてオンライン授業に変更する場合がございます。




