
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<日程・場所・内容> 

【第 1回】 令和 5年 1月 27 日（金） 午後 1時 30分～4時 30分（開場：午後 1時） 

○会場  駅前交流テラスすわっチャオ 

○講演会 <第 1 部> テーマ『地域資源を活用した着地型商品づくり』 

講師 株式会社フィールドデザイン 代表取締役副社長 林 光太朗 氏 

<第 2 部> テーマ『アウトドアを切り口にした観光振興と地域活性化』 

講師 一般社団法人 白馬村観光局 事務局長 福島 洋次郎 氏 

【第 2回】 令和 5年 2月 6日（月） 午後 1時 30分～4時 30分（開場：午後 1時） 

○会場  諏訪市役所 5 階 大会議室 

○講演会 <第 1 部> テーマ『産業観光の可能性～GEMBA モノヅクリエキスポ～』（仮） 

講師 小松市観光交流課 越川 達也 氏（こまつものづくり未来塾実行委員会） 

<第 2 部> テーマ『いますぐはじめる観光のデジタル化』 

講師 Grow with Google 講師 市原 誠之 氏（株式会社エージェント所属） 

 

<対象> ・市内の観光事業者や関係事業者、市民団体や学生など 

・前向きな人 
 

<定員> 各回 50 名（申し込み制） ※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 
 

<申し込み> 以下の申し込みフォームから申請いただくか、別紙の「参加申込書」に記

入の上、諏訪市観光課までメールまたは FAX、郵送、持参してください。 

      ※参加申込書は、観光課窓口および市 HP からダウンロードできます。 

 【申し込みフォーム】 

https://s-kantan.jp/city-suwa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29625 

 

<申し込み期限> 【第 1 回】1 月 27 日（金）正午まで 【第 2 回】2 月 6 日（月）正午まで 

 

※当日、講師への取材はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 経済部 観光課 

令和５年（２０２３年）１月１３日 

「諏訪市観光グランドデザイン」実現 

観光ひらめきセミナーを開催します 

 

 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 経済部 

観光課 観光係 

（担当）河西 俊明、福田 京介 

電 話  0266-52-4141（内線 421) 

ＦＡＸ 0266-58-1844 

メール  kankou@city.suwa.lg.jp 

令和 3 年度に作成した諏訪市観光グランドデザインの実現に向けて、さまざまな視点から観光

を学ぶための観光セミナーを開催します。 

 当日は途中参加・途中退席もできます。会場に空きがあれば当日参加も可能です。ぜひご参加い

ただき、観光客誘致のアイデアがひらめくきっかけづくりにしてみませんか。 

市ホームページ 

https://s-kantan.jp/city-suwa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29625




 

 

諏訪市観光グランドデザイン実現「観光ひらめきセミナー」  

 

 令和 3 年度に作成した諏訪市観光グランドデザインの実現に向けて、さまざまな視点

から観光を学ぶためのセミナーを開催します。 

 当日は途中参加・途中退席もできます。会場に空きがあれば当日参加も可能です。ぜ

ひご参加いただき、観光客誘致のアイデアがひらめくきっかけづくりにしてみませんか。 

 

<日程・場所・内容> 

 

【第 1 回】令和 5 年 1 月 27 日（金） 午後 1 時 30 分～4 時 30 分（開場：午後 1 時） 

○会場 駅前交流テラスすわっチャオ 

○講演会 

<第 1 部> 

テーマ『地域資源を活用した着地型商品づくり』 

講師 株式会社フィールドデザイン 代表取締役副社長 林 光太朗 氏 

<第 2部> 

テーマ『アウトドアを切り口にした観光振興と地域活性化』 

講師 一般社団法人 白馬村観光局 事務局長 福島 洋次郎 氏 

 

【第 2 回】令和 5 年 2 月 6 日（月） 午後 1 時 30 分～4 時 30 分（開場：午後 1 時） 

○会場 諏訪市役所 5 階 大会議室 

○講演会 

 <第 1 部> 

    テーマ『産業観光の可能性～GEMBAモノヅクリエキスポ～』（仮） 

講師 小松市観光交流課 越川 達也 氏（こまつものづくり未来塾実行委員会） 

<第 2 部> 

テーマ『いますぐはじめる観光のデジタル化』 

講師 Grow with Google講師 市原 誠之 氏（株式会社エージェント所属） 

 

 

<対象> ・市内の観光事業者や関係事業者、市民団体や学生など 

・前向きな人 

 

<定員> 各回 50 名（申し込み制） 

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

<申し込み> 以下の申し込みフォームから申請いただくか、別紙「参加申込書」に記入

の上、諏訪市経済部観光課までメールまたはFAX、郵送、持参してください。 

 

 

参加無料  



<申し込み先>  

 【申し込みフォームの場合】 

   

https://s-kantan.jp/city-suwa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29625  

 

 【メール、FAX、郵送、持参の場合】 

〒392-8511 諏訪市高島 1-22-30 

諏訪市役所 経済部観光課観光係あて 

MAIL：kankou@city.suwa.lg.jp 

FAX：0266-58-1844 

  TEL：0266-52-4141（内線 421） 

 

<申し込み期限> 【第 1 回】1 月 27 日（金）正午まで 

        【第 2 回】2 月 6 日（月）正午まで 

 

<注意事項> ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場ではマスクの着用や手

指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いいたします。 

 

詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

 

https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/16/53365.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://s-kantan.jp/city-suwa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29625
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/16/53365.html


【講師プロフィール】 

 

【第 1 回】 

 

<第 1 部> 

テーマ『地域資源を活用した着地型商品づくり』 

講師：林 光太朗（はやし こうたろう）氏 

   株式会社フィールドデザイン 代表取締役副社長 

 

■経歴 

1982 年生まれ、長野県出身。 

三重交通㈱ 観光販売システムズにて三重県内の行政と連携した着地型旅行商品の企画

造成と、企画した商品の大手旅行会社へのセールスを担当。 2011 年より長野営業所新

設に伴い所長就任。長野県、富山県の行政・自治体を担当。着地型旅行商品の企画造成

や、社内の体験予約サイト「 VISIT」を立ち上げ、企画した商品の流通ルートの確保等

の観光コンサルティングに従事。2020 年㈱フィールドデザイン代表取締役副社長就任。

着地型旅行商品の造成、ホームページ制作、プロモーション映像等、観光系に特化した

制作会社として、企業や自治体などの案件に携わる。また、前職観光販売システムズの

観光アドバイザーとしても活動。  

●観光庁「 地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業」専門家 

●観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進事業」ワークショップ講

師担当  

●三重交通(株)観光販売システム営業部 観光アドバイザー 

●長野市観光DX推進プロジェクトアドバイザー 

●富山県「とやま観光塾」講師担当（2015 年〜2022 年） 

 

【(株)フィールドデザイン紹介】 

観光に特化した制作会社。事業に一貫性を持たせる為に、社内で「ツアープランニン

グ」から「ホームページ制作」「スチール・映像撮影」「ライティング」「グラフィッ

クデザイン」のチームを編成し制作を一元化させ実施する。最終的には「誘客」まで見

据えたプロモーション展開で、多くの行政自治体をはじめ、大手旅行会社の制作案件を

請け負う。 

2021 年より旅行業を取得し、着地型商品の企画造成、販売も開始。 

自社サービス： 

●30 秒の観光動画「30 second strip」  

●予約販売サイト「 fielddesignSystem」 

●無料フォトギャラリー「FIELD DESIGN GALLERY」 

●YouTubeチャンネル「ナガトリ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<第 2部> 

テーマ『アウトドアを切り口にした観光振興と地域活性化』 

講師：福島 洋次郎（ふくしま ようじろう）氏 

   一般社団法人 白馬村観光局 事務局長 

 

■経歴 

1975（昭和 50）年１月 21 日 長野県白馬村生 

20 代でカナダに留学し、ブリティッシュコロンビア州立ラン

ゲーラカレッジ人文科学部卒業 

帰国後、地元白馬のフラッグシップホテルである白馬東急ホ

テルに入社。 

フロントスタッフ等を経た後に、海外営業担当として豪州を

はじめアジア・東南アジア各国、イギリス、フィンランド等、年間 30 日以上を現地海

外営業に費やし、自ホテルだけでなく白馬全体のインバウンド誘客に勤しんだ。 

2016年 6月に白馬東急ホテルを退社し、一般社団法人白馬村観光局事務局長に就任。国内外から

のさらなる観光客誘致、白馬ブランド確立を目指し、バックカントリーエリアを使ったスキー・

スノーボードコンテスト「フリーライドワールドツアー」の誘致を実践。また、環境に配慮した

経済活動の新たなモデルとなる「サーキュラーエコノミー」推進を目的としたワーケーション＆M 

I C Eイベント「Green Work Hakuba」を 2020年より開催し、「サステナブルマウンテンリゾート 

白馬」の実現を推進している。 

 

 

【第 2 回】 

 

<第 1 部> 

テーマ『産業観光の可能性～GEMBAモノヅクリエキスポ～』（仮） 

講師：越川 達也（こしかわ たつや）氏 

小松市観光交流課（こまつものづくり未来塾実行委員会） 

 

■経歴 

1988 年 1 月 19 日生まれ 石川県金沢市出身 

◆2010 年 3 月 富山大学人間発達科学部卒業 

◆2010 年 4 月 中日本エクシス入社(NEXCO中日本 グループ会社)   

 →高速道路のSA(サービスエリア)・PA(パーキングエリア)の運営・管理。主に、SA・

PAのイベントキャンペーン企画や商品開発 

 →他にもNEXCO中日本オンラインモール(ネット通販)の運営等を担当。 

◆2019 年 4 月 JALスカイ金沢入社(日本航空 グループ会社) 

 →グランドスタッフとして搭乗手続きやゲート業務を担当。グランドスタッフ以外に

もJALグループとしてイベント企画なども実施 

◆2021 年 2 月 小松市役所 交流推進部 観光交流課 出向 現在に至る 

 →JALグループ会社からの出向ということもあり、乗りものやモノヅクリ産業を活用

した観光事業を担当。 

 →他にも伝統工芸「九谷焼」の認知度向上事業なども担当。 

 

 

 

 

 

 

 



<第 2 部> 

テーマ『いますぐはじめる観光のデジタル化』 

講師：市原 誠之（いちはら しげゆき）氏 

Grow with Google講師（株式会社エージェント所属） 

 

■経歴 

Grow with Google プロジェクトの発足時の 2019 年から Google の

多様な研修で講師を務める。 

これまで、累計約 2万人のトレーニングを担当。 

過去には大手モバイルメーカーへの営業研修や大手代理店へのコン

サルティングや、中小企業のDXコンサルタント、福祉系コンサルタ

ント等コンサルティングに特化した経験も持つ。 

近年では、ドローンを始めとする先端技術を活用したメディア分野

においても活動しており、多岐にわたり様々な事業に従事。 


