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成功事業者から学ぶ
公認・認証ガイドの技術
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造成講

ワークショップ（実技）
ワークショップ １

ワークショップ（座学）
アアジアエコツーリズムネットワーク理事長
NPO 法人日本エコツーリズムセンター理事
株式会社スピリット・オブ・ジャパン・トラベル代表取締役
一般社団法人 JARTA 代表理事
Groval Sustinable Tourism Council 公認講師
Green Destinations 審査員

ほか多数

カリフォルニア州立大学海洋学部卒。約 70 ヶ国、800 都市を滞在・訪問した経験を活かして構築した
国際ネットワークを基盤に、地域住民の生活水準向上と環境保全を両立するための持続可能な観光を世
界各地で普及・実践している。特に、国際基準の策定と評価については日本での第一人者とされ、
2019 年から観光庁持続可能な観光指標に関する検討会委員としても活躍。淡路島に、国登録有形文化

オンライン１部

リアル講座
【講師】渋井亮太郎 氏

【講師】高山

傑

財の古民家宿泊施設「春陽荘」を経営。自身もアメリカ在住時代より長年サイクリングを愛好している。

氏

講演テーマ 待ったなしの「持続可能な観光」導入

一般社団法人 日本サイクリングガイド協会 代表理事
株式会社エスピーエーディー代表取締役

株式会社美ら地球（ちゅらぼし）代表取締役

愛媛県自転車新文化総合アドバイザー

内閣官房地域活性化伝道師・クールジャパン地域プロデューサー
総務省地域力創造アドバイザー

日本のトップカテゴリーの自転車レースにおける役員

国土交通省ナショナルサイクリングルート評議委員

や審判活動を行ってきた経歴をもとに、サイクリング

「クールな田舎をプロデュースする」株式会社美ら地球を飛騨古川に設立。

技術の普及に努める。インバウンドの盛り上がりに合

自らの旅人経験を活かし、里山や民家など地域資源を活用したツーリズムを推進しており、国内外の

わせ、プロフェッショナルなサイクリングガイドの育

SATOYAMA に魅了される人々の１ストップソリューション「SATOYAMA EXPERIENCE」をプロ

成を目的に、日本サイクリングガイド協会の代表理事

デュース。地方部各地でのツーリズム・ビジネスの立上げ支援や人材育成プロジェクトに従事するほか、

として全国で活動を行っている。また、世界最大の自
転車メーカーであるジャイアント社の日本での広報活
動も担当。現在、日本最大のサイクリングメディアで
あるサイクルスポーツウェブにて、四国でのサイクリ
ングルポルタージュを連載中。

地方創生に関わる官公庁の検討委員等に名を連ねる。2022 年より日本各地をめぐるソロサイクリング

オンライン 2 部
【講師】山田

拓

実地研修

サイクリングガイド技術
ブラッシュアップ講座
申し込み

丹波篠山市

詳細は裏面を
ご覧ください！

リアル講座
【講師】井上

寿

を開始、日本各地を巡っている。

氏

講演テーマ SATOYAMA EXPERIENCE に学ぶ

株式会社ライダス / 株式会社ストラーダ 代表取締役
一般社団法人 日本サイクリングガイド協会 認証ガイド講師
滋賀県ビワイチ条例策定委員
Groval Sustinable Tourism Council / Professional Certiﬁcated 取得
大学卒業後、大手家電メーカーで国内営業・マーケティング・経営企画の職務についたのち、2001 年
スポーツ用自転車の小売販売事業を独立開業。2016 年、自転車の価値と効用を広めるためサイクリン
グコンサルティングを生業とする株式会社ライダスを設立。旧街道を旅するサイクリングをライフワー
クとし、2019 年より五街道をルポルタージュ
オンラインでも
した著書「旧街道じてんしゃ旅（八重洲出版）」
参加可能！
を出版。持続可能性を追求するサイクルツー
リズムの普及を行う一般社団法人を設立予定。

申し込み

座学 ツアー造成の実際

神戸市（三宮）

主催：公益社団法人 ひょうご観光本部
実行：株式会社ライダス 滋賀県大津市大萱１丁目 9-7 077-507-5575

ワークショップ（実技）

JCGA 講師ガイドによる専門技術の習得
実技テーマ サイクリングガイド技術のブラッシュアップ

昨年度実施したサイクリングガイド技術講習をベースに、丹波篠山市の変化に富んだ特定
コースを JCGA 公認サイクリングガイドの渋井氏指導のもと、ひとりひとりがメインガイ
ドとしてリード走行していただきます。周回の途中で振り返りを行い、自身のガイド技術
の分析と改善を行います。

▶ブリーフィング講習（30 分）
▶バイクチェック（30 分）
▶渋井氏によるデモ走行（60 分）
▶フリートライアル走行（60 分）

リアル講座
【講師】渋井亮太郎 氏

定員 10 名

9:00
|

16:00

定員 10 名のスペシャルトレーニングです。１事業者あたり１名のご参加とさせていただきます。
参加者は実際のツアー時の服装や装備でご参加ください。使用する E-Bike は主催者側で用意いたします。
応募多数の場合は、既にサイクルツーリズムを事業化している事業者、今後事業化を検討している事業者を優先させていただきます。

ワークショップ（座学）

オンラインでも参加いただけるハイブリッド講座
講演テーマ

オンライン１部
【講師】高山 傑 氏

▶個人別リード走行 (210 分）
▶講評（30 分）

丹波篠山市

待ったなしの「持続可能な観光」導入

国連による SDGs の導入が進むなかで、その本質である「持続可能性」というものは実際
に社会で進捗しているでしょうか。実際は日本の状況は世界がめざしている「持続可能性
の達成」からはかなり遠いといいます。われわれはどのように持続可能性の達成を行えば
良いか？観光に携わる私たちが一体どれだけ理解できているのか。どのようにして世界か
らの遅れを取り戻すべきか？などの課題を世界のエコツーリズムの最先端からお伝えしま
す。

▶オンラインによる講義（50 分）

▶質疑応答（10 分）

神戸市（三宮）

12:00
|
13:00

講演テーマ SATOYAMA EXPERIENCE に学ぶ
岐阜県飛騨市古川で、年間約５０００人の動員実績を誇るサイクリングツアー
「SATOYAMA EXPERIENCE」を運営。15 年間に渡る実績をもとに、同ツアーの歴史や
開発背景、経緯をわかりやすく解説します。インバウンドをメインターゲットとし、地域
資源の保全を目的としたツアーでの活用、ツアー用レンタサイクルの保守など、ツアー事
業者でしか知り得ない商品開発の苦労をお伝えします。

オンライン 2 部
【講師】山田

拓

氏

▶オンラインによる講義（70 分）

昨年度の講義内容をベースに、ツアー造成において必要な情報や備えておくべき体制、コー
スを造成するときの注意点やヒントを解説します。モニターツアーや、サイクリングガイ
ド講師としての体験談などもご紹介します。

リアル講座

【講師】井上

寿

16:30

▶質疑応答（20 分）

座学 サイクリングツアー造成の実際

▶サイクリングツアー分類（20 分）
▶あるべき体制（10 分）
▶自転車について（10 分）
▶交通法規について（20 分）

15:00
|

▶コース造成のあり方 (40 分）
▶トラブル事例（40 分）
▶サイクリングガイド (40 分）
▶質疑応答（10 分 2 回）

9:30

|

12:00
14:00

|

15:00

申込期間・参加料
ワークショップ（実技）：令和 4 年 8 月 5 日（金）〜令和 4 年 8 月 25 日（木）
※応募多数の場合は、既にサイクルツーリズムを事業化している事業者、今後事業化を検討している事業者を優先させていただきます。
ワークショップ（座学）：令和 4 年 8 月 5 日（金）〜令和 4 年 9 月 6 日（火）
参加料：無料

お問い合わせ

主催： 公益社団法人 ひょうご観光本部
実行： 株式会社ライダス 滋賀県大津市大萱１丁目 9-7
Tel：077-507-5575

Mail: masako̲atsuumi@ridas.co.jp

