
平成 26 年度観光学研究科 教員 

丹治和典（たんじ かずのり）教授 研究科長 

最終学歴 立教大学大学院社会学研究科応用社会学専攻前期博士課程修了 

学位 昭和 56 年 3 月 社会学修士 第 107 号 

担当科目（一部記載） 観光産業・事業特殊講義 修士論文指導演習Ⅰ・Ⅱ 観光ビジネ

ス研究 観光研究テーマ演習 

専門分野 観光行動論 

研究―マ 旅行者モチベーションに関する研究 離島観光に関する研究 

所属学会 日本国際観光学会 日本応用心理学会 

著書等（一部記載） 「離島観光の諸課題 －北海道奥尻島を中心に」札幌国際大学地

域・観光研究センター所報第 6号（共著）2013 年 

「旅行商品にみられるスポーツ －「する」スポーツと着地型旅

行商品」札幌国際大学地域・観光研究センター所報第 4･5 号（単

著）2012 年 

「交換成立の過程からホスピタリティの原義を探る」札幌国際大

学紀要 42 号 (単著) 2011 年 

「地域におけるホスピタリティ・マインドの育成に関する一考察」

札幌国際大学紀要 41 号 (単著) 2010 年 

「ビジネス実務教育とコミュニケーション能力の育成」札幌国際

大学紀要 40 号 (単著) 札幌国際大学 2009 年 

『観光事業論』越塚宗孝編著 札幌国際大学観光学部（共著）2005

年 

『観光学入門』越塚宗孝編著 札幌国際大学観光学部（共著）2004

年 

 

社会的活動等（一部記

載） 

今金町「人流創生プロジェクト」講師 2012 年 

日本高等教育評価機構評価委員 2013 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



梅村匡史（うめむら まさし）教授 

最終学歴 法政大学経営学部経営学科 

学位 昭和 54 年 3 月学士（経営学） 

担当科目（一部記載） 観光情報メディア演習 

専門分野 観光情報 

研究―マ バーチャルコミュニティとリアルコミュニティ、インターネ

ットと観光、まちづくり 

所属学会 日本情報経営学会 日本観光研究学会 

著書等（一部記載） 「ICT の利活用による多言語バーチャルコミュニティ空間の

形成に関する研究」、戦略的情報通信研究開発推進制度 第 6

回成果発表会 2010 年 

「Quality 旅 Net 構想とその実現に向けての現状と課題」(共

著)観光情報学会誌 2 号、平成 2006 年 

「保育者・教育者のための情報教育入門」梅村匡史・小川哲

也編著 同文書院（共著）2004 年 

「観光産業のサ一ビス化に向けた新ビジネスモデルと IT 基

盤の調査研究」(共著) ノーステック財団 2002 年 

「パーソナルツ一リズム時代における観光戦略の研究」(共

著)札幌国際大学観光教育研究年報 1号 2001 年 

『現代観光研究』香川眞編著 嵯峨野書院（共著）1996 年 

 

社会的活動等（一部記載） 平成 22 年度組合等情報ネットワークシステム等開発事業委

員 

広域・総合観光集客サービス事業「大雪（DAISETSU） アダプ

テッドツアー創造推進コンソーシアム」アドバイザー（平成

22年３月まで） 

「ユビキタスタウン構想推進事業」クロスメディア構築によ

る産業振興事業(紋別市)委員（平成22年３月まで） 

広域・総合観光集客サービス事業「大雪（DAISETSU） アダプ

テッドツアー創造推進コンソーシアム」評価委員会委員長（平

成21年３月まで） 

 

 

 

 

 



宮武清志（みやたけ きよし）教授 

最終学歴 北海道大学理学部物理学科 

学位 昭和 52 年 3 月 学士（理学） 

担当科目（一部記載） 観光振興特殊講義 観光振興研究演習 

専門分野 観光振興計画 

研究―マ 地域協働による観光ルートマネジメント 

公的観光レクリエーション事業における補助・助成制度に関す

る研究 

所属学会 日本土木学会 日本観光研究学会 

著書等（一部記載） 「北海道におけるツーリング環境に関する検討業務（管理技術

者）」独立行政法人土木研究所寒地土木研究所 2010 年 

「国際化に対応したロードツーリズムの環境創出に関する調

査検討（管理技術者）」独立行政法人土木研究所寒地土木研究

所 2010 年 

「雪国経済と観光振興のあり方-北海道における冬期観光振興

を事例として-」(単著) 雪 No69 雪センター 2007 年 

「シーニックバイウェイ制度に関する比較研究－米国と北海

道－」土木計画学研究発表会 2005 年 

 

社会的活動等（一部記載） NPO 法人北海道オートキャンプ協会(札幌)理事(キャンプ場担

当) 

NPO スプリングボードユニティ(函館)顧問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



吉岡宏高（よしおか ひろたか）教授 

最終学歴 札幌学院大学大学院地域社会マネジメント研究科修士課程 

学位 修士(地域マネジメント学) 

担当科目（一部記載） 観光研究テーマ演習 観光振興研究 

専門分野 観光まちづくり論 

研究―マ 観光まちづくりの政策展開プロセス 

産業観光の実践的研究 

所属学会 日本土木学会 日本観光研究学会 

著書等（一部記載） 『明るい炭鉱』(単著) 創元社 2012 年 

「炭鉱遺産で地域再生-ドイツ・ルール地域と日本・空知産炭地域」

（共著）まちづくり 学芸出版社 2009 年 

「炭鉱は暗いのか?-文化資源としての炭鉱展からの問いかけ」（単

著）文化資源学 8 文化資源学会 2009 年 

「北海道空知旧産炭地域における炭鉱遺産を手がかりにした地域

再生」(単著) 日本観光研究学会全国大会学術論文集 2008 年 

「地域資源としての炭鉱遺産の評価に関する考察-夕張市清水沢

地区でのタウンウオッチングを事例に-」(共著) 日本観光研究学会

全国大会学術論文集 2008 年 

「特定非営利活動法人炭鉱の記憶推進事業団:炭鉱遺産で地域の

再生」(単著) 都市計画 57 2008 年 

「炭鉱遺産でまちづくり-幌内炭鉱の遺産を主題にした「場」のマ

ネジメント」（単著）富士コンテム 2005 年 

「産業遺構を地域の資源に」(単著) 地方自治職員研修 公職研

2005 年 

「住民主体の観光促進の施策に関する考察：浜中町を事例として」

(単著) 札幌国際大学紀要第 33 巻 2002 年 

 

社会的活動等（一部記

載） 

NPO 法人炭鉱の記憶推進事業団（理事長） 

NPO 法人霧多布湿原ナショナルトラスト（理事）  

 

 

 

 

 

 

 



斎藤正紀（さいとう まさのり）教授 

最終学歴 東北大学法学部 

学位 昭和 53 年 3 月法学士(法第 4331 号) 

担当科目（一部記載） 観光振興特殊講義 観光地域・政策演習 

専門分野 観光政策論 

研究―マ 地域政策学の視点からの北海道の地域づくり並びに観光地づくり

所属学会 日本国際観光学会 

著書等（一部記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務実績 

「北海道における観光政策の変遷」日本国際観光学会第 16 回全

国大会(共同) 2012 年 

「観光経営の展開と手法 3」日本国際観光学会第 16回全国大会(共

同)2012 年 

「北海道における生活文化の観光対象化に関する研究-祝祭を中

心として-」日本国際観光学会第 16 回全国大会(共同)2012 年 

「光輝く地域づくりの方向」札幌国際大学紀要第 38 号(共著)

2007 年 

「国際化に対応した地域づくりの環境整備」北海道庁政策情報誌

epoca22（2000 年） 

「北海道新長期総合計画戦略プロジェクト」 

1989～1990 年 北海道 

「登別市観光基本計画」登別市 

1990～1992 年 登別市 

「新規成長分野産業振興ビジョン」 

1996～1997 年 北海道 

「北海道福祉のまちづくり条例抜本改正」 

2002～2003 年 北海道 

社会的活動等（一部記

載） 

 

職務歴 

まちづくり・フォーラムコーディネーター(美唄市 豊頃町 浦幌

町 鹿追町など) 

北海道十勝支庁地域政策部長 

2003～2006 年 

美唄市副市長 2008～2010 年 

北海道総合政策部広域連携担当局長 

2010～2012 年 

北海道立総合研究機構・食品加工研究センター副所長 

2012 年～2013 年 

 


