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主な業務経歴 ‘88～’97 洞口健児  
 

'88年 紀伊長島孫太郎 レクリエーションエリア基本コンセプト提言 名鉄協商 

S.63 母袋スキー場 ソフト展開可能性調査 タマコシ 

'89年 グリーンピア恵那 リニューアルに先立つソフト展開可能性調査 岐阜県 

H.元 アクティブサンランド奥美濃 ソフト展開可能性調査及びゾー二ング計画・植生調査 天領開発 

'90年 根ノ上高原キャンプ場 リニューアルに先立つ展開可能性調査 東濃鉄道 

H. 2 日本ライン遊船 リニューアルに先立つ展開可能性調査 名鉄 

 乙女渓谷キャンプ場 リニューアルに先立つ展開可能性提言 加子母村 

 馬瀬川流域一帯 基本構想策定に先立つ展開可能性調査 馬瀬村 

'91年 丹生川村 総合計画策定に先立つソフト展開可能性提言 丹生川村 

H. 3 小坂町 総合計画策定に先立つソフト展開可能性提言 小坂町 

 白川町 総合計画策定に先立つソフト展開可能性提言 白川町 

 加子母村 総合計画策定に先立つソフト展開可能性提言 加子母村 

 明宝スキー場 スキー場夏期対策 ソフト展開可能性提言 明宝村 

 遊らんど坂内 スキー場夏期対策 ソフト展開可能性提言 坂内村 

'92年 ローマン渓谷オートキャンプ場 基本構想及びレイアウトプラン・運営プラン策定 福岡町 

H. 4 恵那峡 リニューアルに先立つオートキャンプ場・  

     ＭＴＢエリアゾー二ングプラン提言 恵那市 

 長良川全域 河川空間活用可能性調査 岐阜県 

 木曽三川公園 運営活性化方策に関しての調査 中部地建 

 岐阜県長良川ビジョン 報告書作成～編集及び撮影業務 三菱総研 

'93年 五宝滝渓谷 基本構想策定及びソフト展開可能性調査 八百津町 

H. 5 大分県アグリパーク 基本計画策定に先立つソフト展開可能性調査 三菱総研 

 上之保村 基本計画策定に先立つソフト展開可能性提言 上之保村 

 長良川大規模自転車道 基本計画策定に先立つソフト展開可能性提言 パスコ 

 長良川全域 通年記録写真撮影業務 岐阜県 

 ｢森の仕事 緑のくらし岐阜版｣(書籍)   編集・取材・コーディネイト・アドバイザー業務 学生援護会 

 長良川広報番組(TV) 編集・取材・コーディネイト・アドバイザー業務 岐阜県 

'94年
H. 6 

森と湖自然公園 サイクリングコース基本構想策定及び実施設計・ 

           アドバイザー業務  

 

上石津町 

 森と湖自然公園 カヌー施設基本構想策定及び施設全体設計監理業務 上石津町 

 上石津自然図鑑 企画・編集・撮影・印刷を含む制作業務 上石津町 

 長良川全域 通年記録写真撮影業務 岐阜県 

 五宝滝渓谷 実施設計アドバイザー業務 八百津町 

 不動の滝 県グリーンフロント整備事業基本構想策定 付知町 

 洞戸村道の駅 （ﾗｽﾃﾝほらど）基本構想策定に先立つ展開可能性提言 大日コンサル 

 板取オートキャンプ場 (TAC) 基本構想策定に先立つ展開可能性提言 大日コンサル 

'95年 根尾うすずみ温泉 付帯宿泊施設基本構想策定 根尾村 

H. 7 ＮＥＯキャンピングパーク 基本構想策定及び基本設計 根尾村 

 ＮＥＯキャンピングパーク 実施設計アドバイザー業務 創  建 

'96年 
H. 8 

百々ケ峰生活環境保全林整備 
根尾東谷オートキャンプ場 
アウトドア情報拠点都市計画 
アウトドアスポーツフェア 

基本構想策定に先立つ現地調査及びアドバイザー業務 

運営基本計画策定 

基本構想策定 

イベント企画及び運営 

岐阜県森林組合連合会 

根尾村 

岐阜市 

岐阜市 

'97年 
H. 9 
 

五宝の滝公園 
農村総合整備事業 
百々ｹ嶺生活環境保全林整備 

デザインエレメント作成及び全体サイン計画策定 

矢作ダム周辺環境整備基本構想及び基本設計策定 

全域登山道サイン計画策定 

八百津町 

串原村 

森林組合連合会 

 湯屋・六宝の里 農業体験交流宿泊施設基本構想及び基本設計策定 下呂町 

 月夜谷農業体験交流施設 
ＮＥＯキャンピングパーク 
八幡町口明方地区 

ソフトプラン作成及び運営計画策定 

デザインエレメント作成業務 

グリーンツーリズム計画アドバイザー業務 

久瀬村 

根尾村 

岐阜県産業文化振興事業団 

 
’98年以降次ページ参照 
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主な業務経歴 ‘98～’02                         洞口健児 
 

'98年 
H.10 

キャンプinn海山 
長良川環境保全会議 
全国スポレク祭 
御岳自然歩道 
久野川グリーンツーリズム 
月夜谷農業体験交流施設 
ＮＥＯキャンピングパーク 
      〃 
平瀬温泉地区リニューアル 

キャンプ場開業及び運営サポート業務 

シンポジウム企画運営業務 

ネイチャーゲーム種目企画運営アドバイザー業務 

基本構想及び運営ソフトプラン作成 

農業体験交流宿泊施設運営計画作成 

ソフトプラン及び運営計画の策定 

全体サイン計画策定 

キャンプ場開業及び運営サポート業務 

活性化施設プラン基本構想策定 

三重県海山町 

岐阜市 

岐阜県・白川町 

小坂町 

下呂町 

久瀬村 

根尾村 

  〃 

白川村 

'99年 
H.11 

明宝スキー場 
大平やまびこ公園 
新穂高鍋平・中尾エリア 
舟山高原 
西南濃圏域 
奥山キャンプ場 
長良川ふれあいの森 
サロモンクロスアドベンチャー 
青川峡キャンピングパーク 
ＮＥＯキャンピングパーク 

通年活用に向けた活性化基本構想策定 

基本構想策定及び実施設計アドバイザー 

森林保養地整備計画基本構想策定 

森林保養地整備計画基本構想策定 

農業観光テーマルート基本構想策定 

リニューアルに向けて基本構想及び基本計画策定 
生活環境保全林ウォーキングルートサイン計画策定設置業務 

ワールドカップ日本ステージルート調査 

整備基本構想及び基本計画策定 

運営アドバイザー業務 

岐阜県 

八百津町 

上宝村 

久々野町 

岐阜県 

上之保村 

岐阜県 

仏サロモン社 

三重県・北勢町 

根尾村 

'00年 
H.12 

サロモンクロスアドベンチャー 
 
サロモンクロスアドベンチャー 
キャンプｉｎｎ海山 
まるかりの里 
流葉スキー場 
野遊び塾 
少子化対策都市農山村若者交流事業 
岐阜市ふれあい農園 
桜街道ひらせ温泉キャンプサイト 
桜街道みぼろ湖畔キャンプサイト 
NEOキャンピングパーク 
青川峡キャンピングパーク 

ワールドカップ日本ステージルート設定業務 

 

日本ステージ運営サポート業務 

施設全体通年運営委託業務 

農業体験宿泊施設運営アドバイザー業務 

リニューアルに関する運営アドバイザー業務 

青年交流事業運営アドバイザー業務 

企画運営委託業務 

全体サイン計画策定 

開設運営アドバイザー業務 

開設運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

実施設計及び設計監理アドバイザー業務 

岐阜県イベントスポーツ 

  振興事業団 

仏サロモン社 

三重県海山町 

下呂町 

神岡町 

白川町 

岐阜県 

岐阜市 

白川村 

荘川村 

根尾村 

三重県北勢町 

'01年 
H.13 

ＮＥＯキャンピングパーク 
和良川流域全体調査 
巨樹巨木を巡る登山道整備 
荘白川キャンプ場運営協議会 
第１回白川町自転車ヒルクライム 
キャンプinn海山 
青川峡キャンピングパーク 

キャンプ場活性化、ソフト展開方策の策定 

滞在ソフト作成に向けての提言策定 

エリア調査及びルート策定 

デザインエレメント策定及びサイン計画、宣伝計画の策定 

全体運営アドバイザー業務 

施設全体通年運営委託業務 

実施設計及び設計監理アドバイザー業務 

根尾村 

和良村 

荘川村 

白川村、荘川村 

白川町 

三重県海山町 

三重県北勢町 

'02年 
H.14 

うるぎ星の森キャンプ場 
荘川自然歩道整備 
荘川自然歩道 あるくす 
馬瀬川フィッシングアカデミー 
岐阜市エコツーリズム調査事業 
上村川河川公園整備 
キャンプinn海山 
青川峡キャンピングパーク 
第２回白川町自転車ヒルクライム 
神岡町山之村地区 
 
笠松町港公園 
 
宮川村マンガ王国及び  

ナチュール宮川 
白鳥町石徹白地区カルヴィラ石徹白 
岐阜県観光情報サイト 

運営アドバイザー業務 

エリア調査及びルート策定業務 

デザインエレメント作成及びサイン計画策定 

構想策定及びプログラム開発 

実態調査及び提言策定 

基本構想及び運営計画、基本設計の策定 

施設全体通年運営委託業務 

実施設計及び設計監理アドバイザー全体運営業務 

全体運営アドバイザー業務 

キャンプ場運営アドバイザー業務 

 

設計及び運営アドバイザー業務 

 

運営アドバイザー業務 

 

運営アドバイザー業務 

キャンプ場公開情報ソース作成業務 

ＪＡ南信州 

荘川村 

荘川村 

馬瀬村 

岐阜市 

上矢作町 

三重県海山町 

三重県北勢町 

白川町 

岐阜県 

産業文化振興事業団

岐阜県            

産業文化振興事業団

岐阜県 

 

岐阜県 

岐阜県観光連盟 

’03年以降次ページ参照 
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主な業務経歴 ‘03～                            洞口健児 
 

'03年 
H.15 

うるぎ星の森キャンプ場 
キャンプinn海山 
青川峡キャンピングパーク 
上村川河川公園整備 
第３回白川町自転車ヒルクライム 
揖斐高原スキー場 
月夜谷農業体験交流施設 
南飛騨国際温泉保養基地計画 
牧歌の里 
リバーウッドオートキャンプ場 
カオレオートキャンプ場 
森と親しむためのプログラム作成 
森林と人との共生モデル事業 
長良川川文化ネット 

流域アウトドア情報発信 
豊かで楽しい中濃地域づくり 
くるみ島キャンプ場 
上宝村・丹生川村・長野県安曇村 
        三村地域連携 
ぐるっと日本一周海交流 
      蒲郡、鳥羽、海山、尾鷲 

道と海を活用した地域交流事業 
        東紀州、伊勢志摩 
食物栄養学会研修旅行 
 

運営アドバイザー業務 

施設全体通年運営委託業務 

実施設計及び設計監理アドバイザー全体運営業務 

基本構想及び運営計画、基本設計の策定 

全体運営アドバイザー業務 

リニューアル基本計画策定アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

ステップアップ研修実施業務（於高鷲村・多治見市） 

運営アドバイザー業務（於荻原町） 

ＨＰ作成業務 

 

観光活性化協議アドバイザー業務 

リニューアル基本計画策定アドバイザー業務 

運営、コーディネイトアドバイザー業務 

 

運営、コーディネイトアドバイザー業務 

 

運営、コーディネイトアドバイザー業務 

 

研修全体コーディネイト及び、体験プログラム運営 

ＪＡ南信州 

三重県海山町 

三重県北勢町 

上矢作町 

白川町 

岐阜県・久瀬村 

岐阜県・久瀬村 

岐阜県・萩原町 

岐阜県・高鷲村 

岐阜県・八幡町 

岐阜県・馬瀬村 

岐阜県 

岐阜県 

岐阜市 

 

関市商工会議所 

朝日村 

地域交流センター 

 

地域交流センター 

 

地域交流センター 

 

岐阜女子大学 

 

 
'04年 
H.16 

うるぎ星の森キャンプ場 
キャンプinn海山 
第4回白川町自転車ヒルクライム 
第1回乗鞍スカイライン 

サイクルヒルクライム 
明宝小川きの里 
リバーウッドオートキャンプ場 
油坂交流施設整備事業 
山之村キャンプ場 
流葉オートキャンプ場 
ねっと河合 
森林と人との共生モデル事業 
森と親しむためのプログラム作成 
国見岳スキー場 
 
中濃地域 観光活性化事業 
さがらの森 森林空間利活用事業 
くらがり渓谷 
食物栄養学会研修旅行 
家政学科研修旅行 
馬瀬地方自然公園 
馬瀬川フィッシングアカデミー 
グリーンツーリズムワークショップ 
ＳＥＩＮＯで・あ・い Ｆｅｓｔａ2004 

運営アドバイザー業務 

通年運営委託業務 

全体運営アドバイザー業務 

 

全体運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務（於清見村） 

ステップアップ研修実施業務（於加子母村） 

運営アドバイザー業務 

 

ワーキンググループ運営アドバイザー 

自主管理市民グループ設立研修業務 

観光活性化アドバイザー業務 

研修全体コーディネイト及び、体験プログラム運営（於八幡） 

研修全体コーディネイト及び、体験プログラム運営（於高鷲） 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

運営アドバイザー業務 

全体プログラムコーディネイト及び運営業務 

ＪＡ南信州 

三重県海山町 

白川町 

 

岐阜新聞 

岐阜県・郡上市 

岐阜県・郡上市 

岐阜県・郡上市 

岐阜県・飛騨市 

岐阜県・飛騨市 

岐阜県・飛騨市 

岐阜県 

岐阜県 

岐阜県産業経済 

振興センター

関市商工会議所 

愛知県蒲郡市 

愛知県商工会連合会 

岐阜女子大学 

岐阜女子大学 

下呂市 

岐阜県・下呂市 

岐阜県・白川村 

西濃地区結婚相談員 

連絡会
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業務内容について              洞口健児  
 
○ あらゆるアウトドア活動に関する相談・指導を一環として行っており、 
○ 自然開発に先立ち、そこで何ができるのか？ 何をすることこそがふさわしいのか？ といったフィールドの持

つ特性とポテンシャルを探る調査・研究。 
○ またその地の自然環境を活かしたフィールド活用に関する具体的なソフト展開の提案・製作。 
○ 同時にキャンプ教室、環境教育（自然環境体感学習）、スポーツイベントなど、アウトドアアクティビティーの企

画・運営。 
○ なお、こうしたフィールド活動をバックアップするための専門各分野にわたる野外活動施設のレイアウト・デザ

イン及び企画・設計。 
○ またキャンプ場等、多岐にわたっての野外活動施設の運営・計画及び人材派遣を含む管理・経営。 
 
※ 上記業務から発生する 
○ 基本構想及び実施計画の策定、また実施設計、設計監理へのアドバイザー業務。 
○ 写真撮影、取材、編集、出版、印刷業務。 
○ デザインコンセプトワーク、デザインエレメントの作成、サイン計画策定業務。 
○ 自然環境教育、アウトドアスポーツスクールの運営、アウトドアイベントプランニング。     …など 
 

その他の業務経歴及び主な役職名等 

    ’88年～ 株式会社アウトドアサポートシステム設立 専務取締役を努める  （～93年） 

    ’90年～ 日本レジャー専門学院名古屋校講師 （～95年）

 アウトドアエリアマガジン「SOTO」編集アドバイザー 

   及びコーディネーター（トーカイ出版事業(株)発行） （～92年） 

’91年～ 岐阜市教育委員会野外活動講師 （～98年）

 NHK文化センター野外活動講師 ウォーキング及び登山講座開設 

’92年～ CBCTV「クリフハンガー冒険隊」番組制作アドバイザー 

 及びコーディネーター（ＪＲ東海提供） （～97年） 

’93年～ FM愛知「愛知情報局」のアドバイザー及びコーディネーター 

 （愛知県地方課提供） （～94年） 

’97年～ ＣＢＣラジオ オンサイン岐阜 レギュラーコメンテーター出演 

 （岐阜県広報センター提供） （～03年） 

’01年～ ＧＢＳ岐阜放送ラジオ きままにブランチ     

レギュラーコメンテーター出演（～02年）

          

岐阜百山を登る会代表（’85年～） 

    岐阜市カヌー協会理事長（’88年～） 

    岐阜市ネイチャーゲームの会代表（’93年～） 

    岐阜県キャンプ場連絡協議会 会長（’96年～） 

    財団法人 ＮＥＯふるさと財団（ＮＥＯキャンピングパーク）理事（’98年～） 

社団法人 日本ネイチャーゲーム協会岐阜県連絡会代表（’97年～’02年） 

社団法人 日本ネイチャーゲーム協会岐阜県協会理事（’02年～） 

財団法人 ほくせいふれあい財団（青川峡キャンピングパーク）理事（’03年～） 
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専門委員会等への参加出席及び嘱託事業等     洞口健児   
  

’90年～ 地域資源調査委員会 

複合機能森林整備推進協議会 

特定地域（温泉）リゾート研究会 

岐阜県シンクタンク

岐阜県林政部

岐阜県衛生環境部

’91年～ 二ューリゾート検討委員会 岐阜県企画部

’92年～ グリーンフロント検討委員会 

冬期道路問題対策委員会 

長良川ビジョン策定委員会 

岐阜県林政部

建設省中部地方建設局

岐阜県土木部

’93年～ 森林愛護隊検討委員会 岐阜県林政部

’94年～ 岐阜県観光百人委員会 岐阜県

’96年～ 長良川河川空間活用検討委員会 岐阜市

’96年～ 岐阜県中山間広域指導員（マイスター） 岐阜県農政部

’98年～ 岐阜県ニューリゾートアドバイザー 岐阜県産業文化振興事業団

’00年～ 板取川流域振興計画策定委員会 （財）中部産業活性化センター

’00年～ 国営木曽三川公園羽島地区基本計画 

検討委員会  建設省中部地方建設局

’00年～ 白川村・荘川村アウトドア施設運営協議会 (財)電源地域振興センター

’01年 農山村におけるテーマ型観光 

        ツーリズム事業調査研究会 （財）地域活性化センター

’02年～ 岐阜県グリーンツーリズムアドバイザー 岐阜県

’02年～ 岐阜県里山インストラクター 岐阜県

’03年～ エキスパート派遣事業 岐阜県商工会連合会

’03年～ 専門家派遣事業 岐阜県産業経済振興センター

’04年～ 地域連携システム整備委員会               岐阜県

’04年～ 岐阜県地域ブランドアドバイザー 岐阜県

’04年～ 農林水産環境政策アドバイザリー会議 農林水産省

    
 


