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Ⅰ 観光行政の現状について
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Ⅰ－１ 観光立国推進への動き



観光立国の意義

１．国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの１．国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの

諸外国との健全な関係の構築は国家的課題

国際観光を通じた草の根交流は、国家間の外交を補完・強化し、安全保障にも大きく貢献

中国、韓国からの訪日観光客数は大きく拡大

・ 中国 16％増、韓国 23％増（平成19年の対前年比）

・ 年間の訪日観光客数は中国100万人、韓国238万人（平成20年、両国で全体の40.5％）

少子高齢化で成熟した社会には、観光振興＝交流人口の拡大、需要の創出による経済の活性化が有効

国内旅行消費額は23.5兆円。生産波及効果は53.1兆円で、これによる雇用効果は441万人（総就業者数の6.9%）

（※ともに平成19年度）

訪日外国人も今や無視できない消費活動の主体（平成19年度の訪日外国人旅行消費額→1.5兆円）

※訪日外国人旅行者数2000万人時代（2020年）→訪日外国人旅行消費額4.3兆円

２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札

３．交流人口の拡大による地域の活性化３．交流人口の拡大による地域の活性化

地方においては地域振興策の新たなアプローチが必要。観光による交流人口の拡大は地域経済の起爆剤

集客力のある個性豊かな地域づくりは、各地域の自主・自律の精神も促す

４．観光立国により国民の生活の質を向上４．観光立国により国民の生活の質を向上

退職期を迎える団魂の世代は、新たな生きがいを模索。観光交流の拡大は、精神活動を含めて生活の質の充実に貢献

観光立国の推進は、我が国の歴史的・文化的価値を再認識するプロセスであり、日本の魅力の再活性化にもつながるもの

～～ 観光交流人口の拡大による日本の再生観光交流人口の拡大による日本の再生 ～～
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１月24日 第１回観光立国懇談会（総理大臣主催）を開催
１月31日 小泉総理が施政方針演説で「2010年に訪日外国人旅行者を倍増の１千万人

に」と発言
４月１日 ビジット・ジャパン・キャンペーン開始
４月24日 観光立国懇談会が報告書を取りまとめ

12月13日 議員立法により観光立国推進基本法が成立（全会一致）

１月１日 観光立国推進基本法が施行
６月29日 観光立国推進基本計画を閣議決定

４月25日 観光庁の設置に係る「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」が成立
５月16日「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」が成立
９月29日 麻生総理が施政方針演説で「10月1日に発足の運びとなる観光庁の任務に、

観光を通した地域の再生があることを申し添えておきます。」と発言
10月１日 観光庁設置

観光行政をめぐる最近の動き

平成15年

平成18年

平成19年

平成20年
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目標を達成するための具体的な
施策を記述

計画期間 ５年間

目 標

その他
毎年度点検を行うとともに、
おおむね３年後を目途に見直し等

観光立国推進基本計画の概要

観光立国推進基本法の制定

（平成１８年１２月）

施 策

○訪日外国人旅行者数
平成２２年までに1,000万人にし、将来的には、
日本人の海外旅行者数と同程度にする

○日本人の海外旅行者数

平成２２年までに2,000万人にする

○国内における観光旅行消費額

平成２２年度までに３０兆円にする

基本的な方針 ◆ 国民の国内旅行及び外国人の訪日旅行を拡大するとともに、国民の海外旅行を発展 等

計画期間における基本的な目標

・ 基本法第１０条の規定に基づき、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、 「観光立国推進基本計画」 を策定 （平成１９年６月 閣議決定）

○日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数

平成２２年度までに年間４泊にする

○我が国における国際会議の開催件数

平成２３年までに５割以上増やす

＊修正前の値
（修正後の値は、
23.9兆円）

＊暫定値
（確定値では、
2.72泊）

※

※
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Ⅰ－２ 観光庁の設置
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観光立国関係閣僚会議

国土交通省

○内閣総理大臣が主宰し、全閣僚で構成、観光立国行動計画を策定（平成15.7）

その他

観光庁

○国土交通省観光庁長官が主宰、関係省庁の局長等で構成 (閣僚会議の下に開催、観光に関する有識者で構成)
○国外の来訪者の増大及び国内観光活性化のための愛・地球博
の活用（平成16.6提言）
○国際競争力のある観光立国の推進（平成16.11提言）
○地域が輝く「美しい国、日本」の観光立国戦略（平成19.6提言）
○北海道洞爺湖サミットを契機とした北海道・日本の魅力の世界へ
の発信及び観光振興に関する提言（平成19.11）

その他

都市・地域整備局
（良好な景観の形成、都市計画・まちづく
り、離島観光振興 等）

道路局
（観光地における道路空間、沿道環境及
びアクセス道路の整備 等）

河川局 （河川を利用した観光の振興 等）

鉄道局 （空港アクセス鉄道の整備推進 等）

自動車交通局
（バス輸送網の整備、タクシーサービスの
改善 等）

海事局 （旅客船輸送網の整備 等）

港湾局 （みなと整備、クルーズ 等）

航空局 （国際空港、航空網の整備 等）

法務省

外務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

環境省

観光立国関係省庁連絡会議

※ 観光立国担当大臣

観光立国推進基本計画の取りまとめ

（観光地づくり、日本の観光魅力の発信、
観光産業の振興 等）

（出入国審査体制の充実 等）

（在外公館を通じた広報、査証の見直
し 等）

（文化財の保全・活用、文化の振興、
留学生交流、教育旅行 等）

（勤労者の休暇の取得促進、旅館施
設の環境衛生管理 等）

（都市と農山漁村の共生・対流、農山
漁村の社会資本整備 等）

（サービス産業の創出、コンテンツ産
業の育成、産業観光 等）

（国立公園、世界自然遺産の保全、エ
コツーリズム 等）

観光立国推進戦略会議

政府における観光立国の推進体制

ＪＮＴＯ（日本政府観光局） （海外での観光宣伝 等）

総合政策局 （観光まちづくり、公共交通の活性化 等）

（平成２０年１０月新設）
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（定員１０３名）

観光地域振興部

総 務 課

観光産業課

国際観光政策課

国際交流推進課

観光地域振興課

観光資源課

○訪日外国人旅行者の受け入れ体制の整備○訪日外国人旅行者の受け入れ体制の整備
○ＵＮＷＴＯ等の国際機関等との交渉・調整○ＵＮＷＴＯ等の国際機関等との交渉・調整

○ビジット・ジャパン・キャンペーン○ビジット・ジャパン・キャンペーン
○アウトバウンドの促進○アウトバウンドの促進
○二国間交流の拡大○二国間交流の拡大

参 事 官

○基本的な政策の企画・立案○基本的な政策の企画・立案

○観光立国推進基本計画の推進○観光立国推進基本計画の推進

○観光立国推進戦略会議、調査統計、観光白書○観光立国推進戦略会議、調査統計、観光白書

○観光産業の発達・改善・調整○観光産業の発達・改善・調整

○国際会議の誘致・開催○国際会議の誘致・開催

○観光資源の保全・育成・開発○観光資源の保全・育成・開発

○人材の育成○人材の育成

○国際競争力の高い魅力ある観光地の形成○国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

参 事 官

観光庁長官

審 議 官

次 長

観光庁の組織体制と業務分担について
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観光庁ビジョン「開かれた観光庁」（平成20年10月31日発表）

私たちは、「観光立国の実現」を通じて、我が国経済社会の活性化、活力に満ちた地域社会の実
現の促進、国際相互理解の増進や国際平和の実現、健康で文化的な生活の実現などに貢献します。

このため、具体的な目標を定めて、以下のとおり「住んでよし、訪れてよしの国づくり」に取り
組みます。

観光庁の理念観光庁の理念

我が国の魅力を内外に発信します。

国内外の交流人口を拡大し、我が国や地域を元気にします。

地域の自律的な観光地づくりを応援します。

観光関連産業を活性化します。

すべての人が旅行しやすい環境を整備します。

観光庁の行動憲章観光庁の行動憲章

私たちは、国の行政の新しい姿を目指し、「開かれた観光庁」として新しい意識と組織文化の創
造に職員一人一人が取り組みます。

民間、地方自治体、他省庁などと交流し、新しい力を発揮します。

タテ割りに陥ることなく、無駄を省いてスピード感を持ち、迅速に成果を出します。

積極的に情報を発信し、仕事のプロセスや結果を公開します。

専門性の向上に努め、観光に関する相談には幅広く応じます。

壁のない自由なコミュニケーションを徹底し、働きやすい職場環境を作ります。

観光庁５か条観光庁５か条
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観光庁アドバイザリー・ボードについて

概要

メンバー

生田 正治（いくた まさはる） （株）商船三井相談役
奥田 務（おくだ つとむ） J.フロントリテイリング（株）代表取締役社長兼CEO
絹谷 幸二（きぬたに こうじ） 東京芸術大学教授・日本芸術院会員
中田 英寿（なかた ひでとし） 元サッカー日本代表
モンテ カセム（もんて かせむ） 立命館アジア太平洋大学学長
吉田 忠裕（よしだ ただひろ） YKK(株）代表取締役社長

・観光立国の実現に向けた取組みを進めるに当たり、行政運営上の参考とするため、
「観光庁アドバイザリー・ボード」を開催。

・外部の有識者が参加し、観光庁の運営方針や施策の立案・実施状況等について、意見を頂く。
・平成21年1月13日（火）に第一回を開催。今後は、四半期に一度を目途に開催予定。

-12-



観光産業の新たなビジネスモデルの構築を支援し、そのノウハウを普及・啓発するため、「観光産業のイノベーションの促
進事業」として、客室稼働率の向上や業務の共同化・効率化等に関する実証事業を行い、生産性向上や国際競争力の強化
を図る。
また、観光地域づくり人材育成支援事業により、各地域が行う自律的かつ持続可能な層の厚い観光振興の担い手を育成

する取組みを支援する。

平成２１年度観光庁関係予算案

観光立国の実現観光立国の実現 ４２．５億円４２．５億円

２．観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に関する人材の育成２．観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に関する人材の育成

３．ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト等による国際観光の振興３．ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト等による国際観光の振興

４．観光旅行の促進のための環境整備４．観光旅行の促進のための環境整備

内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、二泊三日以上の滞在型観光を促進するため、地方自治体、観光
関係団体、農林漁業団体、ＮＰＯ等の幅広い関係者が一体となった観光圏整備の取組みを総合的に支援する。

５．８億円

２０１０年までに訪日外国人旅行者数を１０００万人にする目標を確実に達成するとともに、ポスト２０１０を見据え、国際観
光振興の更なる展開を図るため、「ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト」として、我が国の観光魅力の一層の理解
の促進等に取り組むほか、ＩＣ乗車券等の国際相互利用化等、旅行者の利便性の増進を図る。
あわせて、国際会議の開催・誘致の推進や、開発途上国における観光客の受入体制強化等に対する支援を行う。

「エコツーリズム」、「産業観光」等のいわゆるニューツーリズムについて、「ニューツーリズム」の旅行商品化を進めるため
の留意点等をまとめたマニュアルの策定等により、「ニューツーリズム」の普及・啓発を図る。
また、旅行需要の平準化や休暇取得促進等の課題の解決に資する取組みに関する実証事業等、観光旅行の促進のため

の環境整備を推進する。

１．国際競争力の高い魅力ある観光地の形成１．国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

０．５億円

３３．３億円

０．６億円
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基本的な基本的な５つの５つの目標目標
●● 訪日外国人旅行者数を平成22年までに1,000万人にし、将来的には、日本人の海外旅行者数と同程度にする。
●●日本人の海外旅行者数を平成22年までに2,000万人にする。
●●国内における観光旅行消費額を平成22年度までに30兆円にする。
●●日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数を平成22年度までに年間4泊にする。
●●我が国における国際会議の開催件数を平成23年までに5割以上増やす。

観光立国推進基本計画観光立国推進基本計画 平成平成1919年年66月閣議決定月閣議決定

●国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 【国土交通省】
●広域・総合観光集客サービス支援事業 【経済産業省】
●良好な街並みの形成等 【国土交通省】
●日本風景街道の推進 【国土交通省】
●特別史跡平城宮跡整備 【文化庁】
●世界文化遺産の活用 【文化庁】
●良好な景観形成の推進 【国土交通省】
●「日本映画・映像」振興プラン 【文化庁】
●沖縄における観光振興施策 【内閣府】

●地域公共交通活性化・再生総合事業 【国土交通省】
●都市鉄道の利便増進 【国土交通省】
●旅客船ターミナル等の整備【国土交通省】

●観光産業の国際競争力強化、観光の振興に寄与する人材の育成
【国土交通省】

●地域における男女共同参画促進総合支援経費 【内閣府】

●ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト等による国際観
光の振興 【国土交通省】

●観光誘致関連広報 【外務省】
●映像国際放送の実施 【総務省】
●観光立国実現のための出入国審査の充実 【法務省】
●留学生交流の推進等 【文部科学省】 等

●観光旅行の促進のための環境整備 【国土交通省】
●休暇の取得の促進 【厚生労働省】
●鉄道駅におけるバリアフリー化の推進 【国土交通省】
●エコツーリズム総合推進事業費 【環境省】
●都市と農山漁村の共生・対流の推進 【農林水産省】
●自然公園等事業費 【環境省】 等

合計：１，４０１億円

観光関連予算額の合計観光関連予算額の合計 ：： ２，１８０億円（２，１４７億円）２，１８０億円（２，１４７億円）

合計：１.３億円

合計：５７５億円

合計：２０２億円

※（）内は平成20年度予算額

※観光関連部分を特定できないものは総額には含めていない

平成２１年度観光関連予算について

平成２１年度における主要施策平成２１年度における主要施策平成２１年度における主要施策

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 国際観光の振興国際観光の振興

観光産業の国際競争力の強化及び観光産業の国際競争力の強化及び
観光の振興に寄与する人材の育成観光の振興に寄与する人材の育成

観光旅行の促進のための環境の整備観光旅行の促進のための環境の整備

詳細についてはhttp://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/youbou.htmlをご覧下さい。
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Ⅰ－３ 国際観光の推進
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← 日本は世界で第１３位

（アジアで第２位）

←日本は世界で第２８位

（アジアで第６位）

出国旅行者数国際ランキング（２００６年）

（アウトバウンド）
外国人旅行者受入数国際ランキング（２００７年）

（インバウンド）

我が国は出国旅行者数（アウトバウンド）に比べて入国旅行者数（インバウンド）が少ない

（万人）
（万人）

※ロシア、ギリシャ、アイルランド、アラブ首長国連邦、豪州については、２００６年の数字を掲載。

主要国における出入国旅行者数国際ランキング
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１月 -18.4％

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

万人

２月 -41.3％
1～４月計

２１８．５万人
前年比

２５．２％減

注) 2009年1月の値は暫定値、2、3月の値は推計値

３月 -22.2％

訪日外国人旅行者数の推移

4月 -19.7％
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ビジット・ジャパン・キャンペーンの取組み

２０１０年までに訪日外国人旅行者数を１，０００万人にするとの目標に向け、重点１２市場を対象
に、我が国の観光魅力を発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品の造成等を支援するビ
ジット・ジャパン・キャンペーンを官民一体で推進。

英国

フランス ドイツ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

タイ

香港

中国 韓国

米国 オーストラリア

カナダ

台湾

訪日旅行者数の多い１２の国・地域

重点市場

※このほか、有望新興市場（インド、ロシア、マレー
シア）において調査を実施
（2009年度からフィリピン・インドネシア・イタリア・スペイン・

ベトナム・メキシコ・ＧＣＣ諸国においても調査に着手。）

我が国の観光魅力を発信するための事業
○海外メディアの日本への招請、取材支援
○海外のＴＶＣＭ等による広告宣伝
○ＷＥＢサイトによる情報発信
○海外の旅行博覧会等への日本ブース出展

認知度向上事業

フランス・日仏観光交流年バス車体広告
（２００８年3月）

香港・メディア招請事業
（仙台・２００８年８月）

魅力的な訪日旅行商品の造成・販売支援や、
青少年交流の拡大に向けた事業
○海外旅行会社の日本への招請、商談会の実施
○訪日旅行商品の共同広告
○訪日教育旅行の誘致

誘客事業

シンガポール・訪日教育旅行セミナー
（２００８年８月）

＊上記の事業を地域と共同で実施する場合には、国は総費用の１／２を上限に地域（自治体・民間等）と連携。

（ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業）

大規模商談会・YŌKOSO！JAPAN
トラベルマート（２００８年１０月）
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総計
835万人

黒枠 重点市場(2003年度～)
青枠 重点市場(2004年度～)
赤枠 重点市場(2005年度～)

2008年重点市場分（推計値）
計 734万人(87.9%)

（2008年推計値）

韓国
238万人
（28.5%）

台湾
139万人
（16.6%）

中国
100万人
（12.0%）

米国
77万人
（9.2%）

香港
55万人
（6.6%）

タイ
19万人
（2.3%）

シンガポール
17万人
（2.0%）

カナダ
17万人
（2.0%）

イギリス
21万人
（2.5%）

フランス
15万人
（1.8%）

ドイツ
13万人
（1.5%）

オーストラリア
24万人
（2.9%） その他

101万人
（12.1%）

国・地域別訪日外国人旅行者数の割合
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観光立国推進戦略会議（座長：牛尾治朗 ㈱ウシオ電機会長）において、「観光庁は、関係省
庁と連携して、観光立国に係る中長期的な戦略、特にインバウンドに係る中長期的戦略（2020
年に2千万人を目標）を策定するべき。」と提言。観光立国推進戦略会議のワーキンググループ

において必要な検討を開始。観光立国推進戦略会議のワーキンググループでの検討を経て、３
月１３日の観光立国推進戦略会議で「訪日外国人2,000万人時代の実現へ」が取りまとめられ

た。

「2020に訪日外国人旅行者2000万人」の目標設定も含めた中長期課題の検討

○宿泊客のおよそ６人に１人は外国人（２００７年は、およそ１４人に１人）

○旅行消費額の外国人割合 ２００６年５．８％ → ２０２０年１６．３％

現在のアメリカ（１４．３％）を超え、イギリス（１８．１％）、ドイツ（１７．０％）に迫る。

◆2000万人達成時には訪日外国人旅行者の旅行消費額が4.3兆円、直接雇用効果が39万人となる
と推測。
※ ２００６年の旅行消費額は１．４兆円

20002000万人時代の訪日客の状況万人時代の訪日客の状況

２０００万人を見据えた海外プロモーション戦略やハード・ソフト双方の総合的な受入環境の整備について検討
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Ⅰ－４ 観光地域振興
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観光地域づくりに関する人材育成と国の役割

地
域

国

○地方自治体（官）
中心のリーダー
シップ

○各地域横並び

○各種補助金等、
具体的な事業に
注目した地域づく
り支援

○人材育成につい
ては各地域まかせ

従来の姿

○官主導の観光協会等
の非効率の顕在化

○ＮＰＯ等の民間主導の
地域づくりの動き

○地域間の差が顕在化

○先進事例を学ぶ必要
性の増加

○人材育成にも一部直轄
で支援実施
・観光カリスマ塾
・観光地域プロデュー
サーの派遣 等

環境の変化と観光立国推進の動き

○地域主導の自主的・自律
的な人材育成

○地方自治体における専門
家の養成

○地域における産学官連携
強化

○地域における自主的・自律
的な人材育成を支援
・情報やノウハウの提供、
先進事例の紹介等

・地域における関係者の連携
支援

・各地域相互のネットワーク化
（学び合い）支援

・外部人材の紹介・マッチング

新しい役割分担
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観光に関する人材を育成する取り組みへの支援

近年、全国各地において、地域レベルで観光まちづくり人材を育成する取組が行われ始めている。

・小樽観光大学校

・あおもりツーリズム人づくり大学「はやて」

・富士河口湖観光まちづくりカレッジ

・やまぐち観光交流塾 等

より層の厚い人材育成が実現していくためには、各地域における観光地域づくり人材育
成の動きが、それぞれ自発的に発展していけるような環境整備が必要。
各地で人材育成に取り組む団体や組織が、課題や先進事例に関する情報を共有・交換
することにより、情報やノウハウ不足を解消できるような機会を提供。（観光に関する人
材を育成する取り組みのネットワーク化）

観光地域づくり人材シンポジウムの様子

○ 観光地域づくり人材シンポジウムの開催
第１回 平成２０年６月１１日（金）
第２回 平成２１年６月５日（金）１３：００～ （於：三田共用会議所一階講堂）
・ 観光地域づくり人材育成に取組む団体・個人、地方自治体等320名が参加

・ 観光地域づくり人材育成に取組む地域・団体間の学びあい・ネットワークづくりを支援
・ 観光地域づくり人材育成を実践している方々から各地の取組みを報告、課題等に関する

情報・意見交換

・やまがた観光まちづくり塾

・南房総観光カレッジ

観光地域づくり人材育成支援
メーリングリストに参加を希望さ
れる方は、下記アドレスよりお申

込み下さい

http://www.mlit.go.jp/kanko
cho/shisaku/jinzai/mailing_

list.html
＜お問い合わせ先＞

観光庁 観光資源課 久野、中村
TEL：03-5253-8111（内線27-823、27-826）

E-mail：g_PLB_KSN@mlit.go.jp

-23-

○ 観光地域づくり人材育成支援メーリングリストの開設
・ 観光地域づくり人材育成を行っている又は関心のある団体及び個人の約200名が参加
・ 観光庁からの施策や参加者相互の情報交換・連携強化を目的として開設

○ 観光地域づくり人材育成の取組みに関する調査
・ 全国の自治体、観光協会、NPO等に調査を実施し、活動状況や成果、課題を報告書に掲載
・ 各地で実施されている観光地域づくり人材育成の取組みを一覧として作成

観光地域づくり人材育成を取組む団体等への支援



Ｂ市

Ｃ町

Ｄ町

Ａ市

滞在促進地区

観光圏整備のイメージ 地域が連携して行う取組への
国の主な支援メニュー

○予算（観光圏整備事業費補助）、財投
宿泊、観光資源、交通移動、案内・情報提供などのレベル
アップを図る地域の取組を支援

⇒２泊３日以上快適に充実して過ごせる観光圏づくりに向け
た地域の取組を活発化し、観光旅客の満足度を向上

○ハード面での連携
社会資本整備における、景観整備、案内標識整備等の事
業による観光圏整備事業との連携・配慮

⇒ハード面を含めた観光圏全体の総合的な魅力向上

○農山漁村活性化法の特例
観光圏内の農山漁村における交流施設整備について、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付が可能

⇒農山漁村の体験・交流メニュー等楽しく過ごせる滞在メ
ニューの充実

○旅行業法の特例
ホテル・旅館による旅行業者代理業の特例

⇒宿による宿泊客への着地型旅行商品の販売を可能とし、
宿泊客の滞在を拡大

観光旅客のニーズをふまえた
取組への支援

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
↓

内外観光客による２泊３日以上の
より長期の滞在を拡大

↓
地域経済の活性化

効果農業・漁業体験交流
メニューの充実

・体験交流施設の整備

・農業体験プログラムの開発

体験・交流・食メニュー
の充実

・早朝・夕刻のイベント開催

・地域限定の食のメニューの
開発

観光案内・情報提供の
充実

・提案型観光案内の導入

・案内標識の充実

観光資源の
活用促進

・魅力ある観光資源を生
かした観光商品の開発

周遊

周遊周遊移動の快適化

・周遊割引券の導入

・沿道の植樹

宿泊の魅力向上

・泊食分離の導入

・共通入湯券の導入

・宿による宿泊客への
着地型旅行商品の
販売

そぞろ歩きできる環境づくり

・快適なまち歩きのためのルート
整備（ハード面での連携）と案
内充実

観光圏整備による観光旅客の滞在の長期化
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観光圏一覧 （３０地域 ）

知床観光圏
（北海道斜里町、羅臼町、標津町、清里町）

新たな青森の旅・十和田湖広域観光圏
（青森県青森市、八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、
東北町、おいらせ町）

日光観光圏
栃木県日光市（旧今市市、旧日光市、旧藤原町、旧足尾町、
旧栗山村）

さっぽろ広域観光圏
（北海道札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、
石狩市、当別町、新篠津村）

富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏
（富山県魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町）

能登半島観光圏
（石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、
中能登町、穴水町、能登町）

福井坂井広域観光圏
（福井県福井市、あわら市、坂井市、永平寺町）

平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏
（長崎県平戸市、佐世保市、西海市、鹿町町、江迎町）

雲仙天草観光圏
（長崎県島原市、雲仙市、南島原市、
熊本県天草市、上天草市、苓北町）

日本海きらきら羽越観光圏
（秋田県にかほ市、山形県鶴岡市、酒田市、戸沢村、三川町、
庄内町、遊佐町、新潟県村上市、関川村、粟島浦村）

20年度認定観光圏名（１６地域）
（対象市町村名）

21年度認定観光圏名（１４地域）

（対象市町村名）

富良野・美瑛 広域観光圏
（北海道美瑛町、上富良野町、中富良野町、富良野市、
南富良野町、占冠村）

伊達な広域観光圏
（宮城県仙台市、気仙沼市、登米市、大崎市、松島町、
利府町、南三陸町、岩手県一関市、奥州市、平泉町）

やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏
（福島県福島市、相馬市、二本松市、伊達市）

あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏
（茨城県水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、
ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、大洗町、城里町、東海村、大子町）

会津・米沢地域観光圏
（福島県会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、山形県米沢市） ＋
圏域拡大（福島県猪苗代町、磐梯町、北塩原村、西会津町）

雪国観光圏
（新潟県魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、
群馬県みなかみ町、長野県栄村）

富士山・富士五湖観光圏
（山梨県富士吉田市、西桂町、山中湖村、忍野村、富士河口湖町、鳴沢村）

南房総地域観光圏
（千葉県館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町）

伊勢志摩地域観光圏
（三重県伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町）

京都府丹後観光圏
（京都府舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）

淡路島観光圏
（兵庫県洲本市、南あわじ市、淡路市）

にし阿波観光圏
（徳島県美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）

山陰文化観光圏
（鳥取県倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、米子
市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、
日野町、江府町、島根県松江市、出雲市、安来市、雲南市、
東出雲町、奥出雲町、飯南町、斐川町、大田市） ＋
圏域拡大（島根県海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町）

広島・宮島・岩国地域観光圏
（広島県広島市、廿日市市、大竹市、
山口県岩国市、和木町）

新東九州観光圏
（大分県別府市、由布市、大分市、臼杵市、津久見市、
佐伯市、宮崎県延岡市）

阿蘇くじゅう観光圏
（熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、
南阿蘇村、西原村、山都町、大分県竹田市）

びわ湖・近江路観光圏
（滋賀県彦根市、長浜市、東近江市、米原市、安土町、日
野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、
湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町）

※ うち は
２１年度補助案件（29地域）

四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏
（高知県四万十市、宿毛市、土佐清水市、
黒潮町、大月町、三原村）

浜名湖観光圏
（静岡県浜松市、湖西市、新居町）

聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏
（和歌山県田辺市、奈良県十津川村）

（平成２１年４月２２日現在）



Ⅱ．第４回産学官連携検討会議開催報告

-26-



Ⅱ－１ 観光関連産業の人材育成と国の役割
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観光関連産業の人材育成と国の役割

従来の姿 環境の変化と観光立国推進の動き 新しい役割分担

産
業
界

高
等
教
育
機
関

国

○業界独自の資格
制度やＯＪＴで
トレーニング

○専門学校を除き
高等教育機関には
期待せず

○専門学校が観光
産業のための教育
をほぼ独占

○資格制度による
最低限の質の保持

○旅行形態の変化
（団体→個人）

○ＩＴ化による予約方法の変化

○外資系ホテルの進出等国際
競争の激化

○事業再生や所有と経営の分離

○大学において観光系学部・
学科が急増

○人材育成の重要性への認識
（観光資源課の設置）

○経営環境の変化に対応でき
る人材の確保・育成

○教育機関に対し、具体的な
人材育成ニーズを主張
（自社養成主義→高等教育
機関の活用）

○産業界のニーズを踏まえた
高等教育の実施

○事業経営系や地域経営系な
ど教育方針の明確化・差別化

○当該分野における魅力ある
キャリアパスの形成のための
戦略策定。

○産学連携の促進
・カリキュラムの議論
・インターンシップの円滑化
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・ １９６７年度に立教大学に初の観光学科設置。
・ １９９８年度に立教大学に初の観光学部設置。
・ ２００５年度に山口大学及び琉球大学に国立大学として初の観光（政策）学科設置。
・ ２００８年度に和歌山大学及び琉球大学に国立大学として初の観光（産業科）学部設置。
・ 他大学でも観光関連学部・学科が設置され、入学定員の合計は４，４０２人（３９大学４３学科等）となった。
・ 大学院については、１９９８年度に立教大学が初めて観光学研究科（観光学専攻）創設。国立では、２００７年度に北海道大

学が国際広報メディア・観光学院（観光創造専攻）を創設。

観光学部・学科を設置している大学の定員数の推移

（人）

出所）文部科学省「観光関連の学部・学科等のある大学一覧」を参考に観光庁が作成
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観光関係学部卒業生の進路
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観光施設
2.06%

地方自治体
0.33%

観光関連公益法人
0.28%

旅客鉄道
4.77%

航空業
0.95%

宿泊業
6.81%

旅行業
8.02%

その他
76.78%

【平成１９年３月 国土交通省調べ（観光関連大学３３大学へのアンケート調査 観光関連大学卒業生４，２１６名対象（Ｈ１６～Ｈ１８年度計）】



観光産業（特に宿泊産業等）におけるキャリアパスの日米比較（イメージ）

経営者

中間管理者

実務者

ホスピタリティ系
大学

ホスピタリティ系
大学院

観光系
大学

観光系
大学院

米国 日本

他産業への
就職

（77％）
他産業への

就職
（50％）

（2000年コーネル大学

ホテルスクール卒業生実績）

（2007国土交通省調査）

インターンシップ
就職

インターンシップ
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Ⅱ－２ 産学官連携検討会議の開催について
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産学官連携検討会議開催趣旨

・観光立国の推進のためには、その基盤となる観光分野の人材の確保及び育成が喫緊の課題

・とりわけ大学等の高等教育機関における観光振興に寄与する人材の育成は重要

・平成19年１月より「観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」を開催している。

従来の方式を大幅に見直し開催

産学官連携検討会議について

第３回産学官連携検討会議では、産学官の連携強化に資するような意見交換をより効率的に実施
するため以下の３点を中心に会議を構成

① 参加者の範囲を拡大

② 具体的なテーマに基づいた相互の意見交換を実施

③ 関係者相互間のネットワーキングを実現

第３回産学官連携検討会議の開催（平成20年3月13日、14日）

① 実践的で優秀な人材の育成に資するインターンシップの拡充

② 産業界のニーズを踏まえた人材育成のための観光系大学の教育内容の充実

●第３回産学官連携検討会議では、以下の２点について新たな課題が提起された
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１．ねらい

観光分野への人材の輩出に当たり、産業界のニーズを踏まえ、教育の充実に向けて取り組んでいくことが必要である。そのた
め、国土交通省では、産・学・官の連携強化が必要との認識に立ち、関係者が一同に会し意見交換を行う場を設けるため、平
成１９年１月に「観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」を立ち上げ、過去４回の会議を開催している。

２．第４回 産学官連携検討会議（親会議）の概要

参加者

大学等教育機関から１４１名（５１大学）、企業・報道機関から８７名、観光関係
団体・自治体から８４名、他省庁関係者４４名、合計３５６名が参加

分科会

個別テーマに基づき分科会を開催し、情報・意見交換を実施

観光統計のあり方に関する分科会観光関連大学の教育内容における
産学官連携に関する分科会

観光地域づくりにおける大学の役割に
関する分科会

開催日

平成２１年３月１２日、１３日の２日間

インターンシップの現状や問題点について認識を共有化
するとともに、実践的で観光産業の中核を担う人材の育成
を目的に設置。

インターンシップ活用ワーキンググループ

高等教育機関における経営マネジメント人材の育成に重
点を置いた具体的なカリキュラム内容について検討する
ことを目的に設置。

カリキュラムワーキンググループ

産学官連携検討会議の開催（産学官の連携強化）
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３．ワーキンググループ ～産学官が連携していく上で特に重要な課題についてワーキンググループを設置し、継続して議論を行う～



Ⅱ－３ カリキュラムワーキンググループ
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観光の分野においては、近年、旅の形態が大きく変化しつつあり、旅行業におけるITの普及によるビジネスモデ

ルの変化や、宿泊産業における経営と所有の分離が進むなど、観光産業においては、経営環境の劇的な変化
が生じている。このため、国際競争力を強化し激変する経営環境に対応可能な経営マネジメント人材を育成する
ための教育内容の充実が急務となっている。

観光の分野においては、近年、旅の形態が大きく変化しつつあり、旅行業におけるITの普及によるビジネスモデ

ルの変化や、宿泊産業における経営と所有の分離が進むなど、観光産業においては、経営環境の劇的な変化
が生じている。このため、国際競争力を強化し激変する経営環境に対応可能な経営マネジメント人材を育成する
ための教育内容の充実が急務となっている。

カリキュラムワーキンググループ

■経営マネジメント教育の必要性の確認

■既存カリキュラムの分析、課題の抽出

■ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾛﾘﾀﾞ大学ﾛｰｾﾞﾝ・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ経
営学部学部長ｱﾌﾞﾗﾊﾑ･ﾋﾟｻﾞﾑ教授によ

る特別講演

■カリキュラムモデル案についての提案

■産業側の採用、人材の育成・活用につ

いての課題の明確化

■２１年度に向けての具体的な提言
等

平成20年11月に大学・観光産業・観光関係団体及び関係省庁の有識者を召集したカリキュラムワーキンググループを

設置し、観光系大学における経営マネジメント人材育成のための教育内容のあり方等について検討を実施。

平成20年11月に大学・観光産業・観光関係団体及び関係省庁の有識者を召集したカリキュラムワーキンググループを

設置し、観光系大学における経営マネジメント人材育成のための教育内容のあり方等について検討を実施。

・文部科学省
・経済産業省
・観光庁・平成２０年１１月１１日 第１回ＷＧ

・平成２０年１２月１２日 第２回ＷＧ

・平成２１年２月１２日 第３回ＷＧ

・琉球大学
・和歌山大学
・山口大学
・立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学
・早稲田大学
・立教大学

● 「カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ」の作成

● 「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」の作成

観光分野における経営マネジメント人材を育成するための教育内容を明らか
にし、観光産業からのニーズの高い「観光経営マネジメント人材」の育成を志
向する観光系大学のカリキュラム構築に資するため、本ワーキンググループ
では、「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」を作成。

カリキュラムワーキンググループでの議論を踏まえ、今後の検討課題や２１年度
に向けての具体的な提言を整理した「カリキュラムワーキンググループ中間とり
まとめ」を作成。

・ホテル
・旅館
・旅行会社
・（社）国際観光旅館連盟
・（社）日本経済団体連合会
・（社）日本ﾂｰﾘｽﾞﾑ産業団体連合
・（社）日本旅行業協会 ※順不同・敬称略

-36-

≪開催日≫ ≪メンバー≫

≪主な議事≫ （平成21年3月）



カリキュラムワーキンググループ中間とりまとめ（概要）

カリキュラムワーキンググループや第４回観光関係人材育成のための産学官連携検討会議での議論を踏まえ、
今後の検討課題や２１年度に向けての具体的な提言を整理した「カリキュラムワーキンググループ中間とりまと
め」を作成。

カリキュラムワーキンググループや第４回観光関係人材育成のための産学官連携検討会議での議論を踏まえ、
今後の検討課題や２１年度に向けての具体的な提言を整理した「カリキュラムワーキンググループ中間とりまと
め」を作成。

・観光系大学の教育内容と実社会のニーズとの乖離について検証が必要
・観光産業においては、経営マネジメント人材を育成するための教育内容の充実が急務

・観光産業のニーズに応えるためには、経営マネジメントの基本科目を確実に履修させるような工夫が必要

・カリキュラムの全体構成と、各授業の内容の両面からの検討が必要

・カリキュラムの内容等の教育内容の充実を図るためには、産業界が大学に具体的なニーズを伝え、観光系大学の教育に積極的
に関与することが必要
・社会人が学べる場の提供についての検討が必要
・産学連携による、理論と実務に長けた教員の養成が急務であり、その為には大学運営の責任者を交えての議論が必要
・観光産業は就職後の魅力あるキャリアパスを提示することが必要

・「社会人教育にあり方」等の今後の課題について継続的に議論
・「観光経営人材育成のためのカリキュラムモデル事業」（観光経営マネジメント研修）を実施

１．検討の経緯（略）

２．観光経営マネジメントの必要性

３．既存のカリキュラムの分析・課題の抽出

４．観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムについて

５．今後の課題

６．２１年度に向けての具体的な提言
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平成２１年度は、ワーキンググループで提案された「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラム
モデル案」の検証を行うため、モデル事業を実践する。具体的には、カリキュラムモデル案にある講座を
各大学で実践し、その内容をモニタリングして結果を各大学へフィードバックすることで、今後の観光系大
学のカリキュラム内容の充実を図る。



観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案（概要）

経営戦略 ＩＴ 会計 財務 マーケティング 人事・組織 ビジネススキル 産業論 専門教養

経営学概論 ＩＴ概論 会計概論 財務概論
マーケティング
概論

組織行動論 観光関連法規 経済学 観光地論

経営戦略概論
コミュニケー
ション基礎

ホスピタリティ
産業(入門）

日本文化論・
歴史論

統計・
定量分析手法

英語（語学）

サービスマネ
ジメント

ホスピタリティ
産業のＩＴ

管理会計
ホスピタリティ
産業の財務管
理

サービスマー
ケティング

ホスピタリティ
産業の人材管
理

法律概論
宿泊施設
マネジメント論

経営戦略論 収益管理
コーポレート
ファイナンス

マーケティング
調査

リーダーシップ
論

ロジカル・
シンキング

旅行業産業論

企業税務 ブランド論
リスクマネジメ
ント・企業コミュ
ニケーション論

イベント管理

１年次・２年次
各分野の基礎を学ぶ

３年次・４年次
専門的、業界別の

知識・スキルを習得する

凡例）赤字：必修科目 青字：選択科目 緑字：一般教養とのバランスを考慮すべき科目

観光分野における経営マネジメント人材を育成するための教育内容を明らかにし、観光産業からのニーズの高
い「観光経営マネジメント人材」の育成を志向する観光系大学のカリキュラム構築に資するため、本ワーキング
グループでは、「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」を作成。

観光分野における経営マネジメント人材を育成するための教育内容を明らかにし、観光産業からのニーズの高
い「観光経営マネジメント人材」の育成を志向する観光系大学のカリキュラム構築に資するため、本ワーキング
グループでは、「観光経営マネジメント人材育成のためのカリキュラムモデル案」を作成。
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Ⅱ－４ インターンシップ活用ワーキンググループ
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学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行えるインターンシップは、業界や企業についての
理解を深め、自分の適性に合った職業について考える機会を得るものであり、企業側にとっては観光産業が必要とする
人材の育成に資するものであることから、今後、一層の普及促進が望まれている。しかし、現実は①大学・企業間で実
習目的・内容について十分な共通認識がなられていない、②実施に至るまでに、大学・企業双方で多大な労力をかけて
いる等の課題があり、これらについての検討が必要となっている。

学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行えるインターンシップは、業界や企業についての
理解を深め、自分の適性に合った職業について考える機会を得るものであり、企業側にとっては観光産業が必要とする
人材の育成に資するものであることから、今後、一層の普及促進が望まれている。しかし、現実は①大学・企業間で実
習目的・内容について十分な共通認識がなられていない、②実施に至るまでに、大学・企業双方で多大な労力をかけて
いる等の課題があり、これらについての検討が必要となっている。

インターンシップ活用ワーキンググループ

≪主な議事≫
■インターンシップの意義の整理
■インターンシップの推進にあたっての
課題の整理

■課題の解決の方向性に関する検討
■課題解決に向けたインターンシップ
モデル事業の実施 等

平成19年７月にインターンシップ活用ワーキンググループを設置し、インターンシップの観光業界への受入促進
による、「実践的で観光産業の中核を担いうる優秀な人材の育成」のための方策について検討

平成19年７月にインターンシップ活用ワーキンググループを設置し、インターンシップの観光業界への受入促進
による、「実践的で観光産業の中核を担いうる優秀な人材の育成」のための方策について検討

・桜美林大学
・琉球大学
・城西国際大学
・淑徳大学
・（社）国際観光旅館連盟
・（社）日本ﾂｰﾘｽﾞﾑ産業団体連合
・（社）日本旅行業協会

・平成19年7月23日 第１回ＷＧ

・平成19年12月11日 第2回ＷＧ

・平成20年2月22日 第3回ＷＧ

・平成20年12日 第4回ＷＧ

・平成21年2月 第5回ＷＧ

・長崎国際大学
・和歌山大学
・明海大学
・横浜商科大学
・山口大学
・高崎経済大学
・立命館アジア太平洋大学

● 「インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」の作成

● インターンシップモデル事業の実施

ワーキンググループでの議論を踏まえ、①インターンシップの意義、②インターンシッ
プ推進にあたっての課題、③インターンシップ実施についての課題の解決の方向性
について整理した「インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」を作成。

※順不同・敬称略

・（社）日本観光協会
・（社）全国旅行業協会
・（社）日本観光旅館連盟
・（社）日本ホテル協会
・文部科学省
・厚生労働省
・観光庁 （平成21年2月現在）

≪開催日≫ ≪メンバー≫

ワーキンググループにおいて整理された、インターンシップ推進にあたっての課題解
決の方向性に沿って、平成20年よりインターンシップモデル事業を実施。

長期インターンシップや課題解決型インターンシップ等の教育効果の高いインターンシップの
あり方について検討が必要

今後の課題
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１．インターンシップの意義

（１）大学・学生側にとってのインターンシップの意義
― 大学教育において、インターンシップは次のように位置付けられる。
・実社会を体験することにより、仕事を通じた達成感を実感し（職業意識の醸成）、自信をもって
社会に出るための体験。

・早期離職が問題となっており、職業選択に当たっての自己決定の重要性が増大している中、
職業の理解と自己の適正や興味を判断する機会。

・職場体験を通じ、社会人としての心構えやものの考え方、課題発見能力等を養成するとともに、
学習意欲を創出し、就職に向けた動機付けを図ることにより、より良い人材の輩出を容易にす
るための実践的なプログラム。

― 学生にとっては、上述の内容に加え、希望する業種や実施企業との接点を持つことができる。

（２）業界側にとってのインターンシップの意義

― 企業の社会に対する貢献
― 大学や学生における認知度向上
― 地元の大学等との交流の深化
― 大学や学生による業務への深い理解の獲得
― 就職先として観光産業を選択する学生の拡大

― 将来の観光産業全般の発展を担い得る学生の発掘
や卒業後に採用したい人材の見極め

― 将来のユーザーとなってもらうことを期待

２．インターンシップの推進に当たっての課題

（１）大学・学生側と業界側のミスマッチ

①インターンシップの実施目的に関する意識の格差
②大学・学生が期待する実施内容と受入企業側の実施内容とのズレ

③学生の受入企業の偏り
④実施時期のミスマッチ

⑤実施期間のミスマッチ

（２）インターンシップの効果が十分でない

⑥事前指導、実施期間中及び事後のフォローアップが不十分
⑦充実したインターンシップの内容を遂行するための企業におけるイ
ンターンシップの実施体制が脆弱

（３）インターンシップ実施のための負担が大学側、業界側ともに重い

⑧受入事業者の開拓が困難、公的機関における受入先も限定的

⑨通勤圏外に住む学生を受入れた場合の負担が重い

（４）取り扱いが標準化されていない
⑩手続きが複雑
⑪報酬の取り扱いがまちまち

⑫第三者への損害のリスクの存在
⑬保険加入が不徹底

（５）インターンシップ実施に伴うリスクの存在

（１）大学・学生側と受入業界側のミスマッチの解消

― 企業側からの正確な職務内容等基本的な条件の事前伝達と業務の位置付けや意義の説明、イン

ターンシップの内容が大学のカリキュラムの一環として取り扱うのにふさわしい内容となるよう考慮し
アルバイト的な実習内容とはしない

― 大学から学生へのインターンシップの目的・意義を正確に認識し、問題意識を有してインターンシップ

に参加が可能となるような事前指導と情報提供

３．インターンシップ実施についての課題の解決の方向性のあり方

― 業界全体の受入容量を増やすための業界団体による仲介の検討

（２）インターンシップの教育効果の向上

― 大学、企業側双方の負担を軽減するための仲介機関の構築の検討、公的機関での受入れ促進

― 通勤圏外に住む学生へのＵターンや広域的な実施などの配慮

（３）インターンシップ実施のための負担の軽減

（４）インターンシップ実施手続等の標準化

（５）インターンシップ実施に伴うリスクの回避

― 学生が休業期間以外に長期のインターンシップを経験できるような大学での柔軟な運用

― 大学におけるインターンシップの事前指導と事後のフォローアップの充実、実施期間中の学生のケア

や大学と企業がコミュニーケーションのとれる体制の構築

― 企業における全社的な推進体制・受入体制の整備、産学官連携の場を通じての情報交換などの連

携強化

― 業界毎の手続きの標準化による 受入手続の簡素化

― 報酬を受ける場合の業務の適用範囲や内容の検討

― リスク分担の明確化や守秘義務に関する誓約書の取り交わし、損害保険への加入

― 大学が関与しないインターンシップも含めて保険加入の督励

インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ

-41-



インターンシップモデル事業の実施

「インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」において整理された、インターンシップ推進にあたっ
ての課題解決の方向性に沿って、業界団体の仲介のもとインターンシップモデル事業を実施

「インターンシップ活用ワーキンググループ中間とりまとめ」において整理された、インターンシップ推進にあたっ
ての課題解決の方向性に沿って、業界団体の仲介のもとインターンシップモデル事業を実施

【大学】

観光関連学部・学科を有する大学、その他観光産業への
インターンシップ参加を希望する大学

【企業】

各団体の会員企業

【業界団体】

（社）日本ホテル協会、（社）日本旅行業協会、
（社）日本ツーリズム産業団体連合会

大 学 企 業業界団体

① 大学・学生側と企業側が遵守すべき事項を明確化（大学と企業との間で受入条件等に関する覚書を交わす等）
② 大学・学生側と企業側の間に業界団体が入り、インターンシップ成立までの過程を円滑化（大学・学生側と企業側双

方の窓口の一元化等）

・実施時期：平成20年3月～9月

・実施人数：13名（6大学）

・受入企業：5社（ﾎﾃﾙ2、旅行3）

・実施時期：平成21年3月～

・実施予定人数：４３名（15大学）

・受入予定企業：１６社（ﾎﾃﾙ6、旅行7、航空2、ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ1）
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インターンシップモデル事業のポイント

参加主体

Ｈ21年度インターンシップモデル事業

（実施状況）

業界団体による仲介

（H21年5月29日 現在）

Ｈ20年度インターンシップモデル事業

（実施結果）

①実施ｽｹｼﾞｭｰﾙの見直し

②ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能の充実

③手続きの簡略化

④参加業種・企業の拡大

改 善

日本ホテル協会、日本旅行業協会、
日本ツーリズム産業団体連合会

※事業所を含む



観光教育に関する学長・学部長等と観光庁との懇談会

観光庁では、観光分野における人材育成の促進のため、産学官連携検討会議等の会議を開催し、関係
者間での人材育成に資する情報交換及び問題意識の共有をはかっているが、今後、さらに教育体制の
拡充等に関する検討を進めるためには、観光教育を行う高等教育機関の学長、学部長等の大学運営責
任者との意見交換が必要。

観光庁では、観光分野における人材育成の促進のため、産学官連携検討会議等の会議を開催し、関係
者間での人材育成に資する情報交換及び問題意識の共有をはかっているが、今後、さらに教育体制の
拡充等に関する検討を進めるためには、観光教育を行う高等教育機関の学長、学部長等の大学運営責
任者との意見交換が必要。
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≪参加主体≫

≪主な議事≫

・観光庁からの情報発信

・大学からの取組紹介

≪開催日時≫
・日程：平成２１年６月１６日（火）
・時間：１３：００～１６：３０

学長・学部長等の大学運営責任者と観光関係団体、関係省庁による
「観光教育に関する学長・学部長等と観光庁との懇談会」を開催

●大学側の問題意識を踏まえ、大学教育における課題の抽出や、その解決に向けての意見交換を実施
●学長等の大学運営責任者へ産学官連携検討会議等の議論の内容直接伝えることにより、これまでの議
論を実践段階へ移行

・ 観光教育に取り組んでいる大学
・ 観光関係団体
・ 関係省庁

第１回の懇談会の状況を踏まえ、今後の懇談会開催のあり方について検討

・観光関係団体からの取組紹介

・海外の観光・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ系大学の教育内容について

開催概要



観光庁 観光地域振興部

観光資源課長 水嶋 智

電話：０３－５２５３－８９２５ E-mail：mizushima-s2xf@mlit.go.jp

●観光地域づくり人材育成支援メーリングリスト

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/jinzai/mailing_list.html

●観光庁ホームページ
http://www.mlit.go.jp/kankocho/

連絡先
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