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平成２１年度観光経営マネジメント研修業務（案）  山口大学経済学部 
 
１、研修業務の概要 
 山口大学経済学部における観光教育のカリキュラムは経営、社会科学、経営およびサービス産業

によるホスピタリティ、経済的な側面からの地域活性化と経営と社会科学に含まれる経済に特化し

ている状況にある。本大学は現在持つ人材と地域の観光人材、さらに観光経営およびマネジメント

として必要な人材も含めると、『総合』と『地域』の２つの特徴を活かした観光経営マネジメント

を総合的に学べる能力開発が可能な基本プログラム３総合基礎重視講座として実施する。 

 

２、研修業務の実施方針 

・観光客に対するホスピタリティ分野の 

戦略的マーケティングの必要性 

・地域における観光客のニーズを満たす魅力 

を持ったホスピタリティ分野の理解・連携促進の理解                

 

【カリキュラムモデル】 

＊経営戦略 

＊会計財務                 出典：セントラルフロリダ大学ローゼン経営学部原氏報告資料 

＊マーケティング（観光マーケティング）    

＊人事・組織（ホスピタリティ産業の人材管理） 

＊ビジネススキル（旅行契約と約款、統計定量分析手法、観光統計および調査） 

＊産業論（経済学、マクロ・ミクロ経済） 

 

【中国・山口地域における観光産業界の抱える課題抽出よる科目】 

戦略的マーケティングための科目 

＊地域固有の観光と環境資源 

＊地域外に向けた魅力を発信する仕組みとしてのメディア活用 

＊観光経営に連携できる人材育成 (この科目は経営戦略論に含む) 

＊周遊観光の重要性から観光と交通 

＊観光産業およびホスピタリティ経営の地域の現状 

 
３、実施体制 

山口大学経済学部で行う本講座目的にあう科目を担当可能な教員を中心に、一部外部講師を招い

て、実施する。 

     経済学部      外部 
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４、産学連携の視点 

これまで本学部が観光調査や観光イベント、さらには地域連携してきた機関、地方自治体への協力

、地域観光協会を含め、本講座への参加のPR活動を依頼するなど連携をし、地域内の観光ホスピタ

リティ産業の人材育成に貢献できるように取り組む。 

 本講義で作成した観光経営マネジメントにおける講義資料を地元観光経営関係者のネットワー

クの中で利用をしてもらえるように配布する。地方自治体を中心にした地元観光経営者の組織との

連携協力によって、次世代の経営層となる人材向けの教育と観光産業等の人材のレベルアップ、観

光関連産業に従事している従業員の再教育へためにも活用してもらう。 

 

2005年に山口大学経済学部観光政策学科が設置されて以来、産学連携として教育、研究において

取り組んできている。教育面ではプロジェクト演習をはじめとして観光イベントにも学生が参加し

ている。また、調査、観光審議会、観光交流基本計画策定にも取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

産官学の取り組み状況

観光産業

山口大学
経済学部

商工会議所

観光庁

山口県 中小企業庁

山口県下
市町村

中国運輸局

教育

調査　分析
調査・検討会議



立命館アジア太平洋大学
ツーリズム＆ホスピタリティ
インスティテュート



観光経営の「地域の公器」としての側面を認
識し、地域の発展を意識して、地域連携的な
マネジメントを実行できる人材

例えば地域のアイデンティティ形成を意識し
た企業アイデンティティ形成、地域内の観光
産業ネットワーク形成など、自分が所属する
企業が地域と協働して発展することを目指せ
る人材



第一段階
人材を育てる

第二段階
産業を育てる

第三段階
地域を育てる

経営学概論

リーダーシップ論

観光関連法規

ホスピタリティ産業論

ブランド論

観光地論



第四段階
事例研究

第五段階
現場研究

第六段階
フィードバック

国内事例

海外事例

耶馬渓地区の事例

現地の方との意見交換

メンバー討論

最終レポート
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第１回産学官連携実践ワーキンググループ       ２００９．９．１５ 

和歌山大学「観光経営マネジメント研修」の取組報告 

報告：和歌山大学観光学部教授（副学部長）小畑力人 

 

はじめに 

標記の研修プログラムについて和歌山大学は、「総合基礎重視型講座」とし

て実施します。和歌山大学観光学部は、観光経営学科と地域再生学科を設置し

ており、各研究者の観光学への多彩なアプローチがベースにあるが、この講座

は経営マネジメントを基幹科目として開講します。 

 

和歌山大学観光学部の設置の経緯と研究・教育、および人材育成のコンセプト 

－本マネジメント研修を実施する基盤として－ 

１）国立大学初の観光学部 

和歌山大学観光学部は、国立大学初の観光系教育研究組織としてスタート

しました（2007 年４月、経済学部観光学科設置、2008 年観光学部設置）。以

来、国立大学法人和歌山大学が設置する観光学部として国家政策としての観

光を担う人材の育成をめざしています。 

２）設置の経緯 

①２００４年国立大学が法人化され大学の自主的・自律的運営が可能となる

なかで、観光学部設置めざして文部科学省との折衝を開始しました。 

②同年、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録されたことも促進要素

となったのです。 

③上記より、「観光立国」政策の推進と時を同じくして、設置準備を進める

こととなった訳です。 

④2003 年「観光立国懇談会」提言と「観光立国行動計画」の策定、2,004 年

「観光立国推進戦略会議」55 の提言の提言 23 には、「大学等は、地域のニ

ーズを踏まえ、観光関連学部・学科等の設置を検討する。」とあります。こ

の提言により、文部科学省も観光関連大学・学部・学科の設置を支援する

ところとなり、海外大学に比べて大きく立ち遅れていた、日本の観光系大

学・学部の設置が急増に進展しました。 

⑤このようななかで、和歌山大学観光学部も設置構想の発表から折衝、申請

を経て４年間と言う異例のスピードで設置認可されたのです。 

３）観光学研究教育と人材育成のコンセプト 

①国土交通省は、2004 年度に「高等教育機関における観光教育システムのあ

り方に関する調査」を実施しました。調査報告に欧米の大学と比較しつつ、

問題点が指摘されています。そこで注視されるのが、日本の大学の観光経
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営と地域再生へのアプローチの不十分です。 

②勿論、観光教育と人材育成に関しては様々な分野について論じなければな

りませんが、なかでも最も重要な分野が観光マネジメント（観光経営）で

あると考えます。それは、観光振興にとっても地域再生にとっても、ある

いは文化力の高揚についても、それらを活かすのは観光マネジメント力（観

光経営力）であるからです。これを、観光学部のカリキュラム設計ポリシ

ーに於いて重要な視点の一つとしました。 

③経済産業省は「集客交流（観光）経営人材のあり方に関する調査研究事業」

を実施、和歌山大学は、この委員会に 2005 年度から参加する機会を得ると

ともに、2006 年度には、北海道大学、立命館アジア太平洋大学とともに委

託研究を受けて本調査研究事業の一端を担いました。この事業目的は、大

学での観光人材育成の教育に資する教材の作成です。ここで作成したテキ

ストは、現在、観光学部の初年次教育とフィールドワークやインターンシ

ップのマニュアルとして使用している。 

④そして、国土交通省から観光庁に引き継がれた「観光関係人材育成のため

の産学官連携検討会議」に委員として参加する機会を得ました。そこで、

「カリキュラムワーキンググループ」にて観光経営マネジメント人材育成

のための教育内容のあり方についての検討に参画してきました。 

４）上記、和歌山大学観光学部の設置に至る経緯とこの３年間の観光経営をリ

ーダーとして担う人材育成をめざす教育の営為、そして観光経営分野の研究

実績を活かして本事業に取り組むものです。 

 

研修講座の形式など 

１）講座に進め方は、呈示されたカリキュラムモデル科目について講義をした

うえで、実務者に講演をしてもらい、その後、それについて、上記科目担当

者が、コーディネーターとなって議論する構成を原則とします。なお、一部

科目については、講義のみとなります。 

２）カリキュラムモデル呈示科目は、本学専任教員、他大学等研究者が講義し

ます。そこでは、基礎的理論、知識、学問特性について論じます。一方、実

務者は、実例を中心に、観光企業の活動について講じます。そして、その内

容をもとに、前講義で論じた理論等の接点を抽出できるような議論を進める

ものとそます。 

３）この方式は、受講者が、学術的な理論が、いかに実務で生きているかの実

例を学ぶことができ、また、それを応用して、自ら展開をできるようにする

ための糸口を提供することを可能とするものと考えます。 

４）社会人受講者には、認定の上、「修了証書」を授与します。 
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受講者は・・・ 

１）対象者 

①地元観光実務従事者。 

②和歌山大学観光学部学生始め観光系大学・学部で観光学を学ぶ学生。 

③現下の雇用失業情勢に鑑み緊急雇用対策事業の対象者を含めます。 

２）地元観光実務従事者とは、旅行社、ホテル、旅館、運輸等の社員、および

着地型観光の振興や観光をキーワードに地域再生に取り組む住民、ＮＰＯ関

係者等です。 

３）和歌山県に於ける緊急雇用創出事業の観光振興への活用については、県に

設けられた基金を原資として、県・市町村から民間事業者等への委託事業、

あるいは直接実施する事業が実施されています。このような県の緊急雇用対

策事業と連携して、雇用喪失者や求職者を受講者として受け入れます。 

 

これまでの実績 

１）観光カリスマ講座 

観光カリスマをはじめ観光振興や地域再生モデルを創ったキーパーソンを

招聘しての「観光カリスマ講座」を開講、毎月、第３木曜日、午後６時から

８時、年間９講座を開講しています。昨年度、登録者数３０２名、内訳は、

社会人（観光関連会社社員、観光関係・地域振興関係行政職員、ＮＰＯ、地

域づくりに関っている住民等）２６９名、内、修了証書授与者１２５名、お

よび学生３３名です。 

２）地域再生システム論 

観光を通じた地域再生モデル「地域再生システム論」を、今年２月１０日

から１４日の４日間、各４限の講座を開講、受講者像は上記「観光カリスマ

講座」と同様、７３名が受講しました。 
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日 時間 科目 分類 担当者 

平成21年12月12日 ①  開講の趣旨 「経営学概論」 カリキュラム

モデル科目 

観光学部長 

大橋昭一 

 ②  「経営戦略概論」 カリキュラム

モデル科目 

○○○大学 

○○○○ 准教授 

 ③  観光企業の経営戦略 展開科目 

 

 

科目関連実務者 

 ④  「ＩＴ概論」 カリキュラム

モデル科目 

○○大学 

○○○○ 准教授 

平成21年12月19日 ①  「ホスピタリティ産業」 カリキュラム

モデル科目 

○○○○大学 

○ 教授 

 ② 宿泊施設におけるホスピタリテ

ィ 

展開科目  

科目関連実務者 

 ③ 「観光関連法規」 カリキュラム

モデル科目 

観光学部 

廣岡 裕一教授 

 ④ 観光法規の実際的運用 展開科目  

ＪＡＴＡ実務担当者 

平成22年 1月9日 ①  「財務概論」 カリキュラム

モデル科目 

観光学部 

西村 尚剛教授 

 ②  資金の調達と運用 展開科目  

金融関係者、銀行員 

 ③  「マーケティング概論」 カリキュラム

モデル科目 

○○大学経済学部 

○○○○ 教授 

 ④ 土産品ブランドの創出 まとめ 展開科目 観光学部小畑力人教授 

日商社 ○○ 

 

講座形態2 週末通期講座型 

  平成21年12月12日、19日、平成22年1月9日 の各土曜日4コマ 

  午前1、午後3コマ 

 

 
 

 



早稲田大学
観光経営マネジメント研修

2009年9月15日
早稲田大学アジア研究機構

戸崎 肇



本研修が目指すもの

１．科学的、実践的教育の実践

２．観光産業への人材提供の実現

３．観光産業の高度化への貢献



対象者

１．学部学生、院生の中で観光産業への就職を目
指すもの

２．これから観光産業で新たに活躍の場を探そう
とする一般の人々（現在、失業中の方々を含む）
や観光産業従事者。

３．各大学において観光教育に携わる者、あるい
はこれから取り組もうという考えのある者



主な取り組み機関

アジア研究機構

商学部

ビジネス・スクール

中村 清 所長
セントラル・フロリダ大

原忠之博士

ホスピタリティ研究所

国際教養学部



産学連携体制の深化

早稲田大学

航空業界

宿泊業界

旅行業界 NPO

グリーンツーリズム
八丈島 岩崎由美氏

コーネル大OB
コネクション

日本航空
全日空

現役員＋OB

元経営陣
現経営陣

これに各界で活躍する
早稲田OBが応援



第１講 イントロダクション

第２講 マーケティング概論

第３講 統計・定量分析基礎

第４講 経済学

第５講 ホスピタリティ産業論

第６講 サービスマネジメント

第７講 リーダーシップ論

第８講 ロジカル・シンキング

第９講 リスクマネジメント

第10講 宿泊施設マネジメント論

第11講 旅行業産業論

第12講 まとめ



研修後のフォローアップ

参加者からのフィードバックによる
研修内容の見直し、再構築

テキストの作成
その体系化

研修修了生の組織化



ご清聴いただき、

誠にありがとうございました。
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1.申請者名  

首都大学東京 

2.研修業務の概要 

観光を通じて、我が国の地域振興を実現するためには、様々な地域資源を観光・交流を

目的に活用するような経営戦略が重要である。人々が安らぎや癒しを求め、生きる力を必

要としている現代社会においては、余暇、レクリエーション、観光が生活や生活の場に潤

いやアメニティをもたらすものとして注目されている。一方、我が国では、歴史や文化の

ある地域、自然が美しい地域が徐々に失われている。そのため、地域の歴史、文化、自然

環境を背景とした地域固有の資源を観光資源として活かし、経営的な理念と戦略をもって

観光地域づくりを進めていくことが重要な課題となっている。ただし、行き過ぎた営利主

義は、地域の環境や社会の崩壊を招くことが多く、地域資源を保全し活用した観光地域づ

くりには、環境的な持続性とともに、人的・経済的な持続性も求められている。すなわち、

観光経営に携わる人材には、地域社会、地域環境、地域経済のバランス感覚が求められる

のである。 
そこで、本業務では経営的な戦略性や持続性の高い「地域資源による観光地域づくり」

や「地域資源を活用した観光経営の発展」を目指し、それに参画・実践できる人材教育が

急務であると考え、「地域資源を活かした観光産業の経営戦略」の研修プログラムを立案し

提供する。研修の主な内容は以下の 3 つの要素から構成される。 
第一は、観光経営の基礎となるものであり、観光産業論、そして観光経営における人事・

組織管理、マーケティングや観光経営におけるメディアの活用を学ぶ。 
第二は、地域資源を観光・交流を目的に活用し、まちづくりや地域づくりを行うための

方法と戦略である。具体的には、地域資源の多角的な読み解き方法から、人的、環境的、

経済的に持続性のある観光地域づくりの方法と戦略を学ぶ。さらに、自然資源の適正利用

とその経営戦略の基本的な考え方や長期的な視点に立った持続的な地域づくりの方法も学

ぶ。 
第三は、具体的な事例を通して経営戦略を学ぶ。自然的な地域資源の利用においては多

摩動物園や高尾山のわくわくビレッジのマネジメントの事例を、歴史文化的な地域資源の

活用においては長野県小布施堂や東京下町の澤の屋旅館の事例を学ぶ。 
3.研修業務の実施方針、フロー  

（１）講義内容の準備 
・大学のスタッフが内部で議論を重ね、研修プログラムの内容の充実を図る。 
・外部講師へ依頼し、密に連絡を取り合いながら、講義内容の調整を図る。 
・講義資料を作成する。 
（２）講義運営の準備 
 講義を進めるために必要な教室の確保、受講生を集めることなどの広報業務を行うこと

受付番号 ３ 
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がなどである。 
（３）講義の実施 
 講義を進めるために受付、補助教材の準備、授業評価などを行う。 
 
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 研修業務のフロー 

4.対象とする受講者像 

 観光サービス産業従事者、観光産業への就職を志す人（失業者や求職者を含む）、まちづ

くりや地域づくりに関する実務者をはじめ、多様な社会人や学生などを対象とする。 
参加者は、首都大学東京のオープンユニバーシティや大学のホームページにて広く募集

することを想定している。 

5.講座内容  

＜基本プログラム３ 総合基礎重視型講座＞ 
「地域資源を活かした観光産業の経営戦略」 
 
（１）観光経営の基礎 
①観光産業論：五十嵐力（元ＪＴＢ中国支社長） 
 ※初回は秋山哲男(首都大学東京・観光科学域教授)によるガイダンスを含む 
②観光産業の人事・組織管理：旅行事業者の人事担当者を予定 
③観光産業の財務管理：佐藤喜子光（平安女学院大学・国際観光学部教授） 

申請書提出→助成の決定 

(1) 講義内容の準備 
① 研修プログラムの検討 
② 講師の正式依頼と講義内容 
③ 講義資料の作成と印刷 

(3)講義の実施 
① 講義受付 
② 補助教材の準備 
③ 授業評価 

(2)講義運営の準備 
① 教室の確保（秋葉原サテライト）

② 講義の広報と受講生の確保 
③ 受講生への連絡体制作り 

(4)まとめ 
① 報告書の作成 
② 報告書の提出 
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④観光マーケティング論：吉田樹（首都大学東京・観光科学域助教） 
⑤観光経営とメディア：井出明(首都大学東京・観光科学域准教授) 
 
（２）地域資源の観光的活用の基礎 
⑥観光経営とまちづくり：東秀紀(首都大学東京・観光科学域教授) 
⑦地域資源を生かした観光まちづくり：川原晋(首都大学東京・観光科学域准教授) 
⑧自然資源の適正利用と観光地域づくり：小﨑隆(首都大学東京・観光科学域教授) 
 
（３）観光地域づくりの経営戦略の実例 
⑨地域と連携した観光レジャー施設の経営戦略：宮崎純（高尾の森わくわくビレッジ・館

長） 
⑩企業経営からみた観光地域づくり：市村次夫（小布施堂・社長） 
⑪地域共生型動物園の経営戦略：土居利光（多摩動物公園・園長）・菊地俊夫(首都大学東京・

観光科学域教授)・沼田真也(首都大学東京・観光科学域准教授)  
⑫外国人向けホテルの経営戦略：澤功（澤の屋旅館）・秋山哲男（前掲）・岡村祐（首都大

学東京・観光科学域助教） 
 
 なお、今回の提案においては、本学域スタッフ及び関係者により実施する。 

6.開催形態 

 大学のスタッフ及び地域の実務者を講師として講義を行う。 
講義場所：①〜⑩は、首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス（秋葉原ダイビル）での

講義。⑪〜⑫は、それぞれ現地での講義・見学。 
講義スケジュール： 12 月初旬から 1 月下旬にかけて、延べ 6 日、12 回の講義を行う。 
 12 月 5 日（土）：3 コマ（①〜③） 
 12 月 12 日（土）：2 コマ（④〜⑤） 
 12 月 19 日（土）：3 コマ（⑥〜⑧） 
 1 月 9 日（土）：2 コマ（⑨〜⑩） 
 1 月 16 日（土）：1 コマ（⑪） 
 1 月 23 日（土）：1 コマ（⑫） 

7.産学連携の視点 

 第三部の観光地域づくりの経営戦略の実例では、実際に観光地域づくりに携わる経営実

務者を招いての講義を行い、大学のスタッフや受講生と議論しながら観光地における経営

戦略の理解を深めていく。さらに、多摩動物園と澤の屋旅館の実例では、現地見学を行い、

現地での講師と受講者、および大学スタッフや地域実務者が協力して、観光地の経営戦略

に関する知見を適応させる可能性を学ぶ。このように、第三部では、各講義や現地見学の

なかでのディスカッションを行い、経営実務者と受講者、および大学スタッフの三者が、

観光地経営の理論と実践の観点で意見交換できる講義内容になっており、その意味で産学

連携の視点が盛り込まれている。 
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8.業務終了後の展開方策 

一般にこうした事業を計画し実施する場合、少なくも半年の準備を必要とする。今年度は

準備期間が短いため、最低限のプログラムのみの提供となることは否めない。ただし、特

に人材教育は継続して初めて有効性を持つと考えられるので、 学外の多様な人々に提供す

る当プログラムを、来年度以降は本学のオープンユニバーシティ科目として、 定常的に開

講する糸口をつかみたいと考えている。本事業はそのための準備と位置づけたい。 
9.その他 

 当学域は、既存の観光学で主流となっている経営・経済学のアプローチに加えて、都市

や地域の現状を分析し計画を行うという工学的なアプローチ、あるいは精緻な調査分析に

基づき自然環境の適正な管理を目指す理学的なアプローチを重視している。新たな観光学

の地平を拓くという本事業においても、このような考え方は、有効であると考える。 
10.実施体制 

（１）全体の総括 
①杉浦芳夫（都市環境学部学部長・教授） 
②菊地俊夫（観光科学域長・教授） 
（２）実務 
③実務の統括：秋山哲男(観光科学域・教授) 
④実務管理責任者：沼田真也（観光科学域・准教授） 

11. 産学連携のストックについて 

（１）ECO-TOP 
 首都大学東京、東京都環境局、及び企業（セキスイ化学、イオン、富士通、パシフィッ

クコンサルタンツ等）が協働して、自然資源の保全と適正利用を担う人材養成プログラム

を実施している。 
 
（２）観光まちづくり 
 当観光科学域では、PBL（プロジェクト・ベースド・ラーニング）として、産学連携に

よる実践的な観光まちづくりの教育や調査研究に力を入れている。 
・ 東京都大田区では、大田観光協会と連携し区内中小工場を活かした産業観光の調計画立

案を行っている。 
・ 東京都大田区大森山王商店街やそのなかの地域密着百貨店と連携し、商店街と周辺のさ

まざまなまちづくり組織との連携や情報共有の場としての商店街空間の形成を目指し

た取り組みを進めている。 
・ 山形県鶴岡市の山王商店街と連携し、まちづくり協定による町並みや回遊空間の形成

や、まちづくり会社の各種ハード・ソフト事業によるに地域マネジメントの取り組み企

画、事業化支援を行っている。 
・ 青森県と県内各市町村（八戸市・十和田市・三沢市・七戸町）ならびに運輸事業者（青

い森鉄道株式会社、南部バス株式会社、十和田観光電鉄株式会社等）は、本学と連携し

て、東北新幹線延伸後の観光二次交通に関する調査・計画策定を行っている。 




