
平成２１年９月１５日

観光庁 観光資源課

産学官連携に関する検討経緯について

第１回観光経営マネジメント教育に関する産学官連携実践ワーキンググループ 資料２



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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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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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

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～

産学官連携検討会議の開催（産学官の連携強化）
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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

≪開催日≫ ≪メンバー≫

≪主な議事≫
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カリキュラムワーキンググループで検討する教育分野

観光系大学が志向する教育内容については、各分野の教育内容とも、観光立国推進に資する重要
なテーマであり、今後、それぞれの分野での研究・教育の一層の充実が期待されている。

本ワーキンググループでは、この中でも、特に観光産業からの期待が高い経営を中心とした教育内
容に焦点を当て、観光経営マネジメントの育成について集中的に議論を行った。

人文・社会科学系 地域づくり系 ホスピタリティ系 経営系

観光関係高等教育機関の類型の例

観光関係高等教育への期待

カリキュラムワーキンググループで検討する教育内容

人文・社会科学という既存
の学問領域を土台にし、
観光という現象を学ぶ。

地域政策や地域づくりを
学び、地域に根付いた研
究成果を社会還元するこ
とで、地域社会にも貢献。

接遇レベルの教育を重
視。資格取得など、卒
業後すぐに役立つ実務
を学ぶ。

観光を実学と捉え、
経営について学ぶ。
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観光系大学のカリキュラム分析と課題

観光産業へ多くの人材を輩出している欧米の観光系大学と、日本の既存の観光系大学のカリキュラムの比較を
行ったところ、日本の観光系大学においては、経営マネジメントに関する授業として、米国のカリキュラムに比して、
経営戦略、財務、人的資源管理等の科目が不足。

日欧米の観光系大学の比較

コーネル大学ホテルスクール
ビジネススクールのＭＢＡ

■Facilities 
Management

■Food & Beverage

■Strategy

日本の観光系大学

■Operations
Management

■Marketing

■Law
■Accounting

■Leadership

■Communication

■Finance
■Human Resource

コーネルおよびＢＳと重ならない分野、並
びに両校に比べ現状では日本で科目の

設定が少ない分野（赤字）の
充実が必要

■IT
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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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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

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。 -8-



観光経営マネジメント研修事業について

■観光関係人材育成事業

■中小・小規模企業の人材対策事業（中小企業庁）

○中小・小規模企業の「人材」を確保・育成するとともに、現下の厳しい雇用情勢の改善に資するもの。
○平成２０年度二次補正予算により実施。

今後も成長が見込まれる観光分野において、「観光立国の担い手」を育成。
（１）観光サービス人材育成・・・旅館従業員等の接遇スキルの習得等
（２）高度観光人材育成・・・旅行会社従業員等の企画力アップ、専門性向上等
（３）地域密着型観光人材育成・・・地域の観光振興のプロデューサーの養成

■観光経営マネジメント研修事業

観光経営マネジメント能力を備えた人材の育成を目的として、観光関連産業に従事す
るトップ層、管理者層、求職者、雇用喪失者、観光産業への就職を検討する学生等を対象
にして「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」を実践する。

大学で講座を開講
・各大学のリソースと産業界のニーズに即した講座
の実施。

・「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」を実践した科目を開講。

・地元観光産業と連携し、事例研究用のケースを
作成。

大学で講座を開講大学で講座を開講
・各大学のリソースと産業界のニーズに即した講座
の実施。

・「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」を実践した科目を開講。

・地元観光産業と連携し、事例研究用のケースを
作成。

地域（大学への協力）
・研修への要望
・研修参加者の募集協力
・研修への受講者派遣
・教材作成への協力

地域（大学への協力）地域（大学への協力）
・研修への要望
・研修参加者の募集協力
・研修への受講者派遣
・教材作成への協力

-9-



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、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
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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７月～９月

・実施人数：４２名（１３大学）

・受入予定企業：１５社（ﾎﾃﾙ6、旅行6、航空2、ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ1）

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７月１６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
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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。

≪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を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(45名)
・ 観光関係団体(13名)
・ 関係省庁(10名) 合計６８名

今後年１回、各大学持ち回りでの開催を検討

・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

-13-



産学官連携に関する検討経緯・スケジュール（案）

●/● 第5回WG
●/● 第6回WG
●/● 第7回WG
●/● 第8回WG

9/15 第１回WG
10/29（予）第2回WG

12/18（予）第3回WG
2/10（予）第4回WG

カリキュラム検討から

実践のフェーズへ

産学官連携実践WG
（モデルカリキュラム案の実
践と、社会人教育のあり方
について検討）

モデル事業の実施

（カリキュラムモデル検証）

モデル事業の実施

（カリキュラムモデル検証）

11/11 第１回WG
12/12 第2回WG

2/12 第3回WG

カリキュラムWG
（産業界からのニーズを踏
まえた観光系大学における
カリキュラムの検討）

●/● 第9回WG
●/● 第10回WG
●/● 第11回WG

モデル事業の実施

10/29（予）第6回WG
12/18（予）第7回WG

2/10（予）第8回WG
モデル事業の実施

12/16 第4回WG
2/12 第5回WG

モデル事業の実施

7/23 第1回WG
12/11 第2回WG

2/22 第3回WG

インターンシップ活用WG
（インターンシップの拡充に
ついて議論）

3/
第6回会議

第２回学長会議

3/11、12（予）

第5回会議

6/16第１回学長等会議

3/12,13
第４回会議

1/12 第1回会議

5/31 第2回会議

3/13,14 第3回会議

産学官連携検討会議

（親会議）

平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

参加者の拡大
双方向な議論

中間とりまとめ作成

インターンシップ活用
WGの設置

カリキュラムWGの設置

カリキュラムモデル案
中間取りまとめ作成

大学運営責任者と
問題意識の共有

・観光産業のニーズを踏まえた高等教育を実現するためには、産学官の連携強化が必要との認識から「観光関係人材育成のための産学官連携検討
会議」を立ち上げた。
・第2回会議までは出席者を観光系学部・学科を設置した大学及び関係者に限定していたが、第３回会議より幅広く参加者を募る方式に変更。
・会議で重要な課題とされた「インターンシップの拡充」及び「観光系大学におけるカリキュラムの検討」については、個別にワーキンググループを設置。
・産学官連携に関する課題への大学の組織的な取組みを促すため、平成21年度より「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。
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観光経営マネジメント教育に関する産学官連携実践ワーキンググループの開催の経緯

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の開催（H２０．１１月～Ｈ２１．３月）

大学・観光産業・観光関係団体及び関係省庁の有識者を招集したカリキュラムワーキンググループを開催し、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。

観光経営マネジメント教育に関する産学官連携実践ワーキンググループの開催（H21.９月～）
大学においてカリキュラムモデル（案）を実践した講座を実施すると共に、

① 「観光経営人材育成のためのカリキュラムモデル（案）」の検証
② 観光大学における社会人（従業員）マネジメント教育の検討

を行い、観光経営マネジメント人材育成のための方策を検討する。

観光経営マネジメント研修
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「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

①観光経営マネジメント教育の必要性
②観光系大学における既存のカリキュラムの分析・

課題の抽出

③観光経営マネジメント人材育成のための
カリキュラム等に関する現状の把握・課題の整理

「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」

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、「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。

実
践



観光経営マネジメント教育に関する産学官連携実践ワーキンググループ
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・「カリキュラムモデル（案）」の実践にあたっての課題の把握

・各大学における「カリキュラムモデル案」実践状況の調査

・「カリキュラムモデル案」構成講座の精査

①カリキュラムモデル（案）の検証

【産業界】
・社内でのマネジメント教育の現状と
課題の報告

【大学】
・社会人（従業員）マネジメント教育の
実施状況報告

【産業界】
・マネジメント研修事業への社員の参加

【大学】
・観光経営マネジメント研修事業
進捗・実施報告

・現在のカリキュラムモデル（案）
実現状況の検証と報告

21年度お願い事項

観光経営マネジメント教育に関する産学官連携実践ワーキンググループ

・「カリキュラムモデル案」を実践した講座への企業の参加とフィードバック

・観光産業における社会人（従業員）マネジメント教育の現状と課題の把握

・社会人（従業員）マネジメント教育における産学官連携のあり方の検討

②社会人（従業員）マネジメント教育の検討

実践

参考

【業界団体】
・各企業へ観光経営マネジメント研修
事業への参加呼びかけ・フィードバック

観光経営マネジメント研修事業


