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H21.9.15 

観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 

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 【議事概要】 

 

開催概要 

日時・場所：平成 21 年 9 月 15 日（火）14:00～16:00 

      観光庁国際会議室（中央合同庁舎２号館 16 階） 

 

出席者：(順不同・敬称略) 

＜委員＞ 

【大学関係者】 

・ 首都大学東京 観光科学域 教授 東 秀紀（代理出席） 

・ 山口大学 経済学部 観光政策学科 教授 齊藤 匡史 

・ 横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科 教授 小濱 哲 

・ 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 准教授 

ツーリズム＆ホスピタリティ インスティテュート 教務主任 轟 博志 

・ 和歌山大学 観光学部 副学部長 小畑 力人 

・ 早稲田大学 アジア研究機構 教授 戸崎 肇 

 

【産業界】 

・ 株式会社ジェイティービー 常務取締役総務部長 井本 博幸 

・ 近畿日本ツーリスト株式会社 専務取締役 越智 良典 

・ 株式会社阿寒グランドホテル 代表取締役社長 大西 雅之 

・ 株式会社あさやホテル 代表取締役社長 木村 和夫 

・ IHG・ANA・ﾎﾃﾙｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ 最高執行責任者 COO 大屋 了三 

・ 株式会社ロイヤルパークホテル 常務取締役総支配人 南 安 

 

＜オブザーバー＞ 

【観光関係団体】 

・ 社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 小関 政男（代理出席） 

・ 社団法人日本経済団体連合会 産業政策本部 主幹 太田 誠 

・ 社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事務局長・常任理事 柵木 鬼美夫 

・ 社団法人日本旅行業協会 広報室長 森 達夫（代理出席） 

 

【省庁】 

・ 経済産業省 商務情報政策局 参事官 城福 健陽 

・ 文部科学省 高等教育局 専門教育課 課長補佐 下大田 真一（代理出席） 

・ 観光庁 観光地域振興部 部長 田端 浩 

参考
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・ 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長 久保田 雅晴 

・ 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長補佐 川島 雄一郎 

・ 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長補佐 竹谷 健治 

 

議事次第： 

○ 開 会 

○ 挨 拶 

○ 議 事 

   １ 産学官連携に関する検討経緯・今後のスケジュールについて 

   ２ 観光経営マネジメント研修事業について 

   ３ 観光経営マネジメント研修の取り組みについて 

４ 意見交換 

○ 閉 会 

 

主な議事 

○ 挨拶【14:02～14:05】 

田端浩（観光庁 観光地域振興部長） 

・観光庁では、１８年度から「観光関係人材育成のための産学官連携検討会議」の

開催等を通じて、産学官の連携を図っている。昨年度、カリキュラムワーキング

グループを開催し、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育成

のための教育内容のあり方等について検討を行い、「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」を作成した。 

・今年度は、「観光経営マネジメント研修事業」により、カリキュラムモデル案を

実践した講座が各大学で開講される。本ワーキンググループでは、カリキュラム

を実践する上での課題の把握とカリキュラム構成講座の精査により、カリキュラ

ムモデル案を検証していく。 

・あわせて、観光産業におけるマネジメント教育の現状と課題についてもご議論い

ただき、社会人マネジメント教育のあり方について検討していきたいと考えてい

る。 

・議論の成果は、本年度末に開催予定の「第５回 観光関係人材育成のための産学

官連携検討会議」に報告し、来年度以降の政策の参考としていくので積極的なご

発言をお願いしたい。 

 

○ 主な議事【14:05～16:00】 

（１）産学官連携に関する検討経緯・今後のｽｹｼﾞｭｰﾙについて【14:05～14:35】 

   観光庁より「産学官連携検討会議」及び「カリキュラム」、「インターンシップ」 

両ワーキンググループでの検討経緯を報告すると共に、「産学官連携実践ワー  

キンググループ」開催の趣旨とその進め方について説明を行った。 
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（２）観光経営マネジメント研修事業について【14:35～14:45】 

   （財）日本交通公社より、「観光経営マネジメント研修」の概要について報告 

 を行った。 

 

（３）観光経営マネジメント研修の取り組みについて【14:45～15:15】 

   「観光経営マネジメント研修」に応募した以下の６大学より、研修内容の概要

について報告を行った。 

・ 首都大学東京（東 秀紀委員） 

・ 山口大学（齊藤 匡史委員） 

・ 横浜横浜商科大学（小濱 哲委員） 

・ 立命館アジア太平洋大学（轟 博志委員） 

・ 和歌山大学（小畑 力人委員） 

・ 早稲田大学（戸崎 肇委員） 

 

（４）意見交換【15:15～16:00】 

   井本博幸 委員（㈱ジェイティービー 常務取締役総務部長） 

・日本のツーリズムを支える観光産業は中小企業が多く、経営的視点が欠けて 

 いる企業が少なくないと感じている。今後、企業が国際競争で勝ち残ってい 

くためにも、グローバルかつ経営的な視点を学ぶ機会が必要。 

・高度なレベルで理論と実践を求められる時代において、各企業は短期的な利

のみを追求するのではなく、中長期的観点で地域の特性を活かせるような経

営の視点が必要になると思われる。 

 

大屋了三 委員（IHG・ANA・ﾎﾃﾙｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ 最高執行責任者 COO）   

   ・宿泊産業においては、経営において支配人の影響力が大きく、いかに優秀な

支配人を育成するかが主要な課題となっていることから、本プログラムでも

「総支配人の育成」等、具体的なイメージを持って議論を進めてはどうか。 

   ・社会人になると大学でマネジメントを学習する機会は少ない。マネジメント

を学ぶためには、理論だけでなく経験が不可欠であることから、一度社会に

出た者が再び大学などで学ぶ場が出来るのは非常に有意義である。 

 

木村和夫 委員（㈱あさやホテル 代表取締役社長） 

・ 「観光（ホスピタリティ）とは全産業共通の目的事業である」との観点に

立って、観光系大学において、ホスピタリティを研究するカリキュラムを

検討する必要があるのではないか。 

 

戸崎肇 委員（早稲田大学 アジア研究機構 教授） 

   ・学部学生教育とリカレント教育は異なるので、それぞれの要求に応えるため

には、より細分化されたプログラムを用意する必要がある。 



 4

   ・日本の観光産業においては経営リテラシーの向上が喫緊の課題であることか

ら、既にリソースを有している大学が、外部人材の協力等により教育プログ

ラムを提供することは意義深い。 

 

南 安 委員（㈱ロイヤルパークホテル 常務取締役総支配人） 

・我が社では、ミドルマネジメント層の提案力、計画実行力、指導力、リーダ 

 ーシップ等の不足が課題であり、ミドルマネジメントを対象とした研修を行 

ってきた。 

・観光系の大学の教育では、理論と実践が重要であることからインターンシッ

プの活用等も有効ではないか。 

 

大西雅之 委員（㈱阿寒グランドホテル 代表取締役社長）  

   ・我が社では支配人の半分が元料理長出身である。彼らの場合、マネジメント

力が必ずしも高いとは言い難いが、人の心をうまくとらえ、旅館独特の文化

を守るためにはすばらしい人材だと思う。こうした支配人等がマネジメント

力を向上させる機会を持つことは必要だと考えている。 

   ・我々の業界が変化を求められている部分は、欧米の効率性の高い業務運営体

制や、海外のマーケットを受け入れるためのネットワーク構築、予約システ

ムである。このような実学に即した講座があると良いのではないか。 

 

越智良典 委員（近畿日本ツーリスト㈱ 専務取締役） 

   ・近年、観光系大学は増加傾向にあるため、観光行政スペシャリストの養成や、

世界のホテルを視野に入れた支配人の輩出を目指すなど、大学ごとの特色を

打ち出していくことが重要になると思う。 

   ・新卒採用においては、出身学部へのこだわりはなく、観光学部の優位性は発

揮しづらい。一方で、旅行会社は専門化しており、語学力やコミュニケーシ

ョン能力が高く、グローバル戦略や、コンベンション事業を担う人材として

期待できる場合は非常に採用しやすいため、大学ではそのような特色付けを

行うことが必要なのではないだろうか。 

   ・経営幹部候補生を教育できる機関は少ないので、大学においてマネジメント

を専門的に取り上げるような講座があれば、社員を派遣しやすい。 

 

○ 閉会【16:00～16:15】 

城福健陽（経済産業省 商務情報政策局 参事官） 

・経産省では、あらゆる産業分野の人材育成が急務であると考え、文部科学省

と協力しながら、産学連携の人材育成パートナーシップ事業に取り組んでい

る。特に、サービス産業についてはＧＤＰの７割を占め、医療・観光などの

サービス産業がＧＤＰの４割という重要な分野であるにもかかわらず、生産

性は諸外国より低い。そこで、経産省では一橋大学のＭＢＡでホスピタリテ
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ィー関連の講座を設け、様々な取り組みを行っている。 

・今回の事業が生産性向上、イノベーションに対応できるような高度人材育成

や雇用対策という観点をふまえ、産業界のニーズに応えられる事業になるこ

とを期待している。 

 

下大田真一（文部科学省 高等教育局 専門教育課 課長補佐）  

・観光教育の発展に向けて、大学教育の充実などこれからの発展に期待してい

る。一方で大学における十分な予算の確保が必要であるため、企業からの支

援等にも期待したい。 

 

久保田雅晴（観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長） 

・観光経営マネジメント教育については、産学官で議論することが重要である

ことから、当該ワーキンググループは今年度と来年度の２カ年で継続して開

催する。 

・今後は、学生や社会人の観光経営マネジメント教育の具体的内容について、

輩出すべき人材像やターゲットを絞り、検証を進めていきたい。 

 

○ 閉会挨拶 

田端浩（観光庁 観光地域振興部 部長） 

・観光経営マネジメント教育は、観光産業にとって重要な課題であり、カリキ

ュラムモデル案の検証や社会人教育のあり方等について検討を行っていき

たい。引き続き、企業、大学、観光関係団体のご協力をお願いしたい。   

 

 


