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観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 

第６回インターンシップ活用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 10 月 29 日（木）15:30～17:00 

      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】 

・桜美林大学  ビジネスマネジメント学群 教授 山口 有次 

・玉川大学   文学部 比較文化学科 准教授 實川 真理子 

・筑波学院大学 情報コミュニケーション学部 国際交流学科 教授 大島 愼子 

・長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 学科長 教授 青山 有三 

・文教大学   国際学部 国際観光学科 教授 那須 幸雄 

・山口大学   経済学部 観光政策学科 教授 マルク・レール 

・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 教学部 副部長 近藤 祐一 

・琉球大学   観光産業科学部 観光科学科 教授 花井 正光 

・流通経済大学 社会学部 国際観光学科 教授 香川 眞 

・和歌山大学  観光学部 教授 副学部長 小畑 力人 

・セントラル・フロリダ大学 ローゼン・ホスピタリティ経営学部 准教授 原 忠之 

 

【産業界】 

・沖縄ツーリスト株式会社 取締役総務部長 中村 寛 

・株式会社ジェイティービー 人事企画部 人事担当マネージャー 藤川 誠二 

・株式会社ロイヤルパークホテル 総務部人事課 マネージャー 越前谷 権 

・近畿日本ツーリスト株式会社 人事部 ＫＮＴビジネススクール 所長 甲斐 聖一 

・全日本空輸株式会社 人事部 スタッフアドバイザー 岩波 千晴 

 

＜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 

・社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事業部 部長 橋本 良介 

・社団法人日本ホテル協会 事務局長 満野 順一郎 

・社団法人日本旅行業協会 総合企画部 アシスタントマネージャー 永由 昌一 

 

【省庁】 

・厚生労働省 職業安定局若年雇用対策室 室長補佐 小野 聡 

・観光庁 観光地域振興部 部長 田端 浩 

・観光庁 観光地域振興部 観光資源課 和田 浩一 

・観光庁 観光地域振興部 観光資源課 久保 麻紀子 

・観光庁 観光地域振興部 観光資源課 竹谷 健治 

参 考
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議事次第： 

○ 開 会 

○ 挨 拶 

○ 議 事 

   １ インターンシップ活用ワーキンググループ これまでの主な議論の経過 

   ２ 平成２１年度インターンシップ活用ワーキンググループ中間取りまとめ 

   ３ インターンシップモデル事業アンケート結果報告 

４ 意見交換 

○ 閉 会 

 

主な議事 

○ 挨拶【15:32～15:34】 

田端 浩（観光庁 観光地域振興部長） 

  ・前原国土交通大臣も｢観光｣を成長戦略の一つとして位置付け、国土交通省の中で 

も重要な政策に取り組んでいる。とりわけ、観光分野における人材育成は、産業 

の基盤を支える非常に重要な施策であることから、当ワーキンググループで取り 

組む｢インターンシップのあり方｣に関する議論も多くの関係者の関心を集めて 

いる。積極的にご議論いただき、有意義なワーキンググループとなるよう、皆様 

のご協力をお願いしたい。 

 

○ 主な議事【15:34～15:49】 

（１）インターンシップ活用ワーキンググループ これまでの主な議論の経過 

   観光庁より、インターンシップ活用ワーキンググループにおける議論の経過に 

   ついて報告を行った。 

 

（２）平成２１年度インターンシップモデル事業実施概要【15:49～16:04】 

   モデル事業において企業と大学の仲介の役割を担った、社団法人日本ツーリズム

産業団体連合会、社団法人日本ホテル協会、社団法人日本旅行業協会より、イン

ターンシップモデル事業の実施概要について報告を行った。 

 

橋本 良介氏（社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事業部 部長） 

   ・今年度のインターンシップモデル事業より、初めて受入窓口団体として参加し 

た。合計１１大学から６０名の応募があり、オリエンタルランド６名、ＡＮＡ 

３名、エクセル航空２名のインターンシップを実施した。 

   ・学生と企業のニーズのマッチングについては、特に問題もなく、コミュニケー

ション面も概ね良好であった。 

   ・来年度は産学連携について団体内部で議論を進め、受入れ企業を増やしたい。 

  

   満野 順一郎氏（社団法人日本ホテル協会 事務局長） 

   ・受け入れ企業が東京都内に偏り、必ずしも学生のニーズとマッチしないという

現状があるが、モデル事業の普及により解決すると考えている。 

   ・各企業は、可能な限り１ヶ月～３ヶ月程度の長期インターンシップを検討して

ほしい。 
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   永由 昌一氏（社団法人日本旅行業協会 総合企画部 ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

   ・学生の応募が多数ある反面、受け入れる企業数が少ないのが課題。 

   ・大学側から東京、大阪以外のインターンシップ参加企業の要望があったことか

ら、来年度以降、受入れ企業を増やしたい。      

 

（３）インターンシップモデル事業アンケート結果報告【16:04～16:24】 

   財団法人日本交通公社より当該モデル事業に関するアンケートの結果報告を行 

   った。 

   （主なアンケート結果） 

 ・インターンシップの実施時期は、大学、学生、企業共に概ね適切という評価。 

 ・業界団体による学生と企業のマッチングについては、現在の抽選方式を支持

する意見が多かったが、一部に学生の関心等を評価する選抜方式を求める意

見があった。 

 ・モデル事業に参加する企業数については、関東圏以外の企業など、より多く

の企業の参加を期待する意見が多かった。 

 ・大学、企業共に来年度も本モデル事業の継続を希望する意見が多く出された。 

 

（４）意見交換【16:24～16:55】 

   山口 有次 委員（桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授） 

   ・マッチングの時期を早めたことで学生の授業登録期間と微妙にずれが生じ、参

加希望の学生が少なかった。 

   ・大学では独自に、レジャー業界全般でインターンシップを実施している。当モ

デル事業でもスポーツクラブやダイビングスクールなど参加企業を広げるこ

とが必要なのではないか。 

   ・課題解決型の手法については、インターンシップの他に、ゼミ活動などで企業

との連携を実践している事例もある。こうしたケースを参考に「教育効果の高

いインターンシップのあり方」について議論を深めていきたい。 

 

大島 愼子 委員（筑波学院大学 情報コミュニケーション学部 教授） 

   ・マッチングを抽選で行うのであれば、事前の履歴書の提出は不要ではないか。

詳細な履歴書を提出した上で、抽選にもれることは学生の理解を得難い。 

 

那須 幸雄 委員（文教大学 国際学部 国際観光学科 教授） 

・インターンシップの長期化については、当大学でも取り組んでいる。短期間で

は学べることも限定されるため、インターンシップを長期間実施することは有

意義である。 

 

實川 真理子 委員（玉川大学 文学部 准教授） 

・履歴書を書くこと自体に教育的意義があり、各団体で選考に使用されるのも良

いが、抽選には即日結果が出るという利点がある。本学では当事業への応募は

専願の方針のため、選考に時間を要して結果が出るのが他の公募制インターン

シップが始まる５月中旬以降になれば、結果的に学生の選択肢を狭めることに

なるので、ご配慮頂きたい。 
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   香川 眞 委員（流通経済大学 社会学部 国際観光学科 教授） 

・インターンシップには単位を与えることになっており、通年４単位の専門科目

として位置付けている。当モデル事業への参加を想定していた学生が選考にも

れると、単位取得の為に新たな受入れ企業を探す必要が生じる。 

 

青山 有三 委員（長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 学科長） 

   ・当モデル事業は、本学の実施するインターンシップの機会を広げることに役立

っている。 

   ・マッチングの手法については継続的に議論したい。 

・本学は外国人留学生、特に中国・韓国からの学生が多い。企業に受け入れを理

解してもらえるならば、外国人留学生のインターンシップも検討して欲しい。 

 

小畑 力人 委員（和歌山大学 観光学部 教授 副学部長） 

   ・マッチングの方式に関わらず、学生がエントリーシートを書くこと自体に教育

的な効果があると思われる。 

   ・単位認定等については、各大学で工夫すべきではないか。 

 

近藤 祐一 委員（立命館アジア太平洋大学 教学部 副部長） 

   ・当該モデル事業は教育効果が高い上に、大学独自でインターンシップを実施し

ても受入れ企業を増やすことは困難であることから、来年度もモデル事業を継

続してほしい。 

 

マルク・レール 委員（山口大学 経済学部 観光政策学科 教授） 

・学生にとって企業の現場を知ることは重要であることから、来年度はモデル事 

業に参加したいが、マッチングの手法は検討すべきではないか。 

 

花井 正光 委員（琉球大学 観光産業科学部 観光科学科 教授） 

・インターンシップを必修科目としており、今年度は４１事業者にご協力頂き、 

２週間実施した。県外におけるインターンシップの機会が広がるのは有意義で 

あることから、来年度もモデル事業を継続して欲しい。 

    

小濱 哲 委員（横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科 教授） 

・座学で学んだことを実際に企業の現場で体験することは、教育上非常に有意義 

であることから、大学ではインターンシップを授業の演習という位置付けで実 

施している。 

 

   満野 順一郎氏（社団法人日本ホテル協会 事務局長） 

   ・学生と企業のマッチングについて、学生のインターンシップの機会均等を重視 

すると、選考ではなく抽選によるマッチングの方が望ましいのではないか。 

    

   橋本 良介氏（社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事業部 部長） 

   ・同一企業に対して一つの大学から受入枠以上の希望がある場合、学生がエント 

リーする前に、大学側で人数調整することも必要ではないか。 
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   ・留学生の受け入れについては企業側にもメリットがあると思われるため、日本 

人とは別枠で積極的に受け入れることを検討してはどうか。 

    

   永由 昌一氏（社団法人日本旅行業協会 総合企画部 ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

   ・採用時期と重なると、企業での受け入れが困難となる場合があるため、マッチ

ングの回数を増やすなど、年間を通して受け入れられる仕組みを検討してはど

うか。 

 

   甲斐 聖一氏（近畿日本ツーリスト株式会社 人事部 KNT ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ所長） 

   ・学生を受け入れる現場では雑用的な業務が含まれるケースもあるが、企業とし 

ては、より課題意識を持って受け入れに臨みたい。 

  

   藤川 誠二氏（株式会社ジェイティービー 人事企画部 人事担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

   ・マッチング手法については、企業として求める人財像もあり、抽選方式よりも 

エントリーシート等による企業側での選考を希望したい。 

 

   越前谷 権氏（株式会社ロイヤルパークホテル 総務部人事課 マネージャー） 

   ・現在の実施期間は概ね２週間程度だが、今後は長期型のインターンシップにも 

積極的に取り組みたい。一方で、地方大学の学生が都内の企業で長期間行うこ 

とは、経費等の問題もあり、検討が必要である。 

 

   岩波 千晴氏（全日本空輸株式会社 人事部 スタッフアドバイザー） 

   ・学生の希望と受入内容のずれを防ぐためにも、企業がマッチングに関わること 

が望ましい。 

・当モデル事業は、学生にとって非常に有意義なものである上に、職場の活性化 

等、受け入れ企業側も学生から学ぶことが多かった。 

 

   原 忠之氏（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 准教授） 

   ・インターンシップについての企業側の意見として、人員不足による繁忙期の受 

け入れが困難である等の意見が挙がっているが、米国の場合、学生は有給でイ 

ンターンシップを行い、企業側も学生を社員と同様に一戦力として扱っている 

ので、そうした互恵的な関係の構築を目指してはどうか。 

 

   小畑 力人氏（和歌山大学 観光学部 副学部長） 

   ・「長期型インターンシップ」や「課題解決型インターンシップ」などの教育効 

果の高いインターンシップの検討に加え、留学生のインターンシップの受け入 

れも併せて検討してはどうか。 

 

   小野 聡氏（厚生労働省 職業安定局若年雇用対策室 室長補佐） 

   ・雇用環境が厳しい中、雇用対策を各省庁と連携して実施しているので、今後も 

    皆様のご協力をお願いしたい。 

   ・インターンシップには職業意識を高める効果があり、これからも大学と企業が

一層連携をして、インターンシップを推進していただきたい。 
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○会議総括【16:55～16:58】 

   和田 浩一（観光庁 観光地域振興部 観光資源課） 

   ・本日は｢マッチング手法のあり方｣と｢モデル事業の実施時期｣を中心にご意見を

いただいた。各企業及び大学によって様々なご意見があることから、今後の議

論では複数の選択肢を設けることも視野に、インターンシップのあり方につい

て検討を進めていきたい。 

 

○ 閉会挨拶【16:58～17:00】 

田端 浩（観光庁 観光地域振興部長） 

・今年度のモデル事業への参加企業及び大学が、増えたことは、皆様にご協力い 

ただいた成果であり、御礼申し上げる。 

   ・次回は本日の議論を踏まえ、教育効果の高いインターンシップのあり方や来年

度のモデル事業等について議論していきたいと考えているので、引き続き、皆

様のご協力をお願いしたい。  


