
「産学連携による観光産業の人材育成・強化・確保」シンポジウム 

 観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とし、さらに高いレベルの観光立国を目指すためには、観光産業の担い手を「観
光産業をリードするトップレベルの経営人材」から「観光の中核を担う人材」、さらには「即戦力となる地域の実践的な観光
人材」の３層構造により育成・強化していく必要があるとの認識の下、観光庁では以下(1)から(3)の施策を実施しています。  
              (1) 観光産業をリードするトップレベルの経営人材の育成 
              (2) 観光の中核を担う人材の育成・強化 
              (3) 即戦力となる地域の実践的な観光人材の育成 
 東洋大学ではこの内(2)に該当する「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」を観光庁から受託し、講座・調
査等を行ってきました。この度、全体の総括として、(3)に該当する「産学連携による観光産業の実務人材確保・育成事業」
との共催で「産学連携による観光産業の人材育成・強化・確保」シンポジウムを開催いたします。ふるってご参加ください。 

「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」 
「産学連携による観光産業の実務人材確保・育成事業」 

日時：2019年 1 月 26 日（土） 12:30～17:30 （開場 12:00） 

会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール 
 
【アクセス】 東京都文京区白山5-28-20 都営地下鉄三田線「白山」駅A3出口から「正門」まで徒歩5分 
                                       東京メトロ南北線「本駒込」駅1番出口から「正門」まで徒歩5分 

申込み不要・入場無料 

 

時間 
 

プログラム 
 

登壇者 

12:30-12:40 挨拶 国土交通省観光庁  参事官 田村 寿浩  

第 1 部 「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」シンポジウム 

 
 

12:40-13:00 

 

修了証授与 
国土交通省観光庁 参事官 田村 寿浩  
東洋大学       学長    竹村 牧男 

挨拶 東洋大学       学長    竹村 牧男 

 

13:00-13:45 
基調講演 
テーマ「これからの観光戦略と人材育成」 

 

国土交通省観光庁 次長  和田 浩一  

休憩 （15分間） 

 
 
 

14:00-15:00 

 
パネルディスカッション 
 
テーマ「ホスピタリティ産業と女性活躍」 

パネリスト： 
萬年 良子 氏  （ベルトラ株式会社 取締役） 
渡部  勝  氏  （株式会社パレスホテル 常務取締役） 
若本 博隆 氏  （株式会社パソナグループ 取締役副社長COO） 
コーディネーター： 
柳川  悦子    （東洋大学 総務部 広報担当部長） 

 

15:10-15:40 
本講座受講者による研究発表 
全体総括 

受講生（2グループ） 
東洋大学事業実施責任者 国際観光学部 教授 森下 晶美  

時間 プログラム 登壇者 

第 2 部 「産学連携による観光産業の実務人材確保・育成事業」シンポジウム 

16:00-16:05 事業概要説明 国土交通省観光庁 参事官 田村 寿浩  

16:05-16:15 調査結果の概要報告 PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 庄子 玲一  

16:15-16:50 

調査事例紹介①： 
「3ヶ月長期インターンシップ運営成功の秘訣」 
（平成29年度 「長期インターンシップ調査」より） 

熊本学園大学 商学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 
教授 波積 真理 氏  
（学生によるプレゼンテーション付き） 

16:50-17:25 

調査事例紹介②： 
「人材育成・確保に資する実践授業とは」 
（平成30年度「産学連携による実践授業調査」より） 

跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 
准教授 篠原 靖 氏 
（学生によるプレゼンテーション付き） 

17:25-17:30 挨拶 国土交通省観光庁 参事官 田村 寿浩  

実施主体 国土交通省観光庁 事業実施 
東洋大学  「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」事務局  
        研究推進部産官学連携推進課内 
ＰｗＣコンサルティング合同会社  



テーマ 
「3ヶ月長期インターンシップ運営成功の秘訣」 
 
 
 2002年博士（経済学）の学位授与（京都大学）。
1994年熊本学園大学商学部専任講師、1998年
同大学商学部助教授、2006年同大学商学部教
授。役職は2016年から2年間ホスピタリティ・マ
ネジメント学科長を務め、2018年より商学研究
科長。著作に「ホスピタリティ入門」（2010年熊

本日情報文化センター）、「グローバル化する九
州・熊本の産業経済の自立と連携」（共著；201
年日本評論社）がある。 

第 1 部 「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」シンポジウム 登壇者ご紹介 

パネリスト 

萬年 良子 氏 
ベルトラ株式会社 取締役 

パネリスト 

渡部 勝 氏 
株式会社パレスホテル 常務取締役 
パレスホテル東京 総支配人 

パネリスト 

若本 博隆 氏 
株式会社パソナグループ 
取締役副社長COO 

コーディネーター 

柳川 悦子 
東洋大学 総務部広報担当部長 

 アメリカン・エキスプレス・ジャパン元GM兼

副社長。コールセンターを含む顧客サービス
全般を2015年まで統括。IT協会サービス・ホ
スピタリティ・コミッティ委員長を3期歴任。コ

ンタクトセンター・アワード審査員を務める等
カスタマー・エクスペリエンスの向上に貢献。
2016年ベルトラ株式会社入社。カスタマー

サービス、人事・広報統括を経て、現在は会
社の基幹部門である海外事業部担当取締
役。「コールセンター・ジャパン」「トラベル
ジャーナル」等への掲載多数。2018年早稲

田大学商学部提携講座「ツーリズム産業論」
招聘講師。 

 1987年早稲田大学卒業後、株式会社パレス

ホテルに入社。宿泊部、料飲部、宴会部などの
現場業務を経て、 販売促進部にて長年にわた

り国際営業を担当。様々な部署でホテルの運
営とブランディングに携わってきた経験を活かし、
2008年よりホテル建替えプロジェクトを担当、
2012年2月総支配人に就任、現在に至る。2014
年英国「Monocle」誌の「Travel Top 50」にて
「Best Hotel GM」に選ばれる。日本ホテル産業
教育者グループ主催、2016年度「ホテリエ・オ

ブ・ザ・イヤー」受賞。パレスホテル東京は、
2016年「フォーブス・トラベルガイド」にて日系ホ
テルで初めて5つ星を獲得し、現在まで3年連続
5つ星の評価を維持。 

 1984年 株式会社埼玉銀行（現 ㈱りそな
銀行、㈱埼玉りそな銀行）入行、1989年 株
式会社テンポラリーセンター（現  ㈱エン
タープライズ）入社、2006年 株式会社パソ
ナ 取締役常務執行役員経営企画室長兼

法務室・関連会社室・国際業務室担当、
2007年 当社取締役常務執行役員経営企
画部長兼CMO室・国際業務室担当、2010
年 株式会社ベネフィット・ワン 取締役、
2012年 取締役専務執行役員経営企画部
担当、2015年 取締役専務執行役員経営企
画・総務本部長、2017年 取締役副社長執
行役員CSO 経営企画・総務本部長、2018
年 取締役副社長執行役員COO 経営企画
本部長（現任）。 

 立教大学経済学部卒業後、ミッド・パシフィッ
ク航空（ハワイ）に入社、営業企画を経て、1987

年日本に乗り入れを開始したデルタ航空日本
支社に入社、広報･宣伝統括としてNRT-JFKなど

の新規６路線の就航事業を担当。その後、サム
ソナイト・ジャパン広報室長、エア タヒチヌイ日

本・アジア地区営業マーケティング本部長など、
外資系企業の広報統括を歴任。2010年 立教大
学観光学部特任准教授を経て、2012年東洋大

学グローバル・キャリア教育センター副センター
長、兼、広報担当部長に着任。2015年より現職。

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科博士
前期課程修了(MBA)。 

                        基 調 講 演 

 埼玉県出身。1987年運輸省入省（航空局飛行場部管理課）。国際観光振興会ロンドン観

光宣伝事務所次長、国土交通省近畿運輸局自動車交通部長、国土交通大臣秘書官、観
光庁観光地域振興部観光資源課長、国土交通省大臣官房広報課長、国土交通省航空局
航空ネットワーク部首都圏空港課長、国土交通省航空局航空ネットワーク部長、国土交通
省航空局次長等を歴任。30年 7月より現職。 

和田 浩一  
 

国土交通省観光庁 次長 

講師 

波積 真理 氏 
 

熊本学園大学 

商学部 ホスピタリティ・
マネジメント学科 

教授 

講師 

篠原 靖 氏 
 

跡見学園女子大学 
観光コミュニティ学部 
観光デザイン学科 

准教授 

テーマ 
「人材育成・確保に資する実践授業とは」 
 
 

 東武トラベル㈱にて約３０年間旅行商品開発、
プロモーション、観光による地域振興等を担当。
2010年より大学教員へ転身。観光庁にて「外国人

旅行者に対する地域資源の意識調査検討委員
会」 座長 、「官民協働した魅力ある観光地の再

建・強化事業」座長等を務めたほか、全国各地の
観光まちづくりや観光人材の育成に情熱を注い
でいる。著作に「観光デザイン入門―21世紀は観
光創造時代!」（2013年9月日本経済評論社）他多
数。 

                     パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  

第 2 部 「産学連携による観光産業の実務人材確保・育成事業」シンポジウム 登壇者ご紹介 

                        調 査 事 例 紹 介  


