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Ⅴ 実務人材育成ワーキンググループの開催・運営 

１ ワーキンググループ開催概要 

１－１開催概要 

（１）名称 

観光庁 平成２９年度「産学連携による観光産業の経営人材育成に関する事業」 

「産学連携による実務人材育成ワーキンググループ」 

 

（２）設置趣旨 

観光産業は、我が国の成長分野として大きく期待されており、業界の生産性向上や旅行

者ニーズに応える魅力の向上が求められている。 

中でも、観光産業の人手不足への対応は喫緊の課題となっている。観光系大学・学部卒

業者の観光産業への入職率は低く、また、入職した場合でも、離職率が高く、人材が定着

しないという問題がある。その背景には、産学が考える観光人材像に齟齬が生じており、

産学連携による人材育成が十分でない等の課題がある。 

 このような現状を打破すべく、「産学連携による実務人材育成ワーキンググループ」を開

催することにより、産学が求める観光人材像を明らかにし、観光系大学・学部のカリキュ

ラムポリシー及びディプロマポリシーを革新していくとともに、産学連携による人材育成

の取り組みを促進するための具体案をとりまとめる。 

 

（３）委員（敬称略、大学・企業・自治体名各５０音順、◎は座長） 

【大学】 

○篠原 靖 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部  准教授 

○小林 直樹 玉川大学 観光学部 准教授 

◎森下 晶美 東洋大学 国際観光学部 教授 

○東 徹  立教大学 観光学部 教授・観光学科長 

○平野 典男 琉球大学 観光産業科学部観光科学科 副学部長・学科長 教授 

【企業】 

○梶田 隆弘    ＫＮＴ‐ＣＴホールディングス（株） 

事業戦略統括部顧問 地域事業部担当 

○西野目 智弘 西野目産業（株）代表取締役社長（日本旅館協会 労務委員会委員） 

○佐々木 政茂 日本航空（株）旅客販売統括本部 企画部 部長   

○三枝 吏   楽天（株）人事総務室オフィスマネージャー 

○川村 勝洋 リゾートトラスト（株） 

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート 業務部 部長 

【自治体】 

○高原 恵理 高山市 商工観光部長 
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（４）委員就任条件 

①従事回数 ３回程度（原則、平日に開催、１回の開催時間は約２時間） 

②任期 平成２９年１２月５日から平成３０年３月２３日まで 

③報酬の有無 有 

④交通費の有無 「国家公務員等の旅費に関する法律」の規定による 

 

（５）スケジュール 

①第１回会合 

 ■日時：2017 年 12 月 5 日（火）10:00～12:00 

■会場：ベルサール東京日本橋 5F Room7 

    （東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー 現地連絡先：03-3510-9236） 

②第２回会合 

 ■日時：2017 年 12 月 15 日（金）13:00～15:00 

■会場：ベルサール東京日本橋 5F Room11 

    （東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー 現地連絡先：03-3510-9236） 

③第３回会合 

 ■日時：2018 年 1 月 23 日（火）10:00～12:00 

■会場：ベルサール東京日本橋 5F Room7 

   （東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー 現地連絡先：03-3510-9236） 

 

２ ワーキンググループ開催記録 

２－１ 第１回会合 

（１）議事次第 

○開会 

○挨拶 

 観光庁観光産業課観光人材政策室 田村参事官 

○議題 

 １．昨年度観光庁「観光人材育成に関する調査」確認 

 ２．産学が考える「求められる観光人材像」の明確化 

   １）企業・自治体が考える観光業界で求められる人材像 

   ２）企業・自治体が大学教育で育成を期待する人材像 

   ３）大学が育成を目指す人材像（ディプロマポリシーで認定する人材像） 

 ３. 全体を通しての意見交換 

○閉会 
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（２）配布資料 

資料１．産学連携による実務人材育成ワーキンググループについて 

資料２．産学連携による実務人材育成ワーキンググループの運営について  

資料３．観光庁観光産業課観光人材政策室 田村参事官 説明資料 

資料４．観光人材育成における産学ミスマッチの本質（東洋大学・森下教授） 

資料５．昨年度観光庁調査「観光人材育成に関する調査～大学編～」（抜粋） 

資料６．昨年度観光庁調査「観光人材育成に関する調査～企業編～」（抜粋） 

資料７．ワーキンググループ参加５大学の「カリキュラムポリシー」 

「ディプロマポリシー」（各大学ホームページより転載） 

資料８．琉球大学観光産業科学部資料（琉球大学・平野教授） 

 

（３）参加者 

・出席委員：日本航空・佐々木委員を除く委員 

・オブザーバーには、文部科学省、日本旅行業協会関係者が参加 

 

２－２ 第２回会合 

（１）議事次第 

○開会 

○挨拶 

 観光庁観光産業課観光人材政策室 田村参事官 

○議題 

 １．2030 年を見据えたときに、産学は今何をすべきなのか 

（＝どのような人材が必要なのか） 

 ２．大学においてどのような観光教育を行っているのか、どのような教育が必要なのか 

 ３. 全体を通しての意見交換 

○閉会 

 

（２）配布資料 

資料１．ワーキンググループ委員名簿 

資料２．ワーキンググループ論点 

資料３．東洋大学国際観光学部産学連携授業例（東洋大学・森下教授） 

資料４．第３回ワーキンググループ案内 

 

（３）参加者 

・出席委員：玉川大学・小林委員、琉球大学・平野委員、楽天・三枝委員を除く委員 

・オブザーバーには、文部科学省、全日本シティホテル連盟、日本旅館協会、日本旅行業
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協会関係者が参加 

 

２－３ 第３回会合 

（１）議事次第 

○開会 

○挨拶 

 観光庁観光産業課観光人材政策室 田村参事官 

○議題 

 １．求められる観光人材像について（意見集約） 

 ２．産学域連携について 

 ３. 全体を通しての意見交換 

○閉 会 

 

（２）配布資料 

資料１．ワーキンググループ委員名簿 

資料２．第二回ワーキンググループにて頂戴したご意見、とりまとめ 

    第三回ワーキンググループにて「議論いただきたいこと」 

資料３．求められる観光人材像 とりまとめ案 

資料４．読売新聞「観光立案若い視点生かす」記事（篠原委員資料） 

資料５．飛騨高山大学連携センターパンフレット等４点（高原委員資料） 

 

（３）参加者 

・出席委員：全員参加 

・オブザーバーには、文部科学省、日本旅館協会、日本旅行業協会関係者が参加 

 

（４）会合風景 
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３ 各回の議事概要 

３－１ 第１回会合 

（１）開会 

事務局（日本経済新聞社人材教育事業局）の司会により開会し、資料確認、委員の紹介

が行われ、引き続いて観光庁・田村参事官から主催者挨拶、本ワーキンググループ設置の

背景、本ワーキンググループの論点などについて説明があった。その後、事務局の推薦に

より森下委員が座長に決定し、森下座長に進行が引き継がれ議事を進行した。 

 

（２）議題１ 

昨年度観光庁「観光人材育成に関する調査」について、森下座長より資料に基づき説明

が行われた。 

 

（３）議題２－１、２ 

昨年度観光庁「観光人材育成に関する調査」をたたき台に「企業・自治体が考える観光

産業で求められる人材像」と「大学に大学教育として求めること」について企業・自治体

の各委員に意見を求めた。 

【梶田委員】 

・観光産業といっても幅が広いが、旅行業の立場からいうと、この１０年位で採用の考え

方は少しずつ変化をしている。特に、安倍政権が観光を産業として捉え地域活性化の柱に

していく流れの中で、各地域にお客様を送り届け、そこで地域を活性化し、それを繰り返

していくことが旅行業の一つの使命となっている。まさしく地域と一緒になって、各地域

にある様々な素材を見つけ、磨きをかけて商品化していくことが社員の仕事の一番の基本

となっている。そういう資質を持っているかどうかを見きわめることが今の採用の方針に

なっている。 

・採用活動では、学生に１つの課題を与えて、それに対してどのように発言し、どのよう

な形でその課題を解決していくのかを見て、その資質を持っているかどうか判断する。 

・我々が大学に求めるものとして、まず基礎的な知識は当然ながら必要だと思っている。

最低限そのような観光についての知識を持った上で、さらにもう少し深めていく資質を身

に付ける教育をお願いしたい。 

【西野目委員】 

・大都市圏にある宿泊施設と地方部にある宿泊施設、特に観光系の宿泊施設では求める人

材が少し異なる。お客様に接するポジションと経営という二極で成り立っているために、

大学教育を受けた人の活躍する場がなかなかないのが実際のところである。 

・お客様と接するポジションにいるスタッフは、人間対人間のコミュニケーションや礼儀、

身だしなみというところが大きなポイントとして評価される。一方、大学で得た知識など

を発揮していこうということになると、個々の企業によって違うが、経営の部分に携わる
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ところまでいかないと活躍の場が見出せないと思う。 

・まちの取り組みとしては、大雪山大学というものをつくり観光プログラムをいろいろ集

め、子供の頃から旅館の仕事に親しんでもらう対応を今とっている。 

・北海道では、今のところ高校や専門学校の卒業生を新卒で採るのが現状であり、明確に

キャリアアップを見せられるような制度をつくっている会社もまだまだ非常に少ないのが

現状である。 

【三枝委員】 

・楽天トラベルは、旅行したい人と観光関連のサプライヤーをマッチングするサイトを提

供する事業である。ここで働くスタッフはサプライヤーサイドとユーザーサイドの両方を

考える。それを踏まえて人材としては、やはり旅行が好き、旅行、観光に非常に興味があ

るという人が求められる。ビジネスモデルに非常に興味があり入社する人たちもいるが、

実際の仕事ではサプライヤーの気持ちやユーザーの心理について理解が深いといったこと

が必要である。結局のところ、やはり観光に対する造詣が深い人材が求められる。 

・一方で、興味があって学んでいるということと、好きということは異なるので、好きと

興味があることをきちんと分けて考えるべきだと思っている。 

・大学を卒業した学生に求めることは、観光業界、産業としての観光についてよく理解し

ていること、経営全般について詳しくあってほしいこと、従来型の枠にとらわれたような

発想ではなく変革に対応できる思考、思想を持てるようにして欲しいと思っている。 

【川村委員】 

・リゾートトラストは会員制のホテルを基本に一般の方も利用できるホテルも展開してい

る。事業の展開が早くオリンピックまでの開業に対応するために、多くの人材に集まって

もらう必要がある。 

・ホテルのサービスは、足し算ではなくて掛け算の世界であり、最後の１つのミスだけで

お客様の評価が良くなくなるものである。したがって、我々の事業では、よりホスピタリ

ティのある人格形成が最優先である。特に人材の求め方としては、経済産業省やビジネス

シーンにおいて求められる社会人基礎力の醸成に賛同している。前に踏み出す力を持って

いる、考え抜く力がある、チームで働く力があるといったことである。 

・大学としても、前に踏み出す力があって、考え抜く力があって、一番大事なチーム力を

生かせる、そういう人材の輩出、育成をしていただきたいと思っている。 

【清水氏（高原委員代理）】 

・高山市は、これからの少子高齢化、人口減少の時代を迎えるに当たり、観光で交流人口

を増やしていくということを市の一つの方針として取り組んでいる。特に、海外戦略室と

いう組織を立ち上げ、インバウンドの強化に取り組んでおり、外国人の入り込み数は非常

に増えてきている。 

・現在、高山市の観光業界はそれなりに利益が上がるようにはなってきているが、やはり

宿泊業、飲食業での人材不足、人材確保が困難な状況である。力のある旅館、ホテルは積
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極的にインターンシップや大学への直接的な働きかけ、首都圏への人材確保活動を時間と

お金をかけてやっており、それなりに人材が確保できている。一方、小規模なホテル、旅

館、飲食店などはそういった活動をする余力がなく、大変苦しんでいる。 

・求める人材としては、地域のことをしっかりと伝えることができる人材。飛騨高山とい

う地域で観光業に携わってもらうためには、飛騨高山の歴史、郷土、文化をしっかりと押

さえた上で、他の地域との違い、または他国との文化、風習の違いを理解して、みずから

の特性、強みを発信することができる人材ということになる。 

・高山のような小さなまちでいきなり経営マネジメント的なことは求められず、いろいろ

な経験を積んだ上でマネジメント人材になっていくと思う。コミュニケーション力だけで

はなく、お客様が病気になられた場合の危機管理、リスクヘッジからクレームへの対応な

ど、総合的な人間力がまさに求められる。 

 

（４）議題２－３ 

「大学ではどのような人材を輩出しようとしているか」について大学の各委員に意見を

求めた。 

【篠原委員】 

・高校生が大学に入学するに際してのオープンキャンパスでは、観光学部を志望してくれ

る学生は、卒業後の進路は明確に観光業界で就業したい、あるいはブライダルや航空系の

職業に具体的な憧れを持っている。しかし、入学後に企業訪問やＯＧ訪問でその労働実態、

賃金などの現実がわかると、卒業するまでには観光業を志望する学生は半分程度になって

しまう現実がある。 

・このような中で、観光業のすばらしさや価値を一生懸命教えているが、大学の観光はま

だまだアカデミック至上主義の観点が非常に強いと思う。いろいろな角度からの観光につ

いての知識や教養としての文化を産業界で活用できるように加工することが大事である。 

・自分のゼミでは課題解決型授業をやっている。学んだいろいろな知識をリサーチして、

グループワークをしながら、その地域への課題を提案、プレゼンテーションして伝えるこ

とをしている。 

・産業界は学生には知識と実践力の双方の能力を持ち合わせている事を求めている。大学

の座学授業で学んだ知識を自からが知識をアレンジし、結果に繋げる事ができる能力開発

が必要であると感じている。難しい課題を解決できる粘り強さや、諦める事がない果敢な

チャレンジ力を持つ学生を育成できるよう「アクティブ・ラーニング」なども積極的に導

入していく必要を感じる。 

・ぜひ今回のワーキンググループで産業界側の人材像を明確にしながら、ディプロマポリ

シーでのアウトプットの際に、例えば課題解決型のような授業ができる教員の新たな採用

や既存の教員の現場理解促進につなげていきたい。 

【小林委員】 
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・玉川大学観光学部の特色は、１年間の海外留学が必修であるということとＴＯＥＩＣ７

００点が卒業要件になっている。 

・玉川大学の留学は１年間行くという関係で、インターンシップも現地でやり、語学の壁

や大学の学業が大変ということで非常に学生も苦労してくる。留学を通じて学生をきたえ

るところに力を置いている。 

・７００点という卒業要件も絶対的な基準なので、ストレス耐性が非常に強い学生の輩出

につなげることができている。 

・一方で、教員には観光が専門ではない教員もいて、観光業界の魅力を十分に学生に伝え

られていないところはあるかと思う。また、観光業界の状況を知っているので、必ず学生

を観光業界に入れたいかどうかは意見が割れる。例えば、むしろ業界のほうから我々教員

の一員になってもらい、大学で講義を持つ形でのアカデミックへの進出もやっていただき

たい。また、問題解決型、課題解決型のゼミ活動もあるので学生を使いたいというオファ

ーがあればぜひ協力したい。学生が業界を知るきっかけにもなる。 

【東委員】 

・まずは問題提起として「観光業」という言葉の使い方から考え直さなければならない。

観光産業の範囲を決めつけて捉えてはいけない。観光は需要の概念であって供給の概念で

はない。様々な業種が観光需要に関わっているというのが実態だ。「観光資源」についても、

地域資源を観光対象化するのであって、最初から観光資源だと決めつけてはいけない。 

・私どもは基本的には観光を教育すると同時に、観光で教育することを考えている。観光

の現場に出ていくことによって体験的に学ぶ。観光学部の学生たちは現場に出るのが好き

で、教室での学びで問題意識をもち、その上で現場を見ることを通じて何かをつかんでき

て、もう一回学び直す。そのような教育が意義あることだと思っている。 

・大学は専門学校ではないので、学生に対して特定の業種・職種に就くのに特化した教育

をすることは難しい。また各大学の観光系学部・学科はもともとそれぞれ何学部にあった

かによって配置される科目は当然違う。定員規模の差もあるので、文部科学省が決めてい

る定員にあわせた教員定数も異なる。問題のとらえ方に少し違和感がある。 

・働く魅力と稼ぐ力というのはリンクしているので、稼ぐ力をつけないと働く魅力が出て

こない。大学生たちの選択の自由がある中で、人材獲得競争で競り負けていく業界になら

ないように対策を考えていただきたい。また、いわゆるキャリアパスが見えない。４年制

大学の学生が望んでいるキャリアパスが果たして業界の中にあるかというところに学生は

不安がある。 

・しかし、観光学部で学んだスペシャリティーはあると思っている。“いつでも、どこでも、

誰にでも”同じ価値を提供できないとだめだという工業化の論理に対して、“今だけ、ここ

だけ、あなただけ”の価値を提供できるのが観光やホスピタリティである。これを４年間

しっかり身に付けた学生が、新しい価値創造能力が持てるのではないか、着眼点も違うの

ではないかということを期待している。 
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・観光立国というからには、観光やホスピタリティを学び磨いたことによって得られる知

識や感性を持った人を広く日本中に輩出していくという役割があることを、我々は自覚し

毅然とした態度で教育にのぞむべきだと考えている。 

【平野委員】※用意された資料（資料８）に基づき説明 

・琉球大学観光産業科学部観光科学科の概要 

・琉球大学観光科学科の３つのポリシー 

・学生の内訳（出身地別／男女別） 

・観光科学科のカリキュラム 

・観光学演習（ゼミ） 

・進路の状況 

・2016 年度就職状況 

・2016 年度就職・進学先 

・2017.4 国際地域創造学部誕生 

・新学部の育成する人材像 

・新学部ポリシー 

・観光庁のアンケート結果から、確かに産業界に最初に入った時点ではマナーや人に対す

る人間力などが強く求められることは理解できるが、マネジメント、マネジャーになって

求められる能力と最初の入り口で求められる能力はかなり違うと思う。やがてマネジャー

になり必要とされる能力も教えておかなければならないと思っている。我々が今、学生に

教えている問題発見能力や課題解決力、計数感覚などは観光産業でも当然１０年、２０年

後には必要になる。１０年間たって急にやれと言われて身につく能力ではないので、そう

いう基礎は育てたいと思っている。 

 

各委員の発言後、森下座長が本日の内容を確認した。 

【森下座長】 

・企業、自治体委員からは、まずは基礎力として、知識としての基礎力とともに社会人と

しての基礎力（考える力や前進する力、経営学全般の基礎力の部分）は確実に必要という

意見があった。観光そのものに興味を持つ力、変革に対応していく力も必要なのではない

かということもポイントであった。 

・大学委員からは、課題解決力育成に力を入れている、ストレス耐性強化にも力を入れて

いるという報告の一方で、観光業の魅力を伝え切れていないのも事実ではないかという意

見もあった。一方で、そもそも観光人材とは何か、もう少し絞っていくのか、それとも観

光人材という狭い範囲ではなく観光を核にしてどの産業でも力を発揮できる人材というこ

とで捉えていくのか問題提起があり、今後議論をしていきたい。 

・ラインとスタッフによって必要とされる力、入社後すぐに必要とされる力とマネジメン

トの段階で必要とされる力は違うという指摘もあった。 
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・次回は本日の内容をまとめた後、実際に大学ではどういう教育をしていけば良いのかへ

議論を進め、それぞれに意見をいただきたい。 

 

３－２ 第２回会合 

（１）開会 

事務局（日本経済新聞社人材教育事業局）の司会により開会し、資料確認、委員の紹介

が行われ、引き続いて観光庁・田村参事官から主催者挨拶、前回のワーキンググループの

まとめ、今回のワーキンググループの論点などについて説明があった。その後、森下座長

に進行が引き継がれ議事を進行した。 

 

（２）議題１ 

「２０３０年を見据えたときに、産学は今何をすべきなのか（＝どのような人材が必要

なのか）」について各委員に意見を求めた。 

【川村委員】 

・オリンピックへ向けてインバウンドが加速的に増えていく中で、一般のホテルとしては

国籍や人種が様々なお客様に対応していかなければならない。一方で会員制の事業を展開

しているリゾートトラストとしては、２０２０年オリンピック以降、本来の日本のお客様

へ昔ながらの安心していただけるサービスを提供することもできると考えている。 

・ホテル業界の二極化が進み省力化を目指すホテルが展開される一方、人を介したおもて

なしの心を持ったホテルが必要になってくる。省力化のためにＡＩを活用するだけではな

く、顧客情報というビッグデータからＡＩを活用してお客様が望むサービスを提供するこ

となどを考えていく必要がある。その意味で、表にでるサービススタッフとして活躍して

もらえる人材も必要だが、ＡＩでデータを活用、メンテナンスするためのシステム・エン

ジニアのような人材も必要になってくると感じている。 

・サービス人材としては、お客様平等に同じレベルでサービスを提供するというよりは、

個々の要求に応じたものでサービスを提供していくことができる人材が必要になると考え

ている。 

【野沢氏（佐々木委員代理）】 

・２０３０年に向けてアジアの需要の増加により航空需要自体が増えると言われている。

その中で、今よりは外国人のお客様が当然多くなっていくので、そのお客様に対してどの

ように我々を選んでいただくかがとても重要になる。 

・顧客の変化という観点でいうと、ウェブ化が進展してから、個々のお客様によっていろ

いろ求めるものが変わってきたということがあり、飛行機内やほかの部分のサービスでも、

個々に向き合ったサービスを考えていく必要があると思っている。 

・お客様との接点や販売という観点でも、よりＩＴを使ったものが増えてくると思うので、

ＩＴリテラシーは今より高度なものが要求されると考えている。 
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・しかし、ベースとなる部分はおそらく変わらず、観光庁資料にあるサービス人材、プラ

ンニング人材に求められる力は当然求められるところになる。非常に変化が激しい時代に

おいて、新たな発想で新しい価値を提供していく人材、高いアンテナをいつも張っている

ような人材、課題解決力、前に踏み出す力、挑戦していく力を持った人材がより必要にな

ってくると考えている。 

【西野目委員】 

・旅館の場合は、より地域とのつながりが大切になってきている。求められる人材として

は、それぞれの地域や地方の様々な人や資源など一見ばらばらに見えるものをまとめる力、

まとめたものから新しい価値を見い出す力、そして、それをディレクションしていく能力

が非常に大切だと思っている。 

・今、旅行商品では、一般の方がＳＮＳで発信したものが注目されて、その旅行商品をつ

くるような後追いの形が出てきているが、やはり逆にしていきたい。新しいトレンドであ

ったり、魅力であったり、こういうものを自分たちで見つけて、つくる。そして、それを

お客様に楽しんでいただくという方向性に変えていくことができる力が求められていると

思う。また、そういうことをリスクテークできる企業や観光地の経営のあり方が重要にな

ってくると思っている。 

・２０３０年に向けては、確実に外国人のシェアは高まると考えているので、接客レベル

においても、マネジメントレベルにおいても、外国人の力や、そういった力を持った日本

人の力は当然必要になってくると思う。 

【梶田委員】 

・旅行業界の立場の中でいうと、観光の形が大きく変わろうとしている。地域をどう観光

をもって活性化していくのか、そこの地域を活性化するためにどういう素材をつくってい

くのかということがＤＭＯの議論だと思うので、そういったことをできる人材をつくって

いく必要があるのだろうと思う。 

・今までの旅行会社の発地型のビジネスのやり方では立ち行かなくなってきている。まさ

しく地域で貢献できる視点で旅行会社は糧を求めなければならない。 

・そういった中で必要とされるのは、まさしく地域の中での連携ができる人材、そういっ

たマネジメントができる人材、あるいは各地域がどんなポジショニングにいて、その地域

の強みをしっかり分析して、それに対してマーケティングをかけることができる人材が必

要になってくるのではないか、それが将来的な旅行会社の人材になるのではないかと思っ

ている。 

・２０３０年に向けてインバウンドが増え、シニアの両行者も増える中で、各地域、ホテ

ルあるいはそこのまちの中でのコンシェルジュ機能や昼間の滞在に対しての楽しみ方が提

供できるようなコンテンツ開発の力が必要になってくると思っている。 

【高原委員】 

・高山では今、ほんとうにインバウンドが増えており、１０年後、２０年後とさらに増え
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ていくと思っているが、それにあわせて従業員、人材が不足している実情でもある。事業

者では外国人労働者に委ねてはどうかとかいう話もあるが、それでは本来の飛騨高山の観

光がきちんとした形でお出迎えもできない、また、高山らしさがどんどん失われていくの

で大変危惧している。しかし、インバウンドのお客様は通年を通して来るので、雇い主も

通年を通して雇用ができるため、これからも必要なことだと思っている。 

・人材、大学連携の観点では、高山へ移住してきてもらわないと観光業の仕事はできない

ため、市としても住んでいる人が住みよい施策、例えば子育て環境の充実や、大学連携に

取り組んでいる。移住をして、高山の地で就業してくれるような若い世代を地方は求めて

いる。外からの目線は観光地でも大変力になり地域の刺激にもなっているので、外からの

目線の力もどんどん地方へ入れてもらえるような取り組みをしてほしいという思いでいる。 

 

（３）議題２ 

「大学においてどのような観光教育を行っているのか、どのような教育が必要なのか」

について各委員に意見を求めた。 

【篠原委員】 

・跡見学園女子大学で行っている産学連携の事例を幾つか紹介をさせていただく。大学が

ある地元の文京区や新座市のものもあるが、最近では国の重要な案件を相談いただきなが

ら連携していく事例が多い。 

・１つは昨年度の離島振興。漁師が高齢化する北海道の利尻島に学生たちを送り込み着地

型観光として、例えば漁師さんとどのように組んで、それを商工会のほうのブランド化の

品物とどうつなげていくかなどを考えさせていただいている。 

・今年のタイムリーな事例では群馬県の八ッ場ダム。２年後にダムの完成を迎える地元に

学生たちが入らせていただいた。例えばジオパークなどという観光資源認定制度を専門知

識として学生たちは大学の専門教員から学んでいるが、それをどうのように観光振興や地

域振興につなげることができるかという点では、言葉と本では読んでいるが実感がない。

これを今回、八ッ場ダムでの連携で知識を実感につなげることができた。学生は大学で学

んだことを、地域の方とコミュニケーションをとり、プランニングをして企画提案、マネ

ジメントまですることができた。 

・このような事例から、観光による地域活性化に興味を持てる学生をいかに育て上げてい

けるかが重要だと思う。 

・大学側も、専門的な教員に知識をいただきながらも、具体的に体系的につなげることが

できるプログラムをつくっていかなければいけないと感じている。手間もかかるし、情熱

も要るので難しいのだが、学生の燃える心に火をつけてあげるということが実務人材をほ

んとうに育てていくということだと感じており、そういった教員をもうすこし増やしたり、

こうした教員を認めたりして欲しいと日々感じている。 

【東委員】 
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・観光というのはビジネスでもあり、地域振興でもあるので両方を大事にしていく必要が

ある。産学だけでなく、域学、つまり地域と大学が連携することも大事な現場教育である

ということを見落としてはいけない。 

・立教大学観光学部のインターンシップでは、夏休みの間、企業にお願いし、就業体験を

通じてビジネスの現場で鍛えていただくこともやっているし、利尻・礼文や対馬といった

離島をはじめ、様々な地域に学生を受け入れていただき、地域づくりの現場を学ばせても

らっている。相対的に、企業よりも地域のほうが学生を長期に預かっていただけて、現場

力を見てくる時間に違いがある。 

・インターンシップの期間や内容などプログラムを作るにあたって、受け入れ先と大学、

それぞれのねらいや事情等が異なる点があるため、調整が必要である。例えば海外のホテ

ルでの実習のように長期間にわたる場合、大学での授業の履修が困難になる。現状では、

どうしても夏休みや春休みといった期間に限られてしまうので、将来的には、卒業から就

職までの期間、ギャップタームを使ってインターンシップを行うことができるように社会

全体の仕組みを変える方向へ舵を切っていただきたいと思っている。 

・２０３０年を見据えた教育というが、今から１２年後では、今在学している学生はまだ

企業の中核にはなっていないのではないか。大学院あるいは社会人向けの講座など、卒業

後、３０歳を過ぎてこれからビジネスの中核を目指そうとする社会人が学び直すことがで

きる環境を大学がどう用意するかということも産学連携として大きな意義があると思う。

現場の人たちがキャリアを積み、やがて人を使う立場になっていき、さらには戦略立案ま

で行う立場になっていく。そういった人に学び直しの環境を提供することが、学が産に貢

献できる大事な視点だと思っている。 

・学生にとっては、学校で勉強するだけでなく、ビジネスや地域づくりの現場がどのよう

なものかを直に見て体験し、その上でまた勉強し直すという、キャッチボールの仕組みを

作ることが必要だと思う。顧客ニーズの視点、ビジネスの視点、地域住民の視点など、様々

な視点から現場に対して問題意識を持つことが大切だと思う。社会に対する問題意識を持

てるような人材を育てるのが大学の役目なので、現場を見て体験するだけでなく、大学と

現場とのキャッチボールを通じて、学生が自分なりに問題意識を持ち、その解決方法を考

えていけるような仕組みをつくらなければならない。 

【森下座長】※用意された資料（資料３）に基づき説明 

・東洋大学国際観光学部 産学連携授業例 

・森下ゼミ（マーケティングと商品企画） 

・この産学連携で学生に学ばせたいのは、観光を俯瞰して考える力。観光はさまざまな領

域からなり、サービス現場と企画・立案・マネジメントの視点、また、お客様であるマー

ケットと提供側のホテルや旅行会社、観光地の視点など、それぞれをきちんと理解する必

要がある。学生にはそういったもの全体を考えながら観光をプロデュースできる力を身に

つけてほしい。そのためにはビジネス現場のリアルな課題にふれることが重要で、産学連
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携でそうした課題を提供いただき、一緒に考えながら企画･立案ができる場が大切だと思う。 

 

（４）議題３ 

全体を通しての意見交換として「産学域それぞれに求められるもの」を具体的に各委員

に意見を求めた。 

西野目委員】 

・地方の観光地の最大の今の悩みは、自分の施設の経営や運営ではなく、地域としてどの

ように運営していくかということである。外資や他地域の資本といった施設買収などによ

り地域に入ってきた方々とは、考え方の違いからコミュニケーションが非常にとりづらく

なってきている。このような状況に対して、中にいる人間はそれ以上なかなか解決ができ

ないので、外からの人材や外から見てそれを解決できる力を欲しいと実際に思っている。 

・外部の方も１回来ただけではなかなか地域に入り込めないし、しばらくその地域にいて

もらわなければ内容もわからない。一足飛びに解決できる問題ではないので、地域マネジ

メントという意味で、ある程度中長期でかかわっていただける人材が重要だと思う。 

【篠原委員】 

・産学域連携をする場合、今のところ、個人的なつながりで実現するというのが現実には

大学では多いと思う。大学のチームを登録して産域からの申し出とマッチングできるよう

な仕組みまでいけば具体的な話につながると思う。 

【高原委員】 

・今年の６月に大学連携センターを立ち上げた。そこに職員が３人おり、いろいろな大学

へも出向いていって、高山を題材に観光に関して学習しませんかという取り次ぎをしてい

る。そしてゼミ合宿の補助金として１人１,０００円を出す。また、大学連携センターの職

員が地元の企業と学生がしたいことをつないでいる。それにより先生たちも高山での学習

がしやすい状態になってきていると思っている。 

・最近は企業とのマッチングができるような形で座談会を設けてみたり、地域の若者たち

との話し合いの場も、大学の希望を考えながら地元の者が人を選出するような形でやって

いたりする。 

【川村委員】 

・リゾートトラストでは自社で１５年ぐらい前に「リゾートトラストホテルカレッジ」を

開講し、働きながら学ぶ場を提供している。 

・インターンシップも来ていただいているが、自分が提案したことがお客様に喜んでいた

だけた、グッドコメントで返ってきている、となるとますます観光業界やサービス業に対

して興味を持ってもらえると思うので、お客様の喜びが自分の喜びにつながるということ

を体感してもらうというのも人材を把握する上では重要になると思っている。 

【野沢氏（佐々木委員代理）】 

・以前在籍した JTA にて琉球大学の平野先生と一緒に取り組ませていただいた際には、こ
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ちらから一方的に教えるのではなく、一緒に物事を考え、結果が良くても悪くても学生の

成長につながるという考えのもと、課題解決型のインターンシップに取り組んだ。 

・学生からもらったアイデアの中には、ふだん我々が課題認識していたようなことも多く、

改めて若い人の目で見て言われると、企業側も、危機感がより高まり企業側にとっても非

常にメリットがあると思った。 

・２０３０年でいうと、経営を当然引っ張るところではないが、実際に物事を考えて施策

レベルで動かしていくという点では中心の人材層になる。学生の学びの中で、基礎知識を

学ぶところといろいろな実践の経験をするというところを通じて、常に高いアンテナを持

っていられるような課題解決をやっていった経験が将来的に非常に生きてくるのではない

かと思う。 

【梶田委員】 

・今始めているのは地方創生型で、各地域の大学と組んで、具体的には熊本の大学と今あ

る素材をどのように磨き上げて、どうアピールしていくのかという観点の中での議論を一

緒にやっている。また、イベントを仕掛ける中で、地域でのイベントに我々がお客様を連

れていって、そこでの交流をつくるためにはどういうことをやっていったら良いかという

ようなことを、学生と一緒につくり上げることを今やっている。 

 

各委員の発言後、森下座長が本日の内容を確認した。 

【森下座長】 

・本日は、どういう人材が必要なのかと、大学はどういう取り組みをしているのかという

議論の中から、必要な人材の力というものが具体的になってきた。 

・一口に観光に必要な人材といっても、観光を企画・立案していくプランニング人材と現

場サービスを支えるサービス人材とでは、求められる力の重要度が異なる。 

・プランニング人材の中には、新しい価値を提供できる力、データを分析できる力、新し

い価値の創造のために課題解決力やアンテナが高く張れる力、挑戦する力も出た。 

・やはり地方創生、地域というようなキーワードは外せないというところで、地域の理解

も必要だということが出た。 

・サービス人材に関しては、個々に対応できる力、インバウンドを意識して外国人対応の

力、コンシェルジュのような知識、能力も必要だといった要望が出た。 

・一方で、産学域でマッチングする場所がなかなか難しいといった意見も出た。インター

ンシップや共同研究・調査などたくさんやっている企業と、そうはいってもまだまだとい

うような認識をされていた企業もある。その中で、インターンシップという産学連携だけ

にとらわれず、学生とまずは一緒に考え、気づいてもらい、課題解決に向かって動ける人

をどのように産学域も一緒になって育てていくかが課題であることが明確になってきた。 

・次回は本日の議論を受けて、もう少し具体的に産学域でどのような取り組みをしていっ

たらいいのか、それを大学のディプロマポリシーやカリキュラムポリシーへどのように落
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とし込んでいったらいいのか、また一方で産業界ではプランニング人材に求められるよう

な採用時には評価しにくい能力の評価や、採用後の人事評価をどのように行っていただけ

るのか、といった点も含め取りまとめていきたいと思う。 

 

（５）産学域連携事例 

東洋大学国際観光学部 森下ゼミ（マーケティングと商品企画） 産学連携授業例 

【ゼミの概要と研究テーマ】 

 森下ゼミでは、主に旅行商品企画、マーケットの動向調査、マーケティングをテーマと

して研究活動を行っている。旅行商品企画というとアイデア勝負と捉えられがちだが、消

費者のニーズや観光資源の強みを分析し、それをもとにした商品企画を行うことが重要で、

ゼミでは、実際に旅行者マーケットと観光地の現状に関する調査を行い、データに根ざし

た企画を行っている。中でも商品企画に関しては、（株）ＪＴＢワールドバケーションズと

連携し、ルックＪＴＢ（ハワイ）の事例研究を行うと共に、ルックの問題点について同社

から課題を提供いただき、課題解決のための商品企画を考えプレゼンテーションする形式

を取っている。 

 

企業から課題を提示 ⇒ 課題の背景講義 ⇒ 学生による調査 ⇒ プレゼン 

 

【2015 年度の研究テーマ】 

 春学期に国内旅行企画、秋学期に海外旅行企画という２つの活動を行った。なお、活動

に当たっては４つのグループ（１グループ６～７名）に分かれ、それぞれがマーケット調
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査（ハワイにおいては現地調査も含む）、仮説立案、追加調査、商品企画の手順で企画・プ

レゼンを行った。 

●国内旅行企画テーマ「あったらいいな、こんな旅行。ポスト東京オリンピック企画」 

 

●海外旅行企画テーマ「ハワイのＦＩＴ層をパッケージに誘引するには？」 

（株）ＪＴＢワールドバケーションズから「ハワイにおいてＦＩＴ（個人旅行）をパッケ

ージツアーへ誘引するための企画」という課題が出され企画を行った。 
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３－３ 第３回会合 

（１）開会 

事務局（日本経済新聞社人材教育事業局）の司会により開会し、資料確認、委員の紹介

が行われ、引き続いて観光庁・田村参事官から主催者挨拶、前回のワーキンググループの

まとめ、今回のワーキンググループの論点などについて説明があった。その後、森下座長

に進行が引き継がれ議事を進行した。 

 

（２）議題１ 

「求められる観光人材像」の取りまとめ案について各委員に意見を求めた。 

【平野委員】 

・観光系の学生は文系が主体だが、今、観光産業を広く捉えると、観光施設という意味で

不動産投資の側面がある。そういう点から係数感覚、ファイナンスといった力を持った人

材も必要だと考えている。また、最近はビッグデータをどう取り扱い、それをマーケティ

ングにどう生かしていくかが重要になっているので、データ処理ができるような人材も必

要だと感じている。 

・取りまとめ案の「ニーズに応じた価値提供」という箇所で外国人旅行者ニーズとあるが、

インバウンドとともにアウトバウンドの重視も必要なので、学生がもっと外に目を向けて

いく要素もないといけない。そのために、来る人のニーズに応えるだけではなく、国際感

覚を磨くという意味で、もっと外国を知るということそのものが大事である。 

【小林委員】 

・データ分析の力は観光学部の学生にとっては敷居が高いが、玉川大学ではデータ処理、

統計の資格を取らせるということでデータ分析に関する素養をつけさせている。外国を知

るということでは１年間留学を必須にしている。 

・提案したいのが観光地域振興の産学域のマッチングサイト。産学域で協働し合えるニー

ズは一定程度ある。したがってマッチングサイトでは、産と域から協力を要請したい内容

や条件、協力体制などの情報を登録する。一方で、大学側から協力できること、対応可能

な移動距離などを明記する。このように産と域からの協力要請と大学の協力可能性がマッ

チングでき実績ができると、行く行くは大学の評価にもつながると考えられる。そうした

連携の中にこそ、大学が提供していた知識などで足りないものを知るいい機会にもなると

考えられる。 

【東委員】 

・人材育成についての意見・要望をすべて聞いていると、何でもできるスーパー人材を育

てなければならないことになる。ベースとなる力は必要だが、１人の人間に総花的にいろ

いろな力を要求するのではなく、それぞれにスペシャリティを持った人材をどう育てるか

ということも考える必要がある。それぞれの大学にはそれぞれ出自があって教員など教育

資源には偏りがある。実際にはいろいろなことを求められるが、それらを各大学の教育理
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念・環境・資源に照らして、どのようなニーズに焦点を当て、どういう人材を育成するか

目標を立て、それを具体的な教育プログラムとして落とし込んでいけばよいのではないか。

それが各大学の特徴であり、強みであり、ブランド・アイデンティティである。こういう

人材が欲しかったらあの大学、というような大学ごとの強みや特徴によって選べるように

なるとよいのではないか。 

・そこでベースとなっていくのは、観光という専門分野を通して教養を磨くということの

重要性である。学生たちにどういう教育を施すかという点でいうと、単に専門分野の知識

や実務的なスキルを身につけさせることではなく、問題意識や探求心を持てるような人材

を育てるということである。１０年、２０年後、ビジネスの中心的な担い手になったとき

に、問題を読み解き、あるべき姿を追求していくための素養を、どうやって学生時代に教

育するかということである。 

・産学・域学連携を進める上で、我々は産業界のニーズを聞き、地域のニーズを聞くが、

産業界も大学生を教育することに協力していただきたい。それは学びの場の提供であって、

単に現場で汗を流せということではない。 

・産学・域学のマッチングにしても、お互いにいろいろなプロジェクトの関係があり、誰

が指導しているのか、どの大学で教育を受けているのかなど、お互いに信頼し合って選ぶ

ことができる。そういう意味でも、その大学の人材、教育の方針やプログラムの特徴をそ

れぞれの大学の強みにすれば良い。 

・観光のための人材というが、我々は観光を題材に学生、次の社会の担い手を育てている

ので、疑問や問題意識を持ち、現象を読み解く力、探求心を育むべきだと思う。そのため

には、ベースとしての社会人基礎力を磨き、教養を身につける教育機会が必要だ。留学や

海外での異文化体験、企業や地域でのインターンシップなども含めて、多様で刺激的な学

びの場を提供する、そういう教育を我々はすべきだと思う。 

【三枝委員】 

・取りまとめ案にある「地域の魅力を創造できる／伝えられる人材」はまさにリベラルア

ーツそのものだと思う。歴史観などその背景にあるもの全てについて深い洞察力を持って

理解していくということはリベラルアーツそのものだと思っていて、その教育を大学に期

待したい。 

・「ニーズに応じた価値提供ができる人材」については、インバウンドに対する今後の期待

ももちろんあるが、大前提として語学教育はやはり必要だと思っている。大学入試までの

英語と社会一般で役立つ英語の乖離は言われて久しい。大学時代はビジネスとして英語を

使い回ししていくための練習の４年間だと思っており、せっかく観光という題材をもとに

勉強しようという中で、英語をどう生かしていくのか語学に対する意識を高めることは、

非常に大事だと思っている。 

・日本の観光資源の理解を求めるためには、外国の観光資源をきちんと学んでおく必要が

ある。旅行者はいろいろな国を旅していて、日本という国の印象もあるし、よその国に行
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ったときの印象もあるので、外国はどうやっているのかは深く理解しておくべきだと思う。 

・ＡＩ、ＩＴリテラシーについては、大きな企業が巨大な投資をして研究開発をしている

中で、特にウェブマーケティングの世界でいうと、企業のほうに大学よりも知見がたまっ

ていると思うので、企業側が協力をしていくことができるのではないかと思っている。 

【佐々木委員】 

・社員を採用する際、取りまとめ案にあるノウハウ全てを入社時点で兼ね備えた人材を採

用することは非常に難しいと考えており、入社後に教育していくことも非常に重要だと思

っているので、そのときに、こういった観点で人を育てていくということだと思っている。

財務や係数感覚の教育も入社してからかなり早期に、かつ重複、何回もやるようにし、補

完していくと感じている。 

・ＡＩ、ＩＴ活用は、企業側にかなり実務的なノウハウがたまっているので、これらも社

員となってから身につけることも視野に入れても良いと思った。ビッグデータマーケティ

ングのような領域は、ものすごく進化が速く、実際の実務においての活用の仕方も日進月

歩なので、学校で学んだものがそのまま会社で使えるかは疑問なので、やはり企業側でア

レンジして教育を施していって、それを洗練された状態にして実務に生かしていくことだ

と思う。 

【川村委員】 

・リゾートトラストは会員制の事業をやっていていろいろとビッグデータがあるが、顧客

を管理するシステム、ホテルの会計をするためのシステム、物を買うための購買のシステ

ムなどいろいろなシステムがあるが、それらをうまくジョイントできていないという課題

がある。これらをＡＩ活用でジョイントし、お客様のニーズを先読みするようなことがで

きると、ＡＩ、ＩＴというのはまだまだ魅力があると思っている。 

・学生に求めているのは感性のある人。感性はインプットがあって初めてアウトプットが

できるので、できるだけ大学にいるときには、感性を磨くための経験を積むインプットの

部分に力を入れてほしいと感じている。 

・前々回の会議のときにホスピタリティある人材という話をさせていただいた。一方で、

おもてなしについて見直しが入っているとビジネス誌に書いているものがある。どこまで

がほんとうに求められているサービスかを見分けていく中、ＡＩやビッグデータを活用し

ていかないと、アナログ的にやっていくのも限界が来ていると思う。 

・「地域の魅力を創造できる／伝えられる人材」というところでいくと、リゾートトラスト

はリゾート開発をやっている関係で、地域との密着の関係があり、やはり地域で人材を雇

用すると定着が良い。しかし、エリア限定社員が増えてポジションがない弊害もある。人

の活用という点で、一企業だけでなく、地域を巻き込んで何か発展型で考えられるものは

できないかと思っている。 

【梶田委員】 

・我々が求めている観光人材、特に旅行業の中で求めている観光人材は、地域の中のコン
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テンツを見てその面白さに気づく、あるいは課題に気づき人たちである。もちろん最低レ

ベルのスキルは当然必要だが、大学の中でもスキルよりはむしろ感性をしっかり磨いても

らいたい。 

 

（３）議題２ 

「産学域連携について」各委員に意見を求めた。 

【篠原委員】※用意された資料（資料４）に基づき説明 

・配布資料はまさに産官学がうまく連動した事例。学生も大変大きな気づきをした。 

・跡見学園女子大学では、取りまとめ案にあるような３つの柱をバランスよく、きちんと

対応できる人材を育てようということで動いている。企業では専門特化した人材も必要だ

が、当然、人事異動でバランスもとっていかなければならない。学問で学ぶ領域と実務の

領域は大分違うので、大学側も基礎的なバランスをしっかりととっていかなくては産学で

求める人材のミスマッチがあるだろうと思う。 

・産官学連携のマッチングは官がある程度かかわり調整をしていくことも大事。連携の依

頼に対しては、その内容をしっかり彫り込んで手作りをしていくコーディネートが必要だ

が、教員が間に合わないところでは総合的なプロデュースをするような仕組みをつくるべ

きだと思う。事例としては国土交通省の道の駅での大学連携がある。課題解決型で、道の

駅でそれぞれ抱えている課題を学生たちと一緒に教員が入って考えて解決をしていくとい

うものである。 

・産学連携のやり方としては、コンテストの形でやるようなものもあるが、コンテストで

優勝を目指していくには、まさに一元的な提案では通るものではない。求められる観光人

材像の取りまとめ案に書かれているような「変化に対応できる人材」「ニーズに応じた価値

提供ができる人材」「地域の魅力を伝えられる人材」を育てていかないと優勝はできない。

だからこそ、取りまとめ案の３つの部分は大事にすべきだだと思う。 

・また、大学の産官学連携センターなどあるが、本来の研究者の教員と専門的な実務がわ

かる教員が両輪として活動していくことが必要なのではないかと思う。 

【高原委員】※用意された資料（資料５）に基づき説明 

・飛騨高山大学連携センター 

・飛騨高山でのゼミ合宿を支援します 

・高山市の支援制度４０（移住の支援） 

・飛騨高山お試しサテライトオフィス 

・上記のような取り組みの結果、実際に移住をしてゲストハウスを開業する人もでてきた。 

・こういった制度の周知は職員が誘致活動として大学を訪問した際に説明や資料の送付を

行っている。高山市のホームページにも掲載しているが、見つけていただけるケースは少

ない。まだまだ周知不足と感じる。 

【東委員】 
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・インターンシップやいろいろなところとの連携をやらせていただいて、非常に大きな温

度差を感じることがある。教育の場ではなく、アルバイト扱いやリクルートの一環として

考えている企業がある一方で、しっかりと業界研究を要求されるのはもちろん、面談での

確認を経てはじめて受け入れてくれる企業もある。 

・コンペやコンテストでも求めているものに温度差を感じる。単なる思いつきやウケ狙い

の企画に賞を出すコンテストがある一方で、個性的な企画を評価しつつも、現実に商品化

できるかどうかをプロの目でアドバイスしてくれるようなコンテストもある。どの程度手

をかけるかも大学によって温度差がある。あくまでも学生が学び、力を試す機会なので、

大学のＰＲのためだったり、賞を取らせるために教員が手をかけすぎては良くない。学生

を鍛える場にしてほしい。 

・インターンシップにしても、企業単位、業界単位で考えるだけではなく、将来の観光人

材をみんなで育てると考えてもらいたい。１０年かけて観光人材を育てる仕組みを浸透さ

せていくべきではないか。お互いの意識調整、温度差の調整というものも含めてやるべき

だ。 

・取りまとめ案については、あまり具体的な項目ばかりを羅列しても有効ではないと思う。

総花的に項目を羅列するのではなく、仕組みや体系としてまとめていただきたい。例えば、

幅広い教養と専門的な知識・スキルのバランス、理論と経験とのバランスがとれた教育が

重要であることを盛り込む必要がある。スキル教育も必要だが、何のためにスキルを学び

経験を積むのかわからないのでは困る。理論を学ぶことを通じて、問題意識を持って冷静

な目で現象を読み解く力、探求心を育み、経験を通じて感性を磨く。そのようなバランス

も必要だ。ＩＣＴや語学などは必要なスキルではあるが、あくまでツールであり、目的や

方向性を示す理念や基本方針の下にあるものだ。そういう階層性、関係性を踏まえたもの

にしてほしい。 

【平野委員】 

・インターンシップはある程度手づくりでつくっていかざるを得ない部分があるので、コ

ーディネーターのような人がいて、学生を鍛える姿勢を持っている企業を見抜き、そこに

どんな学生を送るかを考え、きちんと学生を教えた上で行かせるという役割を担ってくれ

ることが必要だと思う。大学の中では実務をわかっている教員ばかりではないので、そう

いうコーディネーターを第三者機関でつくることも考えられる。 

・インターンシップは職場体験型から課題解決型に変えていかないといけない。例えば課

題解決に当たって、具体的に企業のデータを踏まえた上で提案していくことも非常に大事

である。琉球大学では、企業と守秘義務契約を交わして数字を全部いただいて考えること

もやっている。しかし、全てを見せていただける企業は少ないので、公開可能な企業デー

タを官で集め、大学から誰でもアクセスできる仕組みがあると大変ありがたい。 

・地方大学は予算の関係で外部講師の招聘が難しいので、コンソーシアムのようなもので

外部講師を呼べる仕組みがあると大変ありがたい。 
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・大学の観光学部を出て自治体で観光行政をやりたいという学生もいるが、３年ごとの異

動で、せっかく大学で観光を学んだにもかかわらず観光行政に携われない学生が結構いる。

観光を学んだ人材を専門的にその分野で活躍させる仕組みができるとありがたい。 

【梶田委員】 

・学生と、例えば旅行業、運輸業、ホテル業、あるいは地域の農水産及び商工会とが一緒

に組んで、その地域の創生を具体的にやる事業を国に提案し予算をつけてもらう形であれ

ば、地方の大学であれば間違いなく一緒にできる。そのような具体的提案事業の成果が出

ていけば全国に広げていく仕組みができるのではないのか。実際、熊本の２つの大学の学

生と一緒に、交流人口を拡大していくテーマと地産地消の仕組みをつくるテーマで協議を

始めた段階である。 

【西野目委員】 

・「求められる観光人材像」といったテーマを議論するときに、人材を受け入れる側の課題

がある。特に地方では自分たちの観光地の発展や運営、オペレーションにどういった人材

が必要なのかを認識できていない場合がかなり多い。地域としてオペレーション、運営を

していくためには、大学でプロフェッショナルな知識を得た人たちが必要だとまず認識す

ることが必要であり、そういった人たちに仕事をしてもらう活躍の場を設定する必要があ

る。活躍の場を設定した上で、我々が期待する成果を伝えて一緒にやっていかなければな

らない。 

・例えば旅館業では、新たな知識や手法に抵抗はないが、何となく入れるということに積

極的ではない。やはり、新しい知識やテクノロジー、人材、そういったものを入れる素養

を受け入れ側につくるということが必要だと思っている。 

【佐々木委員】 

・日本航空が考えている地方創生は、６次産業化の観点で全てのステークホルダーがメリ

ットを享受できることを目指していかなければいけないと思っている。地域にも貢献でき、

産業が活性化することで、流動人口が増えて、航空会社にも一定のメリットがあれば、航

空会社も長く支援させていただける。 

・日本航空としては、本社が東京で地方支店にノウハウ、戦力がないので、産学域連携と

いったものを東京本社からどういった体制でサポートしていくのかが課題と感じている。

また１都市との連携ということだけではなく、例えば九州一帯との連携や瀬戸内一帯との

連携など、広い地域との連携も必要かもしれないと課題として考えている。 

【川村委員】 

・リゾートトラストはこの数年働き方の部分で労務環境改善を徹底してやってきた。その

結果、通商産業省から健康経営優良法人ということでホワイト５００に選んでいただいた。

しかし一方で時間管理に対して大変厳しく取り組んだので、インターンシップについても

時間に対する制約が入ってしまった。インターンシップの担当は人事部が窓口であり、産

学連携としてはさらに調整をつけていきたいと思っている。 
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（４）議題３ 

全体と通して各委員に意見を求めた。 

【東委員】 

・観光の１０年後に危機感を持っている。人材不足が進み、現場がすごく大変になる。そ

れを目の当たりにした学生たちが就職先として選ばなくなるのでは困る。稼ぐ力と働く魅

力はリンクする。これからますます人材獲得競争が激しくなる中、今のままで観光ビジネ

スの世界が４年生大学を出た学生にとって働く魅力のある就職先なのか、もう一度よく考

えてほしい。 

・学生が一生の職業、働き甲斐のある仕事を選んでいくときに、働く魅力のある職場・業

界をつくっていただきたい。そのためにはやはり稼ぐ力、収益力が必要だ。収益力をつけ、

かつ、それを働く人たちにとっての魅力につなげていき、その人たちが一生懸命働くこと

でさらに稼ぐ力を高めるという好循環をつくっていって、４年生大学を卒業した学生たち

が行きたいと言える業界にぜひなっていただきたい。 

 

各委員の発言後、森下座長が本日の内容を確認した。 

【森下座長】 

・１つ目の議題として事務局提出の「求められる観光人材像 取りまとめ案」に関して意

見をいただいた。ファイナンスや数字的なものの処理ができるような係数感覚、語学や海

外の体験も必要だという意見が出た。大学本来の一般教養、リベラルアーツも含め、本来

の大学の一般教養的なものをしっかりやっていくべきという意見もあった。その中で、問

題意識を持てる人材をどう育てていくかも１つのキーワードであった。また、総花的とい

うことではなく、きちんと体系としてどのようにまとめていくかということも問題ではな

いかという意見もあった。 

・２つ目の議題として「産学連携について」今後必要とされる仕組み、可能性、課題につ

いて意見をいただいた。インターンシップについては、何を学ばせるのかという教育プロ

グラムが必要だという意見があった一方で、企業にとっては、人やコストなど負担の部分

が課題であるという意見があった。また、従来のインターンシップの枠を超え、課題解決

型として企業や地域と一緒になって問題を解決していくような仕組みも必要だとの意見も

あった。それに際しては、コーディネーターなども必要だとの意見もあった。マッチング

に関しては、地方行政含めて地域、産業サイドで持っているもの、大学が持っているもの

を１つの取り組みにできるようなマッチングの場が必要ではないかという意見があった。

地方大学の場合、外部講師を呼ぶ仕組みもあったら良いとの意見もあった。一方、企業か

らは、ＤＭＣのようなビジネスにしていく形の中で、大学生も一緒に参加し学び、ビジネ

スにしていく仕組みも必要ではないかとの意見もあった。地方では地域の課題や必要な人

材についての認識ができていな部分もまだまだあるので、大学生が地域に入って活躍でき
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るような場を設定することが必要だとの意見があった。地域と一緒にやっていく場合、１

つの都市だけではなくて、広域連携というようなことも視野に入れていくべきとの意見も

あった。 

・全体としては、取りまとめ案の３つのキーワードに本日の意見等も加え、大学のカリキ

ュラムポリシー、ディプロマポリシー整備につなげていくような案として出させていただ

きたいと思っている。 

 

４ ワーキンググループ最終報告、紙面掲載 

４－１ 報告概要 
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４－２ 報告書 

 

 



138 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

  



144 

 

 

４－３ 掲載紙面 

○3 月 15 日日本経済新聞朝刊 
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４－４ 3 月 15 日日本経済新聞朝刊読者の反応と効果分析 

（１）読者の反応 

 調査結果によると、本広告の理解度、興味度、好感度、信頼度など掲載紙面に対する評

価はどれも半数以上の数値を獲得した。特に、理解度は「あてはまる」「ややあてはまる」

を合わせて 76.9％、また信頼度も「あてはまる」「ややあてはまる」を合わせて 72.3％と高

い数値となった。産業界のニーズを踏まえた観光産業の実務人材育成の必要性を訴求する

ことができた。 

 

（２）分析結果 

※分析結果については次ページ以降に掲載 
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５ 総括と次年度へのつなぎ 

実務人材育成ワーキンググループでは、観光産業の人手不足への対応が喫緊の課題と言

われる中で、観光系大学・学部卒業者の観光産業への入職率が低く、また、入職した場合

でも、離職率が高く、人材が定着しないという問題に対して、産学が求める観光人材像を

刷り合わせることから作業が始められた。それは産学が考える観光人材像に齟齬が生じて

いて人材のミスマッチが生じているとの認識からであった。そしてまとめられた「求めら

れる観光人材像」に対して、そのような人材を育成していくためにはどのような教育が必

要かが話し合われた。このような「求められる観光人材像」とそのために必要な教育を明

確にすることは、観光系大学・学部のカリキュラムポリシー及びディプロマポリシーの革

新につながるものである。そしてまとめられた「求められる観光人材像」は「変化やニー

ズを分析できる人材」「新しい価値を創造できる人材」「地域の魅力を伝え、活用できる人

材」であった。また、そのような人材を育成するためには、各大学の教育資源や特徴は生

かしつつ、産業界および地域も協力して、学生が机上で学んだ知識やスキルを観光の現場

に持ち込み、問題提起の力や課題解決の力、物事を俯瞰して捉える力などを身につける場

が必要であるということで一致した。 

しかし以上のような産学域連携による実践授業の実施については一部の学部やゼミでの

実施例があるが、教員の個人的なネットワークに依存しているのが現状である。このよう

な状況を打開するためには、まずは、産学域連携で実施することができる実践授業という

ものがどのようなものかのイメージを、観光に携わる産学域関係者で共有する必要がある。

そのようなイメージの共有により、自分たちが持っている資源でも実践授業実施に活用で

きることがわかり、取り組みへの機運を高めることができるからである。 

したがってまず次年度では、全国でこれまでに取り組まれた産学域連携による実践授業

の事例集を作成、配布し、大学や企業がこのような取り組みをする際の参考にできるよう

にすることを提案する。事例を知ることにより、各教員や企業が、自分たちが持っている

資源でも活用可能だというレベルを理解し、取り組みへの姿勢を高めることにつながると

考えられるからである。 
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Ⅵ 事業総括 

 観光ＭＢＡワーキンググループの開催・運営と実務人材育成ワーキンググループの開

催・運営を通じて、将来の観光産業を支えていく人材の輩出には、産学の協力が欠かせな

いということを改めて確認した。大学院レベルと学部レベルでの違いはあるものの、大学

が自分たちの教育資源を単に学生に提供すれば良いことではなく、産業界も入社後の社員

教育で人材育成をすれば良いということでもなく、産業界のニーズと大学の教育資源をす

り合わせて、大学院や学部を卒業した人材が観光ビジネスにおいて実践的に活躍できるよ

うな教育プログラムを作り上げていくことが大切であることが明らかとなった。 

観光ＭＢＡワーキンググループでは、昨年度のワーキンググループで産業界から出され

た将来の「観光産業を支えるトップレベルの観光人材像」に対して、一橋大学と京都大学

の観光ＭＢＡプログラムがどのような教育を行っていくかが報告された。これまで勘と経

験に頼っていることを指摘されてきた観光ビジネスに科学的知見を持ち込み、理論と現実

の往復運動を通じて観光ビジネスを担う人材育成の体制が整備されつつあることが示され

た。初年度入学者の選抜も済み、今春以降両大学は、産業界の人材ニーズに応えるべく、

両大学の特色を生かしたＭＢＡ教育を行っていくことになる。 

実務人材育成ワーキンググループでは、将来の観光ビジネスの現場を支える実務人材像

が話し合われた。そして、そのような「求められる観光人材像」を育成するためには、「観

光を」教育するとともに、「観光で」教育する視点が重要であることが確認された。その視

点から、各大学・学部の特色を生かした教養、専門知識の修得をベースにしながらも、「問

題提起力」「課題解決力」「俯瞰できる力」などの力を養成し、「変化やニーズを分析できる

人材」「新しい価値を創造できる人材」「地域の魅力を伝え、活用できる人材」といった人

材を育成していく必要性が確認された。そしてその学問と実務の橋渡しとなる場が産学域

連携による「実践授業」の実施であるとされた。なお、我が国の各産業間での人材獲得競

争が激しくなる中で、観光ビジネスにかかわる産業が４年生大学を卒業する学生にとって

働く魅力のある就職先となるためには、企業の収益力向上も必要だとの指摘もあった。 

以上のように、観光産業を我が国の基幹産業として成長させていくためには、産業界、

教育界さらには地域が協力し合い、個別の利益を超えた視点で、これからの観光ビジネス

に携わる優秀な人材を育成していくことが求められる。そのためには、産学域が継続的に

意見交換し、互いの資源を確認し、協力の機運を高めていくことが必要である。次年度以

降についても、産学域の知見を結集する場としてワーキンググループを開催していくとと

もに、その成果を社会に周知していくための周知啓蒙事業の展開が望まれる。 


