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第１章 ノウハウ横展開事業 

 

本章では当調査業務内で実施した、3か所でのシンポジウム・セミナーの実施報告と、

本事業の取組の情報発信、広報・周知の実施報告を行う。 

 

＜１＞ シンポジウム・セミナー等の開催 

 

１． 福岡エリア 

 

 実施概要 

 

１．日  時 ９月２２日（金）１３：００～１６：１０（１２：３０開場） 

  【１６：１０～１６：４０に名刺交換会を開催】 

２．場  所 TKP 博多駅前シティセンター 

福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 8F 

３．内  容 ・基調講演 

       ・採択校の取組み紹介 

       ・パネルディスカッション 

       ・質疑応答、意見交換会     

４．対 象 者 各大学関係者・コンソーシアム参加企業、サービス産業関係者（企業、 

事業者、商工会議所、商工会等を含む）、一般参加者など 

  



 4

 

図表 1 シンポジウム・セミナー概要（福岡） 

時 間 内 容 

12:30～ 開場 

13:00～13:05  開会挨拶（経済産業省） 

13:05～14:00  基調講演 
「産学連携による経営サービス人材育成の可能性」 
 
株式会社産学共同システム研究所 
代表取締役社長・工学博士（東京大学）   白井 達郎 氏 

 
＜プロフィール＞ 
※企業での営業・人事管理・新規事業など多岐にわたる豊富なビジネスキャリ
アを活かし、1998 年から産官学の共同振興を図る総合コンサルタントとして、
産学共同システム研究所を設立。東京大学や東京農工大学をはじめとする多数
の国立大学で教壇に立つと同時に、国立大学法人北見工業大学理事を歴任する
など企業目線での大学との連携や大学経営の実務にも通暁して  いる。大学
シーズを活用した起業活動や、我が国の産学連携の草分け的存在として現在も
第一線でご活躍中。 

14:00～14:30   採択校（九州大学・慶応義塾大学・立命館大学スポーツ健康科学部・立命館
大学政策科学部）におけるプログラム内容の紹介 
※採択校の取組みにつきましては特設サイト
（https://www.service-jinzai.go.jp/）をご覧くださいませ。 

14:30～14:40  （休憩） 

14:40～15:40  パネルディスカッション 
テーマ：「スポーツ・コンテンツ分野における人材育成の課題と今後の展望」 
 
＜パネリスト＞ 
・九州大学大学院芸術工学研究院 准教授  松隈 浩之 氏 
・慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 

特任講師 富田 欣和 氏 
・立命館大学スポーツ健康科学部 教授   長積  仁 氏 
・立命館大学政策科学部教授・学校法人立命館総合企画室副室長 
                     早川  貴 氏 
・株式会社産学連携機構九州（九大 TLO）代表取締役社長 

前田  真 氏 
＜コーディネーター＞ 
 ・株式会社 JTB 総合研究所コンサルティング事業部 

主席研究員 吉田 賢一 
 

15:40～16:00  質疑応答 
 総括（JTB 総研） 

16:00～16:10  閉会挨拶（九州経済産業局） 

16:10～16:40  名刺交換会 
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 内容記録 

 

① 出席者 

一般参加者：４３名 

関係者  ：１０名 

 

【基調講演】 
株式会社産学共同システム研究所  代表取締役 白井 達郎氏 

 

【採択校発表者】 
九州大学大学院芸術工学研究院 准教授  松隈 浩之氏 

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任講師 富田 欣和氏 

立命館大学スポーツ健康科学部 教授   長積  仁氏 

立命館大学政策科学部教授・学校法人立命館総合企画室 副室長  早川  貴氏 

 

【コメンテーター】 

株式会社産学連携機構九州 代表取締役社長 前田 真氏 

 

【経済産業省】 
商務情報政策局 サービス政策課 課長補佐 阿部 尚行 

九州経済産業局 流通・サービス産業課 サービス産業室 室長   砂入 成章 

 

【事務局】  
株式会社 JTB 総合研究所 

 
② 議事内容 

 

産学共同システム研究所 代表取締役 白井達郎 氏 

 大学の研究成果シーズと企業のニーズを新たに融合することで、今までにない新しい

ものを生み出すことができると考える。大学は人材、企業は受け皿として、現場経験、

ファシリティを積極的に提供し、そこで作り上げたものを市場に流してお金を回収す

ることが非常に重要な仕組みであり、シーズとニーズではなくシーズとシーズを新し

く結合するのが大切である。 

 今の大学の新しいプロジェクトは、良いもので市場の可能性があると思っても第三者

から見れば意外と価値がないと思われることがあるため、企業の取組のプロセスを参

考に、自分たちの取組を判断することが求められる。 
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 One to Multi と表現しているが、色々な大学とのコラボレーションのプラットフォー

ムを作れば、事業の領域が広がっていくと考えている。リスクを背負わずに新たなも

のを生み出すには大学との連携知を引き出すことが重要である。 

 企業は大学に対して知のストックについて積極的に相談し、それを活用することが大

事であると考える。他方、大学は独りよがりではなく企業側のニーズを的確にとらえ

ながら社会貢献ができるかが、これから意義深くなってくる。 

九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 松隈浩之 氏 

 開発しているプログラムに含まれている「コンテンツ」とは具体的にはゲームやアニ

メ、映画、放送、メディアアートなどを指す。 

 目的は、コンテンツ制作に知識や理解がある人、方法論もスキームも身についている

人、加えて経営組織マネジメントができる人材の育成。対象は院生と社会人。人間理

解に基づいたデザインと、創造的なコンテンツを十分理解し、起業・経営に必要な知

識と、組織運営に必要なマネジメント力を備え、クリエイティブ産業における実際の

現場で起こる課題を把握し、解決に向けた提案ができる経営人材の育成を目指したカ

リキュラムを組んでいる。 

 芸術工学府の院生とビジネススクールの学生（社会人）が集まり、コンテンツビジネ

ス業界の第一線で活躍する方を毎回特別講師として招き、各業界の最先端な取組みや

ビジネス、現状、未来等について話しを聞いたり、演習形式でアイデア出しやビジネ

スモデルについて考えたりする授業をしている。 

 学生の研究について企業からビジネス目線でアドバイスをもらうことも予定。 

 具体的な今年度の取組は、企業の方たちに特別講師としてプログラムに参加してもら

ったり、福岡ゲーム産業振興機構や映像コンテンツ産業研究会などといった団体と連

携し、育成像についてアンケートやヒアリングなどによる、来年度以降の教材開発。 

 将来的には文科省の BP（職業実践力育成プログラム）の認定を目指し、学部、大学

院の改組にも繋げていきたいと考えている。 

＜意見交換＞ 

・コンテンツビジネスに特化した専門学校との差別化について意見交換がなされた。 

 

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任講師 富田 欣和氏 

 スポーツは社会解決課題のビークルとして期待が大きいことがわかってきたが、単一

のソリューションとはなりえない。単に講義を聞いているだけではなく、教員、生徒

の区分けを持たない仕組みとしている。 

 日本のスポーツマネジメントを考える際は北米のようにある程度でき上がっている

中で後追いするのではなく、枠組みそのものの構造を作っていくところから始めるべ

き。 
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 今年度は受講してもらうと同時に我々の実施していることを評価してもらう目的も

あり、既にスポーツ業界で活躍している人たちやアスリートとして実績を残している

人たちを受講生として招待した。 

 基礎能力では、構造化ができる能力を作るために、共通言語としてシステム思考と構

造の外側に出ていくデザイン思考の教育を行った。それを踏まえて日本のスポーツ経

営人材の課題と価値の構造化によるソリューションの検討のフェーズに入った。今後

は、適切なカリキュラムの開発を行う。 

 トップスポーツチームなどともビジネスモデルやマーケティングの共同研究を進め

ている。 

＜意見交換＞ 

 経営者の受講生確保に関する質問や、障害者のスポーツ教育に関する意見交換がなさ

れた。 

 

立命館大学スポーツ健康科学部教授  長積 仁氏 

 昨年から J リーグとともにクラブの経営者を育てるプログラムの延長で、新しい経営

人財を育成しようとしている。 

 大学では、これまで育てた学生を社会に送り出すだけであったが、これからは、民間

企業とともに社会で求められる人財を育成することが重要であると考えた。我々が手

掛けようとしているスポーツビジネス経営人財育成プログラムの目的は、「スポーツ

が有する価値」を、異業界や異業種の資源や強みと掛け合わせて、両者の有機的な連

携や関係を生み出し、新たな事業構想や価値を創出する力を有した人財を育成するこ

とであり、「SPORTS でビジネスがクリエイトできる」「SPORTS で社会的課題が解

決できる」「SPORTS で新たな価値が創造できる」という 3 つの能力を養おうとする

ものである。 

 プログラムは、座学だけでなく、「大人の社会科見学」のように、企業のケースやビ

ジネスのフィールドを意識し、「Input→Workshop→Output」を繰り返しながら、ス

ポーツをマネタイズするための発想や異業種とのコラボレーションから事業構想を

生み出す能力を養えるようにしたい。 

＜意見交換＞ 

・スポーツ MBA 取得や、IT を導入したプログラムの発展について意見交換がなされた。 

 

立命館大学政策科学部教授・学校法人立命館総合企画室 副室長 早川 貴氏 

 食サービス分野における国際通用性を持った高度マネジメント人材育成を目的に食

マネジメント学部という新しい学部を作ること考えている。この学部を基盤とし研究

の展開、社会人教育の拠点としたいと考えている。 
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 学部カリキュラムの具体化では、来年度から 320 名で開設する。 

 ル・コルドン・ブルーとの事業共同プログラム開発では、立命館開講科目とともに、

ワイン学や調理技術などの専門科目は、ル・コルドン・ブルーが開講する。 

＜意見交換＞ 

・食の考え方のコンセプトや、ル・コルドンブルー関連の科目運営について意見交換がな

された。 

 

 アンケート結果 

 
＜回答者数＞：３７名 

 

① シンポジウム・セミナーの各プログラムへの評価 

シンポジウム・セミナーの各プログラムの評価については、図表 2 のとおりである。 

 

図表 2 シンポジウム・セミナーの評価（福岡） 

 

 基調講演は「参考になった」「まあまあ参考になった」と回答した割合が 42%である。 

 各採択校のプログラムに対しては、それぞれ約 80%が「参考になった」「まあまあ参考

になった」と回答している。最も「参考になった」との回答割合が多かった学校は慶應

義塾大学の発表であった。 

 名刺交換会は「参考になった」「まあまあ参考になった」と回答した割合が 40％であり、

改善の余地がある。 

27%

20%

40%

33%

43%

34%

28%

47%

20%

43%

44%

37%

43%

14%

20%

50%

14%

17%

14%

17%

31%

7%

10%

3%

6%

6%

6%

22% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総評（n=30）

名刺交換会（n=10）

立命館大学（食）…

立命館大学（スポーツ）…

慶應義塾大学（n=35）

九州大学（n=35）

基調講演（n=36）

参考になった まあまあ参考になった
どちらともいえない あまり参考にならなかった
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 総評としては、74%が「参考になった」「まあまあ参考になった」という回答をして   

いる。 

 

② シンポジウム・セミナーへの自由回答 

 全般的に「産学連携の実態、取り巻く環境について知ることができ、大変業務の参考

になった」や「最先端の取組みを行っているのが新鮮に感じました」といった、発表

内容が参考になったという意見が多くみられた。 
 他方で、「基調講演としては一般論に終始した印象で物足りませんでした」や「パネル

のテーマがバラバラで統一性がない、何が議論のテーマだったのか」といった発表内

容に対しての意見があった。 
 

③ シンポジウム・セミナーの参加のきっかけ 

シンポジウム・セミナー参加のきっかけは図表 3 のとおりである。 

 

図表 3 シンポジウム・セミナー参加きっかけ（福岡） 

 
 最も多かった回答が「知人からの紹介」であった。 

 

  

その他, 

20.6%
インターネッ

ト広告, 

11.8%

メールマガジ

ン, 23.5%

知人からの

紹介, 

44.1%

（n=34）
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④ 回答者の所属 

 図表 4 のとおり、回答の多かった項目は「左記以外の民間企業」（であり、続いて「教

育機関（学校）」、「行政関係」と続いている。 

 

図表 4 シンポジウム・セミナー参加者属性（福岡） 

 

 

 

 

  

個人・その他, 

3.1% マスコミ, 

3.1%
金融機関, 

6.3%行政関係, 

15.6%

教育機関（学

校）, 34.4%

マスコミ・金

融機関以外の

民間企業, 

37.5%

（n=32）
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２． 大阪エリア 

 

 実施概要 

 

１ 日  時 １０月１３日（金）１３：００～１６：４０（１２：３０開場） 

  【１６：４０～１７：１０に名刺交換会を開催】 

２ 場  所 TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター  

大阪府大阪市中央区南船場 3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル 11 階 

３ 内  容 ・基調講演 

       ・採択校の取組み紹介 

       ・質疑応答、意見交換会  

４．対 象 者 各大学関係者・コンソーシアム参加企業、サービス産業関係者（企業、 

事業者、商工会議所、商工会等を含む）、一般参加者など 

 

 内容記録 

 
① 出席者 

一般参加者：４２名 

関係者  ：１７名 

 

 

【基調講演】 

株式会社産学共同システム研究所  代表取締役 白井 達郎氏 

 
【採択校発表者】 

弘前大学人文社会科学部 教授 森  樹男氏 

東洋大学国際観光学部国際観光学科 教授 島川  崇氏 

金沢大学人間社会研究域人間科学系 助教 丸谷 耕太氏 

近畿大学経営学部商学科 教授 高橋 一夫氏 

山口大学経済学部経営学科 教授 内田 恭彦氏 

愛媛大学法文学部人文社会学科 教授 和田  寿氏 

琉球大学観光産業科学部 宜志富   知恵子氏 
 
【コメンテーター】 

株式会社産学共同システム研究所 代表取締役 白井 達郎氏 

公益財団法人大阪観光局 専務理事  野口 信義氏 
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【経済産業省】 

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 課長補佐 塩野谷 和寛 

近畿経済産業局産業部サービス産業室 室長 濱崎 浩 

 

【事務局】 

株式会社 JTB 総合研究所 

 

② 議事内容 

 

産学共同システム研究所 代表取締役 白井 達郎氏 

 地域の中からのイノベーションを考えると、自らアイデアを企画、立案し実現するた

めにはきちんとした基礎を身に付ける必要がある。観光の領域でも夢や志が高いほど

相手に与える印象は良くなる。 

 弘前大学の先生方は地元の「じょっぱり」でベンチャー創出を考えているが、新しい

アイデアを念頭に置き、しっかりとした企画立案を作り上げ、そこに出口を作ること

が重要である。 

 経営資源は人、もの、金、時間だが、人という大切なものを生み出していくことが課

題で、経営環境を考えると谷底に落ちてもそこから這い上がる精神力、第三者に支援

を仰ぐ際には人間的な魅力が必要となる。 

 「One to Multi」という言葉を使っているが、様々な大学の研究に関心をもち、企業

の成功のプラットフォームを作ることが重要である。また、（理科系、文化系を問わず）

ポストドクターの活用も肝要である。 

 企業とインターンシップの環境が作れるかがキーワードである。大学とホテル業界との

コラボレーションで良い関係を築いてもらうためには、長期間のインターンシップが

絶対条件である。 

 

 

＜意見交換＞ 

・大学がオリジナリティを持った人材を育てるために必要なことについて意見交換がなさ

れた。 

 

弘前大学人文社会科学部 教授 森 樹男氏 

 「じょっぱり起業家」は造語で、「じょっぱり」は津軽弁で強情っ張りという意味であ

る。何事にもくじけない強い心と起業家マインドを持った学生を育てるという意味を

込めたものである。学部向けと社会人向けの観光プログラムを作っていく。 

 弘前大学観光マイスター育成プログラムは学内で調整中だが、2018 年度には実施した

いと考えている。既存の事業や新しい事業を含めて 18 単位を取得するとマイスター

の称号がもらえることとなっている。 

 起業家育成では地元の起業家を呼んで、講義を実施している。 
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 今年度は武者修行型プログラムとして、海外インターンシップ、海外スタディツアー、

履修証明プログラム等を考えている。青森の企業や台湾の海南大学と連携したプログ

ラムを構想している。 

 履修証明プログラムは、食と観光に関わるものを計画している。この計画では，社会

人向けの市民カレッジの活用も考えている。社会人向けということで大学に来て授業

を受けてもらうことは大変なため、DVD 教材も制作している。 

 

東洋大学国際観光学部国際観光学科 教授 島川 崇氏 

 今年 4 月に国際観光学部を開設した。それと同時にスタートした新たな試み「観光プ

ロフェッショナルコース」をご紹介する。「働きながら学ぶ」がコンセプトのコース。 

 このコースでは 1 年から 3 年まで３年間、同じ企業でインターンシップを行う。朝か

ら午後 1 時まで働き、大学に戻って 4 限目以降の授業を受ける。 

 学生を単なる労働力と見做すのではなく、学生の学びを段階的に行うことを理解して

くれる連携企業を選別した。いずれの企業もこのコースのために特別な枠組みを新た

に構築してくれた。 

 一般学生と比べ、このコースの学生は傍観者にならずに当事者意識を持っていると感

じられる。 

 産学連携によりインターンシップが充実してきているが、課題もある。最近は１Day

インターンシップを実施する企業も多いが、一日では何も分からない。インターンシ

ップでこそ、表面的な理解ではなく、裏の大変な部分を学ぶ必要がある。 

 インターンシップは企業からのオファーでやるのではなく、大学がイニシアティブを

持って取り組むべきであり、希望をきちんと伝えコミュニケーションをとって進めて

いくべきである。 

 

金沢大学人間社会研究域人間科学系 助教 丸谷 耕太氏 

 金沢大学の地域創造学類に観光学・文化継承コースができる。実際に動き出すのは

2019 年 4 月からで授業の準備や科目の開発を行っている。 

 定員は 15 名である。白井先生は地元のことを考えるべきだとおっしゃっていたが、

金沢大学も観光を通じて地域づくりを行い、人材を輩出していくことがメインの目標

である。 

 現在は授業を実施しインターン先の開拓を行っている。全学の学生に案内し、興味の

ある学生に単位はあげられないが特別講義として開講している。 

 また、国際シンポジウムを検討している。なかなか金沢から能登に観光客が行ってく

れないため、能登ではインバウンド観光を進める動きもあり、農業遺産でつながりが

あるフィリピンの棚田の研究者を呼び、環境（のよさ）を伝え観光客を満足させつつ

地域資源の維持を学びたいと考えている。 

 ゲストハウスではインバウンドに日本文化を伝えるパーティを毎日行っている。将来

的にはゲストハウスの運営も大学生にお願いしたいと考えている。その活動のキュレ

ーションを行い発信することもしている。 

 みそぎがわら能登留学という 1 年間学生が留学するプログラムがあり、インバウンド

の授業も今後展開したいという提案がある。 
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＜意見交換＞ 

 押し売りの観光に陥らないよう、地域独自が抱える課題に対する取組の必要性につい

て、意見交換がなされた。 

 たくさん人を呼ぶ動きから、人が増えることによる社会コストの増大など、観光まち

づくりをどう捉えて公共性とビジネスを両立していくのかについて、意見交換がなさ

れた。 

 インターンシップの取組方について、意見交換がなされた。 

 

近畿大学経営学部商学科 教授 高橋 一夫氏 

 私たちのターゲットは 4 年制大学を卒業した社会人で、観光協会等に勤めている方、

今後地域の観光と関わりを持とうと考えている方である。 

 DMO の人材育成プログラムの開発の目的として、マネージャー人材を育成し、観光

地のイノベーションを創出するようにする。 

 DMO の人材育成には、観光協会に、行政や民間から出向する方が多い現状を踏まえ

ると、プロパーの育成が重要である。 

 また、そのためには労働条件、年棒を見直し魅力のある職業としていくことが必要と

なる。 

 ｢日本における観光地経営のイノベーションを創出する」という目的のもと、「経験に

磨きを掛けること」をめざし三つの習得すべき能力を議論した。すなわち、①人が生

来持っている資質を高めること 

 ②DMO の経営・運営に必要なスキルを獲得すること、③マネジメント及び専門家と

して身につけるべき知識と理論の獲得を通じた課題解決能力である。 

 DMO の中核人材として活躍するための教育ニーズは北海道から沖縄に分散している

ため、EdTec を活用した遠隔地教育が求められており、そのための連携パートナーを

探している。 

 昨年度の 12 科目の短縮バージョンは、デスティネーションマーケティング、地域ブ

ランドのマネジメント、サービスマネジメント、マーケティングリサーチ、観光会計

財務等である。 

 今年は新規に開発した８科目でより実践的な演習科目をまとめるため、実務経験の豊

富な JTB 総研をコーディネーターとし、DMO マネージャー実務実習、観光庁の DMO

ネットの使い方も含めた DMS 演習などである。12 月に中間状況を確認し議論を深め

ていく。 

 これらのプログラムの中から、特にニーズの高いと思われる 2 科目をモニター講座と

して、東京と大阪で実施し、アンケートからさらにブラッシュアップを図りたい。 

 可能な限り日本全国に分散する DMO 関係者が受講しやすい形を構築し、自らの能力

に磨きをかけて、DMO で働くことに魅力を感じられるような協力をしていきたいと

考えている。 
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山口大学経済学部経営学科 教授 内田 恭彦氏 

 実務家、経営者、起業予定者を対象としている。地方の中山間地域、交流人口が少な

い地域でのサービス事業の生産性向上を大きな目標としている。 

 地域の小さなサービス業、農漁業者も対象となっているため、理論や考え方を、より

分かり易くするために豊富な DVD（動画）ケースを作成している。 

 参加者自身の事業計画の策定を最後に行うこととしている。これはまず同一地域等で

関連する複数の経営者が参加し、そこで地域戦略を構築し、それに沿った形で個別企

業の事業計画を策定するものである。 

 ツーリズム・サービスは従来の観光とは全く異なる価値の提供がなされている。例え

ば鹿を撃って解体して食べるコースがある。消費地ではなく生産地とはいかなるもの

かを体験し、地方とは何かを考えたり、自分の生き方の相対化を促すなど、重層的な

価値を提供している。 

 平成 30 年度に山口大学の公開講座で経営人材プログラムとして正規に導入すること

が決まった。 

 地域創生研究会（仮称）を立ち上げ、我々のプログラムをブラッシュアップしていく。

平成 29 年 11 にキックオフのシンポジウムを開き、平成 30 年 10 月から二つのプログ

ラムをスタートさせる。 

 課題としてリサーチ機能の充実、大学院改革の方向に従い再度検討する。担当教員の

負荷が生じるため、その対応法についても検討している。 

 

愛媛大学法文学部人文社会学科 教授 和田 寿博氏 

 各大学の取組に学び、観光サービス人材育成をめざした産学官連携が大切だと考える。 

 学生教育に加え、リカレント（社会人向け）教育を実施し、学生と多様な社会人を育

成した。昼間開講プログラムでは観光ボランティアや第 3 セクター、金融機関の関係

者、夜間開講プログラムでは観光に関心を持つ中小企業経営者や起業家が受講してい

る。 

 観光サービス産業関係者を対象としたプログラムでは、中堅管理者の交流機会を産官

学連携で取り組んでいる。また 9 月に開業した道後温泉別館飛鳥乃湯の職員の研修の

1 コマを提供した。 

 コンソーシアムは観光サービス産業経営者の交流機会であり、講演会聴講や観光人材

育成の懇談を行っている。大切なのは人・仕事・まちの振興を進めるための信頼関係、

心の交流である。 

 情報発信としては、公益社団法人日本観光振興協会の広報誌『観光とまちづくり』や

愛媛県の公益社団法人えひめ地域政策研究センターの調査研究情報誌『ECPR』に取

組みを紹介した。 
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琉球大学観光産業科学部 宜志富 知恵子氏 

 沖縄 21世紀ビジョンは 2030年ごろにあるべき姿を実現するために沖縄県が制定した。

この人材を育成していくことが琉球大学のプロジェクトである。 

 12 の講座を開講する。3 年目の今年は、旅行、スポーツ、サービスマネジメント、ビ

ッグデータ活用、インターンシップ特別コースを新たに設置した。受講奨励科目で簿

記やマーケティング等、通常の科目との連携も図っている。 

 産学連携の体制図では、産業界から講師の派遣やインターンシップの受け入れ、本学

からは企業の課題解決の提案を行っている。実際に企業に受け入れられた提案もある。 

 包括連携協定を締結し次年度から自走化するための準備もしている。 

 前期はどの講義でも経営に必要な数字を取り入れることを重視し、企業の声を聞ける

ということでいずれも定員の倍の希望者数となり、受講者は抽選で選んでいる。 

 インターンシップ特別コースでは、日本トランスオーシャン航空の協力で、web 制作、

機内販売商品企画、JALJTA セールスの協力で東洋大学と合同で滞在型旅行商品企画

に取り組んだ。web では JTA の「美ら島物語」で「PHOTOGENIC TRIP」という特

集ページを 2 ヶ月限定で掲載している。20 代の県外の女子が宮古島に来た際にインス

タグラムに載せたい場所を紹介している。機内販売は「ちゅらちゅらピアス」を 2 ヶ

月限定で販売、売上目標数を超える販売数となっている。 

 東洋大学との合同インターンシップでは、旅行プランを作る過程で観光客の目線を学

び、当たり前と思っていた沖縄の魅力を再確認し、基本的な知識の少なさに驚いてい

た。 

 今後は国際物流、沖縄ツーリストの寄付講座としてフィールドワーク、グループディ

スカッションを取り入れ、旅行の基礎から新しい取組までを学べる講座、1、2 年生に

サービス産業の基礎を現場で学んでもらう講座等を開講する。 

 

＜意見交換＞ 

 大学側からも依頼をする相手の業態を見ながら提案するといった工夫が必要であるな

どインターンシップのあり方について意見交換がなされた。 

 ビジネスマンの基礎的な知識と基礎的な社会常識の教育について意見交換がなされた。 

 人材不足や後継者づくりといった組織内のマネジメントについて意見交換がなされた。 

 従来型の観光産業は労働集約的であり、その生産性をいかに向上させるかについて、

意見交換がなされた。 
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 アンケート結果 

 
＜回答者数＞:３３名 
 
① シンポジウム・セミナーの各プログラムへの評価 

 第２回シンポジウム・セミナーにおける各プログラムの評価は図表 5 のとおり。 

 

図表 5 シンポジウム・セミナーの評価（大阪） 

 
 基調講演は「参考になった」「まあまあ参考になった」と回答した割合が 41%である。 

 各採択校のプログラムに対しては、学校によって評価が分かれており、弘前大学、東洋

大学、近畿大学については「参考になった」「まあまあ参考になった」の回答が 70%以

上であった。他方、山口大学や愛媛大学については「参考になった」「まあまあ参考に

なった」と回答したのは約 50%となっており、大学による差が出る結果となった。最

も「参考になった」との回答割合が多かった学校は東洋大学の発表である。 

 名刺交換会は「参考になった」「まあまあ参考になった」と回答した割合が 63％であり、

第 2 回シンポジウム・セミナーから 23%上昇している。 

 総評としては、67%が「参考になった」「まあまあ参考になった」という回答をしてお

り、第 2 回シンポジウム・セミナーより若干減少している。 
 

② シンポジウム・セミナーへの自由回答 

 全般的に「観光分野についての人材育成について貴重な学びとなりました」や「大変

有意義なお話を聞けました」といった、発表内容が参考になったという意見のほか、

「個別の取組みはすごいが、目的たる経営人材が何たるか意識を持って取り組んでい

る大学とそうでない大学があるように思った」や「プログラム作りの背景やこれまで
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 18 

取り組んだ課題に対する解決の方向性なども聞きたかった」といった単なるプログラ

ム開発の報告だけでなく、その効果についての意見もなされた。 
 「発表件数が多く、１件ごとの内容が薄くなっている。もう少し件数を絞って内容を

濃くした方が良い」というような、プログラムの構成に対する意見もあった。 
 
③ シンポジウム・セミナーの参加のきっかけ  
 参加のきっかけは図表 6 のとおりで、最も多かった回答が「知人からの紹介」であ  

った。 

図表 6 シンポジウム・セミナー参加きっかけ（大阪） 

 
  

④ 回答者の所属 

 図表 7 のとおり、回答の多かった項目は「左記以外※の民間企業」であり、続いて「教

育機関（学校）」、「行政関係」・「公益団体」と続いている。 

 

図表 7 シンポジウム・セミナー参加者属性（大阪） 

 

 

 

 

  

その他, 

18.5% インターネット

広告, 7.4%

メールマガジン, 

33.3%

知人からの紹介, 

40.7%

（n=27）

個人・その他, 

10.0% 金融機関, 3.3%

NPO等民間団体, 

6.7%

観光関連企業, 

10.0%

公益団体, 

13.3%

行政関

係, 

13.3%

教育機関（学

校）, 16.7%

金融機関等以外

の民間企業, 

26.7%

（n=30）
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３． 札幌エリア 

 

 実施概要 

 

１ 日  時 １１月３０日（木）１３：００～１６：４０（１２：３０開場） 

  【１６：１０～１６：４０に名刺交換会を開催】 

２ 場  所 ACU-Y（読売北海道ビル）３F 大研修室Ｙ０３１３ 

札幌市中央区北 4 条西 4 丁目 読売北海道ビル 3F 

３ 内  容 ・基調講演 

       ・採択校の取組み紹介 

       ・質疑応答、意見交換会   

４．対 象 者 各大学関係者・コンソーシアム参加企業、サービス産業関係者（企業、

事業者、商工会議所、商工会等を含む）、一般参加者など 

 

 内容記録 

 
① 出席者 

一般参加者：７１名 

関係者  ：２５名 

 

【来賓挨拶】 
小樽商科大学  学長 和田 健夫氏 

 

【基調講演】 
医療法人ホスピィー  理事長 浦田 哲郎氏 

 

【採択校発表者】 
小樽商科大学 グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門  副部門長・准教授 北川 泰治郎氏 

関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科  教授 山本 昭二氏 

ハリウッド大学院大学 特任研究員 江島 夏実氏 

京都大学 経営管理大学院  特定助教 嶋田  敏 

信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 

産学官連携・地域総合戦略推進本部 

 

本部長・准教授 林 靖人氏 

慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科  特任助教 佐藤 千尋氏 
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【コメンテーター】 
株式会社日本総合研究所  

リサーチ・コンサルティング部門  

執行役員・部門長代行 

木下 輝彦氏 

 

【経済産業省】 
経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 課長補佐 阿部 尚行 

北海道経済産業局：地域経済部 情報・サービス政策課 参事官 髙橋 司  

 

【事務局】  
株式会社 JTB 総合研究所 

 

② 議事次第  

 

小樽商科大学 学長 和田 健夫氏 

 わが国の生産性は諸外国と比べて決して高くはなく、経済成長を維持する上において

も、生産性を今まで以上に高めることが課題となっている。これには人口減少、人工

知能、IoT による産業構造の変遷、働き方の改革等が背景にある。 

 技術やイノベーションに加えて個々の能力を向上させることも求められており、社会

に直結した高等教育機関である大学に多くの要望が寄せられている。 

 定年を過ぎても働ける環境を作ること、リカレント教育という新しい技術や技能を学

び直す機会を保障する環境を作ることが求められており、それが大学の重要な機能、

役割として今後クローズアップされると考えられ、他方で今後、産業界との連携が不

可欠となる。 

 

医療法人ホスピィー 理事長 浦田 哲郎氏 
 最初から地域医療を志し救命救急科に入り数多くの経験をした後、1 日も早く地域に

出てプライマリーケアをしたいと考え、無医村で開業し 25 年経たった。 

 ホスピタリティは大学、一般診療でも叩きこまれ、医療は究極のサービス業だという

ことで、ホスピタリティとホスピタルを組み合わせて医療法人ホスピィーという名前

にした経緯がある。 

 平成 12 年に介護事業に着手し、介護老人保健施設「ちょうろく」を作ったが、これ

は在宅復帰施設で、在宅を支えるための老健として全国のモデル老健としても注目さ

れており、認知症対策やがんの末期の方の看取りケアまで、チーム医療で幅広く行っ

ている。 

 それ以後の介護保険施設もすべて借り入れで行ってきた。介護保険サービスの運営は

施設サービスだけでは難しいが、在宅（居宅）サービスを組み合わせるとある程度の

利益を得ることができる。 

 Spa で QOL を上げるという意味を込めて S-QOL（スコール）という名前を付け、水

の中での運動と医療を組み合わせた取組を行っている。 
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 生活習慣の改善により疾病発症リスクを軽減するため、医療を中心に「運動、食養、

癒し」のサービスがワンストップで受けられるようになっている。これらの相乗効果

で疾病予防、改善に高い成果を上げることを目標としている。 

 癌は早期で見つかれば治る病気となっているが、一般の健診では全身の癌のチェック

はできず、より多くの検査ができる人間ドックやオプション検査を加えて疾病の早期

発見ができるよう啓発活動を続けている。癌の予防が医療費削減に効果的だと考えて

いる。 

 また、最先端の総合病院であっても、いわゆる標準的治療だけでは患者様のニーズに

応えられない場合がある。当クリニックでは自由診療として伝統医療、自然医療等の

統合医療を補完的に活用して、患者様のニーズに応えており、アメリカの予防医療の

考え方も活用している。 

 アンチエイジング、難治性疾患、うつ病、アレルギー、潰瘍性大腸炎等にも積極的に

取り組んでおり、成果を上げている。様々な癌患者の受け皿ともなっていて、食の話

をしながら特殊な治療を組み合わせている。 

 全国の医療法 42条施設を見学したが、残念ながらほぼ上手くいっていなかったため、

フィットネス業界として経営が上手くいっているところから徹底的に学ぶこととし

た。 

 色々な年代層のニーズに合うフィットネスを作り、サービス業としての医療者の意識

を改革行ってきたが、医師や看護師は多くが面と向かって挨拶せず、フレンドリーに

患者と関わることをしていない。その教育には苦労したが、患者が喜ばれる様子、良

くなっていく様子を見れば医療者もきちんと変わっていくということを確信してい

る。 

 癒しの面ではアロマセラピーをしているが、トリートメントの仕方次第で、筋肉を緩

め血管を拡張するとともに、自律神経に作用し副交感神経優位となりリラクゼーショ

ンが得られる。また、鍼灸療法も組み合わせて実施できるようにもなっている。 

 運動療法にも徹底的に取り組んでいて、リハビリ的な運動療法を行っている。医療が

中心となり、担当トレーナーと密に連携を図り、利用者様のゴールを達成している。

リスクを持った人からアスリートまで対応したポールスターピラティス、機能的トレ

ーニングを行う R-Body を取り入れるなど全国的、世界的に認められた効果の高いプ

ログラムも提供している。 

 糖質制限、玄米菜食に出会い、良い面と悪い面を見てきたが、それをカフェで治療食、

予防食、美容食として提供し、料理教室も開き、食の啓蒙も徹底的に行っている。 

 1 次予防、2 次予防、3 次予防での連続性をもったサービスの提供が非常に重要で、で

きるだけ長く、健康に生活できるようお手伝いするが、万が一、介護が必要となった

場合にも責任を持ち、看取りもする、ワンストップサービスを魚津で展開している。 

 標準医療、補完医療、予防医療を上手く組み合わせていけば、その人の健康寿命を延

ばし QOL アップにつながると考えている。 

 銀行から運転資金を借り、総合型健康増進施設「浦田クリニック／スコール」を、平

成 19 年にスタートし、7 年目で多少経営の見通しが見えてきた。全体の 45％が保険

診療でそれ以外がフィットネス、人間ドック、自由診療、物販の売り上げとなってい

る。 
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 人間ドックは一般のドックでは入っていない項目も多くあり、異常が発見されない方

も、自費にはなるが状態診断でどこに弱点があるかを見つけ予防に繋げている。企業

での検診は健保組合か協会健保になるが、多くは一般健診だけである。組合健保は比

較的単価が高く、受信者数も毎年増加しており、この増収が経営を支えている。民間

クリニックで組合の指定を受けていることも珍しい。 

 平成 29 年開業した「浦田クリニック／スコール金沢」では、インバウンドも増え中

国からの受診者が来ており、30 万円程のドックも実施している。今後、東京や関西の

ヘルスツーリズムも受け入れていく予定になっている。医科歯科連携も重要な役割が

あり、歯科も併設した。 

 金沢の人間ドックセンターは一般の患者と「顔をあわせないもの」を作り、できるだ

け病院らしくない施設を目指している。 

 金沢では JR に天然温泉を掘ってもらった。併設のカフェは一番の売り上げを出して

いて、金沢のマーケットに対しては手ごたえを感じており 1 年で軌道に乗るのではな

いかと考えている。 

 

小樽商科大学 准教授 北川 泰治郎氏 
 本学からは地域包括ケアシステムの中核を担う医療経営人材育成事業の取組につい

て報告させていただく。 

 厚労省が「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体的に提供される地域包括ケ

アシステムの構築を推進しているが、それに繋げるサービス経営人材の育成が重要だ

と認識している。 

 医療介護は経営指標による経営改善や新事業、新サービスの創出を担う経営管理能力

を備えたトップマネジメント人材が求められている。 

 また、医療機関内外の総合調整役という重要な役割を担う事務職員の人材不足が、チ

ーム医療の推進を妨げる要因となっている。 

 3 カ年の人材育成プログラムの流れについて、平成 27 年度は管理試行プログラム、平

成 28 年度はトップ層とミドル層を分けて講座を行った。平成 29 年度は全 8 回分を行

っている最中である。今後はトップマネジメントコースの本学ビジネススクール科目

化や、北海道ヘルスケア産業振興協議会との連携を促進し、北海道への波及性の担保

を考える必要がある。 

 この 3 カ年の成果について、一点目は先にも触れたが、ミドルマネジメントコースの

医療機関での研修コース化やトップマネジメントコースの本学での科目化など来年

度の出口として自立化の見通しが立ちつつあることである。 

 ニ点目は受講生の多様化を進め、実際の地域包括ケアシステム構築へ向けた当事者の

議論ができつつある。受講者が医療福祉機関に限らず周辺業界も参加しているため、

課題を議論しながら講座を組み立てている。机上だけではなく現場に落とし込んでど

のようなことができるかという形で、プログラム自体が新しいものを生み出していく

ベースとなっている。 

 三点目に教材開発を進めプログラムの内容の充実を図っており、コンソーシアム機関

との関係構築により個人的、組織的なネットワークの繋がりができてきたことである。 
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 最後に関係教員の業界への理解度促進と研究対象としての関心が高まってきている

ことである。 

 今後の課題としては、自立化後のプログラム改編、ブラッシュアップがある。また、

学内及びコンソーシアム機関で持続的に運営できる仕組み作りや教材の拡充、共有化

に向けた取組や E-learning の構築、事業遂行上のコストマネージと資金獲得などがあ

る。最後に北海道全体へのプログラム波及を効果的かつ効率的に進めるための議論を

コンソーシアム機関と積極的に進めていきたい。 

 

関西学院大学教授 山本 昭二氏 

 本学はビジネススクールがあり、そこではすでに病院管理の講座群を用意している。

関西は診療所が多い地域で、その激しい競争の中で、どう生き残っていくかを常に考

えている。 

 地域包括ケアシステムでは、病院は外側にあり、診療所はどう続けていくかが手探り

の状態にあり、特に人口減少地域での集患の問題、高齢化した市場への対応、事業承

継の方法の多様化の問題がある。 

 また、患者の意識を向上し、病気の知識をどう高めるかという問題も重要で、労務問

題や、他機関との連携の必要性も取り扱っている。 

 プログラムは地域医療に関わる様々な方の経営能力を向上を意図し、承継者、病院管

理者、地域医療機関で働く方々を受講者として想定している。 

 基本的な科目として入門講座を受けてもらい、その後 MBA の科目、最後に我々が開

発している科目を受けることとなる。 

 第２期では 26 名が受講し、履修証明には 9 名がチャレンジしている。ケース教材は、

この 2 年間で開発し小樽商大とも連携していきたいと考えている。ケース教材は、パ

イロット講義で検証後、修正して完成するということを繰り返し行ってきており、受

講者のレベル、教員のレベルを上げることを企図してきた。 

 受講生には、医師、衛生材料メーカー、製薬会社、クリニック勤務等様々な人が来て

いる。 

 2018 年度は「地域医療経営」と「ソーシャルマネジメント」を正規の科目として設置

することが決まっている。また、内閣府の地方創生カレッジの中で、地域医療に関す

る E-learning の科目を開発した。 

 医療業界から来ている方は、ビジネスに対して知識がなく四苦八苦しているが、ソー

シャルマネジメントも含めて、医療周辺の科目群の整備が非常に重要であり、社会性

の高い事業に携わるという意識付けをしっかりした上で診療所を継いでいただきたく

ために、さらに本プログラムは自走化しながら次のステップに進んでいく必要がある。 

 

ハリウッド大学院大学 特任研究員 江島 夏実氏 
 いわゆる美容業界は容姿美でヘアデザイナー、メイクアップアーティスト、ネイリス

ト、エステティシャン、コスメティシャンという職業があり、6 兆円程のマーケット

がある。さらにブライダル系や冠婚葬祭を含めると関連業界で 10 兆円の市場規模が

あると言われている。中心は美容師で約 50 万人がいて、施設は 24 万施設ある。美容
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は労働集約型の産業だが、一方で機器が高価で資金力がないとリースで開業すること

になるが、それを回収するために採算のマネジメントが非常に重要となる。 

 産業界とは 7 つの企業と連携し、生産性を高めることを一手に絞って、履修証明プロ

グラムを作っている。 

 我々は分母に人とお金と時間の要素を入れ、分子を付加価値としており、人材はスキ

ルマネジメント、資金はコストマネジメント、付加価値はプライスマネジメントへの

言い替えを検討している。 

 一つが 22.5 時間でそれにまとめを加えて、全て合せて 135 時間でプログラムを作っ

ており、さらにできればオンライン学習（e ラーニング）で普及に努めたいと考えて

いる。 

 美容業界には岩盤規制があり、外国人は日本で国家資格を取れるが日本では働けない

という実態がある。彼らは母国に帰って、本学の卒業証書が一つのステータスとなり

ネットワークがたくさんできてきている。それを活用し美容教育を輸出しており、生

産性向上の旗のもとにプログラムをまとめていきたいと考えている。 

 

＜コメンテーターとの意見交換＞ 

 医療にはステイクホルダーが多い実態を踏まえ、地域包括ケアは誰がリーダーシップ

を取って進めていくべきであるかということについて、意見交換がなされた。 

 地域包括ケアでメインプレイヤーとなる開業医を中心とした職種の連携のポイントに

ついて、意見交換がなされた。 

 サロンの生産性向上や付加価値の増大を、どのように追求していくべきかについて、

意見交換がなされた。 

 

京都大学 特定教授 嶋田 敏氏 

 京都大学では、インテグレイティドホスピタリティ教育プログラムを開設しており、

コーネル大学との連携の協定を締結している。 

 具体的にはコンソーシアム企業と月に 1 回程度研究会を開催し、そこで得た意見をプ

ログラムに反映しており、理論的に知識を得るだけではなく実践も教育している。 

 今後はコーネル大学との連携について詳細の詰めと教育内容を活用する上で、オンラ

インコースを学生が受け、どういった活用ができるのかという議論を始めている。 

 「サービス価値創造プログラム」を「サービス＆ホスピタリティプログラム」に発展

的に拡張していく予定である。 

 コーネル大学は、ホテル経営に関する専門領域があり、その中の教育カリキュラムで

大学内におけるホテルやレストランの運営も、実際に行っている。 

 産業社会をサービス、ホスピタリティの観点から捉え直し、サービス業は使われてい

るものにも価値が入り、人のような無形資産という観点で生産性を見直して、人材を

育成していく必要があると考えている。 

 サービス産業の労働生産性が低いというが領域において様々であり、特に宿泊業や飲

食業が低く、医療やヘルスケア関係も平均より下回っており、ここを重点的に改善し

ていく必要性を感じている。 
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 グローバルとは世界的というだけではなく多様な価値観を持った人たち、ステイクホ

ルダー、価値観をマネージしながら生産性を高めることが重要であり、事業を俯瞰的

に捉えられる人材を育てる必要性があると考えている。 

 また、これまでなかった価値を生み出し、違った考え方で新しいものを生み出してい

くために、サービス産業における源泉教育として、いろいろな角度から価値を見直す

こととする。 

 さらにおもてなしでは、人対人が重視され過ぎており、技術の発展で効率化できると

ころは効率化して、人間にしかできない部分を考えることも、同時に行っていく。 

 サービス業全体として、どう価値提供していくかということがインテグレイティドホ

スピタリティになる。 

 

信州大学 准教授 林 靖人氏 
 長野県のサービス産業全体の課題は、賃金が全国平均よりも 5～6 万円低く、基幹産

業の割に生産性が低い。組織と経営の問題では、開業率は高いが廃業率も高い。また、

個人経営が多く、基本的に域内需要に依存している。またこれらの打破の鍵として、

72.9％の事業者が経営力向上させる人材育成が必要だと感じている。 

 日本の今までのサービス産業の成長はマンパワーに依存している面が非常に多く、人

口減少が始まる中で限界が来ている。ただし、サービスの要求水準は一度上がると下

げづらくなるため、選択と集中、効率化、差別化、付加価値化が必要であり、それら

を現場（ローカル）から打破できる革新者（イノベータ―）を育成する講座を開講し

ている。 

 専門教育に加えて、分野横断的に広い知見を得る、全学横断特別教育プログラムを作

り、アカデミアとして芯を持ちながらも、現場で考えながら自由な発想で動くことを

学ぶ新しい教育環境の構築に舵を切っている。プロフェッショナルを超える、新しい

ことや変わったことに目が行く人材を養成したいと考えている。 

 対象は平成 29 年度以降の信州大学の学部入学者で、走らせながら学生や教員と一緒

に作っている。選抜型の副専攻で、期間は 1 年次後期から 3 年次前期（最大 4 年次前

期）まで、修了認定要件は全 16 単位を取得し修了審査を受ける。 

 最初のスタートアップでは、様々な現場の方にご協力いただき、マインドを育成する。

リテラシーではリサーチリテラシー、データ分析、プレゼン能力を身につけてもらう。

さらに、学生自らが、プロジェクトマネジメントを行い、最後は、インターンシップ

として個人で地域に入り課題を見つけて解決するということを行う。 

 現在 5 学部から学生が参加している。キャリア（ジョブ）形成は、特定分野には特化

していないが、多種多様な分野で活躍できるイメージを持って進めている 

 サポート運営体制としては、メンター教員を設置し、また、数多くの地域の応援団も

確保している。 

 効果測定として受講者アンケートを作っており、ポートフォリオにより自己評価と他

者評価を行っている。 
 今後はローカル・イノベーションフォーラムを開催し、進級者を選抜し、2 年次のカ

リキュラムの精緻化、コンソーシアムを形成して、ともに修了認定制度を確立するこ

ととする。 
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慶應義塾大学 特任助教 佐藤 千尋氏 
 2008 年に 150 周年記念の事業の一環で生まれた研究科で、ここでいうメディアとは

あらゆる人やものを繋ぐ媒介の場所という意味で、今回はその中におけるサービスデ

ザインコースを作った。 

 最終年度である今年は商学部とともに進めており、コンソーシアム企業は幅広い業種

から集まっている。月 1 回のペースで研究会を開催し、意見交換をしている。 

 「Well Being（ウェルビーイング）」が一つのキーワードになっていて、人々が元気

になる町を作ることが大きなミッションである。年長者は健康長寿を楽しみ、子ども

は自由闊達に学び遊び、訪問者は楽しく移動して、それぞれに得難い経験をすること

ができるというものだ。 

 メディカルツーリズム戦略を取っている指宿市で研究活動をしており、長期滞在する

来訪者にウェルビーイングを提供するためにどのようなサービスが必要なのかを踏ま

え、町の中に点在する観光資源が、自由に移動して探索できれば、自然とウェルビー

イングに繋げられるというサービスエコシステムを設計することを考えている。 

 スムーズかつ自在に観光できて滞在をフルに楽しめる移動体の提供ができれば良いと

考えモビリティサービスを設計している。 

 このようなサービスを構築できる人材を育てられる「サービスデザインコース」を設

計し、そのためにはデザイン思考、サービスデザインエンジニアリング能力、イノベ

ーションマーケティング能力、ウェルビーイング観、情報基盤設計能力、管理会計能

力といった 6 つの能力が必要だと考えており、商学部とも連携し既存の指定科目と合

わせて 10 科目を取得することで、サーティフィケートを授与する予定である。 

 

＜コメンテーターとの意見交換＞ 

 イノベーターの育成にあたっては、大学でできる部分（専門教育とリテラシー等）と

できない部分（論理の飛躍等）について、意見交換があった。 

 インテグレイティドホスピタリティの実践にあたって、重要となる個別事業者が持つ

暗黙知の引き出し方について、意見交換があった。 

 コンソーシアムの形成や運営等にあたって、参加者のコミットメントデザインのあり

方について意見交換があった。 
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 アンケート結果 

 

＜回答者数＞：５４名 

 

① シンポジウム・セミナーの各プログラムへの評価 

 第３回シンポジウム・セミナーにおける各プログラムの評価は図表 8 のとおり。 

 

図表 8 シンポジウム・セミナーの評価（札幌） 

 
 基調講演は「参考になった」「まあまあ参考になった」と回答した割合が 83.3％に及ん

でいる。 
 各採択校のプログラムに対しては、それぞれ約 60%～80％が「参考になった」「まあま

あ参考になった」と回答している。最も「参考になった」との回答割合が多かった採択

校は信州大学の発表であった。 
 名刺交換会では「参考になった」「まあまあ参考になった」と回答した割合が 80％とな

っており、過去最も多い。 
 総評としては、87.2%が「参考になった」「まあまあ参考になった」という回答をして   

いる。 
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② シンポジウム・セミナーへの自由回答 
 「カリキュラム構成のプロセスを知ることができて、とてもためになった」「実例の数

をより多く聞きたい」「最新の研究事業の話を聞くことができて参考になった」「対人

サービス等のイノベーションなどを考えるきっかけになった」といった本事業の成果

に関する好意的な意見がみられた。 
 一方で、「具体的な授業内容や授業運営上の具体例が少なく、やや物足りない面もあっ

た」「時間が若干足りなかった」「各先生にもっとゆっくりお話しいただきたかった」

いったプログラムのペース配分についての意見が散見され、さらなる改善の必要性が

認められた。 
  

③ シンポジウム・セミナーの参加のきっかけ 

 参加のきっかけは図表 9 のとおりで、最も多かった回答が「知人からの紹介」であっ

た。 

図表 9 シンポジウム・セミナー参加きっかけ（札幌） 

 
 

④ 回答者の所属 

 

 図表 10 のとおり、回答の多かった項目は「金融機関・マスコミ以外の民間企業」で

あり、続いて「教育機関」、「個人・その他」と続いている。 
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図表 10 シンポジウム・セミナー参加者属性（札幌） 
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＜２＞ 本事業の取組の情報発信、広報・周知の実施 

 

 ホームページの開設 

 

サービス産業の経営人材育成に向けた取組やノウハウを広く産業界及び地方公共団体の

サービス産業の生産性向上に携わる関係者に対し共有することを目的として、ホームペー

ジ開設し、取組のテーマ別紹介、情報をまとめたリンク集、採択校の行うイベントの告知

等を行った。 

 

URL https://www.service-jinzai.go.jp/ 

開設日 2017 年 8 月 28 日 

記録期間 PV 数 エントリー数 

第 1 回（2017/8/24〜2017/9/23） 1,928 25 

第 2 回（2017/9/14〜2017/10/13） 1,665 29 

第 3 回（2017/11/1〜2017/11/30） 1,219 45 

最終報告会（2018/2/6〜2018/3/5） 1,523 57 

※PV 数：HP を閲覧した人数、エントリー数：申し込みページへ到達した人数 

 

図表 11 ホームページのトップページ 
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 広告の実施 

 

広告は、メルマガ配信と画像によるバナー広告と文字によるテキスト広告により周知を

行った。 

結果は次の通りであった。 

 

① 福岡エリア 

メルマガ 

配信日 2017 年 9 月 9 日 

配信開始時間 8:03:57 

配信終了時間 10:11:20 

配信数 2500 

検索指定条件 居住都道

府県 

福岡県 or 佐賀県 or 長崎県 or 熊本県 or 大

分県 or 宮崎県 or 鹿児島県 

職種 総務・人事・経理 

バ ナ ー 

広 告 

インプレッショ

ン数（表示回数） 
クリック数 クリック率 平均掲載順位 コスト 平均 CPC 

1,346,128.00 547.00 0.04 1.02 99,306.00 181.55 

※平均 CPC: 広告の 1 回のクリックに対して請求された金額の平均額のこと 

 

② 大阪エリア  

メルマガ 

配信日 2017 年 10 月 6 日 

配信開始時間 8:03:57 

配信終了時間 17:00:02 

配信数 2500 

検索指定条件 居住都道

府県 

大阪府 or 兵庫県 or 京都府 or 奈良県or 三重

県 or 滋賀県 

職種 総務・人事・経理 

バ ナ ー 

広 告 

インプレッショ

ン数（表示回数） 
クリック数 クリック率 平均掲載順位 コスト 平均 CPC 

1,137,002.00 651.00 7.19 81.46 76,546.00 6,534.74 
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③ 札幌エリア 

メルマガ 

配信日 2017 年 11 月 16 日 

配信開始時間 8:04:37 

配信終了時間 10:06:38 

配信数 2500 

検索指定条件 居住都道

府県 

北海道 

職種 販売・営業 or 企画・マーケティング or カスタ

マーサポート or 広報・宣伝 or 総務・人事・経

理 or 経営 or 専門職(医師) or 専門職(看護師・

准看護師) or 専門職(薬剤師) or 専門職(医療関

連) or 専門職(福祉関連) or 専門職(教育関連) or 

その他 

バ ナ ー 

広 告 

インプレッショ

ン数（表示回数） 
クリック数 クリック率 平均掲載順位 コスト 平均 CPC 

984,633.00 597.00 0.06 1.03 85,600.00 143.38 
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④ 最終報告会 

メルマガ 

配信日 2018 年 2 月 16 日 

配信開始時間 8:07:42 

配信終了時間 11:04:08 

配信数 2500 

検索指定条件 

年齢区分 団塊の世代男性 or 団塊のジュニア世代男性 or 

団塊の世代女性 or 団塊のジュニア世代女性 

居住都道

府県 

北海道 or 青森県 or 岩手県 or 宮城県 or 秋
田県 or 山形県 or 福島県 or 茨城県 or 栃木
県 or 群馬県 or 埼玉県 or 千葉県 or 東京都 
or 東京 23 区 or 神奈川県 or 新潟県 or 富山
県 or 石川県 or 福井県 or 山梨県 or 長野県 
or 岐阜県 or 静岡県 or 愛知県 or 三重県 or 
滋賀県 or 京都府 or 大阪府 or 兵庫県 or 奈
良県 or 和歌山県 or 鳥取県 or 島根県 or 岡
山県 or 広島県 or 山口県 or 徳島県 or 香川
県 or 愛媛県 or 高知県 or 福岡県 or 佐賀県 
or 長崎県 or 熊本県 or 大分県 or 宮崎県 or 
鹿児島県 or 沖縄県 

職種 販売・営業 or 企画・マーケティング or 調達・
運送・物流 or エンジニア or 情報システム or 
カスタマーサポート or 研究・開発 or 設計・製
造 or 広報・宣伝 or 総務・人事・経理 or 経営 
or 一般事務 or 専門職(医師) or 専門職(看護
師・准看護師) or 専門職(薬剤師) or 専門職(医療
関連) or 専門職(福祉関連) or 専門職(弁護士) or 
専門職(会計士・税理士) or 専門職(教育関連) or 
その他 

最終学歴 大学院 or 大学 or 高専・短大 or 専門学校 or 
高校 or 中学校 or 回答しない 

趣味嗜好

カテゴリ 
旅行 and 趣味・エンターテイメント and ライ
フスタイル and 健康・美容 and ビジネス情報 

テキスト 

広 告 

インプレッショ

ン数（表示回数） 
クリック数 クリック率 平均掲載順位 コスト 平均 CPC 

541490 729 0.0013 1.9 199024 273.0096 

 

キーワード 

PBL、起業家人材、育成プログラム、経営人材育成、経営人
材、産学連携人材育成、産学連携、履修証明プログラム、実
務家教育、大学教育、地域人材、人材育成、人材教育、リー
ダー育成、スポーツ人材、サービス人材、コンテンツ人材、
キャリア教育、イノベーション、アントレプレナー、アクテ
ィブラーニング 
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第２章 効果検証事業 

 

本章では、産学連携サービス経営人材育成事業に採択された 18 大学の事業進捗状況を

確認するとともに、取組みに対する成果を測るための指標等の検討を行った。 

本事業では、学識者と実務家からなる合計 2 回の有識者検討会議を開催し、指標や自走

化等についての意見を聴取した。 

 

１． 有識者検討会議 

 

 有識者検討会議メンバー 

区分 氏名 所属 役職 特徴 

経営・起業 白井達郎 
株式会社産学共同システム
研究所 

代表取締役社長 

産学連携の第一人者。元早
稲田大学インキュベーシ
ョンマネージャー、東京農
工大学 MOT 客員教授を歴
任した、経営のプロフェッ
ショナル。 

経営・産学連携 佐野睦典 
イノベーション・エンジン
株式会社 

代表取締役 

野村證券、野村総合研究所
を経て、ベンチャー企業向
けファンド設立。国内にお
ける産学官連携促進を図
るべくリーダーとして活
躍。 

観光・経営 菅野勝義 
前 ANA インターコンチネ
ンタルホテル東京 

MICE 部門部長 

現在の ANA インターコン
チネンタル石垣リゾート
新館オープンに開業イン
ストラクターとして従事。
MICE 部門だけでなく宿泊
部門といった現場の様々
な部署を務めるなど現場
の問題に精通している。 

食・レストラン
経営 

上田幸伺 
株式会社オーバルアドバタ
イジング 

エグゼクティブ
アドバイザー 

学校法人香川栄養学園副
校長、女子栄養大学『栄養
と料理』プロモーションズ
エグゼクティブ・アドバイ
ザーを歴任するなど食と
経営の専門家。 
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区分 氏名 所属 役職 特徴 

観光・経営 飯野智子 
ホテルショコラ函館／有限
会社 Faith Up  

支配人／代表取
締役 

ホテルオークラを経て、ホ
テル現場の第一線に立ち
続け、ホスピタリティやマ
ネジメントの研修実績も
豊富。 

観光・地域振興 久米信行 
一般社団法人墨田区観光協
会 

理事 

いちはやく IT を活用して
第二創業を図り、さらに、
観光地域づくりプラット
フォーム推進機構 理事、
日本観光振興協会 観光地
域づくり検討委員として、
全国に地域振興組織（DMO）
を創って人財を育成し、成
功モデルを共有普及を図
る。 

医療・経営 小林雅彦 国際医療福祉大学 
医療福祉・マネジ
メント学科 学
科長／教授 

厚生労働省社会・援護局地
域福祉課地域福祉専門官
を経て現職。厚生労働省で
は社会福祉基礎構造改革
のプロジェクトメンバー
として社会福祉法、民生委
員法等の改正に携わる。栃
木県や千葉県など各自治
体の地域福祉計画策定ア
ドバイザーも歴任し、地域
の福祉人材のあり方に詳
しい。日本高等教育評価機
構の評価員として事業評
価にも知見を有する。 

高等教育評価 濱中義隆 国立教育政策研究所 高等教育研究部 

職業教育について研究し
ている一方で、教育の質保
証の枠組みに関する研究
に精通している。 

 

 

 実施結果 

 

① 第 1回有識者検討会議 

 

 日 時 平成２９年１０月２５日（水） １３：３０～１５：３０ 

 場 所 JTB 総研第一会議室 

  

【出席者】 

 有識者：飯野智子氏、上田幸伺氏、菅野勝義氏、久米信行氏、小林雅彦氏、 

白井達郎氏、濱中義隆氏 
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【議事内容】 

＜産学連携やコンソーシアムのあり方について＞ 

 各大学のプログラムの独自性で差別化を図りつつ、開発の過程で得られたノウハウ

については共有していくということになるのではないか。 

 専修学校は産学連携ありきで、プログラムを作る段階で外部の声を入れているが、

評価の指標も産学連携の進捗が先にあるべきではないか。 

 たとえば、地域包括ケアシステムは公的に枠組みが決まっていて、病院経営から見

るとベッドの奪い合いが生まれる。コンソーシアムを作った際に既定の医療法人と

摩擦が起こらないのか。そうした合意形成が客観的に取れていて、特定の限られた

企業団体が繋がっていれば評価できるのではないか。 

＜プログラムの評価と能力について＞ 

 フードビジネスをする人間はマネジメントができない傾向にある。今の学生の英語

レベルは意外に低く、それをクリアしているかが重要だ。また、この事業の評価を

大学のどこの部署が行うことになるかも大切で、実態に即していない評価になって

いる場合があることにも留意が必要だ。 

 総合大学で学際という大きなキーワードだが、サービス人材の育成は、勉強ができ

るかどうかではなく、入口の環境をどう作り上げるかがポイントになる。 

 大学ではアドミッションポリシーを明示しているが、既定の学生にプラスアルファ

の授業をするのであれば新たに（そうしたポリシーも）必要ないか。実際に何重に

も面接を行っている大学もある。 

 サービス業、特に宿泊業は旅館が家族経営で、ホテルは新卒採用のため、経営能力

が問われることはない。さりとてこれで勉強した人が経営候補生として働けない状

況でもある。（人材階層の）下から学習することは重要だが、そのスピード感では

間に合わないことが多々ある。コンソーシアム企業はどのように採用するだろう

か。出口でウォッチやフォローできるものがあればよいろう。 

 サービス産業自体雇用が厳しい状況で、最終的に残る人材には有望な人が残ってい

ないのではないか。頭の使い方を知っている人を求めており、対人トラブルで対応

できる人が少ないという具体的な課題がある。このプログラムは素晴らしい内容だ

が、官民で取り組んでいるので、とりあえず、ではなく具体的に会社に入った際に

役立つ形でサポートをお願いしたい。 

 評価の視点にイノベーションを入れるべきではないか。 

 観光 DMO に求められるのはネット通販の手法だが、新しいものを織り込んでプロ

グラムを作るべきで、もう一つはオープンにすることが大切だ。学際の知識も入れ

た最先端の事例を e ラーニング化するべきで、また、受け入れ企業側も一緒に学ば
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ないと間に合わないのではないか。同時並行で困っていることを解決していくべ 

きだ。 

＜教育プログラムの内容について＞ 

 ホテルではまずバックヤードで学ぶが、その経験が重要だ。机上論ではなく現場を

見据えた取組が大きなポイントとなる。 

 現場を知っていること、ロジカルに考えること、言語化することが求められる。ま

た、言葉で的確に伝える力、SNS や AI など変化に対応する力も求められるだろう。

お客様の立場になることが大切で、ホテル業界は誰でもお客になることができ。更

に人間力が求められる。このプログラムでもアルバイト、インターンシップで経験

できるかどうかではないか。学生のうちにお客としての立場、論理性を学ぶことが

できる。現場を知らないと上には立てないということをこのプログラムでどこまで

落とし込めるかがポイントだ。 

 例えば（教育上の）すべての制約を取り払うのであれば、最後の 1 年は地方の企業

に入るべきだ。そこで気付いたものがイノベーションや変化への対応に繋がる だ 

ろう。 

 既存の企業で上に行くような人材を育てるのか、あるいは新たに事業を起こして、

旅館業をつなぐ起業家を育てるのかということが問われているが、両方必要だ。た

だ、現在のベンチャー起業家は手数料ビジネスをやっている。新しい旅館を売りに

しても良いのだが、過去に会った人との地域連携では人間力が必要になる。 

 簿記も対人関係能力も必要だが、何か一つ新しいことがないと生き延びられない。

若い人は怒ればやめてしまうが、彼らの話をきちんと聞くと、自分ががんばってい

ることが次にどう繋がるのかわからなければブラック企業だと言う。現在のインタ

ーンの仕組みではほとんど機能していない証拠だ。 

 学士課程レベルでの事業展開は、上手くいくかどうか見通しが立ちがたいが、学生

の立場からすると卒業のための過程で何を学んでいるの分からないのではないか。

こういうプログラムで目標を与え学習させることには教育効果があるが、昔ながら

の産業教育の発想では上手くいかないでだろう。一方で社会人教育は見込みが見え

てきたところで理論を教えるプログラムが必要だ。その際は会社が費用を出してく

れるか、再就職の仕組みも必要だろう。 

 大学の中でしっかりした仕組みにすると、却って身動きが取れなくなる。需要に応

じたカスタマイズが難しいのではないか。地元の観光協会では人材が必要だと答え

ているが、何のために必要なのかがわかっていない。 

 現場の経験もしたが、結果的に何を教えるかが重要だ。まずロジカルであるべき、

原因と結果を教えるカリキュラムが必要だろう。また、包括的に教えることだ。さ

らに継続的に教えていくことも必要となる。更に大学卒業して終わりではなく、学
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生をフォローアップすることが求められる。就職率ではなくやめていく人間への対

応を大事にしていくべきだ。産学が連携して一人一人に目を向けていくべきだと考

える。 

＜学生のキャリア形成について＞ 

 今の学生は自分がなりたい人材のために、どの科目を取れば良いのかが分からな

い。また、学生は元気な大人に会って質問する機会があまりなく、まず意識付け、

モチベーションを上げる取組みが必要ではないか。 

 卒業生が数年後に気付くことはあるが、ただそれを現役学生に伝えようとしても、

伝わらないだろう。やってみて初めて大事さがわかるのだが、それはどうしようも

ない。とりあえずパッケージを作るしかないのではないか。 

 与えられたものをそのままやるよりも自ら知恵を出して提案できる人材が必要だ。

また、すべての社員に対して公平に評価することが重要だ。今の時代はシステムエ

ンジニアだけを深めても、他のアプリケーションがわからなければ良いシステムが

できない。 

 企業が大学横断的にワークショップを開き、課題解決型のグループワークをすれば

欲しい人材が分かる。 

 授業科目ベースではなく、コンピテンシーベースの発想が強くなっている。プログ

ラムの立て方自体を転換するアイデアがあっても良いのではないか。 

 スキルのレベルに応じてできるようになる、そのためにこれを学ぶという設定の仕

方にしないと、今までと変わらないのではないか。 

 大学付属病院があるため、大学付属ホテルがあっても良い。アカデミックな知識を

体系的に学ぶところから、実地をどう入れていくかではないか。受け皿の方が人手

不足だが、実地経験を積むことが一つのベネフィットになり、産学連携の強みにな

るのではな  いか。 

 体験を早い段階でさせておき、自分に合っているのかを見極めさせることが必要

だ。また、コンソーシアム企業に協力してもらい事業でチームビルディンを一緒に

してもらってはどうだろうか。どういう人が働いているかを学んでもらい、そこで

働けるのかどうかを早い段階で学ぶ必要がある。期間が短いか長いかではなく、受

け入れをする側の意識の問題ではないか。 

＜経営人材になるためにの取組について＞ 

 病院経営はかつて医者が担っていたが、賢い人は経営者を他から引っ張ってくるよ

うになった。今までは国の枠組みでできいたが、経営感覚を持って無駄を省き、予

測を立てる必要が出てきている。そういう意味では経営人材は全てを理解している

必要はないともいえるのではないか。 
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 経営にリーダーシップが入るとなると、現場の気持ちがわからない経営者だと言わ

れないための現場経験が重要ではないか。現にホテルもコーポレーションで（現場

を統括する）本部と経営会社を分けることが主流になって来ている。役員に近いメ

ンバーはほぼ外国人でコ、ミュニケーションが取れないということが問題なってい

た。この先、海外の方法と日本の方法がマッチしない場合が出てきている。例えば

ジョブローテーションがなくなったが、そうなると自分で考えて何をキャッチする

のかということを考える力がないと、ホテルでは生きていけなくなる。組織の下層

からは、リーダーシップに対して仕事を活性化させながら仕事を動かしていくセン

スが求められるのではないか。 

＜評価後のフォローアップのあり方について＞ 

 大学関係者を呼んでこのプログラムのプレ講義を実施してはどうか。プレ講義やダ

イジェスト講義を全面公開して見える化し、ブラッシュアップしていけばわかりや

すいのではないか。大規模無料公開講座の MOOCs（Massive Open Online 

Courses）の仕組みを導入するなどの工夫も必要だ。 

 機会があれば大学の先生によるプレゼンと学生の成果発表をして、皆でシェアすれ

ばレベルがあがるのではないか。それがフォローアップにもなる。 

 学生には就職率ではなく、満足度くらいは聞いてもよい。むしろこの評価を誰がす

るかが重要だ。 

 現状では、自己点検評価の仕組みがあるところは少ないのではないか。それをきち

んと実施するべきで、参加企業だけではなく外部の評価の仕組みを取り入れること

が必要でだ。 

 事業評価は各大学、専門学校に義務付けられている。厳しい評価が学生から出てく

るため、それがある程度客観的な評価になるのではないか。 

 点数を付けるのではなく、そこから何を学びとって次に繋げるかが重要だ。無理に

学生に受けさせると評価は下がるといった弊害もある。 
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① 第２回有識者検討会議 

 

 日 時 平成３０年２月８日（木） １５：００～１７：００ 

 場 所 JTB 総研第一会議室 

 

【出席者】 

 有識者：上田幸伺氏、菅野勝義氏、久米信行氏、小林雅彦氏、白井達郎氏、 

濱中義隆氏 

 

【議事内容】 

＜各採択校の進捗状況について＞ 

 並びとしては良いが、最後の学部学科という言葉が気になる。中央教育審議会でもプ

ログラムの議論があり、学部学科で組織化することは難しいため、それを使わずにプ

ログラムが成り立っているとするべきではないか。文科省は学位プログラムと呼んで

いるが、これは学位を目指す必要がないものだ。 

 学部学科というと古めかしく硬いイメージだ。基本的には課程ではなく組織を表わす

概念だ。プログラム開発も正規の授業の単位を付与するということになると、正規の

学部学科にならねばならずハードルが高くなる。結果として設置認可が出ているとこ

ろだけが伸びてしまうことに留意が必要だ。 

 COC+などを使っても、今後の展開にあたっては大学がいくらがんばっても難しいで

しょう。親は大学に入った以上名の知れた企業に就職してほしいと考えている。自治

体や企業は大学以上に頑張らないと子ども達は地元に残らないだろう。 

 実りある成果に繋げるために、横断的な形で評価したうえで、参加した大学がどのよ

うな状況でも活用できる場をつくってはどうか。 

 ホテルや旅行業界に行きたいのかわからないうちに、こうしたプログラムに入ると、

学んだことを活用して世の中に出ていく学生が少なくなるのではないか。企業のイン

ターンなどで、大学では教わらないことを学んで、そのことについて何かを書かせた

方が効果的ではないか。 

 このテーマこそ最低半年から 1 年勉強させることが重要ではないでか。例えば、イン

ターンを受け入れるホテル側としてはできるだけ長期間指導したいという希望があ

るとしても、大学がそれに乗れないと実現しない。入学の仕組みを変える必要がある

のではないか。 

 医学部では、面接試験を最重要課題としている。サービス人材を育成する時も面接に

ウェイトを置いてはどうか。 
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 このプログラムは個々に素晴らしいのだが、入口で学生目線が入っていないのではな

いか。学生がプログラムを選べるかどうか。日本の大学は依然として学生自身で探す

必要があるため、その辺りの工夫が求められるだろう。 

 私がかつて経営した学校でも、オーストラリアのパースにある専門学校に半年間留学

させたことがある。最低でも半年、外国で実践しないと身に付かないことが多々ある。

特に食は海外に行かないと身に付かない。成果は 10 年後に現れるため、今結論は出

せないが、学生の目線に合ったものを作れば長続きするだろう。また、頭でっかちよ

りも体に残るものが必要だ。最近は健康運動指導士という資格が出てきたが、国家試

験になっていく予定で、そうした資格があれば、キャリア形成上、意外に有利となる。 

＜プログラムの自走化について＞ 

 評価基準は属人的なものが多くサスティナブルではないと感じた。墨田区に専門職大

学を作ることになったが、起業家を育て、全員 ICT が使え、全員英語が使え、3 分の

1 は留学生という学校を作る。学校の先生は地域と連携ができないため、商工会議所

の役員クラスの経営者が繋ぎ役になることをプログラムに入れることを提案した。リ

スクヘッジのためにロールモデルとなる人を学校に送り込みむこととしている。就職

とは別枠で育てる意識で 1 ヶ月ほど来てもらう予定だ。もう一つは社会人経験のある

後継者を送りこみ、その人をリーダーにしてプロジェクトラーニングをすれば成果が

出るのではないか。先生はコーディネーターで学内の調整やシラバスで良い学生を引

っ張り、地域の世話は商工団体や DMO が行う段取りだ。 

 長崎の観光ビジネスコンテストの審査員をしたが、既に産学連携が進んでおり良い形

だった。毎年数校の元気なゼミをコンテストで戦わせればサスティナブルになる。先

生だけに背負わせるのではなく地元の団体を巻き込んでいってはどうか。経産省が地

元の商工会に声をかけるだけでこのプログラムは良くなるだろう。 

 大学の教員は次年度の授業に向けて年間のシラバスを作る。学生にあらかじめ提示す

ることが、補助金が下りる条件となっている。ただ大学の教育として系統的に図を作

れるかどうかが求められており、補助金が要らなければすむいが、現実的にはそうは

いかないだろう。大学の事業だとすれば、大学の制約条件とどう折り合いを付けるの

か。医学部はペーパーでふるいをかけてから、1 時間の面接を 2 回行う。昨年の入学

生は今のところドロップアウトしていないが、動機がしっかりしているか、目標が明

確かをきちんと押さえている。専門性に特化した教育を総花的に広くではなく、具体

的に納得して入ってくる入口をしっかりしないと、外れた時に逃げ場がなくなってし

まうプログラム自体は良いが、それをどう高校生に伝え入口でふるいをかけるか。そ

の仕組みを考える必要があるだろう。 

 一般的な補助金はいろいろあるが、現状では普通の私学助成と言われている経常費は

全くつかないと想定されるので、このプログラムを学部に入れることには不安があ

る。むしろ大学院や短期のコースに限定するべきだ。 
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 職業経験があってステップアップする大人向けの授業は上手くいくだろう。そういう

意味で今後の展開としては、プログラム化と一定の学科への進化という二極化してい

ることは間違いないだろう 

 学部学科とは別にして自走化できるようにするべきだ。受講料に相当するものを外か

ら持ってくることが最終的な目標ではないか。 

 企業の人が行く場合はお金を払い、学生は無償で学べるようにしてはどうか。そこで

マッチングもできる。 

 個々の大学が続けられることと、仕組み全体が生き残るための自走化がありますが、

それぞれの良い点をどう知識として蓄積していくのか、そこでの工夫が必要だ。 

＜産学連携のあり方について＞ 

 評価基準について、その大学の固有の資源をきちんと開いて外に出しているか、とい

う軸で評価をしてはどうか。仕組みもネットワークの作り方もいろいろあるが、大学

のものを生かしているという評価はできないのだろうか。 

 評価側が専門家である必要が出てきている。仕組みの評価はアウトプットとアウトカ

ムで評価でるが、本当に評価できる人がいて評価していれば前面に出るべきだ。 

 現状は大手企業ほどお金を出したくはなく、情報だけ欲しがっている。大学自体も企

業と共同研究したからには、企業へのアウトプットで付加価値の高いものを出すこと

が必要だ。そのため日本の企業からアメリカの大学に莫大な資金が流れていることを

看過してはならない。 

上場企業ほどコンプライアンスが厳しくなり、昔ほど特定の研究室にお金を出し続け

ることができなくなっている。採用、後継者教育の一環でお金を取ってはどうか。中

小企業は中途の優秀な人を取りたいと考えており、その人に対しては結構お金を払っ

ている。 

 地方の大学では地域と連携したいが合致しない場合もあり、国立大学はむしろよい意

味で「世界向けた地元のための大学ではない」といった認識を新たにする必要がある。 

 自治体と地域の企業がもっとがんばるべきだ。日本の大手企業は中堅中小企業とコラ

ボレーションしても成果を独占してしまう。大手企業は中小企業を育てられていな

い。地域の企業は自分たちが成長するための行動パターンを認識し、大学側はそれを

理解することが重要だ。 

 大学側は良いものがあるのに見せきれていない。大学側が分かりやすく伝え、お互い

が前に踏み込む必要がある。民間企業は近代化しているが職人的な部分（暗黙知）が

あり、使える人は引っ張りたいと考えている。それを理解しないと産学連携は進まな

いのではないか。サービス産業は広すぎてターゲットが明確になっていないという課

題も依然としてある。 
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 このプログラム自体は非常によく、関わっている人も良いのだが、関わろうとする人

にそれが見えているだろうか。これを継続することでパイオニアが卒業し、今度は戻

ってきて話す環境を作れるかどうか。大学、企業、省庁だけではなく大学が高校や中

学に行って教育のお願いをするべきではないか。 

 サービス業は心が澄んだ人か、とりあえずやる人か、偽善者ぶった人しかいない。ホ

テルや医療関係では汚い部分がたくさんあるため、そこも見せる必要が。嫌になって

辞めてもらっては困るため、入口に学生が付くために次に何ができるのかを考えても

らえれば、サービス産業の人間も長く携われるのではないか。それを絞らずに入って

くる学生が多いため、散らばってしまっているという問題がある。 

 有名大学でも、良い先生もいれば悪い先生もいる。本当に優秀な人は先生をつまみ食

いしたいと考えており、そのため地球の裏側からでも、学生と教員はマッチングして

いる。このプログラムが素晴らしいのであれば、受験生にネットで公開し、簡単なテ

ストをした上で判断し、良い人を引っ張ってくる覚悟で取り組んではどうだろうか。

対人感受性や営業センスは偏差値とは別物だ。 

 大学の組織づくりは世の中に逆行しているケースがある。専門職教育はもっと後ろに

するべきだ。入口はもう少しゆるく選択できるようにし、選択した人にはより濃い教

育を行うべきではないか。 

 それは企業側に問題があり、勉強しても企業側が評価しないという実態がある。つま

り企業は自分の利益にならないとお金を出さない。企業と大学とでは外部との連携に

対する見方が違うのではないか。 

 医療の世界ではチーム医療が進んでいるが、それと同じくそれぞれの先生がチームと

して横のつながりを持てば良い結果が出るのではないか。大学を出たから良いのでは

なく、企業は持続性、継続性が大きな使命であることも自覚することが重要だ。 

 観光の観点で言うと今の大学はリベラルアーツが弱い。日本のことさえ説明できない

し、舌や目、耳を鍛えることが日本の教育から欠落している。 

 学生の就活後と話をすると、AI に仕事を取られてしまうのかという質問が多くを占め

ている。また、ブラック企業等が多いサービス産業には行きづらい環境にもある。し

かしながら、学生には目の前の人を感動させること以外には、お金が払われなくなっ

てきていると伝える必要がある。人生経験のある人が、体験型ワークショップで売れ

ば、客単価が平均 1 万 5,000 円にもなる。優秀な人をネットで見えるようにすると、

高い価値が付くことも知っておきたい。 

 自走化については複数の大学が連携しチームサービスができないか。また、企業は利

益につながらないお金は出さないという当たり前の動機を理解し、企業が求めるとこ

ろに価値を見い出さないと、これからの産学連携は成り立たないので、まず企業にメ

リットが出るように考えるべきだ。 
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２． 人材育成に関する取組の成果指標の検討 

 

＜成果指標設定の考え方＞ 

 本事業では、大学は産学連携を手段のひとつとして用い、サービス経営に資する人材

の輩出を目的とした教育プログラムの開発を目的としている。「サービス経営人材」の

定義づけは大学ごとに異なっており、観光業、医療・介護、コンテンツ、スポーツ等

さまざまな分野の事業がある。 

 教育プログラムに含まれるカリキュラム等は広範にわたっており、各大学の個性とい

う点を取り除いたとしても、共通科目等の設定の困難性が成果指標を作る上での問題

点として上げられる。そのため、教育プログラムの中に、特定のカリキュラムの有無

等で評価を設定することは難しく、それ以外の教育プログラムを開発するうえで、ま

たは実施するうえでの仕組み等を中心に、成果指標を設定する必要があると考えら 

れる。 

 カリキュラム及び事業の効果検証は、カリキュラムを受講した人材の評価とカリキュ

ラム自体の評価の２つの側面から行うこととなる。 

 人材及びカリキュラムの評価についてはサービス経営人材全般に共通するコア指標と、

分野ごとの専門性に適した分野別能力指標の２つの指標によって効果検証を行うこと

などが考えられる。 

 人材及びカリキュラムの評価は、大学側、企業側、カリキュラムの受講学生側等、多

面的に行う必要があるが、現段階においては、進捗にばらつきがあることから、共通

して参考にできる先行するプログラム評価を取り上げることとする。 

図表 12 評価者と被評価対象 

 被評価対象 

評価者 学生 カリキュラム 

大学（教員） × 実施 

企業 × × 

学生 実施 × 

 

 カリキュラムの評価（効果検証）は、採択大学自身での自己評価によることとする。 

 人材の評価（効果検証）については、カリキュラムを実施している学生による自己評

価によって行うことにとどめることとする。 

 

 



 45 

＜人材の評価指標の設定＞ 

 核となる能力の評価指標の設定にあたっては、各プロジェクトの実施によって育成さ

れた人材の評価を測定するため、大学・受け入れ企業側のニーズに適合した、専門性

に依らないコア指標を設定する。 

 ここでは、サービス経営人材に求められる能力を下記の３分野の複合能力と捉え、タ

事例を概観することとする。 

 さらに採択大学の所属学部等におけるディプロマ・ポリシー等における育成対象とな

る人材像等も参考情報として解析に充当することなども有効と考えらる。 

 

図表 13 サービス経営人材に求められる能力 

 
 既往指標を概観し、３つの能力分野で挙げられていた代表的な指標は、以下のとお

りである。 

図表 14 代表的な能力指標 

能力分野 代表的な指標 

企業が求める採用人材の能力 コミュニケーション能力、チームワーク・協調性、課
題設定・解決能力、主体性・積極性 

経営人材の求められる能力 明確なビジョン設定、課題・戦略意識、イノベーショ
ン、柔軟性 

採択校のディプロマ・ポリシー 実践力、課題設定・解決能力、コミュニケーション能
力、発信力、発想・創造力、自己管理能力、判断力 
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 参考とした実際に提示されている人材評価指標策定に資すると考えられる能力指標

は、図表 15 のとおりである。 

 いずれも特徴を有するが、採用人材に求める能力としてコミュニケーション力など

ジェネリックスキルについては共通しているが、一方で、経営人材に求める能力に

ついてはあまり考慮されていない。 

 

図表 15 さまざまな機関等で提唱されている指標 

指標策定主体 年 指標名 内 容 

経済同友会 2016 
企業が採用にあたり求める資質・能

力 
課題設定力・解決力、忍耐力・胆力、異

文化適応力、コミュニケーション能力 

日本経済団体連合会 2016 選考にあたっての重視した点 
上位３項目 
コミュニケーション能力、主体性、協調

性 

日本経済団体連合会 2015 
グローバル事業で活躍する人材求

められる素質、知識・能力 
多様性の理解・寛容性、チャレンジ精神、

コミュニケーション能力 

OECD 2013 一般的技能（Generic Skills） 

批判的志向（critical thinking）、分析的

思考（analystic reasoning） 
問題解決力（problem-solving）、書面に

よるコミュニケーション能力（written 
communication）など 

日本経済団体連合会 2011 
グローバルに活躍する人材に求め

られる資質 
チャレンジ精神、コミュニケーション能

力、柔軟性 

日本経済団体連合会 2011 
大学生の採用にあたり重視する素

質・態度、知識・能力 

上位３項目 

主体性、コミュニケーション能力、実行

力 

東京商工会議所 2010 採用にあたって重視したポイント 
上位３項目 

コミュニケーション能力、業務的性、積

極性 

経済産業省 2010 社会人基礎力 
前に踏み出す力（アクション）、考え抜く

力（シンキング）チームで働く力（チー

ムワーク） 

中央教育審議会 2008 学士力 

知識・理解（文化、社会、自然等） 
汎用的技術（コミュニケーションスキル、

数量的スキル、問題解決能力） 
態度・志向性（自己管理力、チームワー

ク、倫理観、社会的責任等） 
総合的な学習経験と創造的思考力 
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 一方で、日本学術会議「学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 

サービス学分野」（平成２９年（２０１７年）９月８日）によれば、サービス学の学

びを通じて獲得すべき基本的能力としては、「どのようなアプローチを深く学ぶにし

ても、サービス学を学ぶことによって獲得される具体的能力には、基本的に共通の

ものが見られる」として、図表 16 整理しているとおり、「市場経済システムの中で

営利・非営利のあらゆるサービス提供事業体の企画・運営に関する一般的知識・能

力と専門的知識・能力の習得を目的としているサービス学に固有の能力」と、「受容

者との関係についてより深く洞察することも望まれている。その学修過程は他の社

会科学や工学の諸分野と同様に、多様な情報を収集・処理する過程や、現実の社会・

人間についての洞察を深める機会を多く含んでいる」ためジェネリックスキルに分

けて提示されている。 

 しかしながら、ここでも「経営人材」という視点は入っておらず、「経営サービス人

材」の育成と評価指標の策定に当たっては、さらなる考究が必要であることがうか

がえる。 

図表 16 サービス学の学びを通じて獲得すべき基本的能力 

サービス学に固有な能力 

一般的能力 

1. 営利・非営利のサービス提供事業体の現状および今後について、実証的な裏付けの
ある見解を持つことができる。 

2. サービス提供者と受容者の関係について多面的な理解を得ることができる。 
3. 新たに出現するさまざまな提供物に関して、適切な解釈を与え、必要があれば自ら

意見を表明したり、実践に関与したりできる。 
4. 特定のサービス提供事業体の課題について、その受容者との関連を考慮しながら文

献やデータを収集し、吟味し、解決できる。 
5. サービス学とは何か、サービス事業とは何かについて、それを専門としない者に説

明できる。 

専門的能力 

1. 営利・非営利のサービス提供事業体を企画し、運営することができる。 
2. サービス提供事業体の資金の流れを把握し、経営活動の結果を貨幣的に測定するこ

とができる。 
3. サービス提供プロセスの管理を適切におこない、受容者との間で創造される価値に

ついて評価できる。 
4. サービス提供を行う従業員の選抜、育成を適切に実施することができる。 
5. サービス提供事業体の環境適応性について十分に理解し、サービス提供事業体を適

切に組織し、その組織を管理することができる。 
6. サービスの提供プロセスや受容プロセスを設計し、問題が発生したときに解決する

ことができる。 
7. グローバルに展開しているサービス提供事業体を世界的視野において経営すること

ができる。 

ジェネリックスキル 

1. 現実の社会に関する情報を収集し、選択・加工・整理し、適切な情報として発信することができる。 
2. 現実の社会を歴史的に考察し、社会の望ましい姿を構想することができる。 
3. 人間についての深い洞察力を持ち、多様な社会についてグローバルな視野で考察し、それぞれの社会

に適した事業を企画することができる。 
4. 自分が意図する事業の社会的意義を社会に対し発言し、多くの人々の支持を得ることができる。 
5. 多様な組織の中で多くの人々と協働しながら目的を達成することができる。 

出典 | 日本学術会議「学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 サービス学分野」（平

成２９年（２０１７年）９月８日）、pp.11-14 に基づき作成 
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＜効果検証の方法＞ 

 プログラムの標準化は、「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 

サービス学分野」等が参考になるが、教育界での横串の取組みが少なく、中期的な取

組み課題といえる。 

 学生の能力向上は、基準能力の設定や就職先の追跡も含めた長期的な取組みが必要と

なる。 

 現時点の効果検証としては、プログラムの質、産学連携の推進、関係者の満足度を中

心に進めるのが望ましい。 

図表 17 教育プログラム評価の対象者と評価者 

対象 
評価者 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
標準化 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
（質） 

産学連携 
推進度 

学生の 
能力向上 

満足度 

大学 
(自己点検) 

教員 教員 教員 
職員 

教員(評価) 
職員(追跡) 

― 

産学連携先 
(就職先) 

アンケート 
(ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ) 

アンケート アンケート アンケート 
学生評価 

アンケ
ート 

学生 ― ― ― アンケート 
(自己評価) 

アンケ
ート 
(FD) 

第三者 日本学術会議
(質保証報告
書) 

日本学術会議
(質保証報告書) 

第三者委員 第三者委員 
ｽｷﾙﾃｽﾄ 
(ﾘｱｾｯｸ等) 

― 

 

 その他、先の日本学術会議の「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参

照基準（サービス学分野）」など質保証のための基準等を用いて、教育プログラムの成

果指標を設定する試みも、将来的には検討する必要がある。 

 そういった状況を踏まえ、本事業においては、各大学が取り組んでいる状況を可視化

する「産学連携の進捗」「プログラムの開発」「評価体制の構築」「自走化に向けた取組」

を成果指標として用いることを提案する。 

 各可視化項目を 3 段階のレベルで設定し、取組みの進捗を確認する。輩出する人材に

必要な能力は時間経過とともに変化することから、一度完成形に近いプログラムを開

発したとしても継続して教育プログラムの改善が必要になる。 

 中長期的にはこの 4 項目を定期的に回しながら、その時代にあった人材を輩出できる

仕組み作りが必要だ。 

 当事業終了後に、各項目ともレベル 3 に到達する、または到達の目途が立っているこ

とが望ましいが、定期的に PDCA を回すことを考えると、1 周目の PDCA ですべて
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の項目でレベル 3 まで到達する必要なく、継続的な取組みを続けることの方が重要と

なる。 

 各教育プログラムを継続して、開発・発展させるためには、評価者の視点も必要に  

なる。こういった産学連携の教育プログラムの場合は、産学連携先であるコンソーシ

アムに参加する企業等の評価も反映する必要がある。 

 また、受講者である学生の評価も必要であり、通常大学で行う FD（ファカルティデ

ィベロップメント）等に加え、学生自身が取得できたと考える能力の自己評価等も有

効な手段のひとつである。 

 大学の教育成果という意味では、それらの教育プログラムから輩出された学生の社会

での活躍も指標となるが、卒業生の追跡も含め中長期的な取組みが必要になる。 

 

図表 18 成果指標（案） 

産学連携の進捗 
（Plan） 
 

1  ミーティングの開催等参加企業・自治体とのコミュニケーションが進んでいる 
2  コンソーシアム企業・自治体から教育プロフラムへのフィードバックができている 
3  産学連携による共同研究等プロジェクト運営体制ができている 

プログラムの開発 
（Do） 

1  教材の作成、担当講師、カリキュラム等の目途がたっている 
2  学生が履修している（パイロット版含む） 
3  正規の授業科目として位置付けられている（単位が付与されている） 

評価体制の実施 
（Check） 

1  評価体制（評価者/評価対象）が構築されている 
2  定期的に評価が実施されている 
3  評価内容が教育プログラムに反映されている 

自走化に向けた取組

（Action） 
 

1  コースや学部学科の検討／設置、その他事業モデルの構想がある 
2  コースや学部学科の検討／設置、その他事業モデルについて予算化に向けた取組を進めている 
3  コースや学部学科として認可（決裁）がおりている 
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３． 採択校における事業取組と分析 

 

18 の大学の教育プログラムの特徴としては、以下のような点が挙げられる。 

平成 27 年度から取り組んでおり今年度で 3 年目（事業終了）となる大学が 10 大学、平

成 28 年度から取り組んでおり今年度で 2 年目となる大学が 4 大学、平成 29 年度から取り

組みはじめた大学が 4 大学ある。 

 

【産学連携】 

 多くの大学で、地域の企業や自治体、または、大企業と連携しコンソーシアムを組

成し、産等外部のニーズを教育に反映する試みを行っている。 

 一部の大学では、サービス分野の企業と連携し、学生がインターンや共同研究等が

できる仕組みを構築している。 

 

【プログラムの開発】 

 教育プログラムの対象は、観光、スポーツ、コンテンツ、医療・介護、美容、起業、

サービス全般等さまざまである。 

 教育プログラムは、既存の講義（座学）形式、PBL（プロジェクトベースドラーニ

ング）形式、企業等の現場で実施するインターン形式等さまざまなものがある。 

 一部の大学では、海外の大学と組んで教育プログラムの開発や単位の相互認定等の

仕組みを構築している。 

 一部の大学では、e ラーニングを活用して効果的なプログラムを提供しようとして

いる。 

 一部の大学では、大学内の他学部、他研究科（主に経営・商学部系）と連携して教

育プログラムを効率よく提供している。 

 

【評価体制】 

 大学が作成した教育プログラムをコンソーシアムの所属企業や受講者が評価し、改

善する仕組みを導入している大学がある。 

 一部の大学では、社会人向け教育プログラムを提供しており、企業の人事担当者か

ら意見を聞くなどして、教育プログラムの構築、改善を行おうとしている。 

 

【自走化】 

 事業終了後の教育プログラムの取り扱いについては、各大学で異なっている。一部

大学では既に、サービス経営人材の育成にあわせて学部学科を設置し教育を実施し

ている大学がある。 
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 既存の学部学科内にコースとして設置し、柔軟に教育プログラムを取り込もうとす

る大学がある。 

 学内の学部横断の取組みとして、各学部から学生を選抜する教育プログラムとして

実施している大学もある。 

 個別の大学に対する試行的な評価結果は、次のとおりである。 
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図表 19 各採択校の進捗状況 

 

 

  

産学連携の進捗 コンソーシアム企業の意見を取り入れ現場研修プログラムとして導入を予定している

プログラムの開発 アンケートをもとにコース分けを行うなど、年度ごとに計画的なブラッシュアップを進めている

評価体制の構築 受講者およびコンソーシアム企業による教育プログラムの評価を行っている

自走化に向けた取組
事業終了後を見据えてコンソーシアム企業と共に、教材の拡充、共有化に向けた取組やE-learning、事業遂行上のコストマネージ、資金獲得等に取り組んで
いる

産学連携の進捗 コンソーシアム企業のほか地域協力企業にフィールド提供を受けるなど連携関係を深めている

プログラムの開発 観光マイスター育成プログラムを設置し、「ビジネスシミュレーション実習」として実際に商品開発を学生が行っている

評価体制の構築 「じょっぱり起業家育成検討委員会」を組織し、学生の活動を評価している

自走化に向けた取組 2020年以降にサービス経営系コースの設置を構想している

産学連携の進捗 1年生の全員韓国研修など初の試みを展開している

プログラムの開発 正規の授業科目として設定されている

評価体制の構築 外部評価委員会を組織したプログラムの評価のほか、教育プログラムの評価を受講生、参加団体・企業へのアンケートなどを体制を整えている

自走化に向けた取組 国際観光学部国際観光学科の設置を行い、当事業の開発成果を正規授業として採用している

産学連携の進捗 月1回程度の頻度でコンソーシアム研究会を行っており、 Well Beingをキーワードに地域に入ったいプロジェクトを展開している

プログラムの開発 プログラム開発を終え、既に履修生がおり、商学部とも連携して授業科目を開講予定である

評価体制の構築 コンソーシアム研究会等で随時意見等を受けている

自走化に向けた取組 商学研究科と連携したコース開発や2018年度より「サービスデザインコース」の設立を予定

産学連携の進捗 国際通用性を持つ修了資格の取得が可能(卒業時に立命館大学の学士号とル・コルドン・ブルーの修了資格の両方が授与)

プログラムの開発 企業等からのフィードバックを踏まえ、新たな教材の開発を行っている

評価体制の構築 ル・コルドン・ブルーとの共同プログラムを展開し、企業等から教育プログラムのフィードバック体制がある

自走化に向けた取組 「食科学部」の開設を設置認可申請中

産学連携の進捗
本プログラムで開発したケースを組み込んだ「地域医療経営」という科目を内閣府地方創生カレッジの科目として作成し、広く提供するためにコンテンツの開発を実
施している。

プログラムの開発 開発４科目のうち、「地域医療経営」「ソーシャル・マネジメント」を2018年度経営戦略研究科の科目として設置が決定している

評価体制の構築 コンソーシアム用に学内に事務局を設け、プログラムの策定、評価について検討している

自走化に向けた取組 ビジネススクールの正規科目への繰り入れや履修証明プログラムとして維持継続を行う

産学連携の進捗
民間企業や金融機関等を巻き込んだ地域創生研究会（仮称）を山口方式の産官学連携地域課題解決システムとして、平成30年度に立ち上げる予定であ
る

プログラムの開発
コンソーシアム委員会内の開発カリュラムについて産業界による評価を実施予定であり、平成30年度に山口大学公開講座（特別プログラム）「経営人材育成
プログラム」として正式導入が決定される

評価体制の構築 コンソーシアム委員会で教育プログラムに対する評価を行い、次年度の教育プログラムに取り入れている

自走化に向けた取組 経済学研究科の社会人向け能力開発プログラムとして正式導入をする予定である

産学連携の進捗 産官学連携観光産業振興協議会を設置し、シンポジウム開催など交流を推進している

プログラムの開発 学生向け・リカレント教育向け・プロフェッショナル向けのプログラムの開発をし、学生が履修している

評価体制の構築 産官学連携観光産業振興協議会を設置し、教育プログラム開発検討会でプログラムへの効果検証を行う体制を構築している

自走化に向けた取組 当事業で開発した科目を履修証明プログラム教育として実施している

産学連携の進捗 企業自らが採用を意識した授業実施の協力を行うなど実践的なプログラムとなっている

プログラムの開発 ハワイ大学と教育プログラムの共同化の協定を結び、ダブルディグリーの仕組みを作り、また、食産業の企業からの要望を取り込んだ教育プログラムを実施している

評価体制の構築 コンソーシアム企業に対しては専任職員が通常業務として全面的なバックアップを行っており、企業等から通常の体制の中で評価を行ってもらうこととしている

自走化に向けた取組 2017年度より「フード・マネジメント学科」を開設しており、e-ラーニングを駆使した履修証明プログラムの開講による全国展開を企図している

産学連携の進捗 グローカルサービス経営入門の一環として、当該講義に協力してもらったた企業を招き、課題解決の企画提案を行う予定である

プログラムの開発 専門と基礎11科目を開発し、履修者からの意見を教育プログラムに反映させている

評価体制の構築 委員会を設置し、年2回開催している

自走化に向けた取組 学部改組に開発した教育プログラムを取り入れる予定である

産学連携の進捗 コンソの企業には美容室チェーンなどが入っているが、教材の提供、講師、従業員（受講者）の派遣などを期待している

プログラムの開発 実験的に開発した講座を実施し、科目の方向性・適切性について検証している

評価体制の構築
コンソーシアム内に、評価ワーキンググループを作成し、教育プログラムの有効性について評価する予定であり、評価自体はプログラムの進行に連動して実施する。
実験講座の内容等について、受講者や教員の評価を取る予定である

自走化に向けた取組 ビューティ産業の生産性向上・高付加価値化に繋がるカリキュラム、教材、学習方法を組み合わせた履修証明プログラムを開発として開発を進めている

産学連携の進捗 スポーツ業界の企業だけが参加するのではないためスポーツビジネスの現状を提示し、座学だけではなく大人の社会科見学を検討している

プログラムの開発 パイロット版の講義を実施しコンソーシアム企業の人事役職者等から評価を受ける予定である

評価体制の構築 企業の方に講義を聴いてもらい、意見を取り入れる予定である

自走化に向けた取組 異業種のコラボレーションでソリューションを構築するような能力を生み出せる（リカレント教育の特別コース）プログラムを構想している

産学連携の進捗 世界トップレベルのコーネル大学米コーネル大学College of Businessと包括連携協定とを締結し連携を推進している

プログラムの開発
ホスピタリティ関連5科目の開発・試行しており、インテグレイティド・ホスピタリティコンソーシアムを形成し、当該プログラムを対象とした産学連携研究会を開催（月
１回程度）し、意見やアイディアをカリキュラム開発に反映している

評価体制の構築 研究会やシンポジウム等への協力体制を敷き、カリキュラムの検証を行っている

自走化に向けた取組 2018年から「観光経営科学コース」ができ、25名程度を募集予定である

産学連携の進捗 ICTを活用した遠隔地教育にむけた連携パートナーとの協議を開始している

プログラムの開発
DMO人材育成に必要な12科目のプログラムを開発し、これらをもとにコンソーシアム会議で、2017年度は演習型（実践型）の新規８科目のプログラムの整備
に取り組んでいる

評価体制の構築 コンソーシアム企業に対して模擬講義を行い、内容の検証を受けている

自走化に向けた取組 ITを活用したカリキュラムを全国に横展開を予定している

産学連携の進捗 トッププロスポーツチームなどともマーケティングの共同研究も進めている

プログラムの開発 フェイズⅠ～Ⅳまでのプログラムについて開発し、学生からの意見を取り入れている

評価体制の構築 個々の企業とプログラムの内容に対する意見交換を進めている

自走化に向けた取組 修了者に対する認定書の発行と、2020年に新コースの設置を検討している

産学連携の進捗
サポート運営体制としては、メンター教員を設置し、数多くの地域の応援団も確保しており、⾧野県の経済団体、連携協定企業等、行政機関とのコンソーシアム
「地方創生サービス経営人材育成コンソーシアム（仮称）」を形成予定である

プログラムの開発 認定科目8単位のほか専用科目8単位を開設している

評価体制の構築
受講者のアンケートによって、プレ・ポスト、フォローアップ〔経年〕評価、コース受講是非による差違の評価を行うとともに、eポートフォリオによる
自己評価と他者評価を実施している

自走化に向けた取組 ローカルイノベーター養成コースのほか、2つのコース作成を構想している

産学連携の進捗 コンソーシアムを形成して、自治体、産業界、NPOと協議しながらプログラムを開発している

プログラムの開発 正規の専門科目にしていく前提のパイロット版を2017年前期に学生に履修させている

評価体制の構築 1回目のミーティングを企業や自治体と実施済している

自走化に向けた取組 学類改組に合わせて「観光学・文化継承コース」の設置を2018年度に予定、文科省に設置認可請中である

産学連携の進捗 芸術工学部とビジネススクール，企業が三位一体となり、デザインビジネスアントレプレナーシップ協働プログラムで人材育成を行っている

プログラムの開発 3, 4つのケーススタディを開発し、少人数制で講義を実施している

評価体制の構築 コンテンツ産業の企業とコンソーシアムを組んで、意見交換を行っている

自走化に向けた取組 文科省のBP（職業実践力育成プログラム）の認定を目指し、学部、大学院の改組にも繋げていくことを検討している

R大学

・企業、産業界との接点やコミュニケーションを増やす取組みを試行（P)
・学生のコンテンツビジネスに対する思考変化を計測できるようなアウトプットを試行予定（C)
・ 企業との連携には、当事業の予算を活用しており、事業終了後に企業とどのような形で連携できるかが課題（A)
・ クリエーターはアートの側面が強くそれらの才能をどう生かしマネジメントとして事業化するかといったプロデューサーの役割こそが、当該分野の経
営サービス人材に必須であり、コンテンツ版のビジネススクール的な要素をもった修士課程として、特徴あるコースへの発展が課題（A)

・インテグレイティド・ホスピタリティの概念の周知（P)
・「サービス価値創造プログラム」を「サービス＆ホスピタリティプログラム」に発展的に拡充（D)
・コーネル大学との連携推進（A)

N大学

・対象となるDMO人材に対するターゲッティングの明確化（P)
・「Edtecを取り入れた遠隔地教育プログラム開発」にむけた米国ミネルバ大学・学生へのヒアリングを中心とした「新たな教授法」に関する現地
視察と協議（D)

2
9
年
度
採
択
校

O大学大学院

・コンソーシアム会議についてZoom等を積極活用することで効果的開催について検討することが必要（P)
・ 通常のスポーツだけでなく、Eスポーツとの連携についての検討（P)
・学内承認を経て、2018 年度からのCertification プログラム化が必要（A)

P大学

・コース修了者には、修了証を出すことを予定しているが、大学ではなく、企業や自治体などから成るコンソーシアムで認定した修了証を出すこと
を考えているが、さまざまな調整が必要で現時点では調整しきれていない（コンソーシアムで連携した修了認定に向けた協議の推進）（A)
・学内での安定したプログラム運営体制の確保が必要（A)

Q大学

・インターンシップ連携体制を推進し、観光学インターンシップの受入先を増やすなどコンソーシアム参加企業の充実化と連携の推進（P)
・試行プログラムの正規化など学内での位置づけの明確化が必要（A)

I大学

・栄養科学部という母体に設置されているためビジネス系の教員が少ないこと、アクティブラーニングや企業との連携等に慣れた教員がいないこと
などがあり、教員の採用や教員の育成などにも対応することが必要（D）
・経営上の方針で栄養科学の教員が中心となっているが、企業等マネジメント分野との橋渡しのできる教職員の育成がFD上の課題（D)

J大学

・グローカルサービス経営入門の一環として、当該講義に協力しもらったた企業を招き、課題解決の企画提案を行うなど、連携体制の推進が
必要（P)
・継続に向けた学内の体制整備が必要（A)

2
8
年
度
採
択
校

K大学

・コンソの企業には美容室チェーンなどが入っているが、教材の提供、講師、従業員（受講者）の派遣などを進めることが必要（P)
・ 特定の企業の色に染まることは大学院としての公共性に反するので、慎重に連携することが必要（P)
・ オンラインのインフラについては、高齢の教員もいるため、まだ耐えられない状況にあり、カリキュラムの改訂にあたっては、教員のスキルによって適
宜実施する体制を構築することが必要（D)

L大学

・異業種のコラボレーションでソリューションを構築するような能力を生み出せるプログラムの開発（P)
・本講座実施につながるパイロット講座のプログラム内容の具現化（D)
・パイロット講座のプロモーションとパイロット講座参加者に対するプログラム評価（C)

M大学大学院

・シンポジウム開催等による関連業界への周知とさらなる連携体制の構築（P)

・他の採択校と同様に、本事業が終了した後の運営について、このままでは資金の面で継続が困難となるので、寄付を募るなど場合によっては
産学連携担当職員が必要(P)
・ 「サービス」内容検討の際の慎重な基準の設定（P)・承継問題について新たなケースを増やすなどして、地域で役立つプログラム作り（D)を
し、自走化を進める（A)

G大学

・リサーチ機能の充実、大学院改革の方向に従い制度変更の必要性が生じた場合は再度検討するとともに、担当教員への負荷れについても
検討が必要（P)
「経営人材育成プログラム」の広報の徹底（A)

H大学

・社会人リカレント教育の正規プログラム化といった学内での位置づけが必要（A)
・次年度実施に向けた体制整備の検討（A)

F大学

２
７
年
度
採
択
校

A大学

・学内及びコンソーシアム機関で持続的に運営できる仕組み作りの構築（P)
・教材の拡充、共有化に向けた取組やE-learning、事業遂行上のコストマネージ、資金獲得、最後に北海道全体へのプログラムの波及
（D)

B大学

・武者修行型プログラムとして、海外インターンシップ、海外スタディツアー、履修証明プログラム等を検討しており、本格的な正規プログラムとして
の位置づけが必要（A)

C大学

・産学連携の、今後の持続性の確保に向けた検討（P)
・これまで実施してきた教育実践等を踏まえた各種教材開発への取組みの推進（D)

D大学大学院

・メディアデザイン研究科修士・博士課程学生を対象とし、技術革新を活用した高収益市場でのサービスをデザインできるようになることがポイン
トとなるが、これに呼応できる企業等人材の受け皿の拡充が重要（P)

E大学

大学名 指標 最新状況 今後の課題等
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４． 補助期間終了後の自走化に向けた課題の設定 

 

従来の産学連携は、研究・技術開発による連携が主であり、結果として技術移転や共同

開発が行われるという成果をもたらす。大学においても、研究費として資金調達が可能で

あったが、文系学科での産学連携においては、具体的に計量可能なアウトプットが出るこ

とが少ないため、成果を何に置くのか、また、その成果を産学双方でどのように活用する

のか、産と学の交流をどう継続するのか、大学がいかに資金調達を行うかなどといったこ

とが、自立的な産学連携組織の運営を続ける上での課題となっている。 

本事業においては、事業終了後も、企業と大学が自主的に交流をし、教育プログラムの

開発・実践等を継続できる仕組みを検討すると同時に、大学が産学連携活動に必要な資金

の一部を調達可能な仕組みを検討する必要がある。 

 

こうした一般的な状況を踏まえつつ、有識者検討会議での議論等から、以下のような課

題を抽出した。 

 

① 企業が享受できるメリットの具体化・明確化 

 

本事業の中心でもある産学連携活動については、これまで研究開発といった目的が明確

なテーマに対する企業側の資金拠出が大勢を占めており、いわゆる共同研究の形で展開す

ることが多かった。 

これに対して、地域社会に対する連携による課題解決など大学に求められる機能には、

教育研究から新たな展開が期待されるようになっている。 

こうした場合、企業や地域などステークホルダーが何にメリットを感じて大学との「連

携」を求めているのかを見定めることが必要となる。無論、大学においても、産学連携に

よって得られるメリットを明確にすることで、限られた資産の選択と集中が可能となる。 

大学、企業、そして受講する学生の各々にメリットのあるモデルとすることで持続可能

性を高めることとなるのである。 

とりわけ産学連携で取り組む場合には、例えば以下のような企業が享受できるメリット

を明確に設定することが肝要となるのである。 

 

 大学の専門性を生かした新製品やサービス、技術を開発していくうえで必要となる

人材や設備を確保できること 

 新卒採用のほか、テーラーメイドの人材育成プログラムで、企業が求める人材開発

や確保が可能となること 

 大学の専門的な知見から、アドバイスやコンサルティングを受けられること 
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 大学との共同研究で、リサーチやプロジェクトマネジメントのノウハウを大学から

学べること 

 産学連携による助成金等の外部資金獲得によって、企業単独では確保できない規模

の資金調達が可能となること 

 人的ネットワークが形成され、情報や意見交換など活発なコミュニケーション可能

となり、新たなビジネスチャンスが生まれること 

 

図表 20 産学連携教育プログラムで得られるメリット 

関係者 想定されるメリット等 

大学 企業の実務課題とその解決を教育プログラムに取り入れる 

（Project Based Learning による教育プログラム） 

企業 経営課題、現場の課題を大学の知見を使って解決できる 

企業人（個人） 経営課題、現場の課題を大学の知見を使って解決できる 

大学での教育や研究に参画しスキルアップや社会貢献できる 

地域社会 地域の多様な課題の解決が可能 

地域社会に貢献できる人材育成や社会人リカレント教育の展開 

学生 現場で働く社会人との交流・コミュニケーションが可能 

企業の実務課題等に触れることによる職業人としての意識醸成 

 

② 産学連携のハードルを下げるための大学からの働きかけ強化 

既往の産学連携活動では企業側からのアプローチが多かったが、そうした中でも、依然

として地域の中小企業を中心に産学連携のハードルが高いという認識がある。 

そこで大学側からの積極的な働きかけにより、企業が大学の持つ情報、物的・人的資産

の価値を理解し、その利用を円滑化する新たな取り組み活動が重要となっているといえる。 

また、従来は企業と大学が one to one のパターンが産学連携の基本形であったが、企業

が複数の大学の持つ優れた点を組み合わせて活用する、one to multi の新たなパターンの

展開が重要となっている。そこで大学側において、企業が連携して利用しやすい環境を整

備することが求められており、さらなるハードルの除却が重要となるのである。 

 

③ 自走化のためのプラットフォーム化 

そのうえで、すべての大学が学部設置等による単独自走化ができるわけではないため、

本事業をはじめとした産学連携のスキームを自走化させていくための何らかの組織整備を
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図るなど新たな仕組みづくりが重要となる。 

たとえば、以下のような展開が想定される。 

 

 DMO（Destination Management Organizatiom）方式 

有志大学が中心となって一般社団法人等法人格を有する団体を設立し、事業成果を蓄

積しつつ、一定のルールのもとに会員にそのナレッジを提供する。 

教育プログラム作成に関するコンサルティングといった個別サービスも有償で提供す

るなど複数事業を展開する。 

 

 学会・大学コンソーシアム方式 

コアとなる参画大学と企業が協賛金等の形でファンドを拠出し、本事業の横展開を目

的とした組織を立ち上げたうえで、会費等で継続化を図る。また、共同して人材育成プ

ログラムを開発、実施するなど個別に事業運営による収入確も図る。 

 

 オープンソース方式 

国など公的団体・組織が管理するサイバー空間等でナレッジを蓄積し、一定の要件

を満たした希望者には、一定のルールのもとに開放する。初期投資以外は、管理コス

トの負担のみで実現することができる。 
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第３章 採択校や関係者の連携 

 

本章では、産学連携サービス経営人材育成事業に採択された 18 大学と関係者が連携を

行うために実施した、中間報告会（合宿）、最終報告会（サービス経営人材育成大学サミッ

ト 2018）の実施報告を行う。 

 

１． 中間報告会 

 

① 実施概要 

 
 日 時 平成２９年１１月２３日（木）～２４日（金） 
 場 所 JTB フォレスタ永山 

 
 
第Ⅰ部  大学からの進捗報告・テーマ別討議（３００分） 

目的：各大学が抱える課題や取組の方向性を共有し、経営人材育成に向けた知見の横展開
を図る 

 
項目 時間 内容 

事業進捗報告 
（各大学） 

13:00～15:00 
（１校５分程度で発表） 

産学連携事業の中間報告 
（採択校１８校） 

休憩 １０分 

分野別報告 
（JTB 総研） 15:10～15:30 各シンポジウムの実施報告 

（１０分×２回分） 

全
体
討
議 

15:30～16:30 関西学院大学  山本昭二教授 
テーマ①「地域サービス人材育成の方向性」（Ｐ） 

16:30～17:30 グループ討議 

17:30～18:00 グループ討議報告 

※テーマ①に関する意見交換を行う。 
 
第Ⅱ部  全体討議・サービス生産性の向上とマネジメント人材の育成（１８０分） 

目的：今後の産学連携人材育成事業の方向性も踏まえ、各事業が自走化していくための取
組について議論・論点の整理を行う 

 
項目 時間 内容 

全
体
討
議 

9:30～9:50 「サービス産業の人材育成に向けた取組」（経産省） 

9:50～10:30 京都大学  原良憲教授 
テーマ②「海外大学との連携について」（Ｐ） 

休憩 １０分 
10:40～11:20 ※グループ討議 

11:20～12:10 グループ討議の報告 

12:10～12:30 まとめ 
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※下記の点を参考に、事前に検討したサービス経営人材育成の課題について、グ

ループ内で発表、意見交換を行う。 
 カリキュラム開発、コンソーシアム運営、新規学部について 
 学科の設置等以外に取り組んでいるアプローチについて 
 企業や受講者のニーズ把握について 
 コンソーシアム参加企業の発掘について 
 カリキュラム内容やスタッフ等の人員確保について 
 今後の自走化に向けた仕組みや資金確保について 

 
【出席者】 
 

大
学
（
及
び
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
企
業
） 

小樽商科大学 

弘前大学 

慶應義塾大学（SDM） 

慶應義塾大学（KMD） 

東洋大学 

日本旅行業協会 

信州大学 

ハリウッド大学院大学 

金沢大学 

京都大学 

近畿大学 

JTB 総合研究所 

関西学院大学 

山口大学 

愛媛大学 

中村学園大学 

九州大学 

琉球大学 

有
識
者 

トーマス アンド チカライシ株式会社  力石 寛夫氏 

株式会社リクルートホールディングスリクルートワークス研究所 豊田 義博氏 

株式会社日本能率協会コンサルティング 永川 克彦氏 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 分部 義隆氏 

日本生産性本部  サービス産業生産性協議会 末吉 玲子氏 

日本貿易振興機構 高橋 由篤氏 
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地
方
局 

北海道経済産業局 

東北経済産業局 

関東経済産業局 

近畿経済産業局 

四国経済産業局 

九州経済産業局 

本
省

経済産業省 

 
 

② 内容記録 

 

＜第一日目＞ 

 
第Ⅰ部  大学からの進捗報告・テーマ別討議 

 

＜事業進捗報告＞ 

 各大学 

 

＜分野別報告＞ 

 事務局 

 

＜全体討議＞ 

関西学院大学 教授 山本 昭二氏 

テーマ①「地域サービス人材育成の方向性」 

 

 そもそもどのように各業種の生産性が提示されているのか、どうすれば生産性が上が

るのかといった結果と原因には、はっきりした関係がない。 

 政策レベルでは生産性が上がらないという一言で済まされているが、サービス産業は

多様性があり、共通の言葉で議論できるという罠に陥っているのではないか。 

 多様性こそが重要であり、資本と労働の組み合わせが生産性へ与える影響は大きい。

顧客の役割もあり、経営人材が頑張っても、顧客にするべきことをしてもらえないと

生産性は上がらない。 

 サービス提供システムには、施設があって人がいるパターンと、もう一つは情報があ

ってそれに対する媒体があり、それらをどうやってうまく運営するかというパターン

がある。 

 投入と産出は、前後の産業で決まるが、欧米の流通業はメーカーに対して圧倒的に交

渉力がある。その仕組みを理解し生産性の議論に踏み込めるかどうかだ。サービス産

業ではそれぞれが小さな産業でも、生産性改善のための共通点を理解するようにして

頂きたい。 
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 これからいかに優れた労働力を確保していくかがポイントとなる。日本企業がそうし

た人材の受け皿を作ることができないと、海外に出ていってしまう。留学生やインバ

ウンド観光、コンテンツ産業、ソフトウェアは垣根がなくなってきており、グローバ

ル化するサービス業に対して何ができるのかを考えなくてはならない。 

 サービス人材とは、サービス提供者であり医者や教師も含まれる。サービス業で働く

人材、生産をデザインする人に加えて、政策担当者や研究者も含まれる。 

 大きく分けると先進国では労働者の階層ができており、クリエイティブ、プロフェッ

ショナル、ワーキング、サービスに分かれていて、それぞれの階層に合わせた教育プ

ログラムが必要である。 

 例えばホテルの経営者層は新しい観光商品を作る能力を育てていく必要があるが、教

育機関が不足し、上手く橋渡しできる仕組みがないのが実態だ。 

 そこで、大学院や行政が連携し、サービス経営人材を集める仕組みづくりをする必要

がある。どのようなサービス業が望ましいのか、競争して作り出す価値を理解できる

政策担当者が必要となる。また、業種を越えて共通する科目設定をする必要がある。 

 サービス業の経営者層の育成では、国内で継続した学習機会が得られず、教育体系が

不足しているため、必然的に外国人に頼る必要が出て来ている。 

 新卒で人が採れないと、業種での技能教育が必要となり、特定のサービス業に特化し

た教育は行われることになる。しかし、科学的な知識の習得に力が割かれていないた

め、それに対応できるプログラム、仕組みを各大学で考える必要がある。 

 現状のサービス分野では、学部課程でできることはワーキングクラスに何とか入れる

レベルまでだ。上位のプロをいきなり育てることは難しく、大学院で学び直しの素地

を作っていく必要がある。 

 ワーキングクラスでも所得を取れる仕組みを作っていくべきであるので、大学院はそ

の意味で重要だ。 

 日本では 2000 年代にクリエイティブクラスが増えておらず、地域的な偏在について

も検証が必要だ。 

 例えば首都圏ではグローバルシティとして海外からの移入が必要であるなど、各地域

で取組は違ってくる。東京だけを見て政策は決められないので、教育機関を地方に分

散することも考えるべきだ。 

 日本全国に通用するプロフェッショナルスクールを作るべきで、中規模都市圏とその

他の都市圏は、プロフェッショナルクラスの育成と人口維持のために積極的な投資が

必要だ。 

 ワーキングクラスの教育課程は徹底的に維持するべきで、インフラとなるサービス人

材はその地域できちんと作るべきだ。 

 地域の問題に精通した研究者が必要であるものの、都道府県単位のネットワークが不

足しているので、大学間でネットワークを組み継続的な支援を行っていき、そこに国

から何らかの後押しを期待したい。 

 

＜グループ討議・グループ討議報告＞ 

 

① 「地域の課題」としては、地域の疲弊、サービス業の劣悪な環境、少子高齢化、女性
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が活躍する場の不足、働き過ぎなどが挙げられた。 

② 「提供しようとするプログラムの優れた点」としては、産学連携、地域貢献、実践的

知識の習得、人脈・ネットワーク形成、就職先のマッチング、コミュニケーション力、

ビジネスネススキル等の提供、世代間交流、キャリアデザイン、外国人・企業との交

流機会、世界基準での人材育成、知識・情報共有の場やアクティブな学習機会の提供、

感性や経験を磨くための手助けなどが挙げられた。 

③ 「受講する学生が持つ興味」については、自己啓発、就職・開業、学外の人との交流、

マネジメントスキル、地域の発展、グローバル展開、ブランド開発などが挙げられた。 

④ 「受講する学生が活躍する地域」としては、出身地、産業が立地する全国各地、未知

の地域、そして海外などが挙げられた。 

⑤ 「足りない資源」としては、人材、資金、情報、資格、テクノロジー、教員、実務家、

研究者、研究資金、土地、時間、システムなどが挙げられた。 

⑥ 「共通する要素」として、地域、人材・能力、連携、資金、こども、就職、交流・コ

ミュニケーションなどのキーワードが抽出された。 
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＜第二日目＞ 

 
第Ⅱ部  全体討議・サービス生産性の向上とマネジメント人材の育成 
 

＜全体討議＞ 

 

京都大学 教授 原 良憲氏 

テーマ②「海外大学との連携について」 

 

 本学は、サービスを中心として新しい価値を作り出し、グローバルな視点でのホスピ

タリティマネジメントを目指している。現場の実務的な活動ができ、それを体系的に

考え、目に見えない価値をきちんと計量化する人材を輩出する必要がある。 

 日本の大学において、一般には、海外トップ校との距離感が必ずしも近いわけではな

い。また、学費等にも差があるため、連携にあたっては当事者意識を持った組織がな

いと継続できない。 

 今までアジアとヨーロッパでは関係を作ってきたが、北米はこれからの段階である。 

 サプライチェーン全体の中で価値を高めていく、あるいは他の産業にいかに転用する

かに着目した能力開発を行い、関連産官学組織と連携する仕組みを作っていきたい。 

 コーネル大学は、アジアの他の大学もアプローチしているため、いかに日本に興味を

もってもらうかが重要である。キーパーソンを通じてコンタクトし、その後、京都で

シンポジウムを開催した際の基調講演者を招聘するなどを経て、包括連携協定を締結

した。 

 コーネル大学の同窓会に混ぜていただき、関係性を築き進めた。さらにヘルスケアと

ホスピタリティとデザインを融合したコーネル大学研究組織との共同研究の提案・教

員派遣を行った。 

 長期的な関係性を構築することは大事である一方で、学内と産業界の連携も並行して

進める必要がある。アドミッション、ディプロマポリシー等の見直しや、英語科目の

拡充等も検討している。 

 同窓会のネットワーク、研究会、個々の企業・組織等からのフィードバックをいただ

き、継続化のための学生派遣や寄付講座の実現を目指す。このため、毎月 1 回東京、

京都で研究会を開催している。 

 海外大学との連携は、アウトソースの位置づけでお願いするのではなく、直接赴き信

頼関係を構築することが肝要である。 

 実際に共同研究や国際会議を実施し、その上で相手の組織との関係性を作ることも大

切であるため、まずは包括連携協定を結んでおき、それから個別交渉に入っていくこ

とが重要である。 

 

＜グループ討議・グループ討議報告＞ 

 

① リカレント教育と Ed-Tech の活用について（どの人材層にどう使いたいか） 

 地方に住んでいる高校生、大学生等には、映像をアーカイブ化することでノウハウや
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伝統技術を残すことができる。教育の国際化が謳われる中で、外国人向けの英語教材

を用意し、社会人で転職の機会を探っている人や定年後の人に、リカレント教育や適

性診断ができる。 

 社会人は同じ立場の人同士の思いの共有に使い、一緒にコミュニケーションや議論を

行う。時間がない人が学べるため、学びたい分野がない地域でも遠隔地で利用するこ

とができる。学生には海外の大学の聴講や基礎的な知識の勉強、研究テーマが近い大

学との双方向のディスカッションが可能となる。 

 介護や子育てをしている人や、地方・海外の学生が利用でき、それ以外に人脈作りや、

資格を取る際のモチベーション、主体的に学ぶという発展的な動機につながる。 

 時間と地理の制約がある多忙な社会人には、例えば食ではマネジメント、観光では

DMO 等テーマを絞って短い時間で勉強できる仕組みを考えるべきだ。 

 現在実務に関わっている比較的若手の人たちに、マネジメントか新しい専門分野を学

んでもらい、それを選ぶことができるようにする。遠隔、オンデマンド、AI、VR、

ロボティクスなどが考えられる。 

 

② ノウハウの横展開（どんなプラットフォームが必要か） 

 

 ネットワーク作り、産学官の情報共有の場、データベース化が可能で、組織化するこ

とで課題を発信することもでき、自走化することが重要だ。 

 ノウハウは人的ネットワークや前任校から引き継いて IT 環境で共有し、また、幹事

校制度で運営するとともにキュレーターやマッチメーカー、コーディネーターを育成

し横展開する。 

 全国各地から多くの大学が参加しており、医療、観光、スポーツなど幅広い取組をし

ているため、ネットワークの機会を提供し、情報交換する産業界と大学がとも運用し

ていく。テーマごとに分科会を設けることも一つの方法だ。 

 人手をかけられないので IT 化し、キーパーソンとなるプロデューサーを配置した上

で、資格、教育サービス、求職情報、人材紹介、ネットワーク、大学等の情報を載せ

ていく。 

 ノウハウのある人材の共有ができればよいので、卒業生にも活躍していただき、大学

プログラムとの連携、情報交換、OB や OG との交流、事例の共有等が考えられる。 

 アウトプットには PR 戦略が重要で、新しい学会やカンファレンス、ジャーナルを作

り、アーカイブをしっかりし貯めていく。 
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２． 最終報告会「サービス経営人材育成大学サミット 2018」 

 

 実施概要 

 

 日  時 平成３０年３月５日（月）１４：３０～１７：３０（１４：００開場） 
 【１７：３０～懇親会を開催】 

 場  所 リロの会議室 コンフォート新宿 
東京都新宿区新宿 4-3-25 TOKYU REIT 新宿ビル 7 階 

 内  容  ・取組紹介 
・産業界からのメッセージ 
・パネルディカッション 
・懇親会 

 対 象 者  各大学関係者・コンソーシアム参加企業、サービス産業関係者（企業、 
事業者、商工会議所、商工会等を含む）、一般参加者など 

 出 席 者 

一般参加者：９５名 

関係者  ：５６名 

 

大
学
（
及
び
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
企
業
） 

小樽商科大学 

弘前大学 

慶應義塾大学（SDM） 

慶應義塾大学（KMD） 

東洋大学 

日本旅行業協会 

信州大学 

ハリウッド大学院大学 

金沢大学 

京都大学 

近畿大学 

JTB 総合研究所 

関西学院大学 

山口大学 

愛媛大学 

中村学園大学 

九州大学 
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琉球大学 

有
識
者 

トーマス アンド チカライシ株式会社  力石 寛夫氏 

株式会社日本能率協会コンサルティング 永川 克彦氏 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 分部 義隆氏 

日本生産性本部  サービス産業生産性協議会 末吉 玲子氏 

株式会社オーバルアドバタイジング 執行役員・営業部長 上田 幸伺氏 

一般社団法人墨田区観光協会理事 久米 信行氏 

地
方
局 

北海道経済産業局 

東北経済産業局 

関東経済産業局 

近畿経済産業局 

四国経済産業局 

九州経済産業局 

本
省

経済産業省 
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 内容記録 

 

【開会宣言】 
トーマスアンドチカライシ株式会社 代表取締役   力石 寛夫氏 

 

【基調講演】 

株式会社温泉道場 代表取締役社長 山﨑 寿樹氏 
 
【特別講演】【コメンテーター】 
松井サービスコンサルティング 代表 

サービス改革コンサルタント 

サービスサイエンティスト 

松井 拓己氏 
 
【コメンテーター】 
株式会社温泉道場 執行役員   三ツ石 將嗣氏 
 
【採択校発表者】【パネリスト】 
九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授     松隈 浩之氏 

近畿大学経営学部商学科 教授      高橋 一夫氏 

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特任助教    佐藤 千尋氏 

立命館大学スポーツ健康科学部 教授      長積  仁氏 

 
【閉会宣言】 
経済産業省 商務情報政策局  
商務・サービスグループ サービス政策課 

企画官      大西 啓仁 

 
 
【開会宣言】 

トーマスアンドチカライシ株式会社 代表取締役 力石寛夫氏 
 

 ご存知の通り日本には 2 年制、4 年制含めてホテルやレストランの経営学部を持った

学校が 1 校もなかった。その点で欧米諸国に比べて日本は教育環境が遅れている。そ

の中でサービス産業の経営人材育成を目指すこの経産省事業の果たす役割、意義は大

きい。 

 本日各大学から発表していただく様々な教育方針を産業界の方もより良く理解し、日

本のサービス産業の人材育成の一環として活用していただきたい。教育界と産業界が

一緒になって教育環境を整備することは我が国のサービス産業の質的向上に果たす役

割、意義が大変強い施策だ。 

 経産省にはできる限り施策を続けていただき、更なる人材育成に貢献していただきた

い。大勢の教育関係者、産業界関係者が集まっており、限られた時間ではあるが産学

連携の名のもとに、産業界と教育界の交流の場となることを願っている。 
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【取組紹介①】（略） 
 
【産業界からのメッセージ①】 

 
基調講演「おふろから文化を発信する～温泉道場の温浴業界及び地域の活性化、人材

育成の取組み～」 
株式会社温泉道場代表取締役社長 山﨑 寿樹氏 

 
 我々は「おふろから文化を発信する」を企業理念に、温浴施設の事業再生、居抜き専

門の運営会社をしている。銭湯、サウナ、健康ランドの業界では少ないビジネスモデ

ルである。温浴業界は、ホテルや旅館よりもニッチで厳しく、優秀な人材が入って来

にくい。 

 日帰り温泉は地域の衣食住の文化、銭湯文化を違ったテイストで PR できるという課

題観を持って始めた。どこの日帰り温泉でも泉質や地域性はあるが、食事や建物、サ

ービス面でも地域性が加味されていない。そこを地域のショールーム、文化の発信基

地として使おうと考えている。おふろからライフスタイルを提案する企業だ。 

 我々のミッションは、温浴業界での新たな価値創造、地域活性、人材育成。人材育成

は非常に力を入れている。現状ではホテルや旅館とは違う売上の作り方、サービスを

学ぶ場所がなく、事業を進めながらカリキュラムを作り育成に力を入れている。社員

の年収の 10%を研修に当てている。 

 店を運営することにフォーカスされがちだが、社内でもデザイン部門を持ち、マーケ

ティングのリサーチからコンセプトメイキング、広告プロモーション、運営を一気通

貫で行っている。こうすることで責任を持ってリスクを取って進めている。 

 温浴施設の売り上げを上げるだけではメッセージ性としては弱い。それを核として将

来的には 1 次から 3 次産業まで、顔が見える形でお客様に衣食住を提供したい。テー

マパーク型の施設を運営したい。 

 今までの業界には給料が安く、長く働き、休みが取りづらいというイメージがあった。

それを打破するために収益性を挙げ、給料を払えるようにし、経営的に安定させ中長

期的なキャリアを形成することを念頭において事業計画を作っている。会社事業の存

続を念頭にメンバーが地方で稼げるようになることをテーマにしている。 

 温泉道場と言う渋い名前だが女性が多い。創立 8 年目の若い会社だが、非常勤を合わ

せると 200 名が働いており、平均年齢は 32 歳ほどだ。埼玉県の会社だが県外の地方

出身者が多い。将来的には地元に戻ってビジネスをしたいという人材も多い。新卒が

多く教育に重きを置いている。業界のイメージとは裏腹に辞める人は少なく、若いう

ちからしっかり裁量をもって仕事をしてもらっている。失敗も経験させるため、あえ

て失敗しそうな案件も稟議を承認している。。中途採用はサービス産業出身者が少なく、

銀行、税理士、コンサルタント、デザイン、スポーツメーカー等既存の枠組みに捉わ

れない発想ができるメンバーがそろっている。 



 

 69 

 看板ブランドはおふろ café で、カフェにお風呂が付いた業態だ。健康ランド等の居抜

きでリノベーションしている。その他に昭和レトロな温泉銭湯等テーマ性を持たせた

ものを各地域に合わせて展開している。 

 起業家育成として、起業家が生まれれば雇用が生まれ地域が活性化するため、社長を

生みだす取組みをしている。夢会議という社内ベンチャーピッチのような取組みをし

ている。リーダーシップ研修ではサバイバルゲームをワークショップ形式で行ってい

る。座学だけではなく、ワークを重要視している。 

 研修制度としては、先進旅館やホテル、地域活性化の事例を１日のツアーで集中的に

見学している。勤務外でも勉強したい人に温泉道場ゼミというゼミ形式の勉強会を行

っている。稼げる力を付けてもらうことが重要だ。AI や働き方が大きく変わる中で本

質的に稼げる力を身につける講座を開いている。 

 外部と連携し、地域の起業塾への協力、受け入れている地域おこし協力隊員の企画で

温浴施設でプログラミング教室を開催といった事例もある。 

 どんどん失敗することが社風だ。失敗しないことはあり得ない。失敗したらいかに素

直に変えられるか、へこたれないかが重要だ。致命的なことはケアするが、失敗させ

ることも重要だ。人事制度も昇格降格が激しい。降格しても再チャレンジしてもらう。

怪我をしながら学んでいくことが経営人材の育成につながる。 

 湯治休暇という年１回 3 日間の休暇制度があり、３連休で県外に宿泊を伴う旅行をし

た場合には、3 万円を補助している。入社 3 年未満の社員にも高い旅館・ホテルに宿

泊し、レベルの高いサービス体験を受けるのはセミナーに行くよりも良い体験である。

100%全員がこの休暇を取得している。 

 現場の社員・パートスタッフに感謝する感謝祭を年に 3 回開いている。役員が、日頃

がんばっている従業員や家族に感謝するおもてなしの会である。 

 我々としても将来ある人材がこの業界に入って来られるように魅力づくりをしていき

たい。我々の経験はつたないが協力できることがあれば、声をかけていただきたい。 

 

【取組紹介②】 

九州大学大学院芸術工学研究院准教授 松隈 浩之氏 
 

 タイトルはコンテンツビジネスプロデューサー育成プログラムで、通称 CIAO と呼ん

でいる。 

 目的はコンテンツ制作に関わる知識や理解を有する人材を育成することである。芸術

工学部はデザインを専門にする学部で、主にアニメや映画、ゲームを制作する知識を

持ち、作れる人を育成する。それに加えて起業、経営マネジメントができる人材を育

成することとしている。 

 この事業ではコンソーシアムという命題があったが、福岡はコンテンツ系の会社が多

く、彼らと一緒に進めている。具体的にはレベル 5 と言う会社を筆頭にしたゲーム会

社の団体・GFF、KOO-KI という映像制作会社やチームラボと一緒に連携を組んでい

る。 

 対象者は大学院の 1 年生だが、将来的には社会人に広げていきたいと考えており、習

得するべき能力はコンテンツ制作、起業、マネジメント、実践力だ。 
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 これまで、主に三つの柱となる授業を作った。一つは実際に企業で働いている方に来

てもらい講義をしていただく。二つ目として、その後に演習を行い、学んだことを実

際にワークショップでビジネスへの落とし込みを考える。三つ目はプロデューサー演

習である。 

 最終的にシンポジウムを開催し、今後は活動を続け、国際的にも連携していく。コン

テンツだけではなくプロダクト、観光、食においてもデザインが必要となってくるの

で、そういった業界とも協力し活動を広げていきたい。 

 平成 32 年度を目途に学府改組を進めていて、連携、カリキュラム編成について話合

っている。 
 

近畿大学経営学部商学科教授 高橋一夫氏 
 

 2014 年 12 月に総合戦略で謳われ始め、DMO は地域の稼ぐ力を引き出す役割を持っ

た組織だという意識が広がっていった。2017 年には観光立国推進基本計画の中で

DMO を 100 か所作ることが謳われ、登録候補法人、登録法人を観光庁が取り上げ、

地域の観光のイノベーションを起こす機運が盛り上がってきた。 

 DMO 人材の育成が急務だと考え、DMO とは何かを明らかにした上でカリキュラムの

構築をおこなった。すなわち、DMO とは観光ビジネスの共同体であり、観光地経営

を担う専門性機能を有し、行政との権限と責任を明確にしたプロフェッショナルな組

織であるとした。 

 DMO は市場に向けてマーケティング、マネジメント、エリアマネジメントを展開す

る組織だ。自治体の職員は数年で人事異動するため、プロパー職員を中心に人材育成

が必要となる。 

 組織経営と社員のモチベーションアップが図れ、行政の仕組みを知って協働して地域

の観光振興が推進できて、その結果、多様な関係者と良い緊張感がある関係を築くこ

とができる。それを担える人材を育成するため、コミュニケーション能力、経営運営

スキル、マネジメントマーケティングの知識と理論、課題解決能力を習得するプログ

ラムとして 20 の科目を作った。 

 DMO の人材育成のニーズは北海道から沖縄に渡っているが、マーケットボリューム

は決して大きくはない。また、観光庁の調査では、観光協会、DMO に勤めるプロパ

ー職員の 51％は年間収入が 400 万円未満だ。大学に集まることは時間的にも費用的

にも難しい。そのため単なる e-learning ではなく双方向の議論ができる Edtech を検

討しており、来年度は NTT グループに参画していただき成し遂げていきたい。 

 

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任助教 佐藤 千尋氏 
 

 我々は技術革新を活用した高収益市場でのサービス経営人材育成事業、2015 年度から

3 年間続けてきたが、サービスデザインコースとして 2018 年 4 月より開講する。 

 成熟社会で人々が生きがいを感じることができるサービスをデザインできる人材を

育成することを目的としている。商学部と連携して活動していて、コンソーシアム企

業は業種が様々だ。 
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 幅広く情報基盤設計、管理会計、マーケティング、ウェルビーイング、哲学を学びな

がら実践的活動を経て、サービスデザインを学んでいくコースで、実践的な授業、プ

ロジェクト型の講義をコンソーシアム企業と取り組んでいる。 

 大学院として提携している海外の大学の学生と一緒に、カリキュラム開発と実証を実

践してきた。大きなプロジェクトの概要としては人が元気なる町を作るというゴール

を設定した。ウェルビーイングとして、その町に暮らしている人が自立している、能

力がある、人と繋がっていることが実現できるサービスを考えてきた。 

 鹿児島県指宿市の砂蒸し風呂が有名な地域にある旅館である白水館のオーナーに特

任教授として来ていただき、そこをベースにサービスを設計と試行を繰り返し行なっ

てきた。 

 先月末にシンポジウムを開き、成果報告をさせていただいた。自分の企業のサービス

デザインをして欲しいという申し出もあった。引き続き取組を継続していきたい。 

  

立命館大学スポーツ健康科学部教授 長積  仁氏 
 

 J リーグと 2 年間、スポーツビジネス経営人財育成プログラムを進めてきた。 

 プログラム開発の背景として、スポーツ産業の市場規模を 2025 年までに現在の 3 倍

にも及ぶ 15.2 兆円に押し上げようとする国のもくろみに反して、アドミニストレーシ

ョンに関心が薄れる若者が増える中、スポーツ産業を成長化させるに相応しい人材が

育っていないことである 

 言い換えれば、スポーツをマネタイズする人材が育成されておらず、スポーツマネジ

メントに関連する学科やコースが設置されているものの、多くの大学は「体育学部」

の枠組みからブレイクスルーするような「人財」を育成することができていない。大

学だけでは、限界があると考え、民間企業と「人財」を育成する必要があると考え、

コンソーシアム会議を重ねる中から既存のビジネスに他産業、他企業とのコラボレー

ションの中で新しい価値を生む人材を育てることが重要だというヒントを得た。 

 プログラムのターゲットは社会人で、スポーツでビジネスをクリエイトする力、社会

的課題を解決する力、新たな価値を創造する力に視点を置きスポーツとのコラボレー

ションによって新しい価値を生みだす力を養うためにプログラム開発に踏み出した。 

 特長はインプット、ワークショップ、アウトプットというサイクルで回すことで、今

年はパイロット講座を開設した。一つは千葉ジェッツとのプログラム、もう一つはデ

ータスタジアムとのビジネスの可能性の検討プログラムだ。今後は、様々なコンソー

シアム企業を活用しケースを開発していきたい。 

 2018 年度秋から自走プログラムとして開講する予定だ。 

 

【ポスターセッション】（略） 
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【産業界からのメッセージ②】 

特別講演「サービスの本質を科学する～サービス改革 6 つの壁を乗り越える～」 
松井サービスコンサルティング代表   松井 拓己氏 

 
 サービスの改革をお手伝いさせていただいているため、その理論をご紹介し、ビジネ

スでのサービスの課題、その解決の糸口の参考にしていただきたい。 

 著書の「日本の優れたサービス～選ばれ続ける６つのポイント～」では、経産省の日

本サービス大賞という取組で、第一回目に受賞された 31 件のサービスを理論でひも

解いて、業種を超えた学び合いを橋渡しさせていただいている。 

 優れたサービスは日本にたくさんあるが、個人芸やカリスマ経営者の直感的センスに

頼ったサービス事業ではいけない。 “つくりとどけるしくみ”によって、優れたサー

ビスを狙い通りに生み出せるようになることが、サービス事業のステージアップには

欠かせない。サービス経営人材はまさに、組織的にしくみとして優れたサービスを生

み出せるかが腕の見せどころではないか。 

 サービス事業には顧客、従業員、事業がある。ビジネスの現場ではそのどれかが犠牲

になって上手くいっていないことが多い。事業戦略や営業強化のテーマの実態は、い

かに売りつけるかという観点で顧客を犠牲にしている企業が多い。おもてなし、CS

向上、サービス向上は、サービス提供が自己犠牲を払ってでも何でもするべきだと思

われている。これでは事業や従業員自身が疲弊していく。顧客が価値を感じることと、

従業員がやりがいを感じることと、事業成長に繋がる成果が出せること、このどれも

犠牲にしないサービスが実現できるかどうかが、サービス経営人材には求められてい

る。 

 私がよくいただくご相談を並べてみると、主に 6 つの壁があることが分かる。サービ

スはおまけだと思われている建前の壁、いくら取り組んでも顧客に響かない顧客不在

の壁、現場に丸投げしてしまう闇雲の壁、プランは描けても実現しない実行の壁、い

つも取組が長続きしない継続の壁、やらされ感から抜け出せない情熱の壁がある。 

 我々がお客様に提供することの中で、「事前期待」に合うものだけがサービスと呼んで

もらえる。いくら良かれと思って提供したものでも、この事前期待に合っていなけれ

ばサービスとすら呼ばれない。現場では何をすれば喜んでもらえるのかという打ち手

の議論がほとんどだ。その前にどういう事前期待に応えるべきかという議論を徹底的

に始めるべきだ。 

 事前期待の的を見定め、その的に当たる球を徹底的に投げていく。こうすると組織的

にサービスの価値向上に集中できる。同時に、的に当たらない球は投げないことに決

める。これにより、業務の効率化と価値向上の両立化が可能となる。 

 サービスの人材育成は、事前期待を捉えるアンテナの感度を高めることと、捉えた事

前期待に応えるスキルを組織的に磨くことの２つがある。多くの企業では事前期待に

応えるスキルの育成ばかり行われている。様々な業界で活躍するハイパフォーマーを

ひも解くと、事前期待に応えるスキルが高いというよりは、事前期待を捉えるアンテ

ナの感度が抜群に良い人が多い。アンテナのひも解きをすると、どのような人材を育

てるべきかが見えてくるのではないか。加えて、事前期待に応えるスキルの育成も、

現場任せになっていることが多いので、組織的なテコ入れが必要だとも思う。 
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 サービスの評価は、成果に対する評価とプロセスに対する評価に分解できる。サービ

スマネージャーは成果に対する評価ばかりを気にしているが、プロセスの評価を組織

的にいかに高めるかが、サービスの伸び代をつかむためには重要な観点となる。 

 サービスプロセスをモデル化して、どのプロセスで何を努力することが、サービスの

価値が高まり、リピートや紹介につながるのか、勝負プロセスという観点でプロセス

を組み直すことが有効。これによって現場の知恵や工夫が組織の力に変わっていくだ

ろう。 

 サービスの人材育成とは、今までは受け身型や提案型が多かったが、最近は客自身欲

しいものがわからなくなっているため、上手くいかなくなってきている。これからは

問題やニーズを一緒に探して、一緒にサービスを組み立てていく探索型や共創型の人

材育成が鍵を握っているのではないか。 

 事業として成果が出せるかどうかは、失点を減らすという方向性と得点を増やすとい

う方向性で変わってくる。成果が出ない企業は失点撲滅型で終わっていることが多い。 

 これからは得点をいかに増やすかという方向で、サービス事業の経営を進めて行ける

かどうかが鍵を握っている。大満足のお客様を増やさないとリピーターや紹介は増え

ない。やや満足の 97%がリピートしない。成果の出る CS の捉え方も理解しておく必

要がある。 

 

【パネルディスカッション】 
テーマ「サービス経営人材の育成と今後の展開」 
 
（三ツ石氏） 
 今までの産学連携による人材育成は、戦後の経済成長を支えてきた製造業を中心とし

た、「日本株式会社」の従業員を大量に生産するという観点が強かった。サービス経営

人材の育成のためには、こうした考え方を捨てる必要があるが、本日のプレゼンを伺

っていると最近では個々の学生に合わせたキャリア形成など新しい動きが感じられ育

成、企業にマッチした人材育成が出て来ているが、こうした動きが増えていくことで

日本のサービス産業の競争力強化に繋がっていくのではないか。 
 
（松井氏） 
 様々な企業からの相談を受ける中で、大学の先生が言うことはロジカルには頭に入っ

てくるが経験知としてはピンとこないという方が多い。今日の事例紹介を聞いて、最

初は抵抗感があってアレルギー反応がある産業界でも、産学連携でしか生み出せない

価値があるということに気付いたのではないか。 

 

 産学連携を推進していくうえでの課題等について 
 

（佐藤氏） 

（実際にプログラムを推進していく中で感じ取られた課題について） 

 「産学連携」は言うのは簡単だが、実際には困難も多く、コンソーシアムへの間口を

広く、出入り自由にすることが良いのではないか。 
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（長積氏） 

（具体的な対象を踏まえた上での産学連携推進の課題について） 

 民間企業と協業を進める上で重要なのは、事業のフレームワークを提示した上で、民

間企業が参画するメリットを明確に示すことである。 

 

（高橋氏） 

（地域の企業、地域社会と向き合う際の課題や取り組むべき問題について） 

 特に課題を持ったということはない。研究者の立場になって 12 年になるが、それま

では民間の旅行会社で 23 年間仕事をしていたため、社会に役に立たない理論は理論

ではないと考えている。先達の研究者の理論も実務の中で鍛えられていったものが最

後に残っていく。地域の企業、住民、行政と向き合って進めるにあたって課題を感じ

たことはない。 
 

（松隈氏） 
（ビジネス系教員と組んで進める上での課題や取り組むべき問題について） 

 企業によって温度差があり、コンソーシアム参画のメリットを問われることが多く、

また、大学と企業ではスピード感が違うので、そこをいかに歩み寄るかが重要だ。 

 
（三ツ石氏） 
 温泉道場という会社は、人材を育成するということを「道場」と社名の中に掲げてい

ることもあり自然に考えている。しかし、温泉道場以外の企業においても、教育現場

と連携し人材を育成することは、競争力強化に向けた経済界・企業の急務と考える。 

 ただどうやって「経営」人材を育てるのか。プロデュースする、経営するということ

は実行してみないとわからないことが多い。進めるにあたっては異を唱えられること

もある。経営者しか感じられない苦しさがある。それをいかに学生に伝えていくか。

経営者の苦しみと醍醐味をどう伝えていくかが、今後のサービス経営人材を深掘りし

ていくための課題となる。 

 
（松井氏） 
 4 つの大学の取組みが、成果を見据えていたが、メリットの見える化、成果の見える

化だけではなく、成果が出ることを企業側に実感してもらうことを念頭に置いてプロ

グラムに仕立てることが大事な観点だ。 

 先ほど申し上げた 6 つのポイントでも、重要視していることは成果実感だ。成果が実

感できないと忙しさに負けて優先順位が落ちてしまう。その意味では、サービス経営

人材は企業に戻ってからが課題で、実学実務を通して事業も人材も成長を加速してい

けるかが大事な観点だ。 

 また、ビジョンと危機感と使命感に火がつかないとサービス経営人材としては組織を

巻き込んでいくエンジンがかからない。何を学んだかではなく、どう生かすかという

プロセスの方に力点を置いたプログラムのブラッシュアップも重要だ。 
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 今後のプログラム発展の方向性について 
 

（松隈氏） 
（今後のプログラムの具体的展開について） 

 具体的には、カリキュラムを大学院にも組み込み、企業と大学がもっと混ざり合う状

況を作っていきたいが、そこに大きな壁を感じている。2 年目はそれを強化していき

たい。学んだ学生が良かったと言ってくれて、社会に出て活躍してくれることが明確

な答えだ。少し時間はかかるがそのようになっていければ良い。 

 

（高橋氏） 
（ICT を活用したプログラムを展開していくにあたって、今後の学びの活用の方向性につ

いて） 

 お二人のおっしゃることに違和感はない。実行してみないとわからないということ、

実学として活用していくこともその通りだ。我々の理論はどのように役立つのか。思

い付きで実践し 1000 に 3 つしか成功しないではなく、理論を知ることで 100 に 30

は成功するという成功の確率をいかに高めるかが、我々のプログラムの使命だ。 

 実学は学んでは実践し、実践しては学び直す繰り返しのプロセスだ。この精神性が研

究者の中に宿っていないとすれば、我々が作ろうとしているプログラムを実務に向け

て試していく力はどこにもないことになる。 

 
（佐藤氏） 
（今後のプログラムの具体的展開について） 

 コンソーシアムも共同研究としてすべての企業と組んでいるため、加入するための資

金を頂戴して活動している。大学の責任感、企業が求める対価ということもあるが、

慶應義塾の精神である「実学」「半学半教」のスタイルで進めている。 

 

（長積氏） 
（今後のプログラムの具体的展開について） 

 パイロット講座で、スポーツと関係のない企業がプログラムに興味を持ってもらった

ことで、人材育成を進める上での手応えを少しは感じている。受講料を設定し、プロ

グラムを自走させるためには、質の高い学びを提供し、結果を残さなければならない。

また提供する学習の場が、民間企業の協業や産業の育成につながるようなプラットフ

ォームになればと考えている。 
 
（松井氏） 
 企業でサービス改革をするとなると必ず人材育成がネックになることが多い。企業の

現状は人材育成の多くが OJT だ。「経験を積め」「背中を見て学べ」と、いきなり現場

に放り込んでしまう。個人の経験だけに頼っていては、人材育成が加速しない。今回

の取組みがあることで加速することができる。 
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 製造業では製品の設計を命懸けで行うが、サービス業はサービス設計部という部署す

らない。現場で良かれと思って行い成功した事例を共有するという程度だ。サービス

の設計や教育トレーニングを組織的に取り組むべきだ。 

 大学が産学連携を通してロジカルに方法論を仕立てて、実学を通してサービス経営人

材を育成できるということは、日本のサービス業にとっては価値のある取組みだ。 

 実践において理論を理解している人材が経験を通して自分の力で加速するというサイ

クルが、産学連携ならではの生み出せる価値ではないか。 

 
（三ツ石氏） 
 サービス経営人材の育成には、サービスは幅が広すぎる、経営者教育は誰が行うのか、

人材育成も一言では語れないという三重苦がある。サービス産業側が教育現場との連

携で、サービス業にも様々な仕事があるということを体感してもらうように伝えてい

く努力をしていくべきだ 

 マニュアルを超えて顧客のニーズを察して半歩先のサービスを提供することが顧客満

足に繋がっていくが、察することにはボランティアやディベート、人とのコミュニケ

ーションの経験を積んでいくことが重要だ。温泉道場ではマニュアル以外に自分たち

でワークショップ等を開かせ、失敗することもあるが、お客様にどう訴え、集客をす

るか、またワークショップでのお客様の反応はどうか、経験してもらっている。 

 本日各大学からご紹介のあった教育プログラムを生み出し、運営されるにあたり、レ

ポートに書けないような苦労があったと思う。そうした苦労・壁を乗り越えるノウハ

ウを、人間対人間で伝えていくと良いのではないか。 

 サービス経営人材とは、社長と学生が繋がる接点を増やしていくことが重要だ。 

 
【閉会宣言】 
 大学等におけるサービス経営人材育成の取組強化に向けた宣言 2018」の採択 
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大学等における 

サービス経営人材育成の取組強化に向けた宣言 2018 

 

１． 今後の高付加価値サービスの提供実現にとって必要不可欠なサービス経営人材育

成のための取組みは、まだ始まったばかり。産業界からも評価の高い、これまで約３年

間のトライアルを、定着・本格化させていくべきである。  

 

２． サービス経営人材の育成システムは、一朝一夕に出来上がるものではなく、時間

をかけて作り上げていくものである。卒業後のキャリアパスとセットで継続開発を行っ

ていくことが必要である。  

 

３． 各関係機関は、それぞれ海外一流機関や産業界をパートナーとして積極的に取り

込むことや、相互連携を行い、我が国をアジア太平洋地域におけるサービス経営人材育

成の国際的な一大拠点とすることを目指す。  

 

以上について、各関係機関は協力して宣言の実現に取り組んでいく。 

 

以上 
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 アンケート結果 

 

＜回答者数＞：５９名 

 

① 最終報告会「サービス経営人材育成大学サミット 2018」の各プログラムへの  

評価 

 

 最終報告会「サービス経営人材育成大学サミット 2018」における各プログラムの評価

は図表 19～23 のとおりである。 

図表 21 基調講演の評価 

 

 
図表 22 特別講演の評価 

 

大変参考になった

46.4%
参考になった

44.6%

どちらともいえない

7.1%

参考にならなかった

1.8%
(n=56)

大変参考になった

57.4%参考になった

29.6%

どちらともいえない

9.3%

あまり参考にならな

かった

1.9%
参考にならなかった

1.9%

(n=54)
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図表 23 ポスターセッションの評価 
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図表 24 パネルディスカッションの評価 

 
 基調講演は「大変参考になった」「参考になった」と回答した割合が 91.0％に及んで

いる。 

 特別講演は「大変参考になった」「参考になった」と回答した割合が 87.0％に及んで

いる。 

 各採択校のポスターセッションに対しては、それぞれ約 50%～75％が「大変参考にな

った」「参考になった」と回答している。最も「参考になった」との回答割合が多かっ

た採択校は近畿大学の発表であった。 

 パネルディスカッションは「大変参考になった」「参考になった」と回答した割合が

87.1％に及んでいる。 

 総評としては、図表 1 図表 25 のとおり、90.0%が「大変参考になった」「参考になっ

た」という回答をしている。 

図表 25 総合評価 
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② 最終報告会「サービス経営人材育成大学サミット 2018」への自由回答 

 「成功している大学における情報・スキルの付加価値を感じる」「リカレント教育の現

状を踏まえると、とても重要な事業である」「大学と社会の実践がますます活発に交流

してほしい」「教育機関と企業の関わり合い、今後のつながりを知りたい」といった本

事業の成果に関する好意的な意見がみられた。 

 一方で、「採択校の取組のうち一部しか理解できなかった」「各プログラムの時間が短

かった」「一般向けに特化しすぎると採択校にとって出席する意義が感じにくくなる」

いったプログラム等に関する改善意見が散見され、次年度以降への申渡し事項が確認

された。 

 

③ 最終報告会「サービス経営人材育成大学サミット 2018」の参加のきっかけ 

 参加のきっかけは図表 26 のとおりで、最も多かった回答が「知人からの紹介」であ

った。 

図表 26 最終報告会参加のきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 回答者の所属 

 図表 27 のとおり、回答の多かった項目は「医療・金融・マスコミ以外の民間企業」

であり、続いて「教育機関」、「行政機関」と続いている。 
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図表 27 参加者の属性 
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第４章 今後の展開 

 企業実践と大学教育の接続強化 

 

企業や実社会が実践的に求めるキャリア開発力は、「エンプロイアビリティ」（就職可能

となる力）と企業内環境・社会環境の依存しており、さらにエンプロイアビリティは大学

の教育環境における社会人基礎力、基礎学力、専門学力などに依存するといえる。 

こうした構造を前提とするならば、さらなる産学連携の推進によって、企業の実務と大

学教育の接続を強化、円滑化することが重要となるのである。 

そこで、産学連携を円滑化し教育プログラムを整備していくにあたっては、学生は座学

による形式知（基礎学力・専門学力）を事前に習得し、自らの目標やキャリアプランを定

め、インターン（実習）の中で暗黙知であるホスピタリティ並びにホスピタリティ・マネ

ジメントの訓練を受け、総合的に習得していくことが求めれてくるのである。 

したがって、大学におけるサービス経営人材の育成にあたっては、「エンプロイアビリテ

ィ」の向上を企図したプログラムデザインと評価の仕組みを整備することで、費用対効果

の高い教育プログラムを提供できるものと考えられる。 

 

 知の共有化による教育プログラムの横展開 

本事業で開発された各大学の教育プログラムの横展開では、シンポジウム・セミナー等

の実施によって一定の実績を上げたが、参加するといった積極的な行動を、大学やとりわ

け日々多忙な企業が取るには、相応の魅力的なコンテンツとそのプロモーションの用意が

必須となってくる。 

そこで、各大学の教育プログラムを横串で通してナレッジ化し、それらをテーラーメイ

ドで他の大学が活用できるようなフレームを整備するなど、知の共有化を企図した仕組み

づくりが必要となる。 

そのうえで、臨場感を持ったシンポジウム・セミナーといったリアルの場での企業と大

学、大学同士あるいは企業同士のマッチングが、さらに内実のある産学連携の促進を実現

するものといえるのである。 

 

 

以上 


