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第６章 実行委員会の開催 

受講生の選定・調査に関する検討・次年度に向けた意見交換において実行委員会を開

催し、委員による適正な提案・助言内容を反映した。 

1. 実行委員会設置要綱 

実行委員会設置要綱 

 

令和元年度未来の中核人材養成集合型研修委託業務に係る 

実行委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 令和元年度未来の中核人材養成集合型研修委託業務（以下、「業務」という。）に

おいて、「沖縄観光キャリアカレッジ」のカリキュラムおよび講師人選の承認等

を行うため、実行委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、提案・助言・決定等を行う。 

(１) プログラムの内容および講師に関する事項 

(２) プログラムの育成効果検証に関する事項 

(３) その他必要な事項 

 

（委員会および委員） 

第３条 委員会は、沖縄観光キャリアカレッジ事務局（以下、「事務局」という。）に設置

する。 

２ 委員会は、プログラムの内容および講師、育成効果検証等について適正に提案・

助言できる有識者等で構成し、事務局が委員を委嘱する。 

３ 委員長及び委員は、別表に掲げる者を以って充てる。 

４ 委員長は、委員を代表し、会議の議長を務める。 

５ 委員会に対し、委員は書面により意見を付すことができる。 

６ 委員は、やむを得ない場合に委員長の承認を得て他の者に職務を代理させること

ができるものとする。 

 

（任期） 

第４条 前条に定める委員の任期は、令和２年３月３１日までとする。 
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（委員会開催） 

第５条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は委員会を総理する。 

２ 委員会は適正に提案・助言等を行うことのできる委員の２分の１以上の者の出席

を以って成立する。但し、議決を伴わない場合は適用を除外する。 

３ 委員会の議決は満場一致で成立とする。ただし、決め難い状況（修正後でも満場

一致とならない場合等）が生じた場合には、委員長の判断に委ねるものとする。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。 

５ その他上記に定めのない事項が生じた場合は、委員長の判断に委ねるものとす

る。 

 

（委員会庶務） 

第６条 委員会の庶務は、事務局において監理し、庶務作業は事務局にて行う。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員及び委員会に関与した者は、業務上知り得た事項を第三者に漏洩してはなら

ない。 

 

（その他） 

第８条 委員会は、この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項を定

めることができる。 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、令和元年 11月７日から施行する 
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2. 実行委員会開催概要 

 

【実行委員会開催日程（全 3回）】 

 開催日時 開催場所 

第 1回実行委員会 令和元年 11月 7 日（木） 

10:00～11:30 

沖縄ツーリスト株式会社 

松尾本社ビル 4階会議室 

第 2回実行委員会 令和 2 年 1月 15 日（水） 

15:00～16:30 

沖縄ツーリスト株式会社 

松尾本社ビル 4階会議室 

第 3回実行委員会 書面による意見聴取  

 

 

3. 実行委員会委員一覧 

【実行委員名簿】                                    

氏名 所属 

上地恵龍 沖縄キリスト教学院大学 副学長 

琉球大学 客員教授 

大城宗直 株式会社南都 代表取締役社長 

雉鼻障郎 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 課長 

下地芳郎 沖縄観光コンベンションビューロー 会長 

當山智士 株式会社かりゆし 代表取締役社長 

東良和 沖縄ツーリスト㈱ 代表取締役会長 

（順不同・敬称略） 

 

【委員会オブザーブ参加者名簿】 

氏名 所属 

大仲浩二 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 班長 

稲嶺夏来 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 主任 

（順不同・敬称略） 
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4. 実行員会開催内容 

 

（１） 第１回実行委員会 

議事録 

令和元年度 未来の中核人材養成集合型研修委託業務 

「沖縄観光キャリアカレッジ」 

第１回実行委員会 議事録 

 

１．日時：令和元年 11 月 7日（木）10:00～11:30  

 

２. 場所：沖縄ツーリスト本社松尾ビル 4階会議室 （沖縄県那覇市松尾 1－2－3） 

 

３．出席者 

実行委員 

上地 恵龍       沖縄キリスト教学院大学 副学長 

琉球大学 客員教授 

大城 宗直（欠席）   株式会社南都 代表取締役社長 

雉鼻 章郎 (欠席) 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 課長 

 代理：大仲 浩二   沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 班長 

下地 芳郎（欠席) 沖縄観光コンベンションビューロー 会長 

 代理：下地 貴子   沖縄県観光コンベンションビューロー 受入推進部  

當山 智士       株式会社かりゆし 代表取締役社長 

東 良和（欠席）    沖縄ツーリスト㈱ 代表取締役会長 

 代理：安部 潤    沖縄ツーリスト株式会社 マーケティング戦略本部 本部長 

 

オブザーバー 

稲嶺 夏来       沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 主任 

 

事務局 

栩野 浩        OTSサービス経営研究所 代表取締役社長 

金城 弘毅       OTSサービス経営研究所 クリエイティブセッション課課長 

長堂 綾        OTSサービス経営研究所 組織構築課 チーフ 

與儀 清乃       OTSサービス経営研究所 組織構築課 

有銘 あかり      OTSサービス経営研究所 Society5.0課 



94 

 

４．次第 

（１）委員会設置要綱の説明 

（２）委員長の選任 

（３）事業の概要説明 

（４）受講生の選定 

（５）その他意見交換・助言 

 

５．議事 

（１）委員会設置要綱の説明（事務局・金城） 

実行委員会設置要綱について、委員へ確認依頼と以下事項を抜粋して読み上げ。 

 

＜抜粋事項＞ 

 所掌事項（第 2 条）：委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、提案・助言・決

定等を行う。 

（１） プログラムの内容に関する事項 

（２） 育成効果検証に関する事項 

（３） その他必要な事項 

 任期（第４条）：前条に定める委員の任期は、令和２年３月３１日までとする。 

 委員会開催（第 5 条）：委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は委員会を総理

する。委員会は適正に提案・助言等を行うことのできる委員の２分の１以上の者の出席

を以って成立する。但し、議決を伴わない場合は適用を除外する。委員会の議決は満場

一致で成立とする。ただし、決め難い状況（修正後でも満場一致とならない場合等）が

生じた場合には、委員長の判断に委ねるものとする。委員長は必要に応じて委員以外の

者を出席させ意見を聞くことができる。その他上記に定めのない事項が生じた場合は、

委員長の判断に委ねるものとする。 

⇒本日の委員会は２分の１以上の出席有、成立。 

⇒委員会設置要綱に関して全委員より異議、質問等無し。 

 

（２）委員長の選任（事務局・金城） 

 事務局の推薦として、上地委員が適任と提案。 

 ⇒上地委員の委員長就任に関して全委員より異議無し、承認。 

 

＜上地委員長挨拶＞ 

 厚生省の報告では、新卒入社 3 年以内の離職率は 49.７％で、約半分が辞めてしまう。そ

して、大卒で宿泊業・飲食業に就職して入社 3年以内に辞める人は 59.6％にもなる。さ

らに、その離職した人の約 3 割は、入社前とのイメージギャップが原因で辞め、約 2 割
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はやりがいが明確にならないという理由で離職をしている。 

 それらを踏まえて考えると、当人材育成は、マネジメント基礎や沖縄の観光を学ぶスキ

ルアップを目的とした講座だけではなく、キャリアデザインが組み込まれている。これ

は入社 3年目の人材育成・定着に大いに期待できる。 

 

（３）事業の概要説明（進行：上地委員長、説明：事務局・栩野） 

概要・内容について、配布資料に基づき説明。 

 目的：離職率の高い入社１～３年目のエントリー層に、将来中間・トップに育つために

必要な「体系的」学習を実施することで、５年後の離職率を改善することを目的に研修

を実施。現状はスキル研修ばかりで、この層に向けた体系的学習施策が無いので、定着

率を上げる要素を加味した人材育成施策を実施。  

 カリキュラム設計の考え方：受講生に、自身のキャリアプランをみんなの前で発表する

ことを最終目標としてもらう。その最終目標を達成するために、戦略的思考・マーケテ

ィング・リーダーシップ基礎・会計分析基礎の「マネジメント基礎」、沖縄観光の現状・

未来や社会的役割などの「沖縄の観光」そして「キャリアデザイン」の 3 カテゴリーの

講座を行う。マネジメント基礎は、難しい内容ではなく、「本質をとらえる」ことが出来

るような内容にする。沖縄の観光では、OCVB 様にも講座を担当していただき、行政や

広域 DMO の基礎的考え方を学んでもらう。キャリアデザインでは、キャリアは自身で

描けるもの、という考え方を理解してもらう。 

 研修形式：1 泊 2 日の合宿形式にする理由は、受講者の仕事のシフトを考えると、数時

間を回数多く、とするより、1～2日まとまった形での方が参加しやすいこと、日常業務

から離れて研修に集中できること、食事や研修後・宿泊などを通じ、研修参加者同士の

触発機会が最大化できることとしている。 

 講師紹介：ファシリテーターには観光人材育成で成果を挙げている人を起用し、マネジ

メント基礎の講師陣にはマネジメント基礎の本質を語れる講師を、そして沖縄観光、キ

ャリアデザインには実際に観光現場で活躍する受講生が身近に感じることのできる方々

を起用。講師陣は出来る限り、沖縄出身者、もしくは沖縄で現在働いている方々を起用。 

 調査概要：調査は学生・エントリー層・企業と 3 対象で行うが、トータルで「人材の育

成・定着を更に図るには？」を明らかにするための現状・課題把握と捉え、全体像を明

らかにするよう実施する。詳細に関しては、次回実行委員会にて説明を行う。 

 

【質問】 

Q 大仲委員（代）：昨年度の沖縄県観光政策課によって県民意識調査を行い、その結

果、親が「観光業はブラックだ」と考えていることが多いことが明らかになった。高

校生・専門学生・大学生は、親からのアドバイスのもと就職活動を行うことが多いと
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考えられる。今年度、当事業内でその調査を行ってもよかったが、委員会の皆様はど

うお考えでしょうか？ 

A事務局栩野：今年度の調査でも出来る限り反映させる。 

 

（４）受講生の選定・決定（進行：上地委員長、説明：事務局・有銘） 

・ 申込者数は、定員 30名に対して 39 名の申し込みがあった。 

・ 募集要項にも記載した、満 30 歳以下・観光業勤続年数が 4年未満の条件に当てはま

らなかった 2名に関しましては、残念ながら選定不可とする。 

・ 残りの 37 名に関しては、事務局側で志望動機の内容から判断し、良かった順に◎、

〇、△と評価をした。◎、〇の申込者は合格とし、△のついた申込者の合否を、この

場で話し合う。 

【志望動機評価方法】 

・ 3 つのポイントを設定し、そのポイントに沿ったことが志望動機内に書かれているか

判断した。3 ポイントのうち 3 つ全て書かれていたら◎、2つ書かれていたら〇、１

つのみだと△とした。3つのポイントは以下参照。 

① 沖縄観光への期待：沖縄観光の将来への楽しみ、その将来に自分はどうかかわってい

きたいのか。沖縄観光に貢献したいのか、その決意はあるのか。 

② キャリアデザイン：この研修で自身の 5 年後 10年後を描けるようになりたいか。 

③ モチベーション：やりたいことが明確か。この研修に期待していること（スキルアッ

プを除く）。 

 

當山委員：検討対象に入っている方々の中でも、チェック項目のモチベーションにチェ

ックが入っていない人が、少し厳しいと考える。 

事務局有銘：この 3つの項目の中でも、やはり 1番はモチベーションを大切にしたい。 

安部委員（代）：質的なことを判断するのは難しい。例えばモチベーションも、申込者浦

崎茜さんはチェックがついていないけど、モチベーションがないとは思えない。もし選

定不可とする場合、「あなたはモチベーションがないのでダメ」と伝えるのか。 

事務局有銘：募集要項にも、「申込者多数の場合、志望動機の内容を判断見て判断しま

す」と記載したため、モチベーションがなかったからとはお伝えしない。 

當山委員：37名全員合格とは出来ないか。 

安部委員（代）：この文面だけではモチベーションが判断できるのか。 

事務局栩野：外国人は日本語に対するハンディキャップがある。 

當山委員：わざわざ沖縄にきて働いている。 

事務局有銘：事務局としても、申し込みをしている時点でモチベーションを感じる。出

来るだけ多くの方々を合格としたい。37名合格、としてもよいか。 

⇒37 名受講生決定に関して全委員より異議無し、承認。 
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事務局有銘：皆さんのご意見をいただいた結果、37 名で決定する。 

 

（５）その他意見交換・助言 

 當山委員：申込者の中には女性が多くいるというのはとてもいい。マネジメントを任せ

られる女性を沢山、将来的には育てたい。 

 下地委員（代）：募集はどのように行ったのか。 

事務局有銘：募集は、専門申込サイトを設置。さらに、ホテル様や旅行会社様、観光施

設様に営業を行った。各協会様にお願いをし、ご案内をしていただき、琉球新報様・タ

イムス様にも掲載していただいた。そして、各企業様から申込者を推薦していただく形

式にした。そのほかにも、申込者が自ら所属長にお願いをして、推薦書を記入いただ

き、申し込みをしていただいた例も何件かある。 

 當山委員：沖縄県教職員組合で、沖縄県観光の講演を依頼された。来年から、沖縄県商

業高校では、観光ビジネス・マネジメントの授業が開始予定。観光が必修科目となる。

そこで教職員の方々が「このカリキュラム（沖縄観光キャリアカレッジ）を担当の先生

方に見学してもらいたい」と述べていた。観光について知らない先生方が、観光につい

て教えなければいけない、どう教えていいのかわからない、なのでこのカリキュラムは

勉強になるだろうなと考えた。 

大仲委員（代）：今回の講座は撮影もするので、そこも活用できるかと。 

事務局栩野：オブザーバー参加も可能。 

 下地委員（代）：普通高校の先生からは、就職に関してとても困っているとのお話を伺

った。実業高校は、就職につながるが、普通高校はそれが厳しいと。進学するにして

も、キャリアプランが明確になっていないので、先生方も生徒が何をしたいのかが不明

なので、どこに進学させたらいいのかわからなくて、困っているとのこと。沖縄県観光

教育研究会が、観光産業分野として、このような悩みに関してお手伝いできますよ、と

話したところ、教職員の方々も是非お願いしますとのことだった。 

 上地委員長：なぜ私がキリスト学院大学の副学長に就任したのかというと、当大学・短

期大学が、観光概論を必修科目にしたため。観光は裾野が広く、旅行業や航空会社だけ

でなく、学生の就職先に多いブライダルなども、観光と関係している。英語だけではダ

メで、観光も学ばないといけないと、当大学の学長もおっしゃっている。 

 事務局栩野：大学で観光学を学んだ学生が、観光産業に就職しないというのは、よく聞

く話。高校生のころから観光を学ぶことで、観光産業に就職する数も増えることが期待

できる。 

上地委員長：観光学を学んだ学生は、裾野が広いから、就活でもいろいろな会社から内

定をもらっても、保護者の意見が影響して、観光産業には就職しないことが多い。4 年
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制大学卒業の学生だけではなくて、専門学生などにもリクルート範囲を広げないといけ

ない。当人材育成を、マスコミに沢山アピールして、観光産業のマイナスイメージを払

拭しなければならない。悪いイメージだけではなくて、このような人材育成も行ってい

るという情報も発信しなければならない。 

當山委員：観光業は、現場で働く人のみではなくて、もっとアカデミックな人材も必

要。県庁職員になる人だっている、市町村で観光振興を頑張る人だっている。ホテルの

マネジメントにも必要で、一見観光産業ではないような、サンエーやリウボウなども観

光に依存している。観光的ではない職業は、（沖縄では）今はもうない。 

上地委員長：今回は、小売業は受講生対象にはなっていないのか。 

事務局有銘：今年度は、ホテル業界・旅行会社・観光施設に対象を絞っている。 

事務局栩野：来年度は、対象業界をどこまで絞るか未定だが、今年度より拡大する予

定。対象業界に関しては、今後の実行委員会内の議題として話し合っていきたい。 

 安部委員（代）：先ほどの商業高校での観光科目が必修になるという件、こちら側で 5

回コースなどとしてパッケージ化を図るということも可能。それを、沖縄県もしくは教

育委員会などがオーガナイズする。 

 安部委員（代）：（当人材育成で）無理解による離職を防ぐことも可能になる。1 年目 2

年目は業務をこなすだけだけど、観光業の全体像をしっかりとこの人材育成で把握し、

夢もあるけど課題もある点も理解してもらいたい。なので当人材育成の中でも、綺麗ご

とばかりを並べるのではなくて、こうゆうことが起こるから、このように準備をしなく

てはならない、などと学んでもらいたい。これは、観光産業だけではなくて、金融業で

も同じことが言える。「この業界にいるから、未来永劫安泰」という業界は一つもな

い。そのための客観的理解を当人材育成でしてもらいたい。 

 上地委員長：もう 1度繰り返しますが、厚生労働省の調査結果から、入社して後悔する

理由としては、入社前の情報収集が足りなかった、やりたいことが明確にならないまま

入社してしまった、が 6割を占めている。長時間労働や待遇は全く触れられていない。

無理解での離職を防ぐには、やはりキャリアプランを明確にすることである。当人材育

成はキャリアプランを重要視しているが、このような人材育成は他には例がない。我々

は、マスコミに対して、この点をしっかり伝える必要がある。 

 當山委員：弊社には、高度人材と呼ばれる外国人スタッフが 44 名いる。外国人スタッ

フに対する社内研修はたくさん行っているが、このような当人材育成に参加出来たらい

いなと感じる。 

事務局栩野：今年度、事務局側がその点をしっかり発信していなかった。来年度はしっ

かり発信していきたい。定員に対して、あらかじめ外国人スタッフは何名受け入れます

というのを設定してもいいかもしれない。 
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下地委員（代）：またこの人材育成とは別に、外国人スタッフを対象とした人材育成が

あってもいいのかもしれない。企業ごとで行うのではなくて。 

事務局栩野：観光人材の多様化についても考えていかなけれないけない。 

上地委員長：外国人スタッフが、日本のキャリアプランについてどう考えているのかを

知ることも重要だと思う。 

當山委員：「沖縄観光キャリアカレッジ」の外国人スタッフバージョンを行えば、国内

初。とてもいいこと。 

下地代理：ぜひやっていただきたい。 

 

  

業務連絡（事務局・有銘） 

第二回実行委員会は令和 2 年 1月中～下旬に実施予定、各委員の予定を伺った後に日程

確定。 

以上 

 

 

（２） 第２回実行委員会 

議事録 

令和元年度 未来の中核人材養成集合型研修委託業務 

「沖縄観光キャリアカレッジ」 

第２回実行委員会 議事録 

 

１．日時：令和２年 1月 15日（水）15:00～16:30  

 

２. 場所：沖縄ツーリスト本社松尾ビル 4階会議室 （沖縄県那覇市松尾 1－2－3） 

 

３．出席者： 

実行委員 

上地 恵龍       沖縄キリスト教学院大学 副学長 

琉球大学 客員教授 

大城 宗直       株式会社南都 代表取締役社長 

雉鼻 章郎     沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 課長 

下地 芳郎（欠席) 沖縄観光コンベンションビューロー 会長 

當山 智士（欠席）   株式会社かりゆし 代表取締役社長 

東 良和        沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役会長 



100 

 

オブザーバー 

稲嶺 夏来       沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 主任 

 

事務局 

栩野 浩        OTSサービス経営研究所 代表取締役社長 

金城 弘毅       OTSサービス経営研究所 クリエイティブセッション課 課

長 

長堂 綾        OTSサービス経営研究所 組織構築課 チーフ 

與儀 清乃       OTSサービス経営研究所 組織構築課 

有銘 あかり      OTSサービス経営研究所 おきなわ向上心応援課 

 

４．次第 

（1） 研修プログラムの進捗報告 

（2） 最終プレゼンの進め方説明 

（3） 調査事業に関して説明 

（4） 来年度にむけての意見交換・助言 

 

５．議事 

（１）研修プログラムの進捗報告（事務局・有銘） 

・ 第 1回研修が 11 月 14 日・15日の 1泊 2日で行われ、37 名受講生全員が参加。1日目

には、ファシリテーター近藤さんによるオリエンテーションから始まり、中田さんの戦

略的思考、沖縄大学の豊川先生によるマーケティングの講義が行われた。その後は懇親

会を開き、受講生同士で懇親を図った。2 日目は、安部さんの観光の意義、OCVB 目島

事務局長による沖縄観光の現状・課題の講義を行い、沖縄 UDS 比嘉さんによるホテル

業先輩のトークセッション、OMM 玉城さんによる旅行業先輩トークセッションを行

った。総括として、受講生の皆、初めは緊張している面持だったが、オリエンテーショ

ンで行った自己紹介では、自分の言いたいことをしっかりと述べていた。集まっている

受講生は、向上心が強いという印象を受けた。講義内でも意欲的に学んでいる印象で、

そのことは受講生満足度アンケートからも読み取ることが出来た。 

・ 研修後、ファシリテーター近藤さんより受講生へ、チャットワークを活用して研修の振

り返りを課題とした。（資料７）自分が研修の振り返りをするだけではなく、他の受講

生がどのようなことを学んで、どのように感じたのかを見ることが出来るため、また新

たな気づきになり、さらにモチベショーン向上につながるのではないかと考える。その

ほかにも、第 1 回研修と第 2 回研修の間があいたため、ファシリテーター近藤さんが

受講生に向けて、年末年始の報告をしてくださいとの課題を出し、研修の場以外でも伴

奏役として受講生の学びを促している。 
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【質問・意見】 

雉鼻委員：こうやって研修と研修の間に近況報告を行って、研修が続いているという

のを意識させるというのはとてもいいことで、ファシリテーターの方はやはりいい仕

事していると感じる。  

Q東委員：全体的には素晴らしい研修だと思う。しかし、2 点感じたことがある。1

点目、受講生本人の意識は高くなるが、受講しても企業に帰った時に、上司や周りが

変わっていなければ、一人だけモチベーションを上げてもなかなか結果を出すことが

難しい。そのあたりをどうフォローしていくのかアイディアがあるのか。そしてもう

一つはこのチャットワークは、我々実行委員も入ることは可能か。 

A 有銘：（実行委員の方がチャットワークに入ることは）可能。今現在、受講生、

我々事務局、ファシリテーター近藤さん、第 1回目研修時の講師が入っています。 

Q 上地委員：今東委員からの件で、最終プレゼンの日に上司の方々を招待するのはど

うか。 

A 有銘：最終プレゼンには上司の方々を招待しようと考えている。さらに、この抜粋

したチャットワークの振り返りには書かれていないが、参加受講生の企業の中には何

社か、会社内での振り返り時間を設けている企業もあるとのこと。 

 

 

（２）最終プレゼンの進め方説明（事務局・有銘） 

・ プレゼンテーションの目的：自身のキャリアプランを発表することで、自身のキャリア

プランについて真剣に考える時間を設けることが出来る、研修で学んだことをアウト

プットする場とする、沖縄観光への貢献の決意を発表していくことで沖縄観光を担っ

ていく当事者としての自覚を芽生えさせる 

・ 内容：自身のキャリアプラン、研修での学び、沖縄観光への貢献の覚悟や決意 

・ 時間：一人１０分（発表７分、コメント３分） 

・ 招待：上司の方々へ、事前に案内 

・ 発表方法：９名１グループ×４グループ グループ内で１名ずつ発表 

各グループから、代表者２名を選出 

各グループ代表者 8 名は、応援団（実行委員）の前で発表 

・ フィッシュボウルの目的：プレゼンテーションでは伝えきれなかった思い、他の受講生

のプレゼンテーションを聞いて溢れ出る熱い思い等を発散・共有する、アウトプットを

意識した研修の成果を出す 

 

【質問・意見】 

Q上地委員：評価方法に関して、事前に受講生に伝えるのか。  
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A 事務局有銘：発表していただく項目を事前にお知らせする。発表項目と、評価項目

は同じという点も伝える。 

Q 上地委員：屋良ホールは少しうるさいが大丈夫か。発表の際は大丈夫か気になる。 

A 事務局有銘：事前に確認する。 

  

（３）調査事業に関しての説明（事務局・有銘） 

・ 調査目的：エントリー層の定着・成長という核心テーマの課題を立体的に浮彫にすべく、

企業経営者・管理者への調査・エントリー層自体への調査・エントリー前の各種学生へ

の調査の 3 点を連携させて行う。 

・ 《学生調査》 

目的：各学生がどのくらい周りに影響されているのか、親や学生自身が観光業に抱い

ているイメージの把握 

調査方法：グループインタビュー、4・5名×2グループずつ、30分程度 

インタビュー内容：観光業をどう思っている？（就職先として） 

観光産業のことどのくらい知っている？ 

観光産業との接点はある？（インターンなど） 

就職の情報収集の仕方は？ 

キャリアプランは現時点で描けている？ 

第 1志望の業界の志望理由は？ 

親、学校等からの就職への影響は？ 

就職に関して、周りからどんなことを言われる？ 

観光産業を志すのを辞めた理由・タイミング 

・ 《企業経営者調査》 

目的：育成・定着・採用へのやる気、時間や予算などの能力等から企業を分類 

調査方法：経営者へのインタビュー、30分程度 

インタビュー内容：人材の定着化の現状、人材の定着化に対してどのような手を打っ

ているか、今後、人材定着化についてどのような取り組みをしていこうと思っている

か、専門家が派遣されるなら活用したいか 

・ 《エントリー層》 

目的：就活の時どのくらい周りに影響されたか、辞める原因は何か 

調査対象：研修受講生 

調査方法：インタビュー内容を A と B に分ける、グループインタビュー、1 グループ

2 名、15 分、出来るだけ同じ企業同士でペアを組む 

インタビュー内容： 

（Ａ）入社前のこと 

会社について知っていたこと 
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その情報は一致していたか 

もっと知りたかった情報 

キャリアプランは描けていたか 

会社選択の際に、親、学校などは何と言っていたのか 

会社選択の際に、親、学校に言われたことにどう対応したか 

観光産業を学んでいないのに、観光産業に就職した理由 

 

（Ｂ）入社後のこと 

キャリアプランは描けているか 

キャリアプランについて会社と話すことはあるか 

辞めたいと考えたことはあるか 

なぜ今も続けているのか 

入社前とギャップはあるか 

同期で辞めた人、もしくは辞めたいと考えている人はいるか 

 

【質問】 

Q 上地委員：私が一教授としていつも考えていることは、学生や 10 代の子たちは、

観光業とはどのような職業のことを考えているのか、範囲はどうなっているのか。か

なり昔とは変わってきている。今までは観光業はサービス業だった、いわゆる飲食

店・ホテル・エアラインなど。 

Q 東委員：私は観光業というのは、デジタル・ICT 業の比重が多くなるのかなと。デ

ジタルとオペレーションに分かれるのかと。なので、人によって違うので、いわゆる

経済産業省の区分であるとか。もしかしたら学生に、あなたが考える観光産業は何で

すかと聞いてみてもいいかもしれない。そこから考えてもらったほうがおもしろい結

果が出るかもしれない。いきなり観光業のイメージを聞いても、そもそもあなたの考

える観光産業は何ですかと聞かないと。定義を聞くのではなくて、範囲を聞いたらい

いと思う。 

A 事務局栩野：ヒヤリングの際の聞き方は工夫しますが、あなたが考える観光産業は

何ですかでもいいし、もしかすると、観光産業のイメージが悪いと答えた後に、その

企業は具体的に何ですかと聞いてもいい。一般的に観光業界はイメージが悪い悪いと

言っていても、一体それは何をイメージしているのか我々は分かっていない。 

雉鼻委員：：観光業をどう思ってますかより、あなたは観光業をどれだと思ってます

かと聞いてもらいたい。それぞれ違うイメージをいだいているかもしれない、そして

その中でもどの職業がイメージが悪くて、どれがいいかも違ってくると思う。 

Q 上地委員：観光学を学ぶ学生のみじゃなくて、そのほかの学生にも聞いてみてもい

いのかもと思う。 
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A 事務局栩野：この事業はあくまでも調査がメインではないので、ある程度効率よく

やらなければいけないと考えている。 

さらに、来年度専門家を派遣するにあたって、どのような専門家を企業に派遣すれ

ば、企業側にとっても若手の人材定着にとっても良くなるのかというヒントを、この

調査から得たい。 

Q 東委員：ちょっと表現に違和感がある、「やる気がある」だったり、「能力がある」

と書かれているのは、ちょっと気になる。企業でいえば、たとえば「能力がある」と

いうのは「経営資源がある」になるのでは。「やる気がある」に関しては、口語体でい

えば「やる気はあるが、何をどうしたらいいかわからない」。 

A 事務局栩野：やる気というのも、少し違和感がある。「意識」など言葉を検討する。

ヒヤリング調査を進めていると、人材を大切と思っていない経営者はほとんどいな

い。人材を大切と思っていても、ステレオタイプな、背中を見て育ちなさいという旧

来型の考えの方が、あることをきっかけに、意識が変わり、人材定着や育成に関して

いろいろな施策をうったらうまくいったという方がいた。やる気のない経営者はいな

いと思う、やる気があっても下がついてこなくてうまくいかないことはあっても。 

Q 雉鼻委員：エントリー層調査に関して）全員、質問 Aも質問 B も受けるのか。 

A 事務局有銘：受講生を半分ずつにわけて行う。少し補足すると、第 1回目研修の際

に、すでに半分の受講生に対してヒヤリングを行った。思ったよりも、入社前に周り

から影響を受けていない（質問 A に対して）という結果になったため、第 2 回研修の

残りの半分の受講生に対しては、入社後に関してのヒヤリング（質問 B）のみを行

う。そして前回のヒヤリング結果をこの場で報告すると、入社後に関するヒヤリング

（質問 B）では、若手社員が辞める原因をヒヤリングした。想定よりも人間関係が理

由で離職した人はいなかった。もう一点、なぜ今の仕事を続けているのかという質問

に対して、答え方が２つに分かれた。一つは、すぐに辞めない理由を答える方と、悩

んで結局分からないと答える方。この答えは、もう一つの質問の答えを合わせて考え

ると共通点があった。もう一つの質問とは、上司や会社と自身のキャリアプランにつ

いて話す機会があるかという質問で、その答えに、話す機会があると答えた方々は、

共通して、なぜ今の仕事を続けているのかという質問にもしっかりと答えられていた

傾向にあった。 

Q 東委員：その場合の会社とは誰のことを指しますか。 

A 事務局有銘：上長になる。先輩や、人事の方。 

東委員：その辺が分かると、経営に参考になる。その上長によっても、変わってく

る。上長というのは傾向として、短期的な目標を考えるため。 

大城委員：会社としてエントリー層をどうフォローしているか興味がある。 

東委員：37名の受講生は、この研修に出してくれる会社から来ている。（そもそも会社

として意識が高い）やはり、会社に残っている人の意見も重要だが、やめた人の意見
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を聞くのも重要。受講生 37名にお願いして、同期でやめた人たち 1 人ずつ連れてきて

もらい、ヒヤリングするのはどうか。来年の事業につながるのではないか。 

 

（４）来年度に向けての意見交換・助言 

・ 事務局有銘：今年度研修を行ってみての課題。まず、今年度の研修は来年度の研修に比

べて半分の日程で行った。そのため研修 1 回に対して講義数が多くなり、受講生の疲

れが見られた。さらに、時間が少ないために受講生が学んだことをアウトプットする時

間を十分にとることが出来なかった。なので、来年度は、受講生の意見をアウトプット

できる時間を贅沢にとってもいいのではないかと考える。 

・ 県観光振興課稲嶺さん：実際の研修は見学できていないが、有銘さんの言うように、受

講生のアウトプットを促せるような研修になればいいと思う。そして人材育成と並行

して、専門家派遣を行いたいなと思っている。人材育成研修のほうは、短い募集期間の

間にこんなにたくさんの受講生の方が集まったという点で、やはり関心が高いのだな

と思っている。次年度に向けて、自身が持てた。この研修を通して、受講生の皆さんが

大きく羽ばたいていってくれたらなと思う。 

・ 上地委員：次年度予定している、専門家派遣の専門家とはどのような人たちのことなの

か。コンサルタント。OJT 方式、研修なのか。それによっても予算が全く変わるので。

例えば大城委員は、御社に専門家が派遣されるとすると、どのような専門家だとうれし

いか。 

・ 大城委員：期間がまず重要ですね。1，2 回のみですと熱も冷める、長い目でみて派遣

することが大切では。 

・ 上地委員長：専門家派遣といっても、その企業の課題が何かまずは知らないといけない。

それにどのような専門家がいるのかもわかるようにしなければいけない。例えば、コン

ベンションビューローの育んちゅのような制度など。ただ専門家派遣といっても、企業

側は想像がしにくい。 

・ 雉鼻委員：人材定着に絞って専門家派遣を行うが、観光業の人材育成のための専門家派

遣となると広範囲に及ぶため、どのような専門家を派遣するのか要検討である。ある程

度トライ＆エラーでもいいかとは考えている。 

 

業務連絡（事務局・有銘） 

第三回実行委員会は令和 2 年３月上旬に実施予定、各委員の予定を伺った後に日程確

定。 

以上 
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（３） 第３回実行委員会 

 

 新型肺炎感染防止のため、第 3回実行委員会は、書面での意見聴取を行った。各実行委

員に意見を求めたのは以下についてである。 

 

 次年度集合研修に関して 

・研修の流れ 

今年度同様、次年度も自身のキャリアプランのプレゼンテーションを受講生の最終

目標とする。さらに、「マネジメント基礎」「沖縄の観光」「キャリアデザイン」3つ

の分野を同じ比重で行う。 

・時間割、研修形式 

今年度同様、次年度も 1泊 2日の合宿形式を採用する。そして、次年度は研修 1日

ずつの科目数を減らす。 

 

 専門家派遣に関して 

それぞれの企業のニーズに合わせた専門家派遣を行う。 

 

「研修の流れに関して」 
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「時間割、研修形式に関して」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各実行委員からの意見 

 

 次年度集合研修に関して 

・ 宿泊研修などは参加者のモチベーションや連帯感醸成のためにはよいと思う。 

・ 首里城火災で歴史遺産にも目が向いている中、観光従事者として沖縄の歴史や文

化についても体系的な知識が必要ではないか。 

・ 自分が描くキャリアプランと同時に、観光産業の構造が激変する中、会社がどの

ようにトランスフォーメーションしようとしているのかを気づく能力をつけるこ

とが重要である。つまり、お金を稼ぐ（報酬を得る）ということは、社会から金

銭的な価値を認められる＝仕事であるということへの理解が大事。自らがチャレ

ンジャーになる覚悟を涵養する。 

・ 事業計画、自己資金・資金調達とキャッシュフローの基礎が一般的な会計の基本

と同様に大切な知識であると考える。 

・ デジタルトランスフォーメーション（DX）に向けた方向性を示し、具体的なプ

ログラミングやデータ解析の例示を取り入れては。（実際のプログラミングや解

析を教えるのは無理だとしても）それで成功した事例等を学ぶ。 

・ 集合型研修は、普段の業務から離れ、集中できるため評価できる。 

・ 最終プレゼンでは、受講生の上司だけでなく、社外の人も招待することによっ

て、受講生が人に見てもらうアウトプットの場になるのではないか。 
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・ 研修に、現場を見て学ぶ時間をより多く用意すると、座学だけでは学べないこと

も学べるため良いと思う。 

・ 今年度活用したチャットワークは、次年度も是非活用するべき。研修以外での受

講生の学び促進につながる。 

・ 研修前に、受講生の上司のためのオリエンテーションを開催するのはどうか。研

修を終え、沢山の学びを職場に持ち帰っても、それを止めてしまうような職場だ

といけないため。 

・ キャリアデザインは、あくまでも自身のキャリアデザインで会って、所属する会

社内でのキャリアデザインではないことを受講生に共有していただきたい。 

・ 沖縄の観光の分野では、選ばれる沖縄づくりというテーマで講義を行うのはどう

か。 

・ マネジメント基礎では、現代的マーケティング（SNS を活用したもの）などを取

り入れ、より受講生が理解しやすい内容にするのはどうか。 

 

 

 専門家派遣に関して 

・ OJT専門家派遣を行う場合は注意が必要。OJTがいる期間だけ業績が良くなるこ

とが多々あるから。 

・ 規模の小さな会社には、従業員のマルチタスク化を強化するような専門家派遣を

検討してはどうか。 

・ 専門家を派遣する場合、継続性が重要。 

・ 専門家派遣をすることで、企業は外部の目線を取り入れることが出来る。それに

よって普段の業務の当たり前に気づきを与えることが出来る。 

・ 専門家派遣のその後の成果、1 年後の成果などもしっかりと追ってほしい。そこ

を終えるような仕組みづくりが必要。 

・ たぶん切り口によって、変わってくるのではないか？おそらくホテルや運輸・レ

ストランなどの装置産業でルーティンの仕事をメインとする会社と旅行会社や広

告イベント業のように自社外のサービス資源を使って企画を造成・販売するキャ

ッシュフロー型産業では、製造業とサービス業における経営の違いくらいの差が

あると思います。マトリックスの縦と横はもう少し精査した方がいいと考える。 

・ この資料をもって評価・意見するのは難しい。しいて言えば、規模が小さい企業

ほどワンマンで独善的な経営者も多く、専門家派遣をするなら小規模企業こそ、

経営者の意識改革が必要ではないか。 

  


