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第６章 企業・団体向け研修（業種別集合型研修） 

1. 目的・背景（研修全体） 

沖縄 21世紀ビジョンで目標としている世界水準の観光リゾート地の実現に向けて、沖縄の受入体制を強

化するため、国内外の観光客が満足する高いサービスを提供できる人材の育成を目指し、中核人材（目安：

業界経験年数 5 年～10 年）を対象に、各業種別の課題に応じた高度なプログラムでの集合型研修を実施。 

観光人材育成プラットフォーム構築事業「派遣講師活用支援事業」では、応募企業の多くが語学研修や

接遇研修など、主に現場スタッフの対応力向上を目指したものが目立っている。こうして各社ごとの人材

育成の取り組みが進む一方、現場スタッフだけでなく、現場スタッフの直属の上司となり、将来を担って

いく中核人材の育成の必要性がある。また、この各社の「中核人材」は、各社の枠を超えて、「業種」全体

として、また「観光産業」全体としての利益を目指すことも重要だと考えられる。 

本事業を開始した昨年度、「中核人材」に対しどのような集合型研修が必要か、各業種別の課題を調査し

たところ、それぞれの業種に応じて更なる育成が求められる知識、スキル等も多種挙げられたが、観光業

界内各業種にて「人材不足」が業界に共通する深刻な課題のひとつであることが分かった。 

昨年度は調査結果に基づき、働きたくなる、魅力ある職場・業種となることを目指して、働きがいのあ

る職場環境づくりのために必要不可欠な、中核人材の「部下育成力」をテーマとした「観光産業 中核人

材リーダー育成セミナー」を企画・実施した。 

本年度は、この①「観光産業 中核人材リーダー育成セミナー」について、昨年度受講頂いた方を対象

にフォローアップ研修の実施、また新たに 2期生を募り、2 コースに分けて実施した（（A）宿泊業、（B）

観光全業種（旅行会社、観光施設、小売、アクティビティ等）。） 

また、平成 32年に県内にて新たな大型 MICE施設の完成が予定され、本県がますます MICEに注力してい

く中でも「MICE」の専門人材の育成が急務であることから、昨年度実施した「MICE 営業人材育成セミナー」

の内容をさらにパワーアッさせた②「できる！MICEプレイヤー養成講座」の実施、またさらに効果的な学

習を狙い、MICEの取組みに先進的に取り組んでいる事例を学ぶ為、③「MICE海外先進事例視察研修（韓国 

済州道）」を行った。 

対象業種 セミナー 

1）昨年度受講者 ①「観光産業中核人材リーダー育成セミナー」 

 1）はフォローアップ研修、2）/ 3）は 2期生募集。 2）宿泊業 

3）観光全業種 

4）MICE ②「できる！MICEプレイヤー養成講座」 

③「MICE 海外先進事例視察研修（韓国 済州道）」 
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2. 研修テーマ設定までの課題調査（観光産業 中核人材リーダー育成セミナー） 

本事業を開始した昨年度始め、研修テーマを検討する上で、中核人材にはどのような能力の強化がさらに求め

られているのか、ヒアリング調査を行った（旅行会社、ホテル、業界団体、地域観光協会等 11 件）。さらに関連す

る既存の調査結果等も分析を行った。 

急激なインバウンド増加の影響を受けて「語学力やインバウンドの対応スキル」を伸ばしたいといった回答が最

も多く、そのほかにも「経営知識」「マーケティング知識」や「IT スキル」など様々な回答が得られた。 

しかし、ヒアリング調査を重ねた結果、最も大きく浮かび上がったのは、量・質・定着期間の点で、「人材不足」と

いう各業種共通の課題であった。 

 「賃金」「待遇」など「働きやすさ」はすぐに改善は難しいとしても、職場で成長を実感し「働きがい」のある職場環

境をつくることは上司となる中核人材の力が大変重要であると考えられた。 

その他の能力やスキルに関しては各個人、各社内での取組も可能であり、この「働きがいのある魅力的

な職場づくり」を強化することこそが、業種、業界全体で取り組むべきことと考えられ、「部下育成力」を

テーマとした「観光産業 中核人材リーダー育成セミナー」を企画した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 研修設計の目標 

本セミナーでは、沖縄観光を担う中核人材に対し、２つの目標を立てた。１つめは中核人材自身が観光

の仕事に夢と誇りを感じること。このために、第１回の共通研修や「ビジョンの明確化ワークショップ」

を設けた。２つめは中核人材が上司として、部下が能力を発揮して成長できる職場環境づくりにさらに貢

献できるよう、部下とのコミュニケーションのノウハウを学ぶプログラムを設けた。また、本研修では、

会社や団体を越えた、同じように経験年数を重ねた方と、意見交換し合うことを多く取り入れ、同じポジ

ションであるからこそ分かり合える共感も得てもらい、業種を超えた横のネットワークづくり・連携強化

も同時に図っている。 
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4. （参考）「沖縄県人材育成企業認証制度」と「人材育成推進者養成講座」 

なお、「人材不足」と「働きがいのある職場環境づくり」は観光産業以外でも福祉、建設などあらゆる業

界で共通の重要課題となっており、県雇用政策課でも平成 25年から「沖縄県人材育成企業認証制度」や「人

材育成推進者養成講座」など、様々な取り組みを行っている。従業員が働きがいを感じ、スキルアップと

キャリア形成を行うことができる人材育成に優れた企業を県が認証することにより、企業に積極的な人材

育成の取組みを促し、「雇用の質の向上」を図っている。 

※「沖縄県人材育成企業認証制度」平成 25年 11月に創設された、行政（沖縄県）が「働きがい 15項目」

を中核基準とした人材育成に優れた企業を認証する全国初の制度。「人材育成推進者養成講座」は同「働き

がい 15項目」に関する人材育成手法を習得し自社の状況に応じた人材育成を推進できる人材の養成を目指

す講座。 

今回の「観光産業中核人材リーダー育成セミナー」は「人材育成推進者養成講座」とテーマが似ている

が、「人材育成推進者養成講座」は約半年の期間に 100 時間に及ぶ内容である。「観光産業中核人材リーダ

ー育成セミナー」は、本格的な講座の前の導入編と位置付ける意味合いも持てるとともに、「観光産業」の

みが集い共に学ぶことで「観光産業」ならではの課題共有や一丸となった団結力を深められると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  観光産業中核人材リーダー育成セミナー（1 期生フォローアップ） 

(1) 目的 

 昨年度受講した方を対象に、受講内容であった “部下育成に必要なコミュニケーション” について

改めて振り返り（復習・整理・理解促進）と意見交換（実践してみての効果や課題を共有）を通し、目的

意識と他社・他業種のネットワーク連携の強化を目標とした。 

(2) 回数・実施日 

  1回のみ（平成 28年 7月 5日（火）） 

(3) 出席状況 

  22 名参加（昨年度 1 回以上参加は 60 名） 

(4) セミナー概要 

【成果目標】 

  1) 昨年度研修後の実践を検証する 

  2) 職場を良くする会議手法を知る 

  3) 中核人材のネットワークを強める 
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＜前年度の振り返り＞ 

 ・第 1 回シンポジウム―パネルディスカッションと基調講演／ 

            沖縄観光産業の中核人材と部下育成の概略をつかむ 

 ・第 2 回―組織におけるビジョンの必要性を知る／ビジョン浸透手法としてのワールドカフェを体験 

 ・第 3 回―部下育成におけるコミュニケーションの手法を知る 

 ・第 4 回―（ABコース）部下育成におけるコミュニケーションの手法を知る 

      （Cコース）地域振興の具体的手法を知る 

 ・第 5 回―（ABC 各コース）A、B、C それぞれのコースごとに連携できる取組みを考える 

＜アイスブレイク＞ 

＜ディスカッション 1＞ 

 Q. 昨年度の中核人材集合型研修で、一番自分のためになったことは何ですか。 

＜ディスカッション 2＞ 

 Q1. 昨年度の中核人材育成研修の受講後からこれまでの間の、あなたもしくはあなたの組織の部下育成

について、お教え下さい。 

  ―心がけたことは何ですか？  試みたことは何ですか？ 

  ―その結果、うまくいったこと又はうまくいかなかったことは何ですか？ 

 Q2. 昨年度の中核人材育成研修の受講後からこれまでの間、受講者間で組織を越えてつながるための取

組みがあったならば、教えてください。 

＜ミニレクチャー1＞ 

 「ファシリテーションとは」 

  ―ファシリテーションとファシリテーター 

  ―プロセスとコンテンツ 

  ―メタ視点と他者視点 

  ―対話と議論 

  ―道具（ツール）／技術（スキル）／心がけ（マインド） 

＜ディスカッション 3＞ 

 Q. そもそも会議の成果って何だと思いますか？ 

＜ミニレクチャー2＞ 

 「会議の準備」 

  ―会議の位置づけの明確化 

  ―適切な問いかけが適切な議論を呼び起こす 

  ―会議のプロセスを設計する 

  ―配布資料を準備する 

  ―道具を用意する 

  ―場を入念に設計する 

＜ミニレクチャー3＞ 

 「会議の運営」 

  ―冒頭で諸要件を明確にする 

  ―グラウンドルールを確認する 

  ―参加意識を確認する 

  ―適切なグループサイズを選択する 

  ―共有・発散・収束・合意で話し合いの流れを作る 

  ―時間管理を徹底する 

  ―フレームワークを活用して話し合いを噛み合わせる 
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(5)  セミナー記録写真 

1 期生対象フォローアップ研修 2016 年 7 月 5 日（火） 13:30～17:00 沖縄コンベンションセンター 会議室 B1 

 

 

 

 

 

 

 

6.  観光産業中核人材リーダー育成セミナー（2 期生） 

(1) 目的 

現在、観光業界内各業種に共通する重要課題のひとつは「人材不足」と捉えられている。この課題を解

決するためには、観光産業で働く者が夢や誇りを感じることができ、働きがいのある職場づくりを進める

ことが求められている。そのためには、観光産業に従事する中核人材が上司として、部下にとって働き甲

斐があり能力を発揮して成長できるような職場環境をつくる必要がある。本研修では、沖縄観光の中核と

なる人材が、会社の枠を超えて横の繋がりを持ちながら、共に観光産業のビジョンを共有するとともに、

働きがいのある職場づくりのためのノウハウを学ぶことを目標とした。 

(2) 回数・期間 

各コース全 6回（平成 28年 10 月～平成 28年 12月） 

(3) 対象 

   県内観光業に携わる中核人材（宿泊業等）（目安：業界経験年数 5年～10年） 

(4) 出席状況 

 今年度は 19企業・団体様より 28名の方にご参加頂いた。内訳としては、宿泊業 13 名、宿泊業を除く

全業種 15名となる。各コースとも設定した定員（30名）を下回ってしまったが、平均出席回数は全 6 回

中 5.3回、平均出席率は 88.3%ととても高い数字となった。 
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(5) チラシ、プログラム 

 （表） 
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(6) セミナー概要 

① 第 1 回 共通研修 

＜プログラム＞ 

1. 主催者あいさつ／研修概要の説明 

 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー 受入推進課 課長 米谷 保彦 

2. 社内人材育成の取組み紹介 

テーブルホスト： 

【沖縄県人材育成企業認証制度 認証企業】 

 ◆ ANA 沖縄空港 株式会社 人事部 人財戦略チーム  仲地 みき子 氏 

 ◆ 株式会社国際旅行社 事業部 課長代理  新里 聡 氏 

【本セミナー 前年度受講者】 

 ◆ 株式会社グッドラックコーポレーション リゾートウェディング本部 部長  儀武 大輔 氏 

 ◆ 沖縄ツーリスト株式会社 国際部 副部長  藤井 雅士 氏 

 ◆ 株式会社 シーサー 営業部 事業開発課 課長  斉藤 圭祐 氏 

 ◆ ザ・テラスホテルズ株式会社 料飲部門 調理グループ 和食チームリーダー 係長  城間 盛博 氏 

ファシリテーター： 

 ◆ 協働促進社  平井 雅 氏  

3. 講演「沖縄のサービス業における人材育成について考える」 

 ◆ 慶應義塾大学院 特任教授  高橋 俊介 氏   

＜ディスカッション＞ 

各テーブルにホストを一人ずつ配置し、次のテーマからひとつ選択してディスカッションを行う。参加者（2 期生）

は自身が参加したいテーブルにつき、それを 3 ラウンド行う。  

【テーマ】 

 ・ 組織ビジョンの必要性 

 ・ やる気を促すリーダーシップ 

 ・ スタッフ定着率の向上 

 ・ 組織間連携の必要性 

＜講演＞ 

「沖縄のサービス業における人材育成について考える」人材育成企業の 5 分野 15 要件 

◆慶應義塾大学院 特任教授  高橋 俊介 氏 

 ・ なぜ人材育成は必要か。持続的な人材育成の仕組みを作った会社が勝つ。 

 ・ サービス業は感受性と応用力が重要。 

 ・ 「人材育成認証制度」の紹介。可視化が大切。人材育成に取り組むと言っても、何からやっていいかわから

ないのでその指標となる。 

 1. ビジョンと人材像の実質化 

  1-1. ビジョンと人材像の明確化 

  1-2. 人材像に基づく採用・評価・登用 

  1-3. ビジョンと人材像の浸透・共有 

 2. コミュニケーションを通じた人材育成 

  2-1. コミュニケーションを通じた相互理解と支援 
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  2-2. フィードバックによる気づきを通じた能力開発 

  2-3. 相互に学び支援し啓発し合う組織 

 3. 仕事を通じた人材育成 

  3-1. 仕事及び必要能力の体系化・可視化と自身の能力水準の把握 

  3-2. 仕事における背伸びを通じた能力開発と成長 

  3-3. キャリアステップの提供による成長の継続 

 4. 職場育成機能を補完する人材育成投資 

  4-1. 充分な初任者導入教育 

  4-2. 職場では得られない特定スキル・基礎理論や教養の獲得 

  4-3. 長期的視点の意図的なコア人材育成投資 

 5. 人・仕事・キャリアへの取り組み姿勢の形成支援 

  5-1. 個人に焦点当てた人間尊重の風土と人への関心 

  5-2. 気づきや腹落ちを通しての仕事観や仕事への取り組み姿勢の形成 

  5-3. 高い視線や広い視野を持ったキャリア自律の意識の形成 

 

② 第 2 回 ビジョンの明確化ワークショップ 

ファシリテーター： 協同促進社  平井 雅 氏 

【成果目標】 

 1) 観光産業における中核人材として組織におけるビジョンの必要性を理解しその浸透手法の例を体験して

いる。 

＜ディスカッション 1＞ 

 Q1. 第 1 回共通研修で、あなたにとって一番印象に残ったことは何ですか？ 

＜レクチャー＞ ※参考資料 ： 沖縄県観光振興基本計画（第 5 次） 

 ・ なぜビジョンが必要なのか ― 山登りに例えると 

 ・ 登山の図にあてはめて切り分けてみる 

  （ビジョン、経営理念、中期目標、事業計画、経営資源、現状／問題／課題） 

 ・ 「沖縄観光」を「自社名」に読み替え、各自、目次の文言が自社のケースで意味することを想像してみる 

＜ディスカッション 2＞ 

Q1. 御社がすでにビジョンをお持ちならば、それを浸透させるために最も必要なことは具体的に何だと思います

か？ 

   もし、まだビジョンを策定していないならば、ビジョンの明確化のタメに最も必要なことは具体的に何だと思

いますか？ 

＜ディスカッション 3＞ ワールドカフェ 

 ・「沖縄県観光振興基本計画（第 5 次）」では、観光産業の視点で、平成 33 年、「観光産業が、安定的に観光収

入を得ていて、県経済を牽引する存在であり、誇りと責任ある産業体を形成している」とされています。 

Q1. 観光産業で働く者の視点から見ると、上記の一文が表しているのは具体的にどのような状態だと思います

か？ 

Q2. その状態を実現するために、あなたもしくはあなたの会社が貢献できることは何ですか？上記のテーマに

ついての答えを、A4 用紙に各自書き出し壁貼り。全員で見回し総括する（収穫タイム） 
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③ 第 3 回 部下育成とコミュニケーション① 

講師： ミライズコミュニケーションズ 代表  豊田 麻琴 氏 

【成果目標】 

 1) 観光産業における中核人材として組織におけるビジョンの必要性を理解し、咀嚼し伝えられる。 

 2) あなたのマネジメントスタイルが周りにどのような影響を与え、何を生み出しているのかを確認する。 

 

 ・ リーダーとリーダーシップの違い 

 ・ ロールモデルの分析 ～一人一人を活かす「マネジメント」とは～ 

 Q. どのような働きかけが、メンバーの成長を促しましたか？ 

 ・ コーチングとは 

 ・ 対話のエクササイズ 

  相手に理解を示すスキル ①うなずき・あいづち ②繰り返し ③要約 ④受容・共感 

  質問を効果的にする 

  演習：尊敬している 5 人 

 

④ 第 4 回 部下育成とコミュニケーション② 

講師： ミライズコミュニケーションズ 代表  豊田 麻琴 氏 

 ・ 人を動かす「動機づけとは」（ディスカッション） 

 ・ ロールモデルの分析 ～プレイヤーの視点とマネジメントの視点～ 

 Q1. 主人公は「プレイヤー」として、どんな信念・価値観（大切にしていること、心がけていること）を持っていま

すか。 

 Q2. 主人公は「プレイヤー」として、どんな能力を発揮していますか？ 

 Q3. 「上司（リーダー）」として、どのような信念・価値観（大切にしていること、心がけていること）を持って行動

していますか？ 

 Q4. 「上司（リーダー）」として、どのような働きかけがメンバーの成長を促しましたか？ 

 ・ 質問のエクササイズ 

  ① 掘り下げる質問／発展・進展させる質問 

  ② 現場目線で考えさせる／目的・意義に立ち返る 

  対話エクササイズ① 目的・意義・目標に立ち返る質問 

  対話エクササイズ② 手段、具体化、細分化する質問 

  対話エクササイズ③ 捉える範囲を移動する質問 

 

⑤ 第 5 回 共通研修 【特別回】沖縄観光の人材育成を考える～ワールドカフェ 2016～ 

 第 5 回目については、特別回として、受講者以外にも参加者を募り、観光業に携わる者、また興味のある学

生に集まって頂き、大意見交換会を実施。（受講者を含む総勢 100 名が参加） 

ファシリテーター： 協同促進社  平井 雅 氏 

趣旨： 沖縄が世界水準のリゾート地となるためには、持続的な人材育成が必要であり、観光産業の関係者が

セクターや職位の枠を越えて連携することが不可欠です。 

このため、沖縄観光に携わる関係者が一堂に会し、人材育成についての問題意識を語り合うことで、具体的な

方策のアイディアを出し合い、行動に移すためのきっかけとするため、本イベントを開催します。 

【成果目標】 

 ・沖縄観光の人材育成についての問題意識を語り合うことで、具体的なアクションのアイディアを出

し合い、それぞれが行動に移すためのきっかけとなっている。 

＜プログラム＞ 

 ・ワールドカフェ―沖縄観光業の人材育成について各自の認識を深める／アイディアを自由に発散さ

せる 
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 ・分科会―出てきたアイディアを収束し具体化するために議論を深める 

＜ワールドカフェとは＞ 

 ・ワールドカフェとは、不特定多数の様々な背景を持った人々が一つのテーマについて話し合うとき 

に、短い時間でたくさんのコミュニケーションをとることができる手法です。 

 ・「新しい発想や知恵は、形式張った会議室より、人々が自由におしゃべりできるカフェのような空間

で生まれる」といった考え方に基づいた手法です。 

 ・この部屋を世界のカフェに見立てます。ひとつひとつのテーブルがカフェです。 

 ・それぞれのカフェにはマスター（テーブルホスト）がいます。参加者の皆さんがやることは、「思い

思いにユンタクする」だけです。 

 ・ただし、自分でしゃべったこと、人がしゃべって印象に残ったことは、どんどん机の上の模造紙に

思い思いに書き留めてください。絵を描いてもいいです。 

 ・テーマに沿って、同じカフェにいるメンバーと 10 分ユンタク。それを 4ラウンド繰り返します。 

 【テーマ 1】「沖縄観光が持続的に発展するための、理想の観光人材像とは？」 

 【テーマ 2】「沖縄観光の持続的発展にむけた人材育成のために、あなたは誰と協力して何に取り組み

ますか？」 

 ・テーマ 2について、自分なりの答えを配布された用紙に記入する。 

 ・同じようなテーマを持った方、この人と協力してみたいと思う方を見つけ、グループを作成。 

 ・グループ毎に、「沖縄観光の持続的発展のための人材育成策」に関して、提案を出してもらう。 

 ・出された提案の中から、全参加者に「この提案良いな」と思うものに投票を行い（一人 3票まで）、

その中か獲得票数の多かったものを 6つ選抜し、後半の分科会に繋げる。 

 ・選ばれた 6 つの提案について、「提案者」の他に、それに協力したいと賛同する人「賛同者」、アイ

ディアを掛け合わせ、他家受粉を促し、新しい発想をもたらす人「ミツバチ」、自由気ままに、好き

な様に飛び回る人「蝶々」の役割を選んでもらい、それぞれの分科会に参加する。 

 【分科会の成果目標】 

  ・「沖縄観光の持続的な発展に向けた人材育成のために」、「誰と誰が」、「いつ」、「どこで」、「何に」、

「どうやって」取り組むのか、が明確になっている状態。 

 【分科会で話し合われた 6 つのテーマ】 

    1) 自ら楽しんで地域（地元・異業種）と交流できる観光研修プランづくり 

  2) 名門ホテルマネジメントスクールを招致 

  3) グローバルな人材を育てるため、海外との人材交流（送り出し・受け入れ） 

  4) 産業への憧れ、ワクワクを集める ヒーロー探し ～明日のヒーローは君だ～ 

  5) 世界に通じるグローバルな観光関係者を育てるための環境（時間・場所・機会）づくり 

   6) 沖縄マイスター認証制度のしくみづくり  

 

⑥ 第 6 回 共通研修  

ファシリテーター： 協同促進社  平井 雅 氏 

【成果目標】 

・リーダーシップについて新たな視点を得て基本的な考え方を理解している。 

・これまでの研修をふりかえり、今後の取り組みについてアイディアを得ている。 

・イノベーションとリーダーシップ 

 1) イノベーションを起こす 3つのタイプのリーダーシップ 

・リーダーシップと部下育成 

 1) 上司のリーダーシップと部下育成力 

 2) 人それぞれのやる気と成長の仕組みを知る 

 3) 組織が成果を上げる仕組みを知る 

 4) 部下育成とファシリテーション 

 5) 仕事の意味をわかりやすく伝えてモチベーションを高める 

 6) 状況に応じたリーダーシップ 
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(7) 各回アンケート結果 

【選択問題】 

 Q6. 今回のセミナー（第 1 回～5 回）全体の満足度についてお教えください。  

 Q7. あなたが必要としていた人材育成に関する考え方は得られましたか？ 

 Q8. あなたが必要としていた具体例の情報は得られましたか？ 

 Q9. 他の組織の方との情報交換はできましたか？ 

 Q10. 沖縄の観光産業全体から考える視点は得られましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回目の共通研修から各回総じて非常に満足度が高く、回を重ねるごとに「満足」と回答する方が増えており、

「やや不満」「不満」と回答した方は皆無であった。また、各回を通じて体得を目指した 4 つの項目「人材育成に関

する考え方取得」「具体例取得」「他の組織の方との情報交換」も「ややできた」「できた」とする肯定的な回答がほ

とんどであった。 

全回を通して「ややできなかった」とする回答は数名見られたが、「できなかった」とする回答は無かったため、

セミナーが目的としていた考え、スキルの体得に効果的であったと考えられる。 

両コース、2 回に分けて実施したコミュニケーションのワークショップについては、コーチングの基本、質問力と

伝える力のノウハウを、演習を重ねて実施したため、両コースとも 2 回目の満足度が上がっていることがみられる。

連続回での実施が、より理解度を深めたと考えられる。ただし、コミュニケーションの回であるので、「全体から考

える視点取得」についてはどちらも低い。 
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※第 2 回～第 4 回については同内容の質問がＱ５．～Ｑ９．に該当 
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※第 2 回～第 4 回については同内容の質問がＱ５．～Ｑ９．に該当 
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(8) 最終回アンケート結果 

【選択問題】 

 Q3. 今回のワークショップの満足度についてお教えください。  

 Q4. あなたが必要としていた人材育成に関する考え方は得られましたか？ 

 Q5. あなたが必要としていた具体例の情報は得られましたか？ 

 Q6. 他の組織の方との情報交換はできましたか？ 

 Q7. 沖縄の観光産業全体から考える視点は得られましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終回のワークショップの満足度は、アンケートに回答した人数（23 名）中、83％にあたる 19 名が「満足」と答え

た。また、アンケートに回答した人数（23 名）中 17％にあたる 4 名が「やや満足」と回答し、上記どの項目でも「不

満・できなかった」「やや不満・ややできなかった」は皆無であり、全受講者が肯定的な回答をし、本セミナーで体

得を目指した項目がすべて達成できたことは、本セミナーの高い評価を表している。 

「できた」（成果を得られた）ことの中では、「他の組織の方との情報交換ができた」とする回答が最も高く（16 名 

69％）、他社や他業種の方と参加する集合型研修の形であるからこそ得られた成果といえる。 

受講者が必要としていた「人材育成に関する考え方の取得」は 13 名（56％）、「全体から考える視点取得」は 10

名（43％）の方が「できた」と回答し、半数近くが体得に達成したとみられるが、「具体例の情報取得」については、

「できた」と回答した方は 7 名（30％）と他の項目と比較すると最も低く、次年度以降は、より具体例を入れ込んだプ

ログラム作りに工夫をするよう課題としたい。 
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Q11. 今回の「観光産業 中核人材リーダー育成セミナー」のように、「部下育成力」の強化を目的とした 

セミナーについて以下あてはまるものに○をつけてください（複数可）。 

また、最もあてはまるものには◎をつけてください。（1 つ選択） 

 1. 実践編などさらにステップアップした内容に自分自身が参加したい。 

 2. 次年度も同様のセミナーを開催した場合、自社の他の社員にも受講をすすめたい。 

 3. 沖縄県雇用政策課で実施している「沖縄県人材育成企業」認証に向けた取組や、「人材育成推進者養 

  成講座」等を受講したい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総票数については、「実践編などさらにステップアップした内容に自分自身が参加したい」と「次年度も同様のセ

ミナーを開催した場合、自社の他の社員にも受講をすすめたい」が同数の 9 名であったが、より「最も希望する」と

回答した人が多かったのは「自分自身のステップアップ」であった。 

 次年度も 3 期生を募り同等のセミナーを検討しているが、今回の受講者を対象としたステップアップ研修も年度

の早めの時期に実施を検討したい。 

 県雇用政策課の認証制度、講座についての関心が低かったため、次年度以降は雇用政策課の取り組みも紹介

し、より関心を高められるよう仕掛けたい。 

 

 

 

【記述回答】 

Q1.  あなたの組織における人材育成の現状において、今後取り組みたいと思ったことは何ですか？ 

 ＜主な回答＞ 

 ・ワールドカフェのような形式で部署や役職を超えてのコミュニケーションができるような場を設けてみたい。 

 ・もっと人を観察し、話を聞くこと。情報・知識を共有して、成長実感を与えられるようにしたい。 

 ・それぞれの目標・目的を腹落ちさせる。自ら考えられる人材作り。 

 ・現場の空気を読み、スタッフの仕事がしやすい環境作り。МＴＧにおけるファシリテート役をやってみる。 

 ・今回学んだ事を生かして会社の若い人材を育てていきたいと思います。 

 ・効率やでき具合は別として、どんどん仕事をやらせてみたいです。(いざ任せたいと思った時には、スムーズに

できるようになっているように)。異業種同士での職場体験はぜひやってみたいです。 

 

 

 



410 

 

 

 

Q2． リーダーとしてのあなた自身において今後取り組みたいと思ったことは何ですか？ 

＜主な回答＞ 

 ・情報の共有の仕方やチームビルディング、信頼関係の構築、弊社の Value の周知など取り組みたいことがいっ

ぱいです。 

 ・居心地の良い環境づくりを自分が行う。 

 ・コミュニケーションの場作りの為の提案、その中でできたことなどを仕事（業務）に生かしていきたい。 

 ・組織間の交流、情報を円滑にしていく。 

 ・状況に合わせたリーダーシップの発揮。 

 ・一人一人とコミュニケーションをとり、ミスマッチをなくす。 

 ・その人がいまどのレベルにいるのかをしっかり観察すること。 

 

 

Q8． セミナーで最もよかったことは何ですか？ 

＜主な回答＞ 

 ・他のホテルの方、他業種の方とも色々お知り合いになれて話ができたこと。自身の仕事（人事）に関して自分

の中に motivation が生まれたこと。 

 ・他のホテル、業者との意見交換、ビジョンを明確にすることの大切さ！ 

 ・様々な職種の方々から同業の方々とお話ができたこと。それぞれの企業でいろいろな人材育成の取り組みを

行っていることを知れて学べた。 

 ・同業種、他業種との方々との情報交換が出来たこと。コミュニケーションのスキルを学べたこと。 

 ・リーダーシップを発揮するにあたって必要なスキルの体験(コーチング・ファシリテーション) 

 ・社内では勉強できないことが勉強できた。外部の方の講演がきけた。特にコーチングセミナーが良かった！ 

 

 

Q9. セミナーを受講後、自身に起きた変化や何か実行されたことがございましたらご記入ください。 

＜主な回答＞ 

 ・職場で困難な状況が出てきた際、私自身が「キー!!」となったのですが、セミナーで得たチームビルディングに必

要な情報の共有が足りていなかったことに気づき実践したところ、皆の気持ちがまとまり、困難な状況を打破でき

たと感じました！ 

 ・チーム内ミーティングを行ったり、相手のことを考えて話す事ができるようになった。 

 ・初対面の人と話す事。自分の意見を発信することが苦手ですが、その訓練にもなった。 

 ・ぼやっとしていた自分の理念、考えがまとまってきた 

 ・技術、スキルを学べたことで人とコミュニケーションのはかり方が変わったこと。 

 ・部下との面談に部下からの言葉・意見等を引き出せたかも。。 

 ・相づちの打ち方の種類が増えた。後輩が、「言われたことをやる」→「色々あってもやりとげる」→「さらに上を」

と育つのを見守ろうと思えるようになった。(どの段階なのか、把握しようと思えるようになりました。) 

 ・リーダーシップや部下育成に対しての取り組みを具体的に考えるようになった。 

 ・これまで自己流と思っていたことの体系化ができた。 

 ・会議でワークショップ手法を取り入れた。今まで気づいてこなかった観光業界で起きている問題・課題をインタ

ーネットなどを通して調べて学習した。部下にコーチング手法を使ってみた。 

 ・社内スタッフの変化に以前より気が付けるようになった。(観察するようになった。) それにより声がけがしやす

くなったり、相手の話を聞きだしやすくなってきたと思っています。 

 

Q10. セミナーをさらによくするためのご提案をお願いいたします。 

＜主な回答＞ 

 ・若い人の参加にもっと参加して欲しい。 

 ・今回のセミナーは本当に「最高!!」だったので、引き続き継続しての開催されること希望します！ 

 ・ディスカッションする時間をもう少しゆとりをもって設定するとありがたい。（話をする時間が短く、最後まで話せ

なかった） 

 ・ワールドカフェ形式の場をまた設けて頂けたらうれしい。 

 ・1 年間くらい続けてやるのもおもしろいかなと思いました。 
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 ・休憩を AM、PM もう一回ずつ増やしてみては？(頭を休める、TEL をする時間など)。11 月前後は繁忙期でスケ

ジュール調整が大変でした。 

 ・本島中部で開かれたのでアクセス的に助かりました。 

Q12. 沖縄県と OCVB では、次年度以降も「中核人材」を対象とした業種別集合型研修の実施を計画しておりま

す。「部下育成力」の強化以外に、今後どのような集合型研修を希望されるかご記入ください。 

＜主な回答＞ 

 ・企業トップの方へ向けた研修も興味があります。トップの方が人材育成に目を向けていくことが重要なカギにな

ると思います。 

 ・合宿もいいと思います。 

 ・県外有名観光地の人を招いての研修。地域交流(芸能など)に特化した研修。 

 ・他社さんの職場体験おもしろそうだと思います。 

 ・異業種もももちろんですが、時々同業職でも何か発見があったり？！とも思いました。（B コース（全業種コー

ス）受講者） 

 

(9) まとめ・次年度以降への提案： 

 上記各記述式の回答からも見られるように、それぞれ中核人材として、経験を通して自身のビジョンや考えが漠

然と形成されたところで、本セミナーにおいてビジョンの明確化、実際に部下や周囲の方へ伝えるスキルを学び、

実際に実践してみることで、その感触を掴めていることからも成果が見られる。 

 また、各研修後すぐに実践にうつせていることから、ワークショップを多く取り入れた積極参加型の研修であるか

らこそ、スキル習得の早さに繋がったと考えられる。 

 「集合型研修」では、他社、他業種との交流や情報交換を通じて業界内の「横の連携強化」を目指しているが、

その点については実際に受講者からも評価が高いことから、間違いなく本セミナーの特長といえ、本セミナーを続

けていくことで、業界内の「横の連携強化」への貢献度が高くなると期待できる。 

 一方で、宿泊業を除く全業種コースの受講者より、同業種での話し合いを希望する声もあり、組織を超えた交流

に重点を置きつつも、同業種同士のワークショップも増やしていくことを、次年度の課題としたい。 

 また、本年度新たな取り組みとして、受講者以外にも参加者を募り、「沖縄観光の人材育成を考える～ワールド

カフェ 2016～」を実施した。約 100 名もの参加者が集まり、各自の思う沖縄観光の課題や改善策を発散し、そこか

ら改善策が実現に近づくよう収束の時間まで設けたことから、実際に実施に繋がった企画もある。参加者からも、

こういった機会は滅多になく、人脈作りや良いアイディアに出会え、刺激的といった声が多く寄せられた。今回、多

くの成果を生むことが分かり、非常に効果的であることから、今後もこういった機会をつくることが沖縄観光の人材

育成、人材不足の改善に向けて重要と考えられる。 
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(10) セミナー記録写真 

 

第 1 回 共通研修  日時： 10 月 13 日（木） 10：00 ～ 17：00  場所： かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

◆イントロダクション／県内人材育成の事例紹介 

◆講演「働き甲斐のある職場づくりを担う中核人材の役割」講師：高橋 俊介（慶應義塾大学大学院 特任教授）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回 （宿泊業）日時： 10 月 18 日（火） 9：30 ～ 16：30 場所： 沖縄コンベンションセンター A2 

 （全業種）日時： 10 月 24 日（月） 9：30 ～ 16：30 場所：P’s SQUARE 会議室 C 

◆ビジョンの明確化ワークショップ  ファシリテーター：平井 雅（協働促進社） 
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第 3 回 （宿泊業）日時： 11 月 1 日（火） 9：30 ～ 16：30 場所： P’s SQUARE 会議室 C 

 （全業種）日時： 11 月 15 日（月） 9：30 ～ 16：30 場所： 沖縄コンベンションセンター A2 

◆部下育成とコミュニケーション①  講師：豊田 麻琴（ミライズコミュニケーションズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 回 （宿泊業）日時： 11 月 17 日（木） 9：30 ～ 16：30 場所： 沖縄県体育協会 会議室 

 （全業種）日時： 11 月 22 日（火） 9：30 ～ 16：30 場所： P’s SQUQRE 会議室 C 

◆部下育成とコミュニケーション②  講師：豊田 麻琴（ミライズコミュニケーションズ） 
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第 5 回 共通研修  日時： 12 月 1 日（木） 10：00 ～ 17：00 場所： かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

◆【特別回】沖縄観光の人材育成を考える～ワールドカフェ 2016～  ファシリテーター：平井 雅（協働促進社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 6 回 共通研修  日時： 12 月 8 日（木） 10：00 ～ 17：00 場所： かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

◆総括～各コース学習の振り返り及び今後の取り組み計画の作成・発表～   

 ファシリテーター：平井 雅（協働促進社） 
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(11) 各回アンケート記述式回答 

◆第 1 回 共通研修 アンケート結果 

Q2.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 

A-2 短期アルバイトが多い為、全体のレベルが上がらない。その為、正社員全体のレベル向上が必要。

特に自分自身の向上が必要。 

A-3 オペレーションが優先となり、トレーニング等は後回しの雰囲気を管理職が作り出している。又、働き

易い職場を作るためにはどうしたらいいか、ということを考えられていない。 

A-4 自社でもマナー研修を行っているが、参加して、終わりという感じになっている。 

A-5 現状としては現場にまかせっきりです。 

A-6 初任者に対する教育が非常に弱い。現場の業務に追われ満足のいく教育ができていないのが現状。 

A-7 今までは人材育成についてどのように具体的にすすめていくのか方法が分からなかった。部下への

展開方法で悩んでいた。 

A-8 感受性や応用力の能力強化、向上促す。 

A-9 部門間のコミュニケーションの効率的な取り方の改善策を考える。新人の成長実感と成長予感をどの

ようにして行っていくかを具体的に考える。 

A-10 現在 OJT としての育成はあるが各スタッフの人材育成に取組むものは無く、必要性を感じます。 

A-11 中核人材の教育が不足している（人材不足） 

A-12 観光業の中で同じ課題をもっているのだと感じた 

A-13 社内での人材育成に力をいれているが、現場との温度差を感じる。 

B-1 他社と比べ相対的に取り組みが少ない、弱い 

B-3 弊社の取り組みがほとんどない事に気づきました。 

B-4 各階級に合わせてのセミナーや、研修を行ってはいるが、活かせていない 

B-5 当社の課題としている事が、他社で同様の課題であることに気づかされました。 

B-6 現在はまだ本人の成長実感が感じられるような教育制度が出来上がっていない為、同僚と共に本日

学んだ事をアウトプットしていきたい。 

B-7 人材不足。ビジョンが見えない。部下の育て方、伝え方がわからない。 

B-8 全くしていない 

B-9 教育時に、指導が伝わっているか確認出来ていない。「やりっぱなし」になっている。 

B-10 中間層へのフォロー・育成が必要と感じました。そうすることで新人の育成もできそうかなと。 

B-11 効率の悪さ 

B-12 リーダーシップを取る人が少ない。 

B-13 上にいく以外のキャリアステップアップの重要性。 

B-14 その人に合った育成が出来ていない。中間層のフォローの仕方を教えないといけない。 

  

 

Q3. Q2.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

A-2 問題を明確にできていない為、問題がクリアにならない。 
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A-3 管理職がまずマネジメントとは何か？ということを学ぶ必要があると思います。又、その機会がないま

まに昇進していっているところがあります。 

A-4 人材の育成 

A-5 管理職の育成 

A-6 中核人材がその下のひとりひとりをもっと良く見る事。それができる環境が必要。 

A-7 会社のビジョン、経営理念の展開、理解のさせ方を学び、皆で共有させること。 

A-8 上記に対して取り組む姿勢 

A-9 目の前の業務にいっぱいいっぱいで各自の成長まで指導・支援が不十分。 

A-10 現状把握 

A-11 ビジョンを明確にし、そこに向かって進めていく教育 

A-12 経営-中核-若手でそれぞれにどうビジョン、考えを腹落ちさせるか 

A-13 本社からの意向を下まで伝える為の中堅がいない事。会社全体で取り組む必要がある。 

B-1 社内での人材育成の重要性周知 

B-3 コミュニケーションやフィードバック等の課題自体の認識をもっていない事から問題だと痛感しておりま

す。 

B-4 中間層の離職率の高さ。下部層までビジョンが浸透していない。 

B-5 上下に関係なく問題意識や課題を共有し解決する努力 

B-6 上司部下とのコミュニケーション不足。具体的にはお互い腹落ちしていない具体的な質問、声掛けが

出来ていないと今回感じました。 

B-7 コーチング。人を見極める力。時代に合った育て方。 

B-8 先ず人材育成がどういったものかを知る事が大事だと思う。 

B-9 自分自身を変える 

B-10 中間層へのフォロー、育成。ビジョンの明確化。コミュニケーション力。働きがい。相互理解。 

B-11 仕事の価値を教える 

B-12 コミュニケーション力（良い上司や）いい人間関係を築ける様の取組 

B-13 モチベーションの継続。感受性・応用力の更なるブラッシュアップ。 

B-14 成長を実感させる。時代に合わせた育成。ビジョンの伝え方。 

  

 

 

Q4. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

A-2 問題を明確にし、部下とのコミュニケーションをとる必要がある。 

A-3 自身は私しかいない部署（人事部）ですが、他部署での管理職とそのスタッフたちのコミュニケーショ

ンが足りないと感じ、又、コーチング、振り返りが足りていない、ということを感じました。 

A-4 今までの考え方を変える事も必要だと思う。 

A-5 人がいないなかで、自分でかかえこむ事。 

A-6 フィードバックのタイプがポジティブである。 

A-7 自分の現在の役割、立ち位置をもっと具体的に認識するべき。 
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A-8 応用力を身に着つける。 

A-9 支援や学びの機会を与える方法をその人に合わせて行っていきたい。フィードバックが不足している

ように感じたこと。 

A-10 部下とのコミュニケーションが必要。 

A-11 コミュニケーションが不足している。 

A-13 相手（内面）を引き出す質問ができるのか。コミュニケーションが少ない。 

B-1 アイディアを具体化する手法が乏しい。 

B-3 人材育成に対する具体的方法を学ぶ必要性。 

B-4 自分が経験した育てられ方を、そのまま行うことは間違いだ!!!という言葉にはっとさせられました。 

B-5 理解し伝えて「腹落ち」させる難しさ。 

B-6 情報をもっと上手に伝えられるようにならないと、と感じました。 

B-7 部下を育て、能力を引き出す力が不足している。コミュニケーション能力。 

B-8 全くわかっていなかった事。 

B-9 部下とのコミュニケーション不足 

B-10 足りないことがいっぱいあるので、まだまだ成長できるなと思います。 

B-11 観察力の無さ。 

B-12 部下の事を観察してフィードバックを伝えられるようにする。理論を持って教えていく事（なぜ必要か、

なんの為なのか）。自分自身がビジョンの明確に対し具体的に言えないといけない、腹落ちしないとい

けない。 

B-13 しっかりと自身でも理解をし、必要なことを形にしていく。やらなくてはいけない。やりたい事がたくさん

ある！！ 

B-14 成長の実感をスタッフに伝えていかないといけない。ビジョン伝え方、腹落ちのさせ方。 

 

 

Q5. Q4 を踏まえ、あなた自身の課題は何だと思いますか？ 
 

A-2 更に現場を実際に確認することを、コミュニケーションの時間をつくる。 

A-3 人事部として、所属部長にのみスタッフ育成を任せきりにするのではなく、もっとスタッフ一人一人から

もヒアリングする機会を増やしていくこと。 

A-4 チーム内のメンバーとのコミュニケーションの取り方。 

A-5 他の管理職と協力して働きやすい環境を作っていく。 

A-6 ポジティブだけではなくネガティブなこともきちんと相手に伝える。 

A-7 コミュニケーション能力を高め、会社、部下とのパイプ役として成長し、リーダーシップをとること。 

A-9 わかりやすく具体的なフィードバック方法を学ぶこと（腹おちさせる）。背景等を聞き出す技術。情報の

共有化。 

A-10 それぞれのスタッフの課題を把握し、人材育成のベースを作る。 

A-11 コミュニケーションをしっかり取る事が必要。部下に考える力をつけさせる事。 

A-12 時代にあった教え方、育て方等。いろいろな手法を知る必要がある 

A-13 相手（内面）を引き出す質問ができるのか。コミュニケーションが少ない。引き出した個性をのばせる

のか。ポジティブフィードバックをつかむ。 
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B-1 継続的な（リーダーとしての）モチベーションの維持。 

B-3 具体的な方法を取得し、発信する。 

B-4 コーチング力。日々の業務を行いながらも、より全体を観察し、コミュニケーションをとっていく上手な

時間の使い方。 

B-5 これまでの考えを活かしながらも過去にとらわれない考え方。 

B-6 自分の業務以外においてももっとコミュニケーションを取る事ができる働きやすい職場環境に向けて

尽力できると思います。 

B-7 コーチング能力。ビジョンの伝え方（腹落ち）。コミュニケーション能力。成長を実感させる仕組みづく

り。 

B-8 今回のセミナーで人材育成をどう行っていくかを知る事。 

B-9 部下とのコミュニケーションを増やし、部下を知り、状況にあった育成。 

B-10 まずはやってみること。そして工夫すること。 

B-11 観察力 

B-12 伝える力が足りない。学んだ事をどの様に活かすか。どの様にアウトプットしていくかの手法（方法） 

B-13 研修で学び、自社ではどういった形にできるか。またどのようにアウトプットしていけるか。 

B-14 人への伝え方 

 

 

Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 

A-5 とても良かったです。 

A-9 今後のセミナーがとても楽しみです。 

A-11 今回のセミナーを通してコミュニケーション能力の向上を図りたい。 

A-12 自分達で考える部分と他の事例など具体的に教えて頂きたい。 

A-13 沖縄の観光産業を考える前に自分自身の力をつけたい。 

B-8 継続してセミナーを行ってくれる事。 

B-9 今日初めての参加となり意見はありませんが、本日のセミナーでかなり勉強になりました。 

B-10 2 回目以降も楽しみです。 

B-13 自身でも発信、発言する時間があり、参加者の皆さんの意見や現状も聞くことが出来、よかったです。

講演も楽しかったです。色々な企業の実例はとても興味深く、いろいろ考えながら聞くことができまし

た。ありがとうございました。また改めて高橋先生のお話も聞きたいです。 

 

 

◆宿泊業（A）コース  第 2 回研修  アンケート結果 

Q1.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 
 

A-2 育成プランが確立されていない。教育に力を入れる必要がある。 

A-3 ビジョンの共有ができていないこと。沖縄全体で観光産業に魅力を感じてもらうために、給与体系、モ

チベーション UP につながるものを考える必要がある。 

A-4 次につながるような研修をしてほしい。 

A-5 部署の管理職に一任している。 
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A-7 会社のビジョンについて話し合いの場が少ないことに気づいた。 

A-8 ビジョンの共有、理解を得て人材育成につなげる。又は同時進行？ 

A-9 観察する力を持って、部下とのコミュニケーションをはかっているか？ 

A-10 毎日の業務に追われ人材育成がままならない。 

A-11 教育を行う時間が少ない。 

A-12 コミュニケーション不足。 

A-13 教える側のおとしこみができていないかも。と思いはじめました。 

 

 

Q2. Q1.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

A-2 教育の時間を作る。土台をつくり現場に出す必要がある。 

A-3 漠然としたビジョンから具体例化したビジョンに明文化していき、それについて話し合いの場を設けて

いくこと。 

A-4 研修を受ける意味を理解する事。 

A-5 管理職の意識改革。 

A-7 同僚や部下の意見、考えを集約する機会を作ること。 

A-9 様々な意見を聞き出すことが出来ているか？個人のレベルを把握出来ているのか？ 

A-10 育成プランの作成、実行（階級別）。 

A-11 教育の時間をつくる。教育の課題を明確にする。スケジュールを作成。 

A-12 コミュニケーションの取り方、広げ方。 

A-13 時間や人、限られた環境であり、会社全体で取り組まないといけない。 

 

 

Q3. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

A-2 組織内での立場に気づいた。 

A-3 他会社様の話を聞いて、色々なアイディアを頂きました。人事部は私一人だけの部署なのですが、チ

ームがいかに働き易い環境を作るかが私に課された職務であると改めて気づきました。 

A-4 もっと自分の言葉で伝えるようにする。 

A-5 ビジョンに対して部下の方向付け（道案内）。 

A-7 チームに貢献できるリーダーなのか、まとめきれているか。客観的に自分を見つめなおそうと意識が

変わった。 

A-8 自立的に学習する、自信をつけ、自立的に行動できる人材育成に取り組む。 

A-9 経験に基づいた意見、他者の意見、様々な意見・アイディアをわかりやすく伝えられることがリーダー

には必要。互いを尊重すること！ 

A-10 まだ現在のホテルの状況をつかんでいない。 

A-11 率先し行動を起こさないと変化がない（改善できない） 

A-12 自分自身でも気づきが必要。自身も勉強が必要。 

A-13 ビジョンを浸透させる具体例がいくつかでていた中で、まだやっていない事がたくさんあることに気づ

いた。 
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Q4. Q3 を踏まえ、あなた自身の課題は何だと思いますか？ 
 

A-2 コミュニケーション不足。長期的なプラン立案が必要。 

A-3 管理職が考える人財育成について、温度差があると思うので、会社に戻って、今回のセミナーで学ん

だこと、感じたことをどのように共有して、今後に役立てていけるか。 

A-4 コミュニケーションの取り方。 

A-5 物事の読解力。部下への「ビジョン」の落とし込み。 

A-7 自分自身の意識改革。 

A-8 ホテルマンとしての知識・教養をさらに深める。 

A-9 全員が参加するように声かけ、配慮を意識すること。 

A-10 状況把握とコミュニケーション。 

A-11 伝える意識、情報の共有を積極的に行う。 

A-12 日々の業務に流されず、考え、学ぶこと。 

A-13 ビジョンの理解度。伝える為の力。 

 

 

Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 
A-3 今日も沢山ヒント、気づきを頂きました。ありがとうございます。 

A-5 満足している。 

A-10 経営層とのワールドカフェの場 

A-12 色々のことを学び、自社、自分にあったものを見つけたい、作りたい。 

A-13 明日から何ができるのか、考える事ができた。 

 

 

 

◆宿泊業（A）コース  第 3 回研修  アンケート結果 

Q1.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 
 
A-1 勉強すべき事が多いのに気づきました。 

A-2 コミュニケーション不足。 

A-3 信頼関係の構築ができていないままに業務指導をすることによって生まれる不満感があるのでは。 

A-4 物言（言い方、話し方）について、アドバイスをしてくれる。 

A-5 部下の意見の吸い上げ。 

A-6 人材育成について考える、何かを学び実行するという事や時間を作っていないことが現状。 

A-7 コーチングというのをよく理解できていなかった。 

A-9 もっと相手に興味を持ち、互いを知ること。目標を数値化させて話をさせる事が必要。 

A-10 各スタッフとの認識の確認が必要。 

A-11 ビジョンを明確に示していない。 
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A-12 コミュニケーション不足。 

A-13 自主性にかける部分がある。自ら進んで学ぶことがあまりない。 

 

 

Q2. Q1.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

A-1 基本をぶらさずしっかり教える 

A-2 時間をつくり会話をする。 

A-3 上司と呼ばれる位置づけの人たちとそのスタッフとの間のコミュニケーションの機会を増やし、信頼関

係を作る。 

A-4 社会内でシェアしたほうが良い。 

A-5 上司のスケーリングの向上。 

A-6 充分な人員を確保し、上司・部下・チーム全体のことをみんなが考えることからが課題。 

A-7 部下の思っていること、言いたいことをしっかりと聞き出すこと。コミュニケーションのとり方をマスター

する。 

A-9 人を観察する力をもっと養う。もっと質問を投げかけ、相手に考えさせる。 

A-10 問題意識の共有化。 

A-11 ビジョンを明確に示して同じ方向に向かう（向かわせる）人材の育成、教育。 

A-13 個々のモチベーションを高め、自主性を高める必要がある。 

 

 

Q3. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

A-1 知識 他スキルを上げていく。 

A-2 もう少し時間をつくり、人を見て話す事が必要。 

A-3 信頼されることに着目していたが、自分が相手を信頼しているか？と問いかけて、まだできていないこ

とに気づいた。 

A-4 チームメンバーの話をちゃんと理解して聞く。 

A-5 スケーリング力の無さ。 

A-6 何でもいいから話を聞きだす。話をさせる。ことができていない。 

A-7 部下から見て理想の上司に近づいているか不安になった（少し）。 

A-9 聞き上手になること。表面だけでなく、もっと本質を知るような会話が出来ること。 

A-10 問題意識を持つ事。 

A-11 部下とのコミュニケーションを多く取らないといけない。 

A-12 コミュニケーションを取る方法、知識が足りない。 

A-13 言葉を選びすぎ。質問をあまりしていない（コミュニケーション不足）。 

 

 

Q4. Q3 を踏まえ、あなた自身の課題は何だと思いますか？ 
 

A-1 指導力。 

A-2 コミュニケーション。 
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A-3 スタッフの満足する点は何か、皆価値観が違うので、一人ずつからのヒアリングが大事かと思う。 

A-4 人の話を理解する。 

A-5 話のポイントをおさえる事と部下の意見の吸い上げ。 

A-6 ひとりひとりのことをもっと良くみる。 

A-7 部下から意見の出やすい雰囲気作りからスタート。 

A-9 もっとほり下げた本質に近い意見や思いにふれる会話を意識すること。 

A-10 行動力。 

A-11 自ら現場に出向き、情報の収集、積極的にコミュニケーションを図る。 

A-12 コミュニケーション手法、知識の習得。環境作り。 

A-13 相手の本質を引き出すテクニックが必要。 

 

 

Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 

A-2 情報交換がもっとできると良い。 

A-3 いつも準備万端にご用意頂いてありがとうございます。後半 3 回も楽しみにしております。 

A-9 今日もいっぱいいっぱい。行動を実行にうつせるように意識したいと思います。本日もお疲れ様でし

た。 

A-12 楽しみながら、感じながら、体感しながら知識を得られていると思う。 

A-13 具体例を映像で見れたのがよかった。 

 

 

◆宿泊業（A）コース  第 4 回研修  アンケート結果 

Q1.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 
 

A-1 足りない事が多いので、今回習ったスキルを活かしたい。 

A-2 育成プロジェクト不足。 

A-3 ホテルのそれぞれの部署でのシフト時間が違うため、なかなか一同に会することが難しい。又、各所

属部長に任せてしまっている部分が多いが、その部長がどのように人材育成をしているか、の状況把

握ができていない。 

A-4 チーム内でミーティングを持てるようになった。 

A-5 少しではあるが、改善している。（ベル）で仕事終わりに 10 分のミーティングをやっている（1 日の振り

返り）。 

A-6 意識をして行えていない。 

A-7 部下の抱えている問題点をうまく聞き出せているか心配になってきた。 

A-8 人材不足により、良い環境で人材育成に取りこめていない。 

A-9 相手を観察し、興味ある部分をのばしていくことが必要。部分的な情報で物事を判断しない。 

A-10 組織内のコミュニケーションが必要。 

A-13 今月のミーティングで新人研修について話し合いましたが、教える人は昔のやり方がしみついている

という意見がありました。それはホテルの個性なのか、自信の個性か、トレーニーもこまってしまう。 
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Q2. Q1.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

A-1 どんな場面でもやりこなす力。 

A-2 育成の時間がなく、現場にて覚えている。 

A-3 観光業、ホテル業、お客様を喜ばせること、楽しませること、それができた時の醍醐味や本人自身の

喜びであることに、一体何人が気づいて仕事しているのか、根本的なことから始める必要があると感

じた。 

A-4 お互いのコミュニケーションを取る事。 

A-5 自分達で考えて行動させる。 

A-6 人事育成の仕方を役職者全員に意識づけさせる。レクチャーする。 

A-7 周りの意見に耳をかたむける。もしくは聞き出せる場をつくる。 

A-8 本セミナーで得た知識やコミュニケーションノウハウを生かし、部下の育成に取り組みたい。 

A-9 コミュニケーションを高める。質問力を高めて、発展させる。気づかせる。 

A-10 求めている姿、取り組むべき姿の明確化。 

A-13 トレーナー側の共通認識が必要。業務手順等、バラつきがあるとトレーニーはこまる。 

 

 

Q3. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

A-1 自分自身も本当のリーダーとなるため努力する。 

A-2 育成に関して、関わっていない現状。 

A-3 尊敬できて、話を聞いてくれて、いざという時にはしっかり部下をサポートできる中核人材の育成が急

務だと思う。 

A-4 チームメンバーの気持ちをくみ取る事。 

A-5 他の役職者ともっと連携を取る。 

A-6 もっと部下へのアドバイスや、「こうなってほしい」と思うことを積極的に行うべき。 

A-7 常に意識して部下の行動（仕事のすすめ方）を見ているか。視野を広げているか。 

A-8 相手に 7 割話をさせることのむずかしさ（更にやる気を持たせること）。 

A-9 効果的な考えを促す質問を意識すること。相手の成長を感じ手助け出来るように気を配ること！ 

A-10 やるべき姿がはっきりした。 

A-12 育成方法の知識不足。育成の難しさ。 

A-13 スタッフ同士の意見交換をしても参加していないスタッフへ課題や改善点を伝えられてない。 

 

Q4. Q3 を踏まえ、あなた自身の課題は何だと思いますか？ 
 

A-1 もう少し深い会話をする事。 

A-2 育成プロジェクトの構築。 

A-3 総支配人を含め、部長の方々にまず人材育成の大切さに気づき、業務の中に組み込んでいけるよう

に話し、共感してもらうこと。 

A-4 上手にコミュニケーションを取る事。 
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A-5 自分がリーダーという自覚を持つ。 

A-6 上記について、自分の立場をもっと自覚し惰性的ではなく上司、先輩として踏み込む。 

A-7 目線をかえて周りを見ることを意識して仕事をすすめる。 

A-8 相手の話を聞く。自分自身のスキルアップ（学習する）を図る、計画する。 

A-9 深く相手を観察すること！ 情報を質問から深ぼりして正しく知ること。 

A-10 行動力。 

A-12 コミュニケーション能力。部下の能力を発揮させること。 

A-13 スタッフの話し合いの場を作る。時間・場所など。 

 

 

Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 

A-3 もっと学びたいです！今日もありがとうございました！ 

A-4 コミュニケーションと部下育成をもっとやりたいです。 

A-9 2 回に渡り豊田先生のセミナーで、人に質問をする時の言葉のバリエーションやくり返し、要約をする

ということを意識するようになったと感じます！今後も頑張って練習して実践できるようにします！ 

A-10 今後も同様のセミナー、他セミナーを行ってほしい。 

A-12 あと 2 回よろしくお願いします。 

A-13 メモを取る時間がもう少しほしかった。 

 

 

 

◆全業種（B）コース  第 2 回研修  アンケート結果 

Q1.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 
 

B-1 第一に人材育成の重要性が十分に認識されていない。そのため十分な時間がさかれていない。 

B-2 「ビジョン」を持って（持てて）いるのか自体、自信がないことに気づきました。人材育成の前に、自分が

理解しないといけないと思いました。 

B-4 ビジョンの浸透度が低い（主に事業計画 How） 

B-5 人材育成のマニュアルやビジョンが明確化されていない。 

B-7 部下育成の方法がわからない。育成マニュアルがない。 

B-8 自分自身が人材育成しなければならず、また、その後それを伝えていかなければならないという事。 

B-9 部下に対し意見集約するが、考える時間をあたえていない？または、考える気にさせていない。 

B-10 ビジョンの明確化。 

B-11 ミーティングの質の悪さ。 

B-12 経営層と中間管理職の役割を明確にして目標を中間層が理解し納得し、現場に伝えていける力が弱

い。 

B-13 出来ているようでまだまだなコミュニケーション能力。 

B-15 ビジョンを共有する、課題を明確にするなど、すべてのフェーズにおいて対話の場を設けているが、更

に良くするためには分野や役職等を超えて参加者の枠を広げることが必要。 
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Q2. Q1.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

B-1 人材育成の重要性（具体的な手法とその効果）についてミドルからトップへの訴えかけ。 

B-2 やらないといけないこと、話さないといけないことを整理する力をつけないといけない点。 

B-4 ビジョン共有の為の時間の確保。具体的な事例を挙げて現場スタッフが認識する場を作ること。 

B-5 育成プログラムの作成とスケジュール化。 

B-7 中途、新卒別の育成マニュアル、仕組みづくり。コミュニケーション。 

B-8 その時間を作る事。タイミング。 

B-9 ワールドカフェ的な MTG を実施する事。 

B-10 ビジョンを伝えるミドルの育成。 

B-11 くり返し教える。 

B-12 中間管理層のマネジメント力。 

B-13 人との意思疎通、分かっているだろうと思ってしまう思い込み。 

B-15 対話の場の増設と参加者の拡大。⇒収穫した成果のアウトプット。 

 

 

Q3. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

B-1 部下の個性をまかしきれていない。 

B-2 日々の業務にいっぱいいっぱいで、全体を考える余裕がないと思いました。 

B-4 リーダーとしての役割の意識の弱さ。 

B-5 考えやビジョンの発信力の不足。 

B-7 ビジョンや思いがうまく伝えられない。 

B-8 リーダーとして足りない事が多い。 

B-9 部下をしっかり考えさせる場をあたえる事。一緒になって考えを導き出してあげる事。 

B-10 自分にできることはもっとある。 

B-11 組織を把握する。 

B-12 現状を洗い出して課題を見つけ、話し合いをしまとめていける力が弱い。 

B-13 相手の意見を聞き、考える力をもっとつけなければならないこと。アウトプットできるようになることを勉

強していくこと。 

B-15 経営者（意思決定者）と現場スタッフをつなぐかけ橋として貢献すること。 

 

 

Q4. Q3 を踏まえ、あなた自身の課題は何だと思いますか？ 
 

B-1 十分に部下の話をきき、コーチングする姿勢。 

B-2 業務の効率化を含め、自分のできることを増やしていくこと。 

B-4 想像力。伝える力。 

B-5 社内と社外の人たちとの交流（考え・思いの見直しや発信（言）力の向上）。 



426 

 

B-7 発信力。わかりやすく言葉を伝える事。 

B-8 コミュニケーション力を高める。 

B-9 部下育成について考えをまとめる（やり方をまとめる。状態によって。） 

B-10 行動すること。 

B-11 知ろうとする心。 

B-12 目標を決めて、それに対して動かしていけるスキル（工程管理が不足）。 

B-13 Q3 の回答と同じ 

B-15 地域連携でビジョンの実現に向けてリーダーシップを発揮し、やりきること。 

 

 

Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 

B-2 中部開催で助かりました。（那覇だと交通渋滞が大変なので…） 

B-7 コーチングを学びたい。 

B-9 満足なので次回も楽しみです。 

B-10 次回も楽しみにしています。 

B-13 意見交換の時間など考える内容はむずかしいがいろいろな方との話は充実です。研修終了後もいろ

んな話をしていきたいです。次回の豊田先生の回も楽しみです。宜しくお願いします。 

 

 

◆全業種（B）コース  第 3 回研修  アンケート結果 

Q1.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 
 

B-1 人材育成の重要度の認識が低い。 

B-2 成長を見守る余裕がない（上司も必死すぎて多忙）。若手が長続きしない⇒新しく来たスタッフに何度

も教えないといけない。 

B-3 人材育成の取り組みに力を入れはじめてくれている。 

B-4 新人研修や営業職の研修が中心で、中途や 2～3 年目社員、実行現場社員は比較的放置されていま

す。 

B-5 全国（全社）でのスケジュールがあり、計画的に行われているが、個々（部署・個人）においては不充

分な点がある。 

B-6 本日学んだコーチングができるような人材が少ない。 

B-8 コミュニケーションがない。 

B-9 部下とのコミュニケーション不足。ビジョンが伝わっていないかな？ 

B-10 人の話を聞く中で、うまく相手から引き出す質問ができる上司が少ないと感じた。 

B-12 主体的に行動出来る人材不足。 

B-13 きちんと時間をとって個人の話、意見をきくことを行っていきたいという事。 

B-14 スタッフの不安の払拭と共感が足りてないと気づきました。 

B-16 メンバーを巻き込み、行動できる環境を作り、協働を促す←足りないと感じた。 
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Q2. Q1.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

B-1 認識が低いため、人材育成に十分な時間が割かれていない。 

B-2 長続きできるよう、仕事に楽しさを感じてもらうこと。若手同士で教え合えるよう、2、3 年目を育てるこ

と。 

B-3 現場との考えの違いがあるように感じる。 

B-4 中堅層の充実。 

B-5 全体の平均化を図れること。 

B-6 人材育成を行うという組織風土がまだ自社で根づいていない為そこが課題。 

B-8 完全トップダウンをやめ、対話のある職場を築く。 

B-9 部下とのコミュニケーションをとり、モチベーションを上げる。ビジョンの落とし込み。 

B-10 7 対 3 で話を聞ける人を増やすこと。 

B-12 共感をキーワードにして全員参加型の話し合いが必要。 

B-13 スタッフ（部下）が話をできる場、環境をもっと意識して作っていく。 

B-14 スタッフとの共感。意見交換。 

B-16 視覚化、言語化（定義）、スケーリング（計測）の活用。意思決定を明確にする＝共有する。 

 

 

Q3. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

B-1 部下ともっと向き合う時間を作る。 

B-2 Q3 をふまえ、フィードバックをしたり、解決策を一緒に考える。 

B-3 自分自身を客観的にきく。 

B-4 聞く力・行動力。 

B-5 セミナー等を通じた知識・理論の勉強・スキルアップ。 

B-6 学んだ事を実際の行動に移す実行力。 

B-8 相手の言いたい事をもっと分析できる様にする。 

B-9 頭をやわらかくする。 

B-10 もっとたくさん話を聞くこと。 

B-12 組織のビジョンを咀嚼して自分の言葉で伝える力。課題を認識して行動解決すること。 

B-13 他者認識と自己認識をきちんと見極める！！ 

B-14 聞き出し、不安を払拭し、共感し、目標を見つけていく。 

B-16 目標、目的を更に明確にする。 

 

 

Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 

B-2 やることが明確でわかりやすかったです。ありがとうございました。 

B-9 次回楽しみにしています。 

B-13 本日はコーチングという興味のある内容でしたが、実践となるととても難しかったです。ただその難しさ
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も今後クリアして自分のものにできたらとても良いと思いました。 

B-14 もう少し掘り下げた内容を聞きたい。 

 

 

◆全業種（B）コース  第 4 回研修  アンケート結果 

Q1.あなたの組織における人材育成の現状について気づいたことは何ですか？ 
 

B-1 部下育成の重要性の認識が低い。 

B-2 若手が多いが、育たないか長続きしない。外国人が多く、日本語のニュアンスややり方そのものなど、

仕事以外に教えることが多い。 

B-3 仕事に不満のある人が多い。 

B-4 上司のスキル（傾聴）不足、コーチングなど。 

B-5 スタンダードとなる基準が明確に定められていない。 

B-7 明確な方向性がわからない。マニュアルがない。 

B-8 人材育成というカリキュラムはなし。日々の業務のみでなんとなく…。 

B-9 部下の不安が分からない。アドバイスが出来ていないかも。 

B-10 会社内でコーチング（のようなもの）ができる人が少ないと感じた。 

B-11 改めて部下とのコミュニケーション出来ていると思いました。 

B-12 信念、価値観（大切にしている事）が明確に答えられない。 

B-13 コミュニケーションをとっているようでのコミュニケーション不足。 

B-14 スタッフとの共感。 

 

 

 

Q2. Q1.を踏まえ、あなたの組織における人材育成の課題は何だと思いますか？ 
 

B-1 人材育成のための具体的な手法（コーチング等）の研修がない。 

B-2 外国人の管理職を育てる（または採用する）。やめない（続けられる）環境作り（面談などのコミュニケ

ーション）。 

B-3 話をきける上司がいない（コーチング）。 

B-4 スキル向上。 

B-5 人によってバラつきのない平準化。 

B-6 今回のような内容をもっと中堅社員に広めたいと思いました。 

B-7 目的、目標、ビジョンの落とし込み。人材育成プログラム、マニュアルの作成。現場との温度差。 

B-8 課題をみつける。問題が何かもわかっていない。 

B-9 部下の観察に力を入れる。 

B-10 その人が何を言いたいのか聞き出せるスキルがある人の育成。 

B-12 上司通し（間）の共感、共有。 

B-13 Q3 をふまえ、これができる時間・環境を作らなくてはいけない。 

B-14 コミュニケーション。スタッフの不安を取り除き、目標を明確にしていく。 
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Q3. リーダーとしてのあなた自身について気づいたことはなんですか？ 
 

B-1 傾聴力・共感力不足。 

B-2 自分自身の仕事をこなすのに必死で、後輩の育成まで手が回っていないと思いました。 

B-3 考えを促す質問のテクニックがあること。 

B-4 他スタッフの観察が充分に出来ていないと感じた。他スタッフから声をかけられやすい余裕のある雰

囲気を忙しい時こそかもし出さなければいけないなと感じた。 

B-5 問題点や課題を注意して改善していた。（しようとしていた。） 

B-6 今回質問力などを学んで考えながら質問する事の大切さを学べて良かったです。 

B-7 教育、育てる力。 

B-8 部下とうまくコミュニケーションがとれていない。 

B-9 Q1 のとおり。 

B-10 自分の解釈をしていることが意外とある。 

B-11 その子その子のやり方聞き方を取り入れる 

B-12 相手（部下）を観察し、場面（適切なタイミング）に応じた言葉のかけ方（やる気を促す）。 

B-13 答えを発信せず、相手に考え、答えをみちびきだせるサポートができるようになりたい。 

B-14 スタッフへの質問の仕方、共有、咀嚼力。 

 

 

Q4. Q3 を踏まえ、あなた自身の課題は何だと思いますか？ 
 

B-1 モチベーションの維持。 

B-2 仕事の効率化。 

B-3 自分自身にゆとりをもち、部下を観察する力。 

B-4 他スタッフへの有効なタイミングでの声かけ。考えを促す質問のスキル習得。 

B-5 相手の目線や立場に応じた取り組み（スキルアップ）。 

B-6 学んだ事を実践する事、行動すること。 

B-7 コーチング力をつける。話し方、聞き方。 

B-8 中国語をもっと勉強しコミュニケーションをとるようにする。 

B-9 Q2 のとおり。 

B-10 もう一歩踏み込んで聞く。 

B-11 スタッフを見る。 

B-12 問題を掘り下げて聞く力。対話での動機づけ。 

B-13 セミナーでの内容を実践する！ 

B-14 要約、人に伝わる力。 
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Q11. その他、本セミナーへの期待、ご要望など自由にご記入ください。 
 

B-1 理論と実践のバランスが良く、実についた。豊田先生ありがとうございました。 

B-3 参加者のリストがあれば欲しいです。 

B-5 豊田さん、2 回講義ありがとうございました。大変役立つ内容で良かったです。 

B-6 ビデオを途中に入れてくれるのが参考になり良かった。ロールプレイも得意ではないが、面白く感じる

事ができました。 

B-9 次回楽しみにしています。 

B-13 豊田先生の講座、講演についてもっと知りたい。（出来るなら参加したい）。セミナー後も定期的に集ま

ってできる会合？みたいなのがあるとよい、うれしい。（意見交換の場のような） 

 

 

◆ 【特別回】 沖縄観光の人材育成を考える ～ワールドカフェ 2016～  参加者アンケート結果 

  （回答者数=67 名） 

Q1. 本日、一番印象に残ったことは何ですか。 

No. 年代 業種 記述回答 

1 
30 代 

地方自治体・その

他団体 
同じ思いでいる人の多さ。 

2 
30 代 

地方自治体・その

他団体 

様々な業種の方が参加していた事。  思いつかない視点を共有していただい

た事。 

3 
30 代 

地方自治体・その

他団体 

「沖縄の人が沖縄のことを知らない」という事は、みんなが認認している。 

それを改善させようと動いている人、企業、行政の動きがないのが残念。 

4 
30 代 観光協会 

第三ラウンドでの恋人探し。  緊張したけど、自分から動かないと何も始まら

ないことを実感しました。 

5 

40 代 旅行会社 

同じ悩みを持つ方がこれほど多いとは驚いた。 

その一方で既に実施されている制度や助成金が知られていない現状を知っ

た。 

6 
40 代 宿泊施設 

多くの企業様が沖縄観光について手を取り合い協力していかなければいけな

いという強い意識を持っているという現状 しかし実際には… 

7 

20 代 宿泊施設 

グローバルな人材を目指す、育てると言っていますが、海外へ出た学生(人)

などを県内で受け入れられる企業がない(少ない)という問題。受入れ体制の

強化必要。 

8 
20 代 

教育機関（学生含

む） 
観光人材の課題を多くの人が同じことを思っているが、動けていない。 

9 
30 代 

スポーツ／娯楽／

マリン 

・同じなやみがある(会社は様々でも)  

・誰と協力してやりたいか、という問い。 

10 
50 代 ファシリテーター 

観光業を超えて、さまざまな方が集いリーディングを自分ごとで考えることで、

様々な視点、知らないことが発見できました。   

11 

50 代 旅行会社 

異業種の方と交流・意見交換が出き、その成果が発表する（出来る）までにま

とめられたことが良かった。  プレゼンでの質問と眼差しに刺激を受けること

ができた。 

12 

40 代 医療／福祉 

観光業界のネガティブなことについて言い合っていた中にコンサルをしている

という方がおられたので「コンサルをしていてこのホテルはいいと感じた沖縄

のホテルはありましたか？それはどんなところですか？」と問いをなげたら、

一気に前向きな発言が多くなり、皆、他人事のように話していたのが、自分事

の話になっていった瞬間がありました。 
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13 

20 代 ライター 

・大人のインターンシップ 自分の会社の損得だけでなく、離職率⤵をしたいと

いう広い視野に感激  

・いざ「やる」となったときの OCVB さんに任せておけば感どうなの・・・。 

14 
50 代 

地方自治体・その

他団体 

色々なアイディアを持った人に出会えたこと。 

自分がポジティブになれたこと。   

15 
30 代 ウェディング 

田中社長のパワフルさ。色んな立場の方の視点から人材育成についてのア

イディア、意見を聞きシゲキになった。 

16 
30 代 旅行会社 

業種が違うと視点や考え方が異なりますが、否定せずに受け止めることで自

分の視野も広がった気がしました（→ディスカッションから） 

17 

20 代 
観光施設・土産品

等 

業種を超えて連帯していくことの可能について。 

海外へ行って勉強し、グローバルな人材になって戻ってきても働きたいと思う

企業がないということ。 

18 

30 代 旅行会社 

この人材育成（沖縄観光）の事を考えられた事、多様なアイディアが出て、な

おかつ沖縄出身者が人前に出て、自分の考えや想いを発表している姿が印

象に残りました。 

19 
50 代 

放送／出版／マス

コミ 

・カールさんの本気っぷり  ・「自分ごとにする」ということ  ・成しとげたいゴー

ルが明確な人はすごい  ・体験するという事＝動く 

20 

40 代 宿泊施設 

様々な業種の方が一同に集まりカフェ形式でゆんたくできることで違った意見

が得られて良かった。新しい出会いを頂けて良かった。沖縄観光業の発展に

貢献したい、と願う方の思いを形にしたいです。 

21 
20 代 

地方自治体・その

他団体 
色んな業種の方が一度に集まる機会がある事が素晴らしいと思いました。 

22 
30 代 

地方自治体・その

他団体 

次につながる話がまとまって終れた。こういう場は盛り上がって終わりがちな

ので。 

23 
60 歳以

上 

教育機関（学生含

む） 

第１に、参加者の皆さんが、大変レベルの高い問題意識をお持ちになってい

たことです。（人によって分野や内容は異なっていましたが） 

第２に、これを引き出す上で、研修の形式が工夫されていたことです。 

24 

30 代 
地方自治体・その

他団体 

海外というキーワードや地域、異業種というキーワードが多かったこと。テー

マは越境とネットワークになってきていると実感みんなでやろうという機運が

高まっている？ 

25 

40 代 ウェディング 

自分の事を沢山考えていた部分が多かった気がしました。これからの観光業

を担う若者達へのアプローチ方法は違っても、こんな多くの人が考えているな

と思いました。田中社長のインパクト。 

26 
40 代 宿泊施設 

沖縄にホテルマネジメントスクールの設立を計画している働きをすでに始めて

いる人がいたのに感銘を受けた。 

27 40 代 宿泊施設 地域と共に育む人材育成グローバルな人材育成。 

28 60 歳以

上 

観光施設・土産品

等 
沖縄の観光について真剣に考えていく方が多いことにびっくりしました。 

29 60 歳以

上 

スポーツ／娯楽／

マリン 
hotel の stuff が仕事を楽しんでいない！！  すぐに会社を辞めてしまう。 

30 20 代 宿泊施設 異業種間で交流が持てたこと、個々人では絶対できない規模でよかった。 

31 
40 代 旅行会社 

グローバル＝語学力(ハード面)とイメージがありましたが多様性理解(ソフト

面)価値観？感により対応出来る人材が必要。 

32 40 代  - 大きなテーマを話すことで、湧きあがる思い引出ていくことが大事と思った。 

33 
20 代 

教育機関（学生含

む） 

人材育成というテーマにここまで関心が集まっていること  自分の考える方

向性がズレていなかった。 
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34 

40 代 宿泊施設 

これだけの大人が真剣に沖縄の将来のために一日中話し合えるエネルギー

があれば、実行の移せると感じた。実際に未来の沖縄をしょっていく若者を育

成したい。 

35 
30 代 

スポーツ／娯楽／

マリン 
沖縄らしいサービス、おもてなし。 

36 40 代 宿泊施設 ワールドカフェ、オープンで異業種の方の意見が聞けて楽しかった。 

37 40 代 旅行会社 観光、人材育成だけに溜まる話を聞くことができた。 

38 

40 代 大財育成支援業 

多種、多様な環境、職位にいる方々と意見交換できたことで、課題の短期的

対策、長期的な育成をするための大きなパラダイムシフトが必要。行政が動く

ことで大きく変わるのではという印象を強くもった。 

39 40 代 宿泊施設 色々な業種が集まり、沖縄観光の発展について真剣に話し合う場を持てた 。 

40 50 代 宿泊施設 参加者が沖縄のことに伴う人材を熱く語る姿が強く印象に残った。 

41 
30 代 ウェディング 

海外観光客への対応、県民の受入体制、オキナワを良くしていきたい人が多

いことに驚きました。 

42 

20 代 
観光施設・土産品

等 

どのテーブルで話していても似たような活題は必ずさるのでこれがこの業界

で皆が気にする所なんだと思ったこと。一方で自分がそこまでひかれない提

案もありやはり人の考え方は多撲なんだなあと立場の違う人と話すのは新鮮

でとても良い。 

43 
30 代 

教育機関（学生含

む） 
オキナワ観光業に対しての考えで共通している人が多かった。   

44 
50 代 宿泊施設 

小職と同じ志、将来の沖縄観光に対しての展望←→危惧（リスク）をお持ちの

人に出会えました。 

45 

20 代 ウェディング 

・名門ホテルマネジメントスクール  ・明日のヒーローは君！  ・仕組みの大

切さ  ・長期的な計画の必要性  ・沖縄、国を愛することで気付く価値もあ

る。 

46 
30 代 

観光施設・土産品

等 

自分達のアイディアに共感された方がいて、うれしかった。  三名グループが

団結した。 

47 

20 代 
地方自治体・その

他団体 

ワールドカフェで色々な人達とアイディアを生み出していき、自分の中で”やり

たいこと”を作り、その恋人探しで相手が見つかったとき。そして同じ目的を持

った人たちとさらなるアイディア・思いを伝えられたとき。 

48 
40 代 宿泊施設 

沖縄の観光産業についての知識不足を感じている人が少なくない。その勉強

ができる場を探しているのは共有の課題だと感じた。 

49 
40 代 

地方自治体・その

他団体 

それぞれの現場で抱えている課題を聞くことができたこと。またその解決のた

めにしっかりと動いている？が多いこと。 

50 
30 代 宿泊施設 

色んな話を聞いて、改めて今あるものが大事だと思いました。新しいもの・こと

よりも、今あるものをどうするのかの方が大事だと再確認できました。 

51 

30 代 
スポーツ／娯楽／

マリン 

・沖縄の人が観光に興味がない(人材につながらない)・見合った給料ではな

い(少ない) ・シフト制がつらい(週末の休みが取れない)・メディアで取り上げら

れたヒーロー(皆がなりたいと思う)人材不足を解消する。 

52  - -  来た人みんながすばらしい夢を持っていること 

53 

30 代 宿泊施設 

人気をつくる。あこがれの人物が次のスターを生み出す。 そのヒーローをどう

やってつくるか、またどのようにしてつくっていくか、夢を持つとか、情熱など気

持ちの部分に訴えることが大事。学生の参加もあり、将来性も感じました。 

54 
40 代 

観光施設・土産品

等 

異業種の方々が大勢集まって、同じテーマについて話せる事に感謝していま

す。 
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55 30 代 旅行会社 同じ悩みを持った方々がいるということ。 

56 40 代 コンサル 時間があっという間に過ぎました! 

57 30 代 医療／福祉 他業種でも共通の課題を抱えているのが分かったことです。 

58 
40 代 旅客運送／交通 

これだけの観光業の方々が集まれば、全体で何か出来そうですし、まだまだ

いけるっていう思いをもちました。 

59 30 代 旅行会社 観光人材が目指す方向性をどのようにしていくか大切だと思いました。 

60 
20 代 

教育機関（学生含

む） 

ゆんたくんに色々書き込み、みんなで共有するというやり方がすごいおもしろ

かった！ 

61 
50 代 宿泊施設 

ヒーロー探し（観光業界の） あこがれの人が出ることで人材育成が広がって

いく。 

62 30 代 ウェディング 自身が考える課題を持つ？ 

63 30 代 宿泊施設 みんなでまとめた事を発表したこと。 

64 50 代 旅行会社 沖縄観光が好調のなか、多くの観光従業者が疲弊していることを実感した。 

65 20 代 学生 観光人材の課題を多くの人が同じことを思っているが、動けていない。 

66 
10 代 旅行会社 

観光業の問題が多い。そして、それを本気でどうにかしようとしている人がたく

さんでうれしかった。 

67 40 代 旅客運送／交通 観光業界で働く方々が、熱い想いや考えを知る機会となった。 

 

 

Q2. 今後、沖縄県・OCVB に実施してほしい研修・セミナーがあればご意見ください。 

No. 年代 業種 記述回答 

1 

30 代 
地方自治体・その

他団体 

沖縄にくる（あなたの働いている場所に来る）観光客が求めている沖縄とは何

か？そして提供しているサービスとのギャップは？  事務所単位で受けられ

るセミナーor ワークショップ。 

2 

30 代 
地方自治体・その

他団体 

普通の座って行う研修やセミナーと比べ、喋るという作業を通すので、自分の

考えをまとめたり表現するのにとても良いと思った。引き続き同じようなセミナ

ーがあるといい。 

3 
30 代 

地方自治体・その

他団体 
「沖縄知恵袋」は実現可能？ 

4 30 代 観光協会 第二弾も期待しています。 

5 

40 代 宿泊施設 

異業種間におけるインターンシップ制度。他業種を知り、沖縄観光の現状を

知り自社に何か良い物を持ち帰ることができる良い機会になると思います。

本当にありがとうございました。 

6 
20 代 宿泊施設 

・ホテルマネージメントセミナー  ・ホテルに特化した人材育成セミナー  ・コ

ンシェルジュのプロを呼んでいただく。 

7 
20 代 

教育機関（学生含

む） 
学生と観光業に関わっている人の異業種交流会  ゆんたく会 

8 
30 代 

スポーツ／娯楽／

マリン 

・その企業の体験会みたいなものあるとおもしろいと思いました。   

・横のつながりをつくる。 

9 
50 代 ファシリテーター 

留学生が戻ってきたときに、働きやすい職場の環境を作るための研修。今後

もワールドカフェを開いてほしい。 

10 
50 代 旅行会社 

本セミナーを今後継続し人材育成を進めてほしい。今回、宮崎からの参加者

がいたが、選抜で県外研修など他県の観光地を知る機会があっても良い。 
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11 
40 代 医療／福祉 

このワークショップを単発で終わらせないしくみで研修を続けて実践までした

い。 

12 
20 代 ライター 

・たてわり× 「自分がやれること」のおとしこみ。  ・根本的な業界をこえて、

マインドの育成。 

13 
50 代 

地方自治体・その

他団体 
小規模なワールドカフェを、頻繁に開催してほしい。 

14 30 代 ウェディング このような異業種交流会ができる研修。 

15 
30 代 旅行会社 

学生さんと、現役の観光業の若手～中堅との交流イベント。  業界を志す学

生さんと、実際に身を置く人間とで意見交換やアドバイス等ができれば… 

16 
20 代 

観光施設・土産品

等 

その組織に応じた社内研修を組み立てるためのコーチング、  セミナー  明

日から自分のしごとに活かせる、具体的な内容のセミナー 

17 30 代 旅行会社 自主的に課題を解決していく姿勢が育つセミナー（自発的）。 

18 40 代 宿泊施設 ワールドカフェ形式の勉強会、交流会をしたい。 

19 
30 代 

地方自治体・その

他団体 
グループ 1 の観光現場を楽しむ研修。 

20 

60 歳以

上 

教育機関（学生含

む） 

業界団体の研修を超えた内容のもの。  ①業界外、業界内の他分野の人々

とコミュニケーションできる場。  ②職階や社会的立場を超えてコミュニケーシ

ョンできる場。  ③通常より明らかにレベルの高い（アカデミックな）ものとレベ

ルの低い（入門的、業界外・学生・児童向け）のもの 

21 
30 代 

地方自治体・その

他団体 

業種の連携を強化できる研修、今日のような機会にもっと同僚を参加させた

い。 

22 
40 代 ウェディング 

豊田先生の講演会、丸反田先生の講演。今回のテーマでできることの早期実

行 。人材だけでなく多様な内容の講演。 

23 
40 代 宿泊施設 

将来の観光業に憧れを若い人たちが抱けるように、そのコマーシャルを作成

したり、ドラマを作成してみてほしい。 

24 40 代 宿泊施設 引き続き語学等行ってほしい。 

25 

20 代 宿泊施設 

・自ら楽しんで地域で交流できる観光研修プランの実現 

・web 研修の充実をお願いしたいです（語学等）←すでにあるかと思います

が、継続・充実願いします。 

26 40 代 旅行会社 育人セミナー  沖縄マイスターが伝える  沖縄観光の魅力 

27 
20 代 

教育機関（学生含

む） 
今回のような形式でどんどん対話の場を作って欲しい。 

28 
40 代 宿泊施設 

現在観光関係で働いている若者の交流やセミナーをしてほしい。 

本当に行かせてもらえる、むしろ行かされる環境を作ってほしい。 

29 
30 代 

スポーツ／娯楽／

マリン 

関係業種をマッチングできるようなもの！エンターテインメントにも力を入れて

頂きたい。 

30 40 代 宿泊施設 もっと沢山の人で今日の様なこと。 

31 40 代 旅行会社 この研修が形になる具体化をすすめてみては？ 

32 
40 代 大財育成支援業 

グローバル人材対策(田中社長のような何か国も働いた経験のある方の講話

など) 

33 40 代 宿泊施設 体感できる・体験できる研修、セミナー 

34 
20 代 

観光施設・土産品

等 

今回のワールド・カフェもそうだが、異業種の方と話す機会が生まれるのが良

い。 

35 
30 代 

教育機関（学生含

む） 
若い世代の人達も沖縄観光の魅力を伝えられる内容があれば積極的に学生
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に案内したいです。 

36 50 代 宿泊施設 ホテル経営者（総支配人）向けへの人材育成セミナー。 

37 
20 代 ウェディング 

ぜひ、たくさんの研修・セミナーを実施して頂きたい。 

・インバウンドに対する事  ・教育、育成向けのセミナー 

38 
30 代 

観光施設・土産品

等 

同じように、多業種がゆんたくできる会をもっと開いてほしい。聞くだけじゃ頭

に入りにくいので、実践型、参加型のセミナーがよい。 

39 
40 代 宿泊施設 

県外、海外からの観光客目線の意見が聞きたい。 

それらに対する取り組みや参考事例も聞いてみたい。 

40 

40 代 
地方自治体・その

他団体 

沖縄の魅力発見セミナー。各業者がそれぞれ感じている沖縄の魅力をシェア

することで自社では気づいていなかった沖縄の魅力を発見できる（かもしれな

い）。 

41 
30 代 

スポーツ／娯楽／

マリン 
現状で良いと思います。 

42 - -  サービス業に応じた研修。 

43 30 代 宿泊施設 海外のかたの意見を聞いてみたいです。 

44 
40 代 

観光施設・土産品

等 
このような機会を他の同僚達にも参加してほしい。 

45 30 代 旅行会社 座学ではない研修、セミナー。業界トップによる定期セミナー。 

46 40 代 コンサル RESAS'実用、マーケティングセミナー。 

47 30 代 医療／福祉 視察。 

48 40 代 旅客運送／交通 今日のようなセミナー。企業同士のインターンシップの企画が・・・ 

49 30 代 旅行会社 観光ジャンルごとのバス、宿泊の勉強会。受入をする際の勉強会。 

50 
20 代 

教育機関（学生含

む） 
また皆様とお話できる機会がほしいです。 

51 
50 代 宿泊施設 

観光業界と異業種、地域を結びつけるセミナー、交流の場を作ってほしい。観

光産業を沖縄の若者へもっと知ってもらう場を設けてほしい。 

52 30 代 ウェディング グローバルに？ 

53 30 代 宿泊施設 ワールドカフェをもっとやってほしい。 

54 
50 代 旅行会社 

量から質を重視(転？)するための(高付加価値サービスを提供するための)気

づきやヒント-ノウハウを学ぶ研修・セミナー等。 

55 20 代 学生 学生と観光業に関わっている人の異業種交流会。ゆんたく会。 

56 

10 代 旅行会社 
もう少し、早い段階でグループをしぼって、それぞれをもっと深く意見を聞きた

い。 

57 40 代 旅客運送／交通 今回業界間の見学プランがでたので、後押ししてほしい。 

 

 

※ 参加者一言コメントより一部抜粋 

No. コメント内容 

1 受け身ではなく発信者になりたいです。今日はありがとございました。 

2 自分が考えていたことよりもはるかに幅広い話が聞け、また皆さんと出会ってそれぞれの思いがダイレクトに伝

わってきました。もっともっと盛り上がろう、楽しもうオキナワ！ 

3 ありがとうございました。私の出来る事は小さなことです。でも私にもできる事がある、発信し続けます。 



436 

 

4 自分自身もグローバル人材に成長すること、グローバル人材、育成に貢献します。本日は沢山ありがとうござい

ました。 

5 やっぱり沖縄大すき、一緒にもっともりあげましょー  

6 シゲキがいっぱい、ありがとうございました。明日から世界がかわります。 

7 気づきの多さに感謝。ご縁に感謝。沖縄を盛り上げていきましょう。 

8 大人達がまじめに楽しいことを考えてる時がとっても楽しかった。 

9 実体験に基づいた皆様の意見がとても刺激になりました。もっと皆とお話したいです！ 

10 学生の時からこのような場に集う意識の高さに未来を期待しました。 

11 皆様の知恵・想いが集まれば、沖縄の未来は明るいと感じましたありがとうございます。 

12 観光業界最前線の皆様の話を聞けたことが最大の収穫でした。 

13 スゴく優意義な時間を過ごせました。みなさんの様々な視点からのご意見ホントに素晴らしかったです。活躍をご

期待しています。 

14 ホテルスクールを沖縄へ！Go！ 

15 人材育成の為の打ちくだいたコミュニケーションを大事に！！ 

16 沖縄の観光業界にワクワクしました。 

17 ヒーローは近くにいる。あこがれの人を学生にうったえる（知ってもらう）。観光業に熱を持ってもらう。 
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7.  できる！MICE プレイヤー養成講座 

(1) 目的 

 沖縄 21 世紀ビジョンで目標としている世界水準の観光リゾート地の実現に向けて、沖縄の受入体制を強化する

ため、国内外の観光客が満足する高いサービスを提供できる人材の育成を目指し、高度なプログラムでの集合

型研修を実施する。 

  県内のMICE分野についても誘致を推進するにあたって、MICEビジネスに係る専門的なスキルやノウハウを持

った、MICE に商機を生み出せる人材の育成が急務であり、関連事業者を対象に MICE に特化した「業種別集合

型研修」を実施し、本研修の内容及び、目的を次に掲げるものとする。 

   １）MICE のビジネス構造を理解する 

   ２）MICE 顧客のニーズを把握し、適時に適切な提案ができる営業スキルを身につける 

   ３）顧客ニーズの実現のために、組織を動かすビジネスマインドを育てる 

   ４）MICE プレイヤーとしての専門知識を獲得する 

   ５）本研修の成果を持ち帰り、自社において MICE に商機を見出す 

 

 ＜沖縄における MICE 人材の課題＞ 

  MICE 分野においては、まだまだ MICE のビジネス構造を理解している人材が少なく、MICE 特有の営業スキル

やマインドを持つ人材が不足しており、特に MICE の開催会場として利活用されることの多いホテル、公共施設、

集客施設、観光施設、ユニークベニューなどの施設において、自身が所属する組織を活かし、MICE に商機を生

みだせる人材を育てることが急務となっている。 

  重ねて、MICE ビジネスは裾野の広いビジネスであり、県経済への開催効果を高める上では、観光業界に限ら

ず、幅広い分野の産業、事業者の参画を促す機会が必要である。具体的な課題としては、次に掲げるものがあ

る。 

  １）MICE のビジネス構造を理解する 

  ２）MICE 顧客のニーズを把握し、適時に適切な提案ができる営業スキルを身につける 

  ３）自社のビジネスに与える MICE の有用性を知らない 

  ４）MICE 担当スタッフ（MICE 担当営業）として求められるスキルを学ぶ機会が少ない 

  ５）MICE のマーケットについて情報を獲得する術を知らない 

  ６）MICE 主催者のニーズを把握できていない 

 

(2)  回数・期間 

  全 7回（平成 28年 10月～12月） 

(3) 対象 

県内 MICEに携わる中核人材（宿泊業等）（目安：業界経験年数 5年～10年） 

 

(4) 出席状況 

 今年度は 32 企業より 53 名の方にご参加頂いた（1 回以上参加）。本年度の新しい取り組みとして、MICE の基礎

知識といった内容の共通研修に始まり、間に 2 回、MICE サービス提供者（プロダクツ提供の事業者）コースと

MICE ベニュー提供者（施設貸出中心の事業者）コースの分科会を実施し、参加者のレベルに沿った研修に参加

できる様企画した。その為、基礎のみ知りたいという方は前半のみ、基礎はすでに押さえているという方は分科会

のみ参加される方もいた。 
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(5) 募集チラシ・プログラム 

（表） 
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（裏） 
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(6) セミナー概要 

① 第 1 回 共通研修 

▶ 第１回 『体験で学ぶ MICE』  

  開催日時：2016 年 10 月  4 日（火） 14:00～17:00   

  会   場：沖縄県男女共同参画センターてぃるる 

  講   師：徳田 博之（株式会社ＤＭＣ沖縄 代表取締役社長） 

         ● 本研修の目的/目標の共有 

         ● 研修環境の醸成 

         ● チームビルディング体験 

         ● MICE 顧客のニーズを体感 

 ＜講義概要＞ 

 コース別 7 回（全 9 回）のカリキュラムのスタートにあたり、本事業の趣旨を参加者と共有するイントロダクション

の後、参加者相互のコミュニケーション環境 を醸成するためのワークショップとして、実際のチームビルディング

プログラムを実施した。  

 これにより、MICE 主催者・MICE 参加者が求める開催効果を実践的に体感するとともに、本研修期間を通じて受

講生同士がネットワークを構築できる環境を整えた。 

 

 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 第 2 回 共通研修 

▶ 第２回 『MICE の本質を知る/MICE プレイヤーの嗜み』  

  開催日時：2016 年 10 月 14 日（金） 14:00～16:00  

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講   師：徳田 博之（株式会社ＤＭＣ沖縄 代表取締役社長） 

         ● MICE の基礎知識 

         ● MICE ビジネスの構造 

         ● MICE ビジネスの特徴 

         ● MICE ビジネスの可能性 

         ● 求められる基本スキル 

         ● MICE プロモーション 

         ● 市場概況 

         ● MICE 商品開発の基礎知 

 ＜講義概要＞ 

  MICE に関する体系的な基礎講義を施し、ＭＩＣＥビジネスの構造と可能性について講義した。MICE ビジネスで

用いられる用語、MICE のマーケット概要、ユニークベニューの開発等に関して、国内外の先進事例を用いて解説
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した後、講義のまとめとして、MICE 営業人材に求められるスキルを整理し、サイトインスペクション時にチェックさ

れる項目を配布し対策を指南した。 

 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第 3 回 共通研修 

▶ 第３回 『先進事例に学ぶ』 

  開催日時：2016 年 10 月 25 日（火） 14:00～16:00   

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講   師：金田 翔吾（株式会社 MICE ジャパン シニアコンサルタント） 

         ● 世界の先進事例 

         ● デスティネーションマーケティング 

         ● プロダクト開発 

         ● 支援メニュー 

 ＜講義概要＞ 

  海外の先進 CVB（Convention & Visitors Bureau）の取り組みについて、「デスティネーションマーケティング」「プ

ロダクト開発」「支援メニュー」の 3 分野に整理し、具体的な事例を用いて解説を施した。「都市のリード開発と

MICE ブランド戦略」「ステークホルダーの連携構築」「マーケットニーズに応えるプロダクト開発」等、全ての戦略に

共通して貫かれている「Destination First」の理念について受講生の理解を深めた。 

 ＜講義記録写真＞ 
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④ 第 4 回 共通研修 

▶ 第４回 『主催者ニーズを掴む』 

  開催日時：2016 年 11 月 14 日（月） 14:00～16:00   

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講   師：山本 牧子（Meeting Professionals International Japan Chapter 会長） 

         ● MP の仕事 

         ● MP が求めるプロダクツ 

         ● 失敗事例 

         ● 成功事例 

 ＜講義概要＞ 

  Bank Of America Merrill Lynch のミーティングプランナーとして重ねてきた経験から具体的な主催者ニーズを

教示し、ホテル等の MICE ベニューがどのように対応したら MICE 顧客に好まれるかを具体的にアドバイスした。

過去の成功事例や失敗事例を紹介しながら、営業の場面、サイトインスペクション時、MICE の受入時等、MICE 担

当者が遭遇する様々な機会に発生する事案への実践的な対応方法を共有し、MICE 営業人材に求められるスキ

ルをミーティングプランナーの立場から訴求した。 

 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 第 5 回 分科会 ― プロダクツ提供の事業者コース ― 

▶ 第５回 P コース 『コーポレートミーティング対策』  

  開催日時：2016 年 11 月 28 日（月） 14:00～16:00  

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講   師：浅香 雅司（MICE Services EVEN 代表） 

          代理：徳田 博之（株式会社ＤＭＣ沖縄 代表取締役社長） 

          ● 多岐にわたる目的の理解 

          ● 求められる専門スキル 

          ● キーパーソンへのアプローチ 

          ● 求められるプロダクツ 

 ＜講義概要＞ 

 ※講師体調不良のため、コーディネーター徳田博之が代理講義を実施した。 

  日本タッパーウェアのミーティングプランナーとして重ねてきた経験から、インセンティブトラベルを中心としたコ

ーポレートミーティングに求められる特殊なニーズ、コーポレートミーティングの種類と特徴、インセンティブトラベ

ルに求められる成果等について解説した後、主催者と参加者の２つの視点から成功する MICE プレイヤーの仕事

の進め方を教示した。 
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 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 第 5 回 分科会 ― 施設貸出中心の事業者コース ― 

▶ 第５回 V コース 『ベニュー提供戦略を考える』 

  開催日時：2016 年 11 月 30 日（水） 14:00～16:00  

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講    師：佐藤 利幸（パシフィコ横浜 総務部 経営企画課長 元観光庁 MICE 担当） 

          ● ターゲティング 

          ● ブッキングポリシー 

          ● スペースコントロール 

          ● 先進事例 

 ＜講義概要＞ 

  都市における MICE の開催意義、パシフィコ横浜の役割と成果、施設の経営と運営について、広い概念から具

体的な施策まで、ベニューの提供戦略を解説した。 

  優先順位を明文化したブッキングポリシー、経済波及効果の検証、顧客満足度の恒常的な計測、地域ステー

クホルダーとの連携等による科学的な経営手法と、MICE ビジネスが未来を担保するビジネスであることを教示し

た。 

 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 第 6 回 分科会 ― プロダクツ提供の事業者コース ― 

▶ 第６回 P コース 『コンベンション対策』  

  開催日時：2016 年 12 月 16 日（金） 14:00～16:00   

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講   師：田中 弘一（株式会社コングレ 執行役員 国際営業部部長） 

         ● コンベンションとは 

         ● 主催組織の特徴 

         ● 業務の流れ 
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         ● 求められる専門スキル 

         ● 求められるプロダクツ 

 ＜講義概要＞ 

  コンベンションとは何かについて、主なコンベンションの年表、定義、統計データ等を用いて解説の後、G7 伊勢

志摩サミットと IMF 世界銀行総会の事例を用いて PCO 業務の内容と流れについて具体的に教示した。 

  コンベンションの運営には幅広い関係者の協力が必要になり、それぞれの専門分野でプロフェッショナルとし

て活躍していただくサプライヤーへの期待を語り、受講生の参画意欲の向上を解いた。 

 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 第 6 回 分科会 ― プロダクツ提供の事業者コース ― 

▶ 第６回 V コース 『ホスピタリティを磨く』 

  開催日時：2016 年 12 月 20 日（火） 14:00～16:00   

  会   場：沖縄県総合福祉センター 

  講   師：石原 健（株式会社ホスピタリティデザイン横浜 代表取締役社長） 

         ● ホスピタリティとは 

         ● マインド醸成の仕組みづくり 

         ● 心に残るサービス事例 

 ＜講義概要＞ 

  ホテルマンとして培ってきたスキルと、ホスピタリティ教育研究会副会長として提供している教育手法を活用し、

個人個人がそれぞれの立場や経験から自己理解で抱いている抽象的でバラつきのあるホスピタリティの概念を

整理し、ホスピタリティの定義と基本概念について体系的に解説することで、受講生の共通理解を促した。 

  その上で、心に残るサービスの事例や、マインド醸成の仕組みづくりについて教示した。 

 ＜講義記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 第 7 回 共通研修 

▶ 第７回 『研修のまとめと振り返り』  

  開催日時： 2016 年 12 月 27 日（火） 14:00～17:00   

  会   場：沖縄県立博物館美術館 

  講   師：徳田博之（株式会社ＤＭＣ沖縄 代表取締役社長） 

         ● 研修を通じて得られた気づき 

         ● 関連する自社の課題 

         ● 実行すべきこと 

 ＜講義概要＞ 

  前回までの計 8 回の講義を振り返り、受講生の記憶を呼び起こすとともに、参加できなかった講義の内容を共

有した後、ワークショップ形式で受講者毎に３つのコミットメントを引き出した。 

  ワークシートを用いて「研修を通じて得られた気づき」 「それに関連する自社の課題」 「実行すべきこと」を 3

段階のステップで整理し、それを受講生全員の前で発表することで、アクションのコミットメントをするとともに、他

社の課題とコミットメントを共有し、今後の連携にも活かせる環境を醸成した。 

 ＜講義記録写真＞ 
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(7)  受講者アンケート（効果測定） 

 本事業の成果を計測するため、事業開始時と事業終了時に参加者の理解度を確認するアンケート調査を

実施し、本事業に対する参加者の満足度を測定する項目も設け、参加者評価を確認した。 

１）事業開始時のアンケート設問 

  Ｑ１．あなたの MICEに関する理解度はどの程度だと思われますか?（択一）  

        1. MICEに関する基礎知識からしっかりと学びたい 

        2. 基礎知識は理解しているので MICE ビジネスの構造から学びたい 

        3. 体系的な講義は不要なので実践的なテクニックを学びたい 

 Ｑ２．この研修に期待していることはなんですか？（複数回答可） 

        1. MICEに関する基礎知識を習得したい 

        2. MICEビジネスの構造とビジネスチャンスの捉え方を理解したい 

        3. MICEマーケットについて情報を得たい 

        4. 専門家の話を聞きたい 

        5. 自身の仕事に活かせる情報を得たい 

        6. 主催者の求めていることを理解したい 

 

２）事業終了時のアンケート設問 

 Ｑ１．あなたはこの集合研修を通して、成長することができましたか？ 

         1． おおいにできた 

        2． できた  

        3． 変わらない  

        4． できない  

        5． まったくできない 

 Ｑ３．あなたはこの集合研修を通して、他社・他団体のＭＩＣＥプレイヤーと連絡が取りあえる  

      関係を築くことができましたか？ 

        1． おおいにできた 

        2． できた  

        3． 変わらない  

        4． できない  

        5． まったくできない 

 Ｑ５．あなたの MICEに関する理解度はどの程度だと思われますか？（択一） 

       1． MICEに関する基礎知識を体得できている 

       2． 基礎知識に加えて MICEビジネスの構造が理解できている 

       3． 実践的な情報を得られたので自身の仕事に活かしてみたい 
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Ｑ６．この集合研修で得られたことは何ですか？（複数回答可） 

       1． MICEに関する基礎知識の習得 

       2． MICEビジネスの構造やビジネスチャンスの捉え方に関する理解 

       3． MICEマーケットについての情報 

       4． 各分野のプロフェッショナルが持っている考えや情報 

       5． 自身の仕事に活かせる情報 

       6． 主催者の求めていること 

       7． MICEビジネスに取り組むことへのモチベーション（やる気、遣り甲斐 等） 

       8． その他（                     ) 

 

Ｑ７．この集合研修に対する満足度を教えてください。（択一） 

       1． 大変満足（期待を超える）   

       2． 満足（期待通り）   

       3． 可不足無し（予測通り） 

       4． 不満足（期待/予測に達しない）  

             5． 大いに不満足（期待を大きく裏切る） 

 

 Ｑ８．沖縄県と OCVB では、次年度以降も MICEに携わる人材育成セミナーの計画を検討しております。 

   今後どのような研修、セミナーを希望されるかご記入ください。  （複数回答可） 

       1． 更なるスキルの向上に資する研修（今年度からの継続による実践演習） 

       2． 今年度と同様の研修（他の社員にも聞かせたい 他の組織の人にも聞かせたい） 

       3． 先進事例の視察研修（施設 / MICE 開催地 / MICE 受入組織） 

       4． 他事業種合同研修（希望業種をご記入ください） 

       5． その他 
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(8)  アンケートの分析 

①事業開始時のアンケート結果分析 【アンケート回収数（Ｎ）＝５７】 

 

 本研修をスタートするにあたり、参加者のＭＩＣＥに関する理解度についてアンケートを実施した。アンケートを

提出した 57 名の内、49％にあたる 28 名が本研修へ参加に際して MICE に関する基礎知識の習得を目的にして

いる（事前開始時のアンケート設問 Q1） 。     

  これを当該設問に解答した 40 名を分母として換算すると 70%にあたります。日頃の業務では何らかの形で

MICE に関わっているが、MICE について基礎から体系的に学ぶ機会が得られていなかったことが分かる。 

  一方、MICE についての基礎知識を持っていると自己評価している参加者が全体の 21％（当該設問回答者

の 32%）にあたる 12 名おり、内 9 名は MICE ビジネスの構造についての知識を得ることを目的に、残りの 3 名は実

践テクニックを学ぶことを目的に参加している（開始時 Q1） 。  

  複数回答を可とする設問で、本研修に対する期待について回答を求めたところ、「自分の仕事に活かせる情

報を得たい」が最も高く、当該設問回答者の 68％（27 名）の参加者が期待を寄せていることが分かる。続いて

60％（24 名）から 58%（23 名）の参加者が「MICE に関する基礎知識を習得したい」、「MICE ビジネスの構造とビジ

ネスチャンスの捉え方を理解したい」に期待を寄せており、現場で活かせる情報の取得やスキルの習得を希望す

るとともに、理解度の回答結果にも表れているとおり基礎知識の習得に高い期待を持っていることがわかる（開始

時 Q2）。 

 

（開始時 Q1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開始時 Q2） 
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②事業終了時のアンケート結果分析 【アンケート回収数（Ｎ）=２２】 

  

  本研修（コース別 7 回／計 9 回の講義）を終え、「参加者の理解度」と、本研修への期待に対する「参加者の満

足度」を検証するため、事後のアンケートを実施した。 

  本研修に対する満足度では、「大変満足（期待を超えた）」「満足（期待通り）」「可不足無し（予測通り）」「不満足

（期待/予測に達しない）」「大いに不満足（期待を大きく裏切る）」の 5 段階で回答を求めた結果、アンケートを提出

した全 22 名の内、18％にあたる 4 名が「大変満足」、73％にあたる 16 名が「満足」と回答し、事前の期待に対し

て 91％の受講 者から満足との回答を得た（終了時 Q7）。 

 

（終了時 Q7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本研修を通して自身の成長について問う設問に対し、100%にあたる 22 名が「おおいにできた」「できた」と回答し

ており、全員が自身の成長を自覚できる研修内容であったことが分かる（終了時 Q1）。あわせて、本研修終了時

点の参加者の理解度を再計測したところ、「MICE に関する基礎知識」を習得できているものが当該設問回答者の

55％にあたる 11 名、「MICE に関する基礎知識に加えて MICE ビジネスの構造」が理解できているものが 15％に

あたる 3 名、更に「実践的な情報を得られたので自身の仕事に活かしてみたい」と意欲的な回答をしたものが

30％にあたる 6 名となった。 

 

（終了時 Q1）                     （終了時 Q5） 
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  複数回答を可とする設問で、本研修で得られたことについて回答を求めたところ、「MICE に関する基礎知識の

習得」が最も高く全体の 86％（19 名）の参加者が回答している。続いて 68％（15 名）の参加者が「自身の仕事に活

かせる情報」、約半数にあたる 50%（11 名）～45%（10 名）の参加者が「各分野のプロフェッショナルが持っている考

えや情報」「MICE ビジネスの構造やビジネスチャンスの捉え方に関する理解」「MICE ビジネスに取り組むことへの

モチベーション」と回答している（終了時 Q6）。 

 

（終了時 Q6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者間のネットワーク形成については、回答者の45%にあたる9名が新たな関係の構築ができたと回答してい

る。回答者の 40%（8 名）が研修開始時点からの知り合い（「変わらない」と回答）であることから、ネットワーク形成

にあたって集合研修は効果があることが推測できる（終了時 Q3）。 

 

（終了時 Q3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本研修に対する満足度の高さ 91%（終了時 Q7）、自己成長の自覚に関しては 100%の成長回答（終了時 Q1）、終

了後の理解度に関する回答（終了時 Q5）、本研修で得られたことに関する回答（終了時 Q6）の内容から、参加者

の事前の期待を満たし、全参加者が「MICE ビジネスに関する知識や情報を習得」、約半数の参加者が「スキルと

モチベーションの向上」を果し、著しい成長を遂げる成果を上げていることが分かる。 
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（終了時 Q8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ アンケート結果分析に関する考察 （まとめ・次年度以降への提案） 

  

  本研修の参加者は、ホテル・観光施設・旅行会社・広告代理店等の民間事業者と、地方公共団体（行政機関）

の MICE 担当者で構成されていた。これまで何らかの形で MICE ビジネスに関わりのあった参加者もあれば、初め

て MICE に関わる参加者もあり、幅広い分野からの参加者で構成されていたが、事前アンケートの結果から多くの

参加者が「MICE に関する基礎知識」を体系的に学習する機会に恵まれていないことが分かる（開始時 Q1）。 

  

   彼らは、コース別 7 回の集合研修を修了したことで、基礎知識はもとより、MICE ビジネスの構造を理解し、実

践に活かせる情報を習得し、自己の成長を自覚することができた。これにより、本研修の有効性が立証された。 

  沖縄における MICE ビジネスの発展には、MICE に関して体系的に学習できる機会を増やすことで関連人材の

裾野を広げるとともに、専門性やビジネススキルの向上を図る機会を設け、人材の層を厚くする必要があると考

えられる。 

  沖縄の MICE プレイヤーの質の向上と、MICE ビジネスの恒常的な発展を実現するため、次年度以降も本研修

のようにMICEの基礎知識から業種別に踏み込んだ内容を学べる研修を継続し更なる人材の育成を図ることが必

要であると考えられる。 
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8. MICE 海外先進事例視察研修（韓国 済州道） 

(1) 目的 

  県内 MICE の誘致推進、受入体制強化に向けて、MICE 振興について戦略的に取り組んでいる海外の先進事

例に学ぶ研修を実施し、県内観光関連事業者の参加を支援することで、参加者の MICE に関する知識やスキル、

ノウハウの強化を図り、MICE に商機を生み出せる人材を増やすことを目的とする。 

 

(2) 目的地 

  韓国 済州道 

＜研修先選定理由＞ 

   １）沖縄と似た環境（島嶼地域）で成功しているデスティネーションであること。 

   ２）常に競合先となるデスティネーションであること。 

   ３）行政外郭機関のマーケティング活動とプロモーション活動が参考になるデスティネーションであること。 

   ４）環境保護への取り組みが先進的なデスティネーション。  

     ・ グリーン MICE への取り組みが進んでいる 

     ・ 国家施策で環境系実証実験（スマートグリッドの実証実験など）を展開している 

   ５）先進事例として学習効果のあるデスティネーションであること。 

     ・ NANTA 等、ノンバーバルエンターテイメントを体験できる 

     ・ 民間事業者が積極的に参画しているデスティネーション 

   ６）日常の業務で訪問する可能性の低いところ 

 

(3) 期間 

  平成 29年 2 月 7日（火）～2月 10日（金） 3泊 4 日 

(4) 対象 

  県内 MICEに携わる中核人材（宿泊業等）（※座学研修受講者優先） 

(5) 参加者 

  9 名／6 社 

(6) 日程 

 参加者 コーディネーター 

2 月 5 日 

（日） 

  09:00  

11:05 

13:20 

14:50 

15:50 

空港集合 

那覇発（アシアナ 169） 

釜山着 

釜山発（アシアナ 8115) 

済州島着 

2 月 6 日 

（月） 

  09:00 

18:00 

事前調整・行程チェック 

行程変更手配 

2 月 7 日 

（火） 

09:00  

11:05 

13:20 

14:50 

15:50 

空港集合 

那覇発（アシアナ 169） 

釜山着 

釜山発（アシアナ 8115) 

済州島着 

09:00 

 

 

 

15:50  

事前調整・行程チェック 

 

 

 

済州島空港にて出迎え・合流 

18:00 ノンバーバルエンターテインメント「NANTA」視察 

2 月 8 日 

（水） 

08:30 

09:30 

10:40 

13:10 

ホテル 出発 

ユニークベニュー視察１「BONTE Museum」 

ユニークベニュー視察２「Camellia Hill」 

JEJU International Convention Center 視察 
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14:20 

15:00 

16:20 

20:30 

ユニークベニュー視察３「Seaes Hotel」 

ユニークベニュー視察４「Play KPOP」 

ユニークベニュー視察５「Teddy Bear Museum」 

ホテル 帰着 

2 月 9 日 

（木） 

08:30 

09:00 

 

 

11:20 

14:00 

15:30 

17:20 

18:55 

20:05 

21:40 

ホテル 出発（チェックアウト） 

済州コンベンション＆ビジターズビューロー 

※マーケティング部長 Mr. Cho 講演 

テーマ「済州道の MICE 振興戦略について」 

Fun Activity 体験「チョコレートづくり」 

JEJU ECO Tour「万丈窟（マンジャングル）視察（世界自然遺産）」 

チームビルディング 体験「東門在来市場散策プログラム」 

済州島空港 着 

済州島空港 発 

金浦空港 着 （専用車で出発） 

ホテル（仁川スカイホテル）チェックイン 

2 月 10 日 

（金） 

07:15 

07：30 

09:40 

11:55 

 

ホテル発 

仁川空港着 

仁川発（アシアナ 172） 

那覇着 

 

(7) 訪問先 

2 月 8 日 

（水） 

ユニークベニュー視察１「BONTE Museum」 

・HyunHo No (General Manager) 

・Samuel Park (Curatorial Dept. /Deputy General Manager) 

ユニークベニュー視察２「Camellia Hill」 

  ・Yang jung woo (Director) 

JEJU International Convention Center 視察 

・Oh Seong Kyu (MICE Business Dept./ Senior Manager) 

ユニークベニュー視察３「Seaes Hotel」 

・Oh Sung-Min (Marketing Team/ Sales Manager) 

ユニークベニュー視察４「Play KPOP」 

・Jeong Hyeon Han (Sales / Associate Manager) 

ユニークベニュー視察５「Teddy Bear Museum」 

・Changsik Byun (General Manager ) 

 

2 月 9 日 

（木） 

済州コンベンション＆ビジターズビューロー 

・Lee Byeong-Cheol (Secretary General) 

・J Cho (Marketing / Director) 

・Ramy Ku (Marketing / Manager) 

・Julie Park (Marketing / Manager) 

・Han Oh (Marketing / Manager) 

Fun Activity 体験「チョコレートづくり」 

JEJU ECO Tour「万丈窟（マンジャングル）視察（世界自然遺産）」 

チームビルディング 体験「東門在来市場散策プログラム」 
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(8) 参加者の研修目的と達成報告 

No. 業種 

1,2 MICE 関連施設 ・ 教育機関 

目
的
・
期
待 

 当セクションでは当学の研究ユニットが主催のワークショップやシンポジウムに来る参加者のフライト・

送迎・宿泊先などを手配する業務を行っている。 

 フライト・送迎・宿泊先の手配業務をどのように行っているのか、なにか参考になることがあればと思い

参加を希望した。 

 学内のワークショップやシンポジウムだけでなく、企業のセミナーや大学や研究機関主催の学会へ施設

貸し出しも行っている為、今回の視察で施設運営やイベント開催に至るまでの業務をどのように行ってい

るかぜひ参考にしたい。 

 また、施設貸し出しやイベント運営に携わる部署での業務分担や使用しているデータベースがあるのか

等もぜひ教えて頂きたい。 

 今後の運営業務の効率化に当たって、効率の図った運営方法の事例などがあれば是非参考にしたい

と考えている。 

 

結
果
・
達
成 

申請時に立てた研修参加の目的に対しての成果 

 通常は航空券、送迎宿泊先等を手配する側として招聘講師やイベント参加者に接しているが、今

回は研修に参加する一参加者としての体験が大変良い勉強になった。 

 通常業務の一環として MICE 施設の提供や施設視察を行う立場としてではなく、施設視察される側

の体験をすることができ、大変有意義な経験となった。 

 本学は、カンファレンス・センターを運営し、特に Jeju International Convention Center（ICC）の視

察が日々の業務に携わる部分が多く類似しており、施設営業方針、施設の整備、ICC と協力会社

や近隣ホテルとの連携、ICC までの交通機関について具体的に伺うことができ、今後はその経験

を業務の見直しに活かしたいと考えている。 

 Jeju CVB では済州道の MICE 振興戦略について講演を受け、より大きな枠組みの中で MICE 振興

戦略制度について Jeju CVB、ICC、その他協力会社などとの共通認識度が高いという印象を受け

た。 

 会議主催者に対して行っている Jeju CVB のワンストップ支援サービス（会議主催者のあらゆる問

い合わせに対して、一括返答できるよう情報管理し、他の協力会社などと常に情報共有している）

という体制に大変感銘を受けた。 

 
今回の研修参加をふまえた、今後の展望について 

 MICE 施設として、ユーザーにとって利用性の高い、便利な施設にしていきたい。 

 Jeju CVB の行っている「ワンストップ支援サービス」を参考に本学でも同様に「ミニ・ワンストップ支

援サービス」が行えないか検討したい。本学で対応しかねる業務については、今まで培ったネット

ワークをもとに常に最新情報を収集し提供できる体制を整えていきたい。 

 沖縄に建設される大型 MICE 施設に本学がどのように連携していけるか、また沖縄の MICE 誘致

（特に学術的な会議）に貢献できるかが課題である。その為にも運営体制を整えていきたいと考え

ている。 

 沖縄県内の一 MICE 施設として沖縄の MICE 振興戦略をしっかり把握する必要があると感じた。今

後も OCVB と密な関係を保ち、沖縄への国際会議誘致に力を注いでいきたいと考えている。 

 

3,4 MICE PCO 

目
的
・
期
待 

 MICE の競合地である済州道を視察する事により、沖縄県とはどの様な違った取り組み、ユニーク

ベニューを行っているかを確認し学びたいと思う。 

また、いつもは迎え入れる側であるが、国外である済州道へ「外国人」として赴く事によって受入れ

側が「外国人」をどの様に受け入れているのか、どのような対応を行っているのか、という事も併せ

て確認したい。 

 沖縄県同様に MICE を重点的に取り組んでいる済州道から沖縄へフィードバック出来る事項を出

来るだけ多く学び取り、沖縄での実際の MICE 運営に活かしていきたい。 

 

結
果
・
達

成 

申請時に立てた研修参加の目的に対しての成果 

 MICE の競合地である済州道を視察する事により、沖縄県とはどの様な違った取り組み、ユニーク

ベニューを行っているかを確認し学びたいと思う。 
↓↓↓ 
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  済州道では予め MICE 受入れに対する大きな枠組みが国、行政レベルで整っている為、PCO 等が

MICE を企画、運営、実施した際スムーズに物事が運ぶようになっている。 

済州道独自に観光受入れに関する事を決められる（夜 10 時までは野外で音を出して良い旨の法律が

ある等）ため、変化が速い今の世の中に対応しやすいと感じた。 

 

  また、沖縄と同様に人材には困っているようだが、繁忙時には韓国本土から観光系の大学に通って

いる学生を呼び、現場スタッフとして働いて頂く仕組みが出来ており、開催規模に応じて要因の補充調

整ができるというのは素晴らしい、又、済州島の大学全てに観光に関しての学部学科があり、大学と

MICE 関連企業と連携（アルバイト等）が出来ていて、観光立県である沖縄でもそうあるべきなのではな

いかと思った。 

 

  ユニークベニューについては、場所が有ればベニューとして積極的に使っていただく、という印象をう

けたが、これは、各施設が、ユニークベニューが収益の＋αという考えではなく、ちゃんと収益の柱の一

つとして捉えているからではないかと思う。 

※ホテルは客室が余剰気味の為（年間平均 50％の客室稼働率）という事なので、ユニークベニューを

実施する事によって収益を確保しようとしているのではないか（憶測） 

 

  弊社としては場所を借用する側なので、既存のユニークベニューはもちろん、新規でユニークベニュ

ーとして借用する際に、ただ単に借用するのではなく、メリットを理解して頂きながら沖縄のユニークベ

ニューが発展するような関係性を築いていきたいと思う。 

 

 いつもは迎え入れる側であるが、国外である済州道へ「外国人」として赴く事によって受入れ側が

「外国人」をどの様に受け入れているのか、どのような対応を行っているのか、という事も併せて確

認したい。 
↓↓↓ 

  エンターテイメント（NANTA）が言語を超えたノンバーバルエンターテイメントになっており、すごく分

かりやすかった。 

  ノンバーバルといっても開始前に日中英の言語で事前に設定説明を行うので本編がスタートしてか

らもスムーズに入り込むことが出来た。 

  しかし、単純にノンバーバルエンターテイメントの提供だけではなく、楽しむ為の仕組みをしっかりし

ているからこそ、効果的なエンターテイメントになっているのだと思う。 

 

  ノービザで済州島へ入国出来、空港から主要施設へ 15 分おきにシャトルバスが発車されているとい

う事もあり、かなり外国人にとっては利用しやすい（移動しやすい）環境が整っているという印象をうけ

た。 

  また、外国人に（参加者 100 名以上の MICE）に「Jeju Mice Card」（チャージ可能な交通カード＆施設

利用、飲食、ショッピング割引カード）を配布する事によって島内での移動、観光施設、飲食、土産購入

への潜在需要を喚起する仕組みも、MICE の参加者へ済州島の事を知ってもらいつつ、お金を追加で

使ってもらうきっかけになるので良いと思った。 

  ただ単純に来てもらうだけでなく、済州島へ来て頂いた後に、どうやって人（心）を動かすのかという

事が仕組みとして良く考えられていると感じた。 

 

 沖縄県同様に MICE を重点的に取り組んでいる済州道から沖縄へフィードバック出来る事項を出

来るだけ多く学び取り、沖縄での実際の MICE 運営に活かしていきたい。 
↓↓↓ 

  弊社としては MICE 自体の実施だけでなく、施設の運営にも関わっている為、ユニークベニューの在

り方、施設への誘客について大変参考になった、必ずしもすべてが一致するわけではないが、済州道

で行っていることは、沖縄の MICE の向かっている方向は同じだと思う。 

  当社単体では出来ない事も多いが、関係機関、団体と協力しながらMICE運営にいかしていきたい。 

今回の研修参加をふまえた、今後の展望について 

  済州島で行っている事を、沖縄のコンテンツに置き換えて提供するというのは簡単だが、本質が何

かをよく考えて、時流にあったサービスやコンテンツを創り、人（心）を動かす、参加させる仕組みが伴っ

ているものを提供していける様に考えていきたいと思う。 

 

  大きな枠組み等については、現時点では「同じように」というのは難しいことではあるが、今後同様な

仕組みを目指して企業努力をしていかなければならないと痛感した。 

また、県内での移動については、県内交通機関の協力も重要なので、県内交通機関もこのような最新



456 

 

の MICE 視察研修に積極的に参加頂き、共に考える時間を共有したいと思った。 

 

5 旅行会社 

目
的
・
期
待 

  昨年、沖縄県および OCVB 主催の「できる！MICE プレイヤー養成講座」に参加しました。 

旅行会社として、インバウンド部署として、どのような形で MICE に関わっていくのか、ゼロからのスタート

でしたが、施設、関係機関等、様々な立場のお話を聴くことができました。 

  その中で、「主要都市からの到着に時間を要する」、「島内の収容人数や移動手段に限りがある」とい

った沖縄と似た環境の済州島での研修とのことで様々な制限をいかに克服し、島ならではのメニューを創

れるか、といった点を特に学びたいと思っております。 

  近年、海外からのインセンティブ団体を受け入れる機会が増えており、次につながる内容、新たな内

容を目指すためにも、今回の研修で多数の人のお話をお聴きしたいです。 

 

結
果
・
達
成 

申請時に立てた研修参加の目的に対しての成果 

1. 沖縄に似た、島嶼地域での受入れに関して 

まずは空港自体の大きさに差があると感じました。 

韓国の主要都市から各航空会社が 1 時間に 1 便は就航しており、アクセスも問題なさそうでした。 

また、空港とコンベンション施設間にイベントの有無にかかわらず、バスが運行しているのも沖縄に比

べ利便性の良さを感じました。 

 

2. 島ならではのメニューに関して 

韓国で一番高い山をはじめ、豊富な自然を活かしたエコツアーが興味深かった。また、地元の人が利

用する市場で、地元の食材を食べたり、店員とやりとりがある市場でのメニューも今後沖縄で取り入

れてみたいと思いました。 

 

今回の研修参加をふまえた、今後の展望について 

1. 済州島の冬は、沖縄に比べ寒さが厳しいので、屋内で楽しめるテーマパーク型施設が目立っていまし

た。 

沖縄でも、台風などで天候がすぐれない時や、冬に晴れ間が見られない時があるので、海以外で楽し

める施設が増えることを願います。 

2. 大きな施設を創る以上、維持費も発生するので、いかに稼働を上げるか、無駄な経費が 

かからないようにするか、施設、旅行会社、自治体などが協力し合う必要があると思います。互いをよ

く知り、得意分野をつなぎ合わせて、より良い環境をつくり上げたいと思います。 

 

6 観光施設 

目
的
・期
待 

 他の施設の MICE 事業を見る機会が少なく、まして海外の施設の MICE を実際に視察する事で、セール

スや今後の事業展開に活用できると考えております。 

 国内外問わずお客様のニーズにあった、満足して頂けるサービスを今回の視察で習得し、業務に活か

していきたいと思います。 

 

結
果
・
達
成 

申請時に立てた研修参加の目的に対しての成果 

海外の MICE ユニーベニュー視察で、５カ所ほど視察致しました。 

①『BONTE Museum』 

②『Camellia Hill』 

③JEJU International Convention Center 

④Seaes Hotel 

⑤『Teddy Bear Museum』 

③は、施設が凄すぎて他の国のＭＩＣＥが開催されるのが良くわかりました。その他の施設は、箱だけを

見て回る感じだったので写真や画像での実例を見せてくれたらもっと良かったと思います。 

会場をどう作り上げているのか？どう演出しているのか？ 

を見たかったので残念です。 

【総括】 

交通機関が充実しており、宿泊施設が多くリーズナブルなど、なぜ JEJU でのＭＩＣＥ開催が多いのかが

わかりました。 

勉強になりましたが、琉球村はアフターパーティーでの会場になりますので、写真や動画等実例があれ

ば参考にできてよかったかなと思います。 

 

今回の研修参加をふまえた、今後の展望について 
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今回の研修で体験した、チームビルディングを是非取り入れたいなと思います。 

お客様から要望がある、チームビルディングはやったことがありますが、こちら主導では無いので、今回

の研修で体験した内容を弊社に合うスタイルに変えて、ＭＩＣＥのプランの一部に組み入れたいなと感じ

ました。 

色々と情報を集めていきます。 

 

7,8 宿泊施設 

目
的
・
期
待 

昨年受講した MICE 人材育成事業で勉強した事を更に深く勉強する為、MICE 先進国である韓国の MICE

受け入れ事情を視察したいと思い今回の視察研修に応募しました。 

外国から MICE を受け入れる上で韓国の魅力をどのように伝えているか、またホテルはどのような対応を

しているか、実際体験しないと分からない事がたくさんあると思います。 

現在、弊社としてはホテルの宴会場を利用した会議やパーティー、ホテル前のビーチを使ったチームビル

ディングのプログラム、またはホテルの中庭を使ったパーティープラン、美ら海水族館パーティープランへ

のケータリング等があります。 

ホテル単体ではなく、県や自治体、近隣のアクティビティーを巻き込み、沖縄の魅力をアピールしながらど

のようにホテルを使ってもらうか考えて仕掛けていく事が必要で、その人材も多く必要だと思います。 

今後、先進事例を学んだ上で、どのようにブラッシュアップしこれからの MICE 受入れに活かせるのか考

える機会にしたいと思います。 

 

結
果
・
達
成 

申請時に立てた研修参加の目的に対しての成果 

【no.7】 

 済州道に到着し、ノンバーバルエンターテイメント「ＮＡＮＴＡ」から始まり、安藤忠雄が設計し草間彌生

の作品やイメージ世界を展示している「ボンテ博物館」やドラマの撮影地で有名となった椿園「カメリア・

ヒル」、済州国際コンベンションセンター、ひとつの集落を丸ごと宿泊施設にした「シーエスホテル＆リゾ

ート済州」、済州道の MICE 振興戦略について講談頂いた「済州コンベンション＆ビジターズビューロ

ー」、アクティビティ体験では「チョコレートづくり」や世界自然遺産に登録されている溶岩洞窟「マンジャ

ングル」、いくつかのグループに分かれそれぞれのミッションをクリアーし競い合うチームビルディング

「同門在来市場散策プログラム」など、リゾートに求められる「歴史・文化・芸能・体験」が凝縮された視

察となりました。 

 済州島 MICE の取組は、ビューロー側が費用を負担し各企業の担当者を招集後に各国の商談会や展

示会などを実際に体験させ、MICE 人材の育成に力を入れている。 

受入れ側のコンベンションセンターでは宿泊施設だけではなく様々な施設と提携し、ワンストップ窓口と

して２年前から予約のコントロールを行っており、島全体がチームとなり MICE 観光成功に向けて取り組

んでいる事が強く感じられました。特に、済州国際空港から各ホテルを経由しコンベンションセンター間

のリムジンバスは 15 分おきに毎日運行している事、中国人観光客のビザ不要措置、22 時までは MICE

イベントなどで音響の制限が無く比較的自由にイベントが行える事、8月のトップシーズンに宿泊施設の

価格は多少上がるものの１年を通して価格変動が少ない事が済州島ファンを魅了している要素だと感

じました。 

また、施設の視察を行いアフターMICE の重要性を感じ、今回の経験を今後の企画に活かしていきま

す。 

【no.8】 

 済州島は 5 か国 33 路線の直行便運航と中国人観光客のビザ不要措置、ホテルの客室数充実、巨大

な国際会議場保有で多くの MICE を受け入れられる環境にあります。 

 滞在中のイベントとしてホテルの敷地内や多目的広場、美術館内外でのパーティー等、特別な空間を

演出して使用する事も積極的に行っており、意外と思えるところでユニークベニューが行われていまし

た。 

 例えば普通の美術館が MICE 受入れでの為、庭をうまく使ってパーティーを行っていました。 

 またその場所を使う際、自社スタッフで料理の準備から会場設営、当日の運営までこなしており、美術

館の仕事以外でここまでやれるのか？と思うほどでした。 

 島全体で人材育成にも力を入れているから色々な企画への対応も出来ているのだと思います。 

 コンベンションビューローが 2 年前からワンストップ窓口として行政やホテル、観光施設と連携しており、

官民が一体となった取組みが済州島 MICE の成功につながっていると感じました。 

 

今回の研修参加をふまえた、今後の展望について 

【no.7】 

 弊社のホテルが御座います名護市と本部町で考えられるユニークベニューの取組みとしまして、名護

市では、名護市民会館や名護市 21 世紀の森ビーチなどをうまく活用した取組み、本部町では、海洋博

公園や備瀬のフクギ並木をベースに行えるアフターMICE の取組み、 
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また、やんばる世界自然遺産にちなんだ取り組みを行えるように、関係各社と提携できる様に努めてい

きたいと思います。 

【no.8】 

 MICE を受け入れる上でのホテルの位置づけとして考えた場合、ホテルは決してメインではないと思い

ます。 

 海外や県外から沖縄に来る場合、沖縄の自然や温暖な気候を目的としており、その沖縄でイベントや

会議、観光ができるという事がメインであり、その移動行程でホテルの利用があります。 

 メインではないとしながらホテルとして MICE 誘致を行っていく場合、自社のホテルがどのような MICE

団体なら受けられるか精査しなければならず、また、そのことを理解した上で、積極的に受入れを行っ

ていくことが必要です。 

 ホテル側としては、OCVB や他で企画する MICE 誘致に対し、ただ宿泊の受入れを待つだけではなく、

本部町や名護市、近隣と協力して色々な形でイベントやパーティーを企画し、提案していく事が必要だ

と感じました。 

 これまで MICE 受入れといっても AGT を通し、県外の団体受入れがほとんどで具体的なアクションは

少なかったと思います。 

 今後は OCVB や自治体、近隣と連携する事で単に宿泊やホテル内での会議室利用だけではなく、周

辺のビーチやテーマパークと連携した企画を提案して MICE 誘致に力を入れていきたいです。 

 

9 宿泊施設 

目
的
・
期
待 

先日の研修で印象に残ったのが下記３点であった。 

 ・Destination ｆirst 

 ・クイックレスポンス 

 ・セグメントごとのセールスツールの作成 

 

今回の参加目的 

 ・競合になるデスティネーションを勉強し、沖縄でどういったことができるかなどを考えたい。 

 ・ユニークベニューについて勉強したい。 

 ・自社に持ち帰れるネタを探していきたい。 

 

期待として参加メンバーとの交流を持ち、今後の沖縄について話ができれば良いと思います。 

 

結
果
・
達
成 

申請時に立てた研修参加の目的に対しての成果 

 チームビルディングを体験することにより、自社で商品化を勧める参考になった。 

 Destination first の考え方が勉強になった。 

 官民一体となっての取組みがすごいと思った。 

 一緒にいったメンバーと情報交換をし、今後に生かせる。 

 ユニークベニューは大切だと感じた。 
 

今回の研修参加をふまえた、今後の展望について 

 社内に 1 名でも多くの方へ伝えていきたい。 

 自社での MICE メニュー開発を勧めていく。 

 ユニークベニューとしてプールサイドの商品開発を勧めていく。 

 県などの MICE 会議など積極的に参加していきたい。 
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(9) 研修先の特徴と記録写真 

2 月 7 日（火） 

 結団式（那覇空港国際線 特別待合室にて） 

 

・研修日程のブリーフィング、本日の行程 

・参加者自己紹介 

・その他情報共有、注意事項 等 

 

 ノンバーバルエンターテインメント「NANTA」視察 

韓国の伝統的なリズムであるサムルノリのリズムを素材にして、キッチンで起こる出来事をコミカル

にドラマ化した韓国初の非言語公演（Non-Verbal performance）である。ソウルと済州にナンタ専用

劇場を設けている。韓国公演市場最多の観客動員数を誇る演目。 

＜ポイント＞ 

 済州劇場の収容人数：659 席（VIP170 席、S 席 295 席、A 席 194 席) 

 40,000KRW～60,000KRW 

 100 分の公演 

 MICE 向けに貸切公演が可能。また公演前にスライドを利用した Welcome 表示（MICE 名

等）も可能。 

   
 

2 月 8 日（水） 

 ユニークベニュー視察１「BONTE Museum」 

韓国の現代グループ会長夫人が集めたコレクションを展示している博物館。価値のあるポジャギ

やチョゴリなど文化的歴史的価値の高いものから、草間彌生という現代アートまで収蔵をしてい

る。また博物館自体が安藤忠雄の設計で、建築物としての価値も高い。 

庭園、並びに、カフェテラスでのパーティ利用が可能。（春から夏：屋外、冬：室内） 

＜ポイント＞ 

 パーティ時には、室内等展示品を外したり、外に移動させることもある。 

 ジャンルを問合わず、多くの行事を扱うシステムを整えている。 

 “特別感を求めるのならば、BONTE MUSEUM”と思ってもらえる施設にしたい。 

 地域とのコミュニケーションをとり、開かれた空間としての役割を目指す。 

 パーティ等のイベントの際は、2 時間前までは通常営業。オンラインや現場で事前にイベン

トの告知をし、入場料のディスカウントをする。 

 営業時間外利用も可能。 

 スタッフはケータリング/料理/管理等合わせて 11 人いる。 

 イベント時等、スタッフだけでは足りない場合、ソウルからアルバイトを集める。 

 バイキングは自社内ですべて対応可能。弁当も 100～150 人分まで手配可能。 

 キュレーターによる案内は、予約すれば対応可能。 

 

    

 

 

 

 

 

 ユニークベニュー視察２「Camellia Hill」 

椿又はアジサイなどの樹木を主体とした 30 年前に開園したテーマパーク。 
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庭園（屋外）、カフェ（屋内）にてパーティ利用が可能。 

＜ポイント＞ 

 高齢者層から若者/女性層にターゲットがシフトしている。園内に撮影場所等を多く設置

し、カップル、新婚旅行者が数多く来場するようになった。 

 毎年新しいベニューを作っている。（カフェは 2016 年オープン） 

 1000 人規模のイベントが年に 1 回、小規模のイベントは年数回。 

 イベント・パーティ時は近道のルートで会場まで行く。 

 入口までは大型バスがつけられる。 

 ケータリング、音響、照明は専門業者に依頼。 

 特に園内のライティングはなし。 

   
 

 JEJU International Convention Center 視察 

2,000 名バンケットにも対応するホール、展示利用可能なイベントホールをはじめ大小の複合型コ

ンベンション施設。 

＜ポイント＞ 

 ワンストップサービス。PCO 業務も行っている。 

 Duty Free Shop、コンビニ等様々なショップも直営している。また施設内にはチェジュ道直

営のチェジュの物産を扱っているショップもある。 

 最近では中国のネットショップ宝健のインセンティブとして 12,000 人の受入れを行った。 

 稼働率は 2 年前は 80％あったところ、現在は 50％前後になっている。 

 組織としては、営業+運営+ケータリング+PCO+経営管理部+施設管理。 

 スタッフが不足した場合は、観光学科の生徒にまず仕事を依頼する。本土の大学との連携

がシステム化されている。（観光学科の生徒はマナーを知っていることが多い。）開館以来

（2003 年）14 年で定着した感じがある。 

 本土よりも給料は安いがノウハウを積むことを目的にやってくる。 

 本土からのスタッフは、給料に加えて、宿泊費用も ICCJ が負担する。 

 PCO は請け負うが、展示装飾、展示の電気工事は外注している。 

 空港からのアクセス：15 分ごとにでているシャトルバス（各ホテル経由）で 50 分ほど。 

 新しい空港が施設の東側に 2025 年にできる。 

 2017 年 7 月にクルーズ船ターミナルができる。 

 海外トレードショーに JCVB が出展し、ICCJ も共同で出展する。 

 昼食は ICCJ で用意する。バイキングスタイル。ベジタリアンやビーガン、ムスリム向けにも

対応している。 

 国内予約もあり、春秋に関しては 2 年前には満杯状態。 

 ICCJ は値引き有。 

 アジア圏の参加者は、主催者用意のシャトルバスで移動。欧米圏の参加者は徒歩と移動スタイ

ルに違いがある。（中文観光団地内、徒歩 15～20 分圏内に 2,000 室のホテルあり） 

 

    
 

 ユニークベニュー視察３「Seaes Hotel」 

Jeju ICC に隣接したホテル。全室チェジュの古民家を模したコテージタイプの客室となっている。庭
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園等を利用したパーティが可能。数多くの人気ドラマの撮影地として、観光名所となっている。 

＜ポイント＞ 

 13,000 坪の敷地。 

 ICC JEJU と一体となり、政府や行政主催のパーティを数多く実施している。 

 様々な規模ごとに宴会場所を選択できる。 

 最大の広場も人数によっては区切ることによって、人数に適応した屋外宴会場所として利

用可能。 

 屋外パーティの飲食はケータリング。 

 会場費は必要。ただし、飲料を一人 8,000KRW 支払い、Seaes から購入すれば会場費は無

料。 

   
 

 ユニークベニュー視察４「Play KPOP」 

中文観光団地内にあるテーマパーク。最先端技術のホログラムを利用し、来場者と双方向でステ

ージが楽しめる。（来場者が映像に入り込む演出がある。）また来場者が参加できるアトラクション

を数多く用意し、それらの写真や動画をダウンロードして保存することができるなど、IT とエンター

テイメントを融合したコンテンツを提供している。 

＜ポイント＞ 

 貸切対応可能。（営業時間内、営業時間終了後のいずれも可能） 

 IT で映し出される画面に来場者が映し出されるコンテンツが大変ユニーク。コンテンツ自身

の面白さと、恣意的に映し出される人を決めることも可能性がある。 

 グループで写りこむコンテンツもあり。 

 韓流文化が国際的になっているため、様々な国の人の興味を引く内容である。 

 KPOP のアイドルグループの所属企業の運営のため、IT との融合だけでなく、リアルな共

演も可能性があると感じた。 

   
 

 ユニークベニュー視察５「Teddy Bear Museum」 

Jeju ICC 並びに Seaes Hotel がある中文観光団地内にあるテーマパーク。チェジュは 80％が国内

の他地域から入域のため、「韓国文化」に限らないユニークベニューとしてのニーズがある。 

＜ポイント＞ 

 テディベアーを製作し、輸出していた企業が運営。 

 テディベアーの歴史を振り返る展示、125 カラットのダイヤを飾った世界で一体のテディべ

アーの展示、またテディベアーを使ったショーが行われている。 

 レディースプログラムの立ち寄り先として利用されている。 

 屋外を使ったパーティ会場として利用されていたが、現在は、屋外の施設が変更されてお

り、利用されていないとのことだが、回遊型の庭園があり、人数によっては可能性が見込

める。 

 雨天時に対応可能。 
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2 月 9 日（木） 

 済州コンベンション＆ビジターズビューロー 

マーケティング部長 Mr. Cho 講演 

テーマ「済州道の MICE 振興戦略について」 

＜ポイント＞ 

 Resort MICE destination として売り出している。 

 JCVB は、チェジュの商品化を高める為に努力をしている。 

 JCVB は、MICE の参加者がどれだけ滞在し、いかに費用を使うかに関心を持っている。 

 そのために、MICE 参加者がチェジュに来て満足するか、また外部環境の変化にも興味を持

っている。（伝染病、中国との関係） 

 観光の質的向上をめざし、済州道への訪問者がどれだけ滞在し、消費し、満足しているか

調査し、再訪問率に関する目標を立てている。 

 満足度については大学や研究機関と協力して、毎年調査し、結果を韓国他都市と比較分析

し、問題点を抽出し改善している。 

 観光客の行動パターンを分析し、アクションプランに落とし込んでいる。 

 来訪者の満足度がどれ位かの正確な情報提供をすることで、MICE 誘致に関してチェジュの

ブランド化につながり、国際会議等の誘致に成功している。 

 消費を促進するための活動をしている。 

 参加者を満足させるために地域の企業の役割が重要である。企業が成長できる支援もして

いる。（JCVB と一緒にプロモーションに参加する場合、航空券を提供している） 

 Unique Venue の発掘もしている。 

 島内の交通機関で使える Jeju MICE Card は公共交通機関のマップ等と一緒に国際会議参

加者に配布している。MICE 参加者が島内を回遊するよう誘導するもの。5000KRW 分が事

前にチャージされている。 

 オルレトレッキングの認定コースがチェジュにはいくつかあるが、国際会議参加者用にコー

ス上の景観が美しくて 30 分から 1 時間程度で楽しめるものを紹介できるようにしている。 

 チェジュの魅力はリゾートの特性と都市の性格と両方を兼ね備えているところ。国際会議協

会（ICCA）からは観光地の魅力が誘致に対して競争力があるといわれているので、強みだ

と思う。 

 MICE 誘致に関する支援策①財政的（お客様が楽になるように）②行政的（警察の警備、緊

急医療サービス、案内デスク設置等）③必要な情報を支援（行事が円滑に行われるような

支援）。釜山とチェジュでは違いが無い。 

 JCVB は JEJU 観光公社と連携している。また島嶼観光政策フォーラム（ ITOP ：

Inter-IslandsTourism Policy Forum）参加国として協同マーケティング等で連携している。 

   
 

 Fun Activity 体験「チョコレートづくり」 

チェジュの新市街地にある観光施設である。（Jeju Ice museum）チェジュのお土産として人気のあるチ

ョコレートを体験プログラムとして提供している。屋内での体験が可能で、簡単に道具を用意できる

ことから、沖縄でも取り入れ可能なプログラムである。 

＜ポイント＞ 
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 簡単な作業でチョコレートが作れる。雨天対策時のアクティビティとしては可能性がある。 

 チョコレートを冷やす時間が 20 分必要。 

   
 

 JEJU ECO Tour「万丈窟（マンジャングル）視察（世界自然遺産）」 

＜ポイント＞ 

 公開区間は約 1 ㎞で往復 1 時間の散策。 

 約 30～10 万年前に形成された世界最長の溶岩洞窟。 

 バリアフリーには未対応。 

 溶岩鍾乳や溶岩石柱など見所が多い。 

 自然保護に関する国際機関と済州道の協力連携がMICE業界的にはできているが、その原

点はこのような自然豊かなリソースだという事を実感できる。 

   
 

 チームビルディング 体験「東門在来市場散策プログラム」 

済州の歴史ある市場を会場としたチームビルディングプログラム。チームビルディングを MICE に取

り入れる意味を体感すると共に、生活に身近な場を利用した、沖縄でも取り入れ可能なプログラムと

して体験を実施。 

＜ポイント＞ 

 各チームにそれぞれ異なるミッションが与えられた。（日本語）1 時間を目安に終了できるよ

うに設計されていた。 

 ミッションの内容は、主に文化歴史が分かるものを写真撮影、市場で流行りのもの/人気あ

るものを体験する事、チームで一つのテーマ性あるものを探し購入する。 

 各チームに一人当たり 10,000KRW ずつ配布された。 

 青果物、魚、肉、お菓子、ファッションアイテム、つまめるもの等様々な店が集積した場所で

あることを認識できた。 

 生活している人にとって重要な場所は、文化・歴史等の要素が詰まっていることを認識でき

た。 

 地域の人とのコミュニケーションをとることができることが、参加者にとって喜びになることを

実感した。 

   
 

 チェジュ出発 
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10 日（金） 

 解団式（仁川空港にて） 

   

 

 

(10) 考察 

島嶼地域という共通点から「独自文化・自然の保有」「外的要因に左右される入域数」「人材確保と育成」など沖

縄と同様の優位性と課題をチェジュに見ることができた。 

その一方で、次の点が印象に残った。 

① 科学的マーケティングによって、課題を見出し、韓国内の他都市との違いを明確化し、アクションプラ

ンを立案している 

② チェジュ MICE アライアンスを通して民間企業と強力な連携を JCVB が作り上げ、地域産業の育成を

図っている 

③ 中文観光団地のように、国の支援を基にした、チェジュの観光・MICE 資源をエリア集積している 

④ チェジュ大学観光学部が、チェジュの観光産業に様々な人材を輩出している 

⑤ チェジュだけでは対応仕切れない場合、人材を揃えることについて本土との連携がなされている 

⑥ 既存の歴史文化に基づかなくても、国際的に興味を持つ内容、先進的な技術によってもたらされるコ

ンテンツを用意している 

チェジュのような沖縄の競合地になりうる先進地の視察は、幅広い視点で MICE 産業について考える機会を参

加者に与え、今後沖縄の MICE 産業を支えていく人材育成に役立つと考える。競合地を知ることで、座学研修で

学んだ「デスティネーション・ファースト」の重要性を再認識でき、各施設のプロダクツ開発や同ブラッシュアップが、

沖縄全体の MICE 戦略と一体的に進められる必要を実感する機会を提供できた。沖縄の競合地は他にも多数あ

るので、今後もこのような視察が継続的に行われることが望まれる。 

また今回の機会がチェジュとの連携につながり、アジアパシフィックの島嶼地域が切磋琢磨しながら新たな協

力関係を構築することを期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


