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「観光立国」を推進する日本に求められる
観光をマネジメントできる人材の育成
今やわが国の成長戦略の大きな柱となる「観光」
。国土交通副大臣時代に観光立国の推進に尽力し、現在も主要な政策のひとつに
観光の振興を掲げる衆議院議員の辻元清美さん、そして観光学に特化した神戸夙川学院大学を擁する学校法人夙川学院理事長の
藤田幸男さんに広く観光をテーマに語っていただいた。このお二人、その出会いをとりもったのはNGOのチャレンジだった。
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を食べ︑温泉につかる︒村の人も元気になる︒
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藤田 こういうイベントを通して︑高校生にも
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われています︒ちょっと内向きになっているの

藤田 実は︑
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草の根交流が必要だと考えていたんです︒
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ンニングをはじめ︑広くマネジメントや経営面
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育︑教育︑教育だと思いますね︒

と言いました︒私も日本に今必要なことは︑教
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辻元 交流は︑イコール観光なんですよね︒
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※2013年4月から神戸ポートアイランドに移転
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