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Ｇ２０観光大臣会合の実施概要

1. [日 程]：令和元年10月25日（金）～26日（土）

2. [会 場]：ニセコHANAZONOリゾート

3. [テーマ]：持続可能な開発目標（SDGｓ）に対する観光の貢献の最大化

4. [参加国等]：Ｇ２０各国、オランダ、シンガポール、スペイン、スイス、タイ、ベトナム、国際労働機関（ILO）、経済

協力開発機構（OECD）、世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）、世界観光機関（UNWTO）（計３０の国・機関）

5. [主な成果]：

 経済成長の牽引とSDGｓに対する貢献という観光の役割について確認するとともに、観光客と地域社会

に貢献する観光マネジメント、持続可能な観光を推進する技術革新という共通の課題について、各国の

最先端の知見を共有。

 会合での議論を踏まえ、その成果としてＧ２０北海道倶知安観光大臣会合宣言を採択。

6. [バイ会談]：赤羽大臣、和田政務官は、各国等代表とバイ会談を実施。

 赤羽大臣： UNWTO、フィリピン、サウジアラビア、スペイン、韓国

 韓国（朴長官）とのバイ会談では、双方向交流について率直に意見交換を行い、日韓両国間の信

頼を基にした観光交流が重要であることについて認識が一致した。

 和田政務官：ブラジル、オーストラリア、ベトナム、イタリア
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北海道倶知安宣言の概要（主たる合意事項）

• Ｇ２０において観光大臣会合の正式な閣僚会合化の奨励

• 観光は、17の持続可能な開発目標（SDGs）のすべてに貢献できる分野であることの共通認識をもち、観

光を通じて、世界の経済成長を牽引していくとともに、持続可能で包摂的な世界の発展に向けた最大限の
貢献していくために取り組むこと

• 女性のエンパワーメントに向けた施策集（付属書１）を参考に、取組を進めること 【日本提案】

• 観光分野における危機管理施策集（付属書２）を参考に、取組を進めること 【日本提案】

• G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組等に基づき、観光分野でも努力すること

• 質の高いインフラ投資に関するG20原則に基づき、観光分野でも質の高いインフラ投資に取り組むこと

• 観光地でのデータ収集等を行いつつ、官民連携や住民参画を進め、観光客と地域住民の双方に配慮した
持続可能な観光マネジメントを促進すること。

• 地方創生をはかるべく地方誘客を進めること

• 観光産業の生産性向上や観光の質の向上を実現するために、イノベーションと起業を促進すること

• Ｇ２０において観光大臣会合の正式な閣僚会合化の奨励

• 観光は、17の持続可能な開発目標（SDGs）のすべてに貢献できる分野であることの共通認識をもち、観

光を通じて、世界の経済成長を牽引していくとともに、持続可能で包摂的な世界の発展に向けた最大限の
貢献していくために取り組むこと

• 女性のエンパワーメントに向けた施策集（付属書１）を参考に、取組を進めること 【日本提案】

• 観光分野における危機管理施策集（付属書２）を参考に、取組を進めること 【日本提案】

• G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組等に基づき、観光分野でも努力すること

• 質の高いインフラ投資に関するG20原則に基づき、観光分野でも質の高いインフラ投資に取り組むこと

• 観光地でのデータ収集等を行いつつ、官民連携や住民参画を進め、観光客と地域住民の双方に配慮した
持続可能な観光マネジメントを促進すること。

• 地方創生をはかるべく地方誘客を進めること

• 観光産業の生産性向上や観光の質の向上を実現するために、イノベーションと起業を促進すること

全体

SDGs

持続可能な観光

イノベーション・デジタル活用
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8. 観光業において１人の雇用が生まれると、 他の産業において１．５人分の追加
的ないしは間接的な雇用が創出されると推計される （国際労働機関（ＩＬＯ、２０１７
年）。また、観光業は、経済全体と比較して、 相対的に女性の雇用 ・起業者の比
率が高い。

11. 観光は、女性、若者、 障害者 、移民、先住民の人々や部族の人々、地方の
人々など、 そしてそれらにかぎらず社会的、 経済的リスクに対してより弱い立場に
ある人々を、経済的に力づけ、雇用創出を促進する潜在性を持ち、 社会的包摂を
牽引する力となる。

12. 観光は、参入障壁が低いことから、その多くが中小企業からなる分野であり、
若年 ・女性起業家に大きな機会を与えると同時に、中小企業や新興企業がバ
リュー・チェーンに統合される大きな機会を与える 。

23.ＵＮＷＴＯ、 ＵＮ Ｗｏｍｅｎ、 世界銀行、 ＷＴＴＣ等の国際機関による、観光を通
じた女性のエンパワーメントに関するレポートを歓迎 し、Ｇ２０ 大阪首脳宣言にお
ける女性のエンパワーメントに関する合意に基づく 、ＡＮＮＥＸ１も参照した、各国に
よるイニシアティブを奨励すること

北海道倶知安宣言より女性活躍に関する抜粋
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附属書 1 観光分野における女性活躍推進に向けた行動メニュー（１）

 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは持続可能で包摂的な成長に
不可欠であること

 ブリズベーン・ゴールについて、年次での進捗と行動をＧ２０首脳レベル
で各国が共有すること

 男女の賃金格差縮小や女性に対する偏見の削減、決定権をもつ女性管
理職をふやすこと

 デジタル面におけるジェンダー格差を埋めるため、デジタル技術へのアク
セスや教育における女性への支援を行うこと

 女性の労働市場参加を妨げる無償労働時間における男女格差に取り組
むこと

 全てのジェンダーに基づく暴力、虐待及びハラスメントを根絶するために
措置を講じること

 女性の起業を促進するため、技能開発を支援し、資金へのアクセスを提
供する取組の重要性を再確認すること

G20 大阪首脳宣言 女性のエンパワーメント



大阪首脳宣言において、観光については、引き続き成長の重要な牽引役であり、
女性及び若者のための質の高い雇用と起業創出についての貢献が期待される分
野として言及された。

観光は他産業に比較して、女性の雇用や起業が多く、かつ高い成長を続ける分野
であることから、2025年までに労働力参加における男女間の格差を25％削減する

とのブリズベン・ゴールや、ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエン
パワーメントを図るというSDGs目標５の達成に大きく貢献する分野である。一方で、

多くの女性は観光業界で地位が低く、管理職への登用が少なく、男女の賃金格差
等課題も多い。(UNWTO等 2019)

附属書 1 観光分野における女性活躍推進に向けた行動メニュー（２）

女性女性

労働力参加における
男女間格差の解消
労働力参加における
男女間格差の解消

ジェンダーの平等ジェンダーの平等

女性のエンパワーメント女性のエンパワーメント

観光観光
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 全てのジェンダーに基づく暴力、虐待及びハラスメントを根絶するための措置を含む、観
光産業のあらゆる分野における女性のためのディーセントワークと女性労働者の法的な
保護を強化するための方策を実行。

 男女間の最低賃金規則、平等賃金法、産休、柔軟な勤務時間、在宅勤務のオプション、
保育、セクシャルハラスメント防止策などの改善。（UNWTO等 2019）

 女性のより質の高い仕事と平等な機会へのアクセスを改善。（WTTC 2019）
 性別職域分離の是正に取り組む。（OECD 2019）

 労働市場における男女格差に関するタイムリーで比較可能なデータの利用性を高める。
（OECD 2019）

 ジェンダーに基づく暴力を含む、暴力とハラスメントを容認しない環境の促進。（ILO 

2017）

 民法で定められた同一労働同一賃金の原則に従い、ジェンダーに対する固定観念、職
業分離、ジェンダーバイアスによる職業分類システム、賃金格差といった課題に特に注
意を払う（ILO 2017）

 女性のキャリア開発に特別の配慮を行うことにより、職業分離と男女間の賃金格差に対
処。（ILO 2017）

附属書 1 観光分野における女性活躍推進に向けた行動メニュー（３）

１．雇用１．雇用
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 女性にとってビジネスに対する障壁を減らし、女性の経済的包摂を促進。(UNWTO等 2019)

 女性の市場アクセスを拡大し、観光商品やサービスの公正な取引を促進。(UNWTO等
2019)

 特に若い女性の起業の促進のため、女性主導の持続可能な観光企業づくりのための金融・
金融教育へのアクセスの改善。（ILO 2017）

 観光業における女性のためのスキル・リーダーシップ研修の開発。官民の観光代表者のため
のジェンダー平等に関する研修プログラムの推進。（UNWTO等 2019）

 青少年の失業に対するホテル業界の取組であるYoung Carrier Initiative(YCI)における女性
の教育レベルの向上に対する期待。（WTTC 2019）

 「リターンシップ」の導入を含む、職場復帰プログラムプログラムの促進。（WTTC 2019）
 女性をターゲットとした質の高い実習制度の支給とアクセスの促進。（ILO 2017）

附属書 1 観光分野における女性活躍推進に向けた行動メニュー（４）

２．起業２．起業

３．教育３．教育
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 観光政策や観光関連機関においてジェンダーのバランスを改善する。

 行政、観光企業、地域での女性のあらゆるレベルの意思決定において、女性の全面的な
参加と指導的立場へのアクセスを促進。

 女性を対象とした昇進のためのリーダーシッププログラムの開発と発展。（UNWTO等
2019）

 女性の経営層への昇進を促進する政策、民間企業での取組の推進。（WTTC 2019）

 女性の観光におけるネットワーク、NGO、組合活動を支援する。
 地域の観光コミュニティと家庭の意思決定において女性の声を反映する。

 性別、年齢、職業、雇用状況等により分類された観光データを戦略的に収集、使用、およ
び報告するための国の能力を強化。（UNWTO等 2019）

 観光がジェンダー平等と女性のエンパワーメントに与える影響を理解するための調査を支
援。（UNWTO等 2019）

附属書 1 観光分野における女性活躍推進に向けた行動メニュー（５）

４．リーダーシップ４．リーダーシップ

５．コミュニティ５．コミュニティ

６．その他６．その他
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観光分野における女性活躍に関する提言

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) and 

UN Women (the United Nations Entity for Gender Equality and the Employment of Women)

Global Report on Women in Tourism 2010 Preliminary Findings

WTTC（World Travel & Tourism Council)

Travel & Tourism: Driving Women’s Success (March 2019)

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Develoment)

Women at Work in G20 Countries: Progress and policy action

Paper prepared under Japan’s G20 presidency (2019)

W20 (Women 20) Japan 2019

UNWTO

Global Report on Women in Tourism Second Edition (2019)
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UNWTO 世界の観光分野における女性に関する報告書（１）

観光観光

雇用雇用

起業起業

教育教育リーダー
シップ
リーダー
シップ

コミュ
ニティ
コミュ
ニティ

Source: UNWTO Global Report on Women in Tourism Second Edition (2019)
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雇用

起業

教育

リーダー
シップ

コミュニ
ティ

観光の教育とトレーニングは、観光業における男女平
等と女性のエンパワーメントを促進する

女性が観光の仕事をすることは、女性の経済的なエ
ンパワーメントにつながる

観光は女性にディーセントワーク（適正な仕事）を
提供する

女性は観光部門のリーダーであり、意思決定の場に
おいて代表となり、影響力をもつ

観光は女性に公正と男女平等に向けてともに働く力
を与える

Source: UNWTO Global Report on Women in Tourism Second Edition (2019)

UNWTO 世界の観光分野における女性に関する報告書（２）
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• 公共、民間、市民社会の関係者によるターゲットを絞った介入（平等な賃
金の促進、セクハラ防止、女性のハイポジションへの採用など）は観光に
おける女性のためのディーセントワーク（適正な仕事）の促進に役立つ

• 公共、民間、市民社会の関係者によるターゲットを絞った介入（平等な賃
金の促進、セクハラ防止、女性のハイポジションへの採用など）は観光に
おける女性のためのディーセントワーク（適正な仕事）の促進に役立つ

ポイント１ポイント１

• ジェンダーにセンシティブな国家レベルでの法政策およびマクロ経済政策
は、効果的に実施されると、観光分野における女性の経済的エンパワー
メントを向上させる

• ジェンダーにセンシティブな国家レベルでの法政策およびマクロ経済政策
は、効果的に実施されると、観光分野における女性の経済的エンパワー
メントを向上させる

ポイント２ポイント２

• 女性のためのスキルトレーニング（ソフトスキル、トレーニングの機会を利
用しようとする意識向上など）への投資と観光業全体における男女平等
の教育は、男女平等へのより大きな成果へとつながる

• 女性のためのスキルトレーニング（ソフトスキル、トレーニングの機会を利
用しようとする意識向上など）への投資と観光業全体における男女平等
の教育は、男女平等へのより大きな成果へとつながる

ポイント３ポイント３

• 観光分野の男女共同参画の戦略は、女性のエンパワーメントに不可欠で
あり、制度的および予算的な支援に裏打ちされなければならない

• 観光分野の男女共同参画の戦略は、女性のエンパワーメントに不可欠で
あり、制度的および予算的な支援に裏打ちされなければならないポイント４ポイント４

• 幅広いコミュニティや市民社会組織とのつながりがあれば、観光を通じて
女性に政治的および社会的にエンパワーメントを与えることができる

• 幅広いコミュニティや市民社会組織とのつながりがあれば、観光を通じて
女性に政治的および社会的にエンパワーメントを与えることができるポイント５ポイント５

• ターゲットを絞ったジェンダーに配慮したトレーニングが提供され、女性が
適切なテクノロジーにアクセスできる場合、観光のデジタル化は女性のイ
ノベーションとエンパワーメントのために刺激的で新しい機会を提供できる

• ターゲットを絞ったジェンダーに配慮したトレーニングが提供され、女性が
適切なテクノロジーにアクセスできる場合、観光のデジタル化は女性のイ
ノベーションとエンパワーメントのために刺激的で新しい機会を提供できる

ポイント６ポイント６

• 観光に関する性別のデータが入手可能になると、観光分野におけるより
的を絞った男女平等への介入ができ、女性のエンパワーメントがより向上
する

• 観光に関する性別のデータが入手可能になると、観光分野におけるより
的を絞った男女平等への介入ができ、女性のエンパワーメントがより向上
する

ポイント７ポイント７

重要な発見 SDGsの目標SDGsの目標

Source: UNWTO Global Report on Women in Tourism Second Edition (2019)

UNWTO 世界の観光分野における女性に関する報告書（３）


