
観光をめぐる最近の状況について

国土交通省観光庁

国際関係参事官室

令和２年7月15日（水）

資料１



訪日外国人旅行者数の推移
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ビジット・ジャパン
開始

万人

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

1月：266.1万人 ( 1.1％減）

394.4万人
（71.3%減）

年

3月： 19.4万人 (93.0％減）

2月：108.5万人 (58.3％減）

４月： 0.3万人 (99.9％減）

５月： 0.2万人 (99.9％減）
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新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響調査 （宿泊）
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○予約状況 （前年同月比） （６・７月は見込み）

（回答数）

109

106

108

３月

４月

５月

６月

影響なし
10%～20％程度減少

30%～50％程度減少

70%以上減少

0%～10％程度減少

20%～30％程度減少
50%～70％程度減少

○ 宿泊予約については４月以降は８割以上の施設が70％以上減少となり、今後も極めて厳しい状況が
続く見込み。

○ 国の支援制度については９割以上の施設が資金繰り支援を、約６割の施設が雇用調整助成金を活用。

（調査方法：宿泊業事業者に対して、業界団体経由で影響をアンケートし、 111施設から回答）

７月

108

106

2

5施設
（5％）

活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）

（回答：108施設）

38施設
（35％）

24施設
（22％）

41施設
（38％）

【雇用調整助成金】

2施設
（2％）

（回答：108施設）

7施設
（6％）

74施設
（69％）

25施設
（23％）

【資金繰り支援】

（政府系金融機関・民間金融機関による融資、

持続化給付金等）

活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）

○国の支援の活用状況



○予約人員 （前年同月比） （６・７月は見込み）

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響調査 （旅行）

（調査方法：日本旅行業協会、全国旅行業協会経由で、大手10者、中小47者に影響をヒアリング）

○ 大手旅行会社の予約人員については、４月及び５月は海外旅行、国内旅行、訪日旅行のすべてが取扱ゼロ
に近い状況。６月以降も極めて厳しい状況が続く見込み。

○ 国の支援制度については８割の事業者が資金繰り支援を、６割の事業者が雇用調整助成金を活用。
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（回答：47者）

22者
（47％）

9者
（19％）

10者
（21％）

6者
（13％）

2者（4％）

（回答：47者）

7者
（15％）

27者
（57％）

11者
（23％）

【雇用調整助成金】

【資金繰り支援】

（政府系金融機関・民間金融機関による融資、

持続化給付金等）

○国の支援の活用状況

活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）

活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）



反転攻勢のための基盤整備①～宿泊事業者支援パッケージ（仮称）～

○ 宿泊事業者の収益力向上や、感染拡大防止ガイドラインを踏まえた施設等の整備、新たなビジネス
モデルの構築等に対し、様々な制度を活用しながら総合的に支援を行う。

①宿泊客が大幅に減少し
事業の継続が困難

②ガイドラインを踏まえた、
感染拡大防止対策にどう取り組むか

③3密を避けた上で「稼ぐ力」を
どう確保するか

課題

観光庁
・ストレスフリー環境整備事業
・バリアフリー化促進事業
・誘客多角化等のための

魅力的な滞在コンテンツ造成

経済産業省
・ものづくり・商業・サービス

生産性向上促進補助金
・サービス等生産性向上IT導

入支援事業
・小規模事業者持続化補助金

環境省
・国立・国定公園、温泉地での

ワーケーションの推進事業費
・大規模感染リスクを低減する

ための高機能換気設備等の導入
支援事業

収益力強化・事業継続 感染拡大防止の取組 新たなビジネスモデルの構築

ワーケーションへの対応 泊食分離の実施個室浴室の整備

従業員向け研修

サーモグラフィーの導入

非接触体温計の導入

施設のリノベーション

経営力強化

内閣府
新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金 融資・投資等

※「Go To トラベル（令和2年度1次補正）」において、参加事業者に対して感染症拡大防止策の徹底を促すとともに、新しい旅行スタイルに関する旅行者向けの普及・啓蒙等をあわせて実施

出典：株式会社ラック

○滞在型旅行への転換

○体験型コンテンツの充実

サイクリング等の目的型観光への対応 農家と連携した加工食品の販売

専門家を宿泊施設に派遣し、支援策をコーディネート 事業内容、規模に応じて各府省の支援策を活用

○経営多角化
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反転攻勢のための基盤整備②～誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成～

地域の観光資源・イベントの磨き上げ

○ 自然、歴史・文化、食、イベントなどの観光資源を、地域の関係者が感染拡大予防ガイドラインの
遵守、新しい生活様式の実践を徹底しながら、より安全で、誘客力の高いものに磨き上げる取組に対
して、外部の企業・専門家と連携して滞在コンテンツの造成・商品化等を支援することで、観光地等
の高付加価値化や誘客の多角化を促進する。

令和２年度補正額：102億円
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◯ これまで進めてきた、訪日外国人旅行者等がストレスフリーで観光できる受入環境整備を、各国との
人的交流が回復するまでの時間を活用し、各地域で戦略的に取り組む。

反転攻勢のための基盤整備③～訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業～

まちなかにおける受入環境整備

観光地における一体的・面的な訪日外国人旅行者の受入環境整備を支援

観光スポット

公共交通機関における受入環境整備の支援メニュー（例）

（サーモグラフィによるモニタリング）
キャッシュレス決済対応

観光地での周遊・観光消費の
増加を促す仕組み多言語表記等

無料Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備

観光スポットの段差解消等 観光案内所の整備改良

ICTを活用した案内標識の整備

観光地等における受入環境整備の支援メニュー（例）

専門家派遣
感染症対策

外国人観光案内所等の整備

飲食店、小売店等
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令和２年度補正額：52億円

＜補正追加メニュー＞



専門家派遣（通訳案内士等）による接遇能力等の向上策

反転攻勢のための基盤整備④～地域の観光人材のインバウンド対応能力の強化～

○ 観光人材のインバウンド対応能力の強化に取り組む宿泊事業者等に対し、インバウンド減少の影響
を強く受ける通訳案内士等を講師として派遣し、接遇能力の向上や、マーケティング、ブランディン
グに係るノウハウの蓄積等を図る。

〇専門家派遣（通訳案内士の活用） 〇宿泊事業者に対する講義

7

令和２年度補正額：52億円の内数



【宿泊関係業界】
作成主体：日本ホテル協会、全国旅館ホテル

生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、
全日本シティホテル連盟

【旅行関係業界】
作成主体：日本旅行業協会、全国旅行業協会

【貸切バス】
作成主体：貸切バス旅行連絡会（日本バス
協会、日本旅行業協会、全国旅行業協会）

等

業界別ガイドラインと新しい生活様式に適合した「新しい旅のエチケット」の普及

○旅行者が安全安心に旅行できる環境を整備するため、
・ 宿泊・旅行業者等の観光関連事業者に自ら作成した感染拡大予防ガイドラインの実施の徹底を促す。
・ 旅行者自身が感染防止のために留意すべき事項の浸透を図る。

〇業界別ガイドライン 〇旅行者向け「新しい旅のエチケット」

・ 旅行者視点での感染防止の留意点等をまとめた「新しい旅のエチケット」

（発行元：旅行連絡会※、協力：国土交通省・観光庁）を6/19に公表。

※旅行連絡会・・・交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業界の業界団体等で構成

・ 旅行連絡会加入団体等より、HP・ポスター掲示・チラシ配布等により旅

行者へ周知を実施。

・ 5/14以降、業界団体が感染症専門

家に助言を受けながら作成。（国は

指導・助言）

・ 最新の状況・知見等に対応して随

時見直していく。

・ 各エリア・場面ごとにおける留意

点、対策等を規定。

（例）
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「Go To トラベル事業」の支援対象について

○ 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の１／２相当額を支援。

○ 支援額の内、①７割程度は旅行代金の割引に、②３割程度は旅行先の土産物店・飲食店・観光施設・
交通機関などで使える地域共通クーポンとして付与。

【地域共通クーポン】

○ 支援額３割程度を地域共通クーポンとして利用者に配布。

○ 事務局で一括発行し、旅行代理店や宿泊施設で配布。

○ 地域の観光協会や観光地域づくり法人(DMO)・商工
会等を通じて、地域の店舗の参加・登録を呼びかけ。

○ １枚1,000円単位で発行する商品券。お釣りなし。
（1,000円未満は四捨五入）

○ 一人一泊あたり２万円が上限（日帰り旅行については、１万円が上限）。
○ 連泊制限や利用回数の制限なし。

旅行代金の全体

支援額の
７割程度

支援額の
３割程度

②地域共通
クーポン

支援額
（代金の２分の１相当額）

①旅行代金割引

自己負担額

①旅行代金割引と②地域共通クーポンが１セット

○ 開始時期は感染症の専門家の意見等も伺いつつ、検討。

令和２年度補正額：１.35兆円
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訪日外国人旅行客の需要回復のためのプロモーション

○ 訪日外国人旅行者の回復に向けては、専門家等の知見を得て、国・地域ごとの感染終息を見極め、誘客再開の是非
を判断する仕組みを構築。誘客可能となった国等では、順次、速やかに訪日プロモーションを開始。

○ まずは、誘客の前提となる航空便の復活が急務（国際線の相当数（約９割）が運休している）。このため、政府観
光局（ＪＮＴＯ）は、運航再開に際し航空会社が行う割引プロモーション等と連動した大規模な共同広告を行うこと
とし、航空会社の運航再開を強力に後押し。

○ このほか、各国においては、国内旅行キャンペーンにより活気を取り戻した日本の観光地の様子や魅力を映像等で
紹介するといった広報宣伝等により、訪日旅行への不安を一気に払しょくし、国ごとの訪日客をＶ字回復させていく。

運休航空路線の再開を後押しする共同広告

・ 誘客可能となった相手国との間で、まずは、航空当局間で再開を働きかけ

（台北－佐賀、台北－茨城便等の新規就航に
あわせた台湾のＬＣＣとの共同広告事例）

・ 同時に 政府観光局(JNTO)は、航空会社による運行再開のＰＲに協力し、
集客を支援することで、航空会社の運行再開の判断を後押し。

（中国の航空会社との共同広告例）

活気を取り戻した日本の観光地ＰＲ
テレビ、新聞の活用

インフルエンサー招請例

ウェブ広告例動画サイトでの広告宣伝例

ウェブサイトやＳＮＳでの広報
新聞・雑誌広告例テレビ広告例

・ 航空会社は、こうしたＰＲの際、自ら割引プロモーションを行うことが通例であ
り、訪日誘客に向け、大きな相乗効果が期待できる。

訪日旅行記例

令和２年度補正額：96億円

観光サミット・大商談会開催

インフルエンサー招請・訪日旅行記掲載

日本の観光地の魅力発信、商談機会を創出

外国の事業者との商談会例エクスカーション実施例サミット実施例
10



休暇の分散取得とポストコロナ時代の滞在型旅行の普及

休暇の分散取得 滞在型旅行の普及
○学校の夏期休暇が短縮

○夏休み、シルバーウィークに旅行をしたい人が
徐々に増加

○従来の旅行スタイルは混雑や密を作りやすい。
・ＧＷ、お盆、正月休みに一斉に休暇取得
・観光地に一斉に移動
2019年：新幹線乗車率 190％、

東名高速渋滞 最大 40km

国民が安心して旅行できるよう、
休暇取得の分散が必要

○感染リスクを軽減する旅行スタイルが求められる

混雑する観光地（おかげ横丁）

○新しい旅行スタイル(滞在型旅行)を提案・普及

平日を含む一定期間、好きなところに滞在して、自然、食、文化
を地元に入って体験し、学び、楽しむ。
・ワーケーション ・サテライトオフィス
・ブレジャー ・キッズウィーク

イメージ

8/1 8/23

従来

今年

7/20
旅行需要が集中

8/31
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（2月～5月調査：単一回答）

観光客で賑わう商店街
（狸小路商店街）
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観光活動は男性と女性の平等を尊重するべきである。 人権、特に最も脆弱なグループである、子
供・高齢者・障害者・少数民族・先住民族の個人の権利を促進すべきである。

新型コロナウィルスによる女性への影響～ＵＮＷＴＯ世界観光機関の視点～

COVID-19と観光における女性

UNWTO観光倫理条約（条項5第2項）

即時対応

・非正規雇用者への支援
・危機管理における

ジェンダーバランスの重要性
・医療へのアクセス
・情報への平等なアクセス

回復

・性的虐待への保護
・柔軟な就労環境

発展

・起業とキャリアアップ
・性別細分化データ

観光復興プログラムにおける持続可能性は、脆弱なグループが内包されてこそ達成される。
世界の観光業における女性労働力は54％を占め、多くが単純労働や非正規雇用であり、
COVID-19の影響をいち早く、また最も深刻に受けている

危機からの復興において、これまでの女性活躍への取組を大きく前進させる好機会である

出典：UNWTOホームページ https://www.unwto.org/covid-19-inclusive-response-vulnerable-groups



令和2年度 「観光分野における女性活躍推進に向けた検討会」

○ 観光分野は世界的に女性の雇用が多く、昨年10月に北海道・倶知安町で開催した
Ｇ２０観光大臣会合においては、大臣宣言附属書１「観光分野における女性活躍推進に向けた行動」を採択し、
Ｇ２０各国において、観光分野における女性活躍推進の取組を進めていくこととした。

○ 我が国においても、近年の観光立国の取組を通じて観光分野の投資や雇用が急速に増加。
観光分野において、女性活躍推進に取り組むことは、女性のキャリアアップや生産性向上に向けた
大きな可能性を有するものであり、また、人材育成や観光の質の向上が求められる。

＜開催予定＞
2020年7月 第１回検討会…現状と課題の共有、普及啓蒙活動について議論
2020年9月 第２回検討会…普及啓蒙活動について議論、国内外先進事例の調査状況共有
2020年12月 第３回検討会…フォローアップ状況共有、新たな課題の抽出・整理
2021年2月 第４回検討会…今年度事業とりまとめ

開催スケジュール等

背景

検討会概要

委員
・市川 のぞみ （株）パレスホテルヒューマンリソース部人材開発課スーパーバイザー
・岩本 裕美 （公社）日本観光振興協会観光地域づくり・人材育成部門

審議役（観光地域づくり・人材育成部門 観光地域マネジメント担当）
・加藤 遼 (株）パソナJOB HUB事業統括部長
・櫻田 あすか サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副事務局長
・田瀬 和夫 SDGパートナーズ（有）代表取締役CEO
・玉置 文枝 （株）帝国ホテル人事部人材育成室ダイバーシティ推進支配人
・羽生 祥子 （株）日経BP 日経クロスウーマン総編集長
・森下 晶美 東洋大学国際観光学部国際観光学科教授
◎矢ケ崎 紀子 東京女子大学現代教養学部国際社会学科コミュニティ構想専攻教授
・山本 綾子 （株）日本旅行公務法人営業部部長 LADY JATA 委員長

※内閣府、文部科学省、厚生労働省もオブザーバーで参加予定

※50音順
◎印は座長

令和元年度開催 第4回検討会の様子
（旬刊旅行新聞記事より）

スケジュール：年に４回程度開催予定
主な議題：昨年度とりまとめにもとづき取組状況のフォローアップ、新たな課題の抽出など
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観光分野での女性活躍実現に向けた今後の取組みについて（取組みの方向性・施策案）

●観光分野における女性活躍実現に向け今後強化していくべきポイントは、「知らせる」、「整える」、「育てる・引き上げる」の3つの視点で整理。
●観光分野における女性活躍は、これらの取組みのいずれが欠けても前に進まないものであり、同時並行で一体的に取り組まれることが重要である。
●また各企業や地域、教育機関等の、観光分野をとりまくステークホルダー間で互いのニーズやナレッジを共有しながら、連携して取組みを進めていくことが重
要。
●令和2年度は、下記の取り組みを予定。
✔検討会において下記今後の方向性をもとに課題解決に向けた具体策の検討とフォローアップ、海外及び国内の先進事例等の調査分析
✔「知らせる」にフォーカスした普及・啓蒙活動（開催時期及び形式は要検討）

知らせる

整える

育てる・
引き上げる

観光産業の就業機会拡
大と働く場所としての認知・
裾野拡大
業界内でのロールモデル人
材/企業事例展開
女性活躍推進の重要性、
生産性向上とのリンク、認
知度向上

＜雇用＞
• 観光産業の成長、就業機会拡大の周知活動、マッチング機会創出
• 観光分野の多様な仕事とその現実の姿、活躍機会、キャリアパスの見える化
• 観光産業や地域づくりにおける女性活躍施策の啓蒙活動
• 表彰制度に女性活躍部門創設（企業や地域の取組みを積極的に表彰）
・ 生産性向上施策との連動、企業経営へのプラス効果の見える化
＜教育＞
• 民間人材サービス会社や公的キャリア形成支援者等に観光業への関心を喚起

し、その知見も活用して、観光業が市場から効果的に人材確保するための方策
を検討

＜教育＞
• 観光分野の経営層のためのダイバーシティ＆インクルージョン研修実施
• 次世代管理職層等の女性へのスキル・リーダーシップ研修
• 成長を促すホットジョブの機会の付与
• リカレント教育実施校と観光産業のマッチング、復職支援セミナー等
• 地域行政の委員会などに女将の会、女性経営者などの参画
• 地域づくりの実践的な専門人材講座への女性の積極的な参画
• 学生に対するダイバーシティ意識向上の教育
＜コミュニティ＞
• ネットワーキング機会の拡充

＜雇用＞
・ 時差出勤やリモートワークなど柔軟な働き方、マネジメント改革の事例展開
・ 育休取得促進（男女とも）と復帰サポートの事例展開
• 特に宿泊業における、日曜・祝祭日の子供の預け先確保
• 観光産業での厚生労働省「えるぼし認定」などの活用推進
• 雇用対策、ICT活用支援対策など厚生労働省や経済産業省等各種支援メ
ニューの積極的活用

• ESG投資における女性活躍評価を踏まえた各企業の取組推進

働き方改革を進める環境
整備
育児、介護との両立を進
める環境整備
定着率向上
性別による職域分離や賃
金格差への留意
データの整備

管理職層～経営層への登
用事例創出
地域づくりでのリーダー的立
場へのアクセス促進
観光業でのキャリア再発進
の支援

• 業界団体
• 民間人材サービス会社
• 大学
• 公的キャリア形成支援者

• 業界団体
• 各省庁等支援メニュー

• 業界団体
• 民間人材サービス会社
• 民間研修会社
• 大学

×

×

×

今後の取組みの方向性

※＜ ＞内はG20観光大臣会合附属書における「観光分野における女性活躍推進に向けた行動メ
ニュー：「雇用」、「起業」、「教育」、「リーダーシップ」、「コミュニティ」、「その他」を踏まえ、事務局にて分類。

具体的施策案と連携すべきパートナー



令和２年度 観光産業における実務人材確保・育成事業

全国５箇所程度において、地域一体で人材確保・定着に対する取組を実施
採用関係

（人材確保を実現）

➢共同広報・説明会の開催
各旅館ではなく、地域として、ＰＲの実施や、説明会参加・開催

➢旅館体験プログラムを実施
旅館への就職・転職に興味のある方を対象に
旅館実務の基礎知識や地域の特色についての座学、
施設の就業体験等を実施

➢従来型勤務体制の見直し
女性・シニア等をはじめ、誰もが働きやすいシフトへ移行

➢キャリアアップ研修を実施
結婚・出産等で一度職場を離れた方や
経営者向けに定期的に実施できる研修を整備

・旅館の実務
・地域の魅力

・実際の旅館
業務を体験

座学 就業体験

旅館体験プログラム

労務関係
（人材定着を実現）

事業イメージ

仕事と家庭を両立

・地域で勤務態勢等についての現状や課題を洗い出し
・コンサルによる女性活躍、シフト改善等の取組を実施
・中核人材育成講座への参加も促す

・都市圏で開催する合同説明会に地域として参
加
・当該地域での説明会を開催
・ＨＰ等を活用し、当該地域で働く魅力を発信

【課題】
・旅館単体の採用活動に限界（求人サイトにただ掲載するだけ等）
・採用がない年がある等、採用者数が毎年一定ではないため、採用ノウハウが構築されない

【課題】
・「中抜け」等旅館独自の勤務形態があり、働きやすい職場になっていない
・キャリアパスが描きづらい。休職・復職支援が充実しているとは言えない

業界団体の労務委員会や業界紙、求人媒体、観光庁ＨＰ等を通じて、取組を横展開

地域で一体的に取組を実施

現状と課題

観光業界における人手不足は深刻であり、今後さらに拡大するインバウンド需要に応えるためには、人材の確保・定着が不可欠
➢課題１：人材の確保 人材が不足しているか

・宿泊業においては、約８割の
企業が人手不足に陥っている

・有効求人倍率も年々増加して
おり、全産業に比べ３倍近く
となっている

➢課題２：人材の定着

日本商工会議所 平成30年「人手不足等への対応に関する調査」
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新卒学生や女性・シニア等の
潜在労働力の確保が喫緊の課題

・宿泊業においては、離職率が
30%となっており、働きや
すい魅力的な職場となってい
ない

誰もが働きやすい職場への変革
が喫緊の課題

（倍）

厚生労働省 平成29年「職業安定業務調査」
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厚生労働省 平成29年「雇用動向調査」

【参考】令和元年度の取組内容
①【概要】乳頭、栃木、草津の全国３地域において、地域一体で人材確保・定着に関する取組を実施
②【内容】秋田県乳頭温泉組合 ：採用プロモーションビデオ制作、移住関連雑誌への温泉の仕事を伝える記事の掲載、秋田県出身者の中途採用と高卒・大卒の新規採用実施、夏期・冬期のインターン

シップ、９ー１５時限定勤務職の導入
栃木県観光物産協会 ：プロモーション動画の作成、HP作成とインターンシップ情報の掲載、就職説明会への合同出展、短時間勤務・テレワークの検討、働き方改革推進セミナーの実施
群馬県草津温泉観光協会：人事担当者情報交換会の実施、シルバー人材の活用に向けた検討、働く場・暮らす場としてのプロモーション動画作成、草津愛醸成のための地域教育実施、離職率調

査、中間管理職を対象とした研修会、テレワーク導入に向けた検討・試行
③【取組の横展開】全国３箇所（東京、仙台、大阪）において取組事例の紹介や人材育成に向けたアドバイスを行うセミナーを実施。
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協議会名 蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策事業化協議会

○事業概要 蓼科エリアは山間地で広域の為、住人が少ないうえに採用・雇用することに限界があるが、車で２０～３０分のところに市街地があり、そこには

出産前に同エリアで働いていたママが一定数いる。その層に蓼科の観光エリアが子育てと仕事の両立しやすい環境であること、女性が働きやすい環境での募集がある
ことを各事業で接点をふやし、アピールを行う
・蓼科の子育て世代はここ数年増えてきているが、県外からの移住者も多く、近親者の子育て協力が得られにくい。そこで、観光地に観光事業者、行政、地域住民が
一体となった“子育てシェア”の拠点を置き、休日の託児と、観光教育を両立できる場を設け、母親のキャリアの継続と子どもへの地元愛を育みながら子どものころか
らの将来戻ってきたい（将来の雇用）の為の素地づくりを行う

・協議会参加宿泊施設
池の平ホテル＆リゾーツ、車山総合
開発、蓼科温泉親湯、リゾートホテ
ル蓼科、EXIV蓼科、晴明荘、君待
荘、澤衛門、車山リゾートホテル
ギャラクシー、㈱エルソル、ペン
ションベストフレンド、オーベル
ジュ ラ・メイジュ、ペンションブ
ルーベリー、テラス蓼科リゾート＆
スパ 他 観光協会・旅館組合加盟
各施設（ビーナスラインちの観光協
会、蓼科温泉観光協会、信州たてし
な観光協会、白樺湖旅館組合）

事業内容
（人材の確保に関する取組）

・事業内容
■広告事業…女性（ママ）が活躍し、働きやすい職
場・蓼科エリアのおススメ」の特集を組み、求人広告
と各施設のイベント情報などを盛り込んだ広告を展開
山ん家フェスの際に説明会の実施と山ん家の見学ツ
アーを行う。

・事業目標
■広告事業…フェス参加200名 採用パート３名

実施体制図

事業内容
（人材の定着に関する取組）

■広告事業 ■預かり事業
■イベント事業 ■レンタルボックス事業

市町村・観光協会
・事業者・地域支え合い組織
を横断して、人材育成・人材採用
への取り組みを行う

・実施スケジュール
≪採用≫
■広告事業：ＧＷ明けより、各事業
者への説明開始。９月中に広告を打
つ（事業者と相談）
≪定着≫
■預かり事業：昨年度からの事業を
引き続き行っていく
■イベント事業：
≪定例イベント≫月２回
≪山ん家フェス≫１０月
■レンタルボックス事業：
１０月ごろより順次オープン

・事業内容
■預かり事業…学童や保育園など行政サービスが休みの土日祝日に地
域の「子育てシェア拠点」を置き、観光業に携わる女性の働きがい、
キャリアの維持を図る（山ん家）
■イベント事業…地域のプロ人材・施設が子ども向けの体験プログラ
ムを提供することで、豊かな自然に触れる機会や様々な大人との出会
いを通じて子どもが成長する力を育む（観光教育）。未来の人材育成
■レンタルボックス事業…地域住人に主体的に足を運んでもらう機会
を増やし、地元観光地への心理的距離感を縮め、ゆくゆくの採用の母
集団形成を生み出す。

・事業目標
■預かり事業…会員（大人）２０名➡３０名（子ども）40名➡50名
■イベント事業…イベント参加（のべ） １２０名➡３００名
■レンタルボックス事業…毎月9個のレンタルスペース=毎月9人の地
域住民との接点を生み出す（のべ54名）

預かり事業 イベント事業

レンタルボックス・山ん家フェス実施場所 16



日本版持続可能な観光ガイドラインの概要
◆ 観光庁において、各地方自治体や観光地域づくり法人(DMO)等が多面的な現状把握を行い、その結果に基づいた持続可

能な観光地マネジメントを行うための、国際基準に準拠した「日本版持続可能な観光ガイドライン」を開発。（2020年6月完成）

◆ 日本の特性を各項目に反映した上で、GSTC※による観光地向けの持続可能な観光の国際基準「GSTC-D（Global
Sustainable Tourism Criteria for Destination）」に準拠。

◆ 持続可能な観光地マネジメントを進める上でのガイドラインとして活用し、その指標に基づいた取組を進めることで、持続可
能な観光地マネジメントを進めることが可能。

◆ Aマネジメント、B社会経済、C文化、D環境の４分野から構成。
※ グローバルサステナブルツーリズム協議会。Global Sustainable Tourism Council。
※ 国連世界観光機関（UNWTO）、国連環境計画の呼びかけにより持続可能な観光

の共同理解を深めることを目的に活動する協議会。

「日本版持続可能な観光ガイドライン」における言及

①自己分析ツール
観光政策の決定、観光計画

の策定に資するガイドラインと
して活用。

②コミュニケーションツール
地域が一体となって持続可

能な地域/観光地づくりに取り
組む契機に。

③プロモーションツール
観光地としてのブランド化、

国際競争力の向上。

ガイドラインの効果【参考抜粋：観光分野における女性活躍実現に関する指標】

B(a) Delivering local economic benefits 地域経済への貢献

【指標本文】
Ｂ２ ディーセント・ワークと雇用機会

働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）と雇用機会に関する取組を行っていること
① 観光関連事業者への就業を促進する取組があること
② 性別、年齢、季節等に左右されない、安定した雇用や公正な賃金の実現に向けた取組を行っている

こと

【考え方】
・世界観光倫理憲章（ＵＮＷＴＯ）第９条「観光産業における労働者と事業者の権利」

・女性活躍推進法に基づき、企業におけるワーク・ライフ・バランスを推進するための認定「えるぼし」
（厚生労働省）

・｢観光分野における女性活躍推進に関する調査事業報告書」（観光庁）

【観光分野における安定した雇用の実現に向けた調査項目例】
・正規雇用者の割合、 ・男性／女性の雇用割合、 ・女性リーダーの割合、
・通年営業をしている事業所の割合、 ・通年雇用者数と臨時雇用者数の割合

SECTION B: Socio-economic sustainability 社会経済のサステナビリティ
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