
２０１１年３月３日（木） 

休暇改革シンポジウム 
～休暇を楽しむライフスタイルへ～ 

特別講演 

「休暇改革をめぐる議論について」 
 西田 厚聰 氏 （株式会社東芝 取締役会長） 

参考資料 



１．休暇改革の意義について 



日本人国内日帰り旅行 
4.8兆円（21.7%） 

日本人海外旅行
（国内分） 

1.2兆円（5.6%） 

訪日外国人旅行 
1.2兆円（5.5%） 

※訪日外客数は約725万人（暫定値） 

２２．１兆円 

我が国経済への貢献度（経済効果） 

生産波及効果    ４８．０兆円 ･･･４．９％（対産業連関表国内生産額） 

付加価値誘発効果 ２４．９兆円 ･･･５．２％（対名目ＧＤＰ） 

雇用誘発効果     ４０６万人 ･･･６．３％（対全国就業者数） 

税収効果        ４．０兆円 ・・・５．２％（対国税＋地方税） 

国内における旅行消費額（平成２１年度） 

日本人国内宿泊旅行 
14.9兆円（67.1%） 

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
    国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」 2 



◆生産波及効果 

新たな需要が生じた際に、結果として産業全体のどれだけの効果が生じたのかを
示したもの。（例えば、旅行・観光消費によってこれらに原材料（中間財）を納めた
業者の売上や当該業者に勤務する従業員の給与が増加することによってもたらさ
れる産業全体の新たな生産を含めたもの） 

食料品産業 

1.55兆円 

小売業 

1.31兆円 

宿泊業 

3.41兆円 

飲食店業 

2.39兆円 

旅行サービス業等 

1.27兆円 

運輸業 

5.57兆円 

農林水産業 

0.26兆円 

食料品産業 

3.47兆円 

小売業 

2.34兆円 

宿泊業 

3.52兆円 

飲食店業 

2.75兆円 

旅行サービス業等 

1.63兆円 

運輸業 

7.03兆円 

農林水産業 

1.10兆円 

食料品産業 

183千人 

小売業 

505千人 

宿泊業 

351千人 

飲食店業 

583千人 

旅行サービス業等 

148千人 

運輸業 

405千人 

農林水産業 

418千人 ４８．０兆円 

２２．１兆円 

４０６万人 

旅行消費額 

生産波及効果 雇用誘発効果 

観光の我が国産業への経済効果（平成２１年度） 

出典：国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査」による。 3 



年間旅行量の４０．９％が、一年（３６５日）の６．６％（２４日）であるゴールデンウィーク、
お盆、年末・年始に集中している。 

20.4% 

2.7% 

8.9% 

1.4% 

11.6% 

2.5% 

6.2% 

1.4% 

12.6% 

4.1% 

20.7% 

22.5% 

16.5% 

65.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

旅行量 

暦の日数 

年末年始 ゴールデンウィーク お盆 シルバーウィーク 三連休 土日 その他 

6.6% 

40.9% 

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始に集中している旅行 

※観光庁「ＧＷにおける観光旅行」調査より。 
  調査概要：需要側：２０１０年の①４月３日～６日及び②５月１５日～１６日の期間において、インターネット調査を実施。②は①の回答者に対する追跡調査。 
         供給側：全国の主な観光地の宿泊施設と、観光地点における施設を抽出し、調査表への回答があった施設及び地点について集計を実施。 
 

（2009年） 

（2009年） 
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※ 「年末年始時期の観光旅行動向」調査より 

※ 調査期間中（ＧＷ・お盆・年末年始それぞれ）の宿泊施設稼働率を指数化し、その平均を「１」と設定 

    ＊ピーク率の計算方法 

      （調査○日目の宿泊稼働率） / （調査期間中の宿泊施設稼働率平均値） 
    ＊平均稼働率（ＧＷ＝５９％、お盆＝７８％、年末年始＝５５％ ） 
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GWピーク率 

お盆ピーク率 

年末年始ピーク率 

5/1～5/5 

12/30～1/3 

各ピーク時期の比較（宿泊施設のピーク率） 
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（調査日数） 

※１ 

•ＧＷ時期は、年末年始時期やお盆時期と比較すると、特定の日に対する需要の集中が大きい。 

は土日 



※観光庁「ＧＷにおける観光旅行動向」調査、「お盆における観光旅行動向」調査及び「年末年始時期の観光旅行動向」調査より。 
※通常の平日、土日の料金水準については、「お盆における観光旅行動向」調査の数値を使用。 

ピーク期間中における料金水準の比較 

6 

１００ 

１１４ 

１３０ 
１２７ 

１４０ 



需要平準化への取組が必要：需要集中による影響 

※日本バス協会資料による。 

※「通常運行時間」は各事業者の通常運行ダイヤによる平均。「遅延による最大運行時
間」は各事業者の遅延による最大運行時間の平均。「計・平均」は当該運行時間の合
計を事業者数で割って算出。 

通常運行時間※ 遅延による最大運行時間※ 

東北・関東 5時間34分 7時間52分(2時間18分のロス) 

北陸・中部・近畿 7時間16分 10時間8分(2時間52分のロス) 

四国・九州 7時間18分 10時間31分(3時間13分のロス) 

平均 6時間34分 9時間57分(3時間23分のロス) 

通常運行時間 遅延による最大運行時間 

東北・関東 5時間34分 9時間11分(3時間37分のロス) 

北陸・中部・近畿 7時間16分 12時間45分(5時間29分のロス) 

四国・九州 7時間18分 12時間13分(4時間55分のロス) 

平均 6時間34分 11時間8分(4時間34分のロス) 

＜平成２１年お盆期間等（８月６日～１８日）＞ 

高速バス（大手14社）の輸送実績 

＜平成２１年ゴールデンウィーク（４月２９日～５月６日）＞ 

ＧＷの高速道路所要時間予測（平成２２年） 

＜経路：東京IC→沼津IC（東名高速自動車道）＞ 

日時：5月10日8時発 

距離：103.3㎞ 

所要時間：69分  

日時：5月1日8時発 

距離：103.3㎞ 

所要時間：152分 

所要時間が2.2倍に 
※NEXCO東日本HPによる。 

渋滞のない平日 ＧＷ 
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年間旅行費用の変動（平成２１年） 

＜東京発伊豆一泊二日（大人一室二名）プランの例＞ 

5月6-8,9月23-25等 

18,200円 

年末年始 

59,000円 

最安値 最高値 

安い時期なら同じ費用で
３回行けることに！ 
※旅行会社パンフレットより作成。 



ホテル・旅館 
46% 47% 7% 

需要平準化への取組が必要：ピーク需要に依存した雇用形態 
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64% 

48% 

72% 
77% 

89% 
81% 76% 

93% 
82% 

77% 

51% 

82% 
71% 

27% 

66% 65% 68% 
57% 

90% 

33% 

38% 

16% 

18% 

9% 

13% 22% 

6% 

16% 
21% 

46% 

17% 

26% 

68% 

30% 31% 29% 

37% 

8% 
3% 

14% 13% 
6% 2% 6% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 3% 5% 4% 4% 3% 6% 1% 

雇用者（正規） 雇用者（非正規） 臨時雇用者 

※総務省「平成18年事業所・企業統計調査」より作成。 

雇用の安定化 
 
正規雇用を中心
とした雇用機会の
創出 



２．休暇改革の方法 



休暇取得日数の国際比較 

フランス ドイツ イギリス アメリカ 日本 

根拠法 労働法典中の年次
休暇規定 

連邦休暇法 労働時間規則 労働協約による 労働基準法 

有給休暇 30労働日 年間24週日以上 4労働週（20日） 平均17～18日 最低10日 

連続休暇 連続12～24日 連続12週日 労働協約による 労働協約による 規定なし 

年休取得率 ほぼ100％ ほぼ100％ ほぼ100％ 70～80％ 47.1％（H21） 
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8.5 

13.2 

24.6 

30.0 

25.0 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

週休日 週休日以外の休日 年次有給休暇付与日数(日本は取得日数）
（日）

（2009年）

（2006年）

（2007年）
140.0

144.5

136.6

127.2

127.5

（2007年）

（2007年）

出典：独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較２００９」他 

● 年間休日日数の比較 

● 年次休暇取得率等の比較 

出典：労働政策研究・研修機構「諸外国のホワイトカラー労働者に係る労働時間法制に関する調査研究」（2005年）ほか 
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仏・独における学校休業分散の取組 

欧州では、バカンス時期の分散化が国策の一つとなっており、その主たる政策手法として学校休業時
期をゾーン別（フランス）や州別（ドイツ）などで分散させている。 

フランスの学校休暇（２００９年～２０１０年） 

ゾーンＡ ： カン、クレルモン･フェラン、グルノーブル、リヨン、モンペリエ、ナンシ－メッツ、ナント、レンヌ、トゥールーズ 

ゾーンＢ ： エクス－マルセイユ、アミアン、ブザンソン、ディジョン、リール、リモージュ、ニース、オルレアン－トゥール、ポワティエ、ランス、ルーアン、ストラスブール 

ゾーンＣ ： ボルドー、クレテイユ、パリ、ヴェルサイユ 

ドイツの学校の夏季休暇（２００９年） 

州         名 人       口 2009年 

ザールサント １０４万人 7月13日～8月22日 

ヘッセン ６０８万人 7月13日～8月21日 

ラインラント＝プファルツ ４０５万人 7月13日～8月21日 

ハンブルク １７５万人 7月16日～8月26日 

ベルリン ３４０万人 7月16日～8月28日 

ブランデンブルグ ２５５万人 7月16日～8月29日 

メクレンブルク＝フォアポメルン １６９万人 7月20日～8月29日 

シュレスヴィッヒ＝ホルシュタイン ２８３万人 7月20日～8月29日 

州    名 人   口 2009年 

ニーダーザクセン ７９８万人 6月25日～8月5日 

ブレーメン ６６万人 6月25日～8月5日 

チューリンゲン ２３１万人 6月25日～8月5日 

ザクセン＝アンハルト ２４４万人 6月25日～8月5日 

ザクセン ４２５万人 6月29日～8月7日 

ノルトライン＝ヴェストファーレン １，８０３万人 ７月2日～8月14日 

バーデン＝ヴュルテンベルク １，０７４万人 7月30日～9月11日 

バイエルン １，２４９万人 8月3日～9月14日 

2010年7月2日夏休み開始

2010年4月17日～5月3日2010年4月3日～4月19日2010年4月10日～4月26日春休み

2010年2月20日～3月8日2010年2月6日～2月22日2010年2月13日～3月1日冬休み

2009年12月19日～2010年1月4日クリスマス休み

2009年10月24日～11月5日秋休み

2009年9月2日秋学期開始2009～2010年

2009年7月2日夏休み開始

2009年4月11日～4月27日2009年4月18日～5月4日2009年4月4日～4月20日春休み

2009年2月14日～3月2日2009年2月21日～3月9日2009年2月7日～2月23日冬休み

2008年12月20日～2009年1月5日クリスマス休み

2008年10月25日～11月6日秋休み

2008年9月2日秋学期開始2008～2009年

2008年7月3日夏休み開始

2008年4月19日～5月5日2008年4月5日～4月21日2008年4月12日～4月28日春休み

2008年2月23日～3月10日2008年2月9日～2月25日2008年2月16日～3月3日冬休み

2007年12月22日～2008年1月7日クリスマス休み

2007年10月27日～11月8日秋休み

2007年9月4日秋学期開始2007～2008年

ゾーンＣゾーンＢゾーンＡ

2010年7月2日夏休み開始

2010年4月17日～5月3日2010年4月3日～4月19日2010年4月10日～4月26日春休み

2010年2月20日～3月8日2010年2月6日～2月22日2010年2月13日～3月1日冬休み

2009年12月19日～2010年1月4日クリスマス休み

2009年10月24日～11月5日秋休み

2009年9月2日秋学期開始2009～2010年

2009年7月2日夏休み開始

2009年4月11日～4月27日2009年4月18日～5月4日2009年4月4日～4月20日春休み

2009年2月14日～3月2日2009年2月21日～3月9日2009年2月7日～2月23日冬休み

2008年12月20日～2009年1月5日クリスマス休み

2008年10月25日～11月6日秋休み

2008年9月2日秋学期開始2008～2009年

2008年7月3日夏休み開始

2008年4月19日～5月5日2008年4月5日～4月21日2008年4月12日～4月28日春休み

2008年2月23日～3月10日2008年2月9日～2月25日2008年2月16日～3月3日冬休み

2007年12月22日～2008年1月7日クリスマス休み

2007年10月27日～11月8日秋休み

2007年9月4日秋学期開始2007～2008年

ゾーンＣゾーンＢゾーンＡ

2010年7月2日夏休み開始

2010年4月17日～5月3日2010年4月3日～4月19日2010年4月10日～4月26日春休み

2010年2月20日～3月8日2010年2月6日～2月22日2010年2月13日～3月1日冬休み

2009年12月19日～2010年1月4日クリスマス休み

2009年10月24日～11月5日秋休み

2009年9月2日秋学期開始2009～2010年

2009年7月2日夏休み開始

2009年4月11日～4月27日2009年4月18日～5月4日2009年4月4日～4月20日春休み

2009年2月14日～3月2日2009年2月21日～3月9日2009年2月7日～2月23日冬休み

2008年12月20日～2009年1月5日クリスマス休み

2008年10月25日～11月6日秋休み

2008年9月2日秋学期開始2008～2009年

2008年7月3日夏休み開始

2008年4月19日～5月5日2008年4月5日～4月21日2008年4月12日～4月28日春休み

2008年2月23日～3月10日2008年2月9日～2月25日2008年2月16日～3月3日冬休み

2007年12月22日～2008年1月7日クリスマス休み

2007年10月27日～11月8日秋休み

2007年9月4日秋学期開始2007～2008年

ゾーンＣゾーンＢゾーンＡ

2010年7月2日夏休み開始

2010年4月17日～5月3日2010年4月3日～4月19日2010年4月10日～4月26日春休み

2010年2月20日～3月8日2010年2月6日～2月22日2010年2月13日～3月1日冬休み

2009年12月19日～2010年1月4日クリスマス休み

2009年10月24日～11月5日秋休み

2009年9月2日秋学期開始2009～2010年

2009年7月2日夏休み開始

2009年4月11日～4月27日2009年4月18日～5月4日2009年4月4日～4月20日春休み

2009年2月14日～3月2日2009年2月21日～3月9日2009年2月7日～2月23日冬休み

2008年12月20日～2009年1月5日クリスマス休み

2008年10月25日～11月6日秋休み

2008年9月2日秋学期開始2008～2009年

2008年7月3日夏休み開始

2008年4月19日～5月5日2008年4月5日～4月21日2008年4月12日～4月28日春休み

2008年2月23日～3月10日2008年2月9日～2月25日2008年2月16日～3月3日冬休み

2007年12月22日～2008年1月7日クリスマス休み

2007年10月27日～11月8日秋休み

2007年9月4日秋学期開始2007～2008年

ゾーンＣゾーンＢゾーンＡ
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フランスの学校休業日の分散化について（春休み・冬休み） 

ゾーンＡ ゾーン名 人口（万人） 

カン １４６ 

クレルモン・フェラン １３４ 

グルノーブル 
６０７ 

リヨン 

モンペリエ ２５６ 

ナンシーメッツ ２３４ 

ナント ３４８ 

レンヌ ３１２ 

トゥールーズ ２８１ 

合計 ２，３18 

ゾーン名 人口（万人） 

エクス－マルセイユ 
４８６ 

ニース 

アミアン １９０ 

ブザンソン １１６ 

ディジョン １６３ 

リール ４０２ 

リモージュ ７４ 

オルレアン－トゥール ２５３ 

ポワティエ １７４ 

ランス １３４ 

ルーアン １８２ 

ストラスブール １８３ 

合計 ２，３５７ 

ゾーンＢ 

ゾーンＣ ゾーン名 人口（万人） 

ボルドー ３１５ 

クレテイユ 

１，１６０ パリ 

ヴェルサイユ 

合計 １，４７５ 

データ出所：ゾーンの設定 〔フランス国民教育省〕 
        人口（2007年数値） 〔フランス国立統計経済研究所〕 参考：合計６，１５０万人 12 



7 .8 7 .5 7 .6 7 .6 7 .9 8 .2 8 .6 9 .0 9 .1 9 .1 9 .5 9 .4 9 .4 9 .1 9 .0 8 .9 8 .8 8 .8 8 .5 8 .4 8 .4 8 .3 8 .2 8 .5

15.2
14.9 15.1 15.3 15.4 15.5 15.7 16.1 16.3

16.9 17.2 17.4 17.4 17.5 17.8 18.0 18.1 18.2 18.0 18.0 17.9
17.7 17.6 18.0

51 .6 50 .3 50 .2 50 .0
51 .552 .9

54 .6
56 .1 56 .1

53 .9
55 .2

54 .1 53 .8
51 .8 50 .5

49 .5
48 .4 48 .1 47 .4 46 .6 47 .146 .6 46 .7 47 .4

S60 61 62 63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 日本人の年次有給休暇取得率は、47.4％（平成20年）と伸び悩んでいることもあり、我が国の国
内観光需要は、GW・お盆・年末年始などに集中。 
 未消化の年次有給休暇の取得を促進すること等により、休暇を平準化することが重要。 

「年次有給休暇」の完全取得が 

実現した場合の経済効果 

労働者１人平均 年次有給休暇の推移 
(調査産業計) 

取
得
率
（％
） 

付
与
日
数
・取
得
日
数
（日
） 

付与日数 
取得日数 

出所：厚生労働省｢就労条件総合調査｣（旧 「賃金労働時間制度等総合調査」） 
 注１）調査期日は、平成１１年度以前は１２月末日現在、１２年度より１月１日現在であり、調査年度を表章している。 
 注２）「付与日数」には、繰越日数を含まない。 
 注３）「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。 
  注４）１９年度より、常用労働者が３０人以上の民営企業に範囲を拡大した。 

年次有給休暇の取得状況 

経済波及効果 

 １５兆６千億円 

雇用創出効果 

 1８７．５万人 

  ※「休暇改革は『コロンブスの卵』～１２兆円の経済波及効果と 
    １５０万人の雇用創出～」(経済産業省・国土交通省・(財)自由 
    時間デザイン協会 平成１４年)を改訂 

＜出所： 観光地域経営フォーラム報告書（平成21年９月）＞ 

13 



休暇取得の分散化について（これまで提案してきたたたき台） 

日 月 火 水 木 金 土 
２９日 

昭和の日 
 

３０日 

振替休日 

１日 ２日 ３日 
憲法記念日 

４日 ５日 

６日 ７日 ８日 ９日 1０日 1１日 1２日 

1３日 1４日 1５日 1６日 1７日 1８日 １９日 

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 

現行の祝日（記念日に） 

「中国・四国・九州・沖縄」の休日 

「近畿」の休日 

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 

「北海道・東北・北関東」の休日 

Ａ案：春の大型連休の分散（２０１２年５月～６月の例） 

Ｂ案：秋の大型連休の創設（２０１２年１０月～１１月の例） 

日 月 火 水 木 金 土 
３０日 １日 

※ 

２日 

※ 

３日 

※ 

４日 

※ 

５日 

※ 

６日 

７日 ８日 ９日 1０日 1１日 1２日 1３日 

1４日 1５日 1６日 1７日 1８日 １９日 2０日 

2１日 2２日 2３日 2４日 2５日 2６日 2７日 

２８日 ２９日 3０日 ３1日 １日 ２日 
 

 

３日 

文化の日 

４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 1０日 

「中国・四国・九州・沖縄」の休日 

「近畿」の休日 

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 

「北海道・東北・北関東」の休日 

体育の日（記念日に） 

５月 

６月 

１０月 

「成人の日」、「みどりの日」、「子供の日」の休日を地域ブロック別に分散 

「海の日」、「敬老の日」、「体育の日」の休日を地域ブロック別に分散 

北海道 

岩手 

宮城 

茨城 群馬 

愛知 

兵庨 

青森 

山形 

栃木 

埼玉 

神奈川 

岐阜 

三重 

秋田 

新潟 

東京 
山梨 

富山 

和歌山 

奈良 

福島 

千葉 

長野 

静岡 

福井 

京都 滋賀 

大阪 

徳島 

高知 

島根 

大分 

鳥取 

香川 広島 

福岡 

宮崎 

岡山 

愛媛 
山口 

熊本 

鹿児島 

長崎 

佐賀 

沖縄 

北海道・東北・北関東 22,279千人 

单 関 東 35,363千人 

中部・北陸信越 22,756千人 

近  畿 20,893千人 

中国・四国・九州・沖縄 26,477千人 

１１月 

※中国では、１０月１日を含む週は国慶節関連の大型連休であり、この時期
に国内の連休を設定すると、かえって混雑を助長する可能性があるため。 

石川 

【基本方針】 
分散化の対象とする「国民の祝日」は、記念日として従来の日に戻し、休日として
は地域別に分散して設定する。 

地区別取得する休日は、現行の「国民の祝日」と同様の扱いであり、企業に休業
を義務化するものではない。 

地区別に分散された休暇の前後に有休取得を働きかける。 
円滑な導入のために十分な周知・準備期間を設ける。 

【分散化の例】 

有休取得の働きかけ 

有休取得の働きかけ 

９月 

４月 
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  宿泊数を増やすと思う（8.8%） 
  宿泊旅行の回数をもう1回増やす 
  と思う（7.3%） 
  日帰りを宿泊旅行にすると思う 
  （19.6%） 
  宿泊旅行にもっと行くとは思わないが 
  日帰り旅行は増えると思う（32.7%） 
  宿泊にもっと行くとは思わないし日帰り 
  旅行も変わらないと思う（31.6%） 

休暇取得の分散化により期待できる効果 

混雑緩和で2.8兆円の新規旅行需要 

65.0 

79.8

※N=10,301 

※観光庁「ＧＷにおける観光旅行」調査より。 
  調査概要：２０１０年①４月３日～６日及び②５月１５日～１６日の期間に 
  おいて、1万人以上を対象にインターネット調査を実施。 

20.2% 

35.0% 

国内宿泊旅行 
実施率 

国内日帰り 
旅行実施率 

【春のゴールデンウィークの分散化 】 

（実績）平成22年GWの国内旅行消費額    約1.4兆円 
（新規）混雑緩和による新たな国内旅行需要 約１兆円 

【秋の連休の設定】 

（実績）平成21年SWの国内旅行消費額    約1.4兆円 
（新規）新たに創出される国内旅行需要    約1.8兆円 

 
 

国
内
宿
泊
旅
行
を
実
施 

 
 

国
内
日
帰
り
旅
行
を
実
施 

 
 

実
施
し
な
か
っ
た 

79.8% 

65.0% 

ＧＷの旅行実施状況 

ＧＷに旅行しなかった層 ＧＷに旅行した層 

※N=5,315 ※N=4,915 

32.1% 

Ｑ： ＧＷにおける混雑が緩和されれば、 
   国内宿泊旅行に行くと思いますか？ 

 ピーク需要の平準化による 
 旅行料金の低廉化 

 交通渋滞や混雑の緩和に 
 よる移動時間の短縮化 

 環境負荷の軽減、混雑解消 
 によるインフラ投資の効率化 

 観光地における雇用の安定化 

 生産性の向上、サービス水準 
 ・ホスピタリティの向上 

消費者 

地域 

事業者 

混んでる１回よりゆと
りのもう１泊、もう１回 

もう１ヶ所 
観光できる 

ムダな投資の
回避 

正規雇用の 
増加 

快適な 
サービス 

需要平準化の効果 

  どちらかというと行くと 
  思う 
  どちらかというと 
  行かないと思う 

35.7% 

67.9% 

混雑の緩和による国内
宿泊旅行の増加意向 

旅行満足度の向上、リピーターの増加 
観光地の評価の向上 
潜在需要の喚起（高い料金や混雑を敬遠していた層） 

※精査中 
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現在の検討の枠組み 

 
 
 
 
 

休暇改革に関して、国民的コンセン
サスを形成するとともに、休暇取得
の促進・分散化に向けた国民運動を
推進するため、各界を代表する委員
が議論を行う。 

 
【座長】三村 明夫 
   新日本製鐵代表取締役会長 
【メンバー】経済界、労働界、教育界、

有識者、地方自治体、マスコミ、
ＮＰＯ、学生、観光関係等 

【事務局】休暇分散化WT関係省庁

（観光庁、内閣官房、内閣府、
総務省、文部科学省、厚生労
働省、経済産業省） 

 

 

 
 
 
 

民主党の成長戦略・経済

対策プロジェクトチームに

おいて、休暇取得の分散

化について議論を行う。 
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与党における検討 国民的コンセンサス形成 政府における検討 

 
 
 
 
 
 

観光立国推進本部のもとに、休暇
分散化ワーキングチームを設置
し、関係省庁間の具体的な調整・
連携を行う。 
 
【座長】 国土交通副大臣 
【事務局長】国土交通大臣政務官 
【メンバー】内閣官房副長官 
      内閣府大臣政務官 
      内閣府大臣政務官 
      総務大臣政務官 
      法務大臣政務官 
              文部科学大臣政務官 
      厚生労働副大臣 
      経済産業大臣政務官 
 

観光立国推進本部 
休暇分散化ワーキング

チーム 
休暇改革国民会議 

民主党 
成長戦略・経済対策 
プロジェクトチーム 



３．休暇改革国民会議での議論について 



＜地方自治体＞ 
   矢田立郎    指定都市市長会会長、神戸市長 
   須田健治    全国市長会経済委員会委員長、新座市長 
   小沢信義    全国町村会副会長、埼玉県毛呂山町長 
   高橋はるみ  北海道知事 
   吉村美栄子    山形県知事 
   橋本 昌      茨城県知事 
   松沢成文     神奈川県知事 
   石井隆一     富山県知事 
   谷本正憲     石川県知事 
   阿部守一     長野県知事 
   古田 肇       岐阜県知事 
   川勝平太    静岡県知事 
   山田啓二    京都府知事 
   橋下 徹     大阪府知事 
   荒井正吾    奈良県知事 
     飯泉嘉門    徳島県知事 
     尾﨑正直    高知県知事 
     古川 康     佐賀県知事 
     伊藤祐一郎   鹿児島県知事 
     仲井眞弘多   沖縄県知事 
＜若年層＞ 
   長山大介     東京大学学生国際交流機構、東京大学大学院 
              新領域創世科学研究科国際協力学専攻博士後期課程 
   原田謙介     学生団体ivote（アイ・ヴォート）代表、東京大学法学部 
   春日博文     NPO法人スプリングウォーター学生コミュニティ代表、 
              学習院大学経済学部 
   藤田卓也     東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 
             修士課程１年生 
   小幡沙織     日本学生観光連盟代表、帝京大学経済学部観光経営学科 
   菅原 聡      GLOBE PROJECT代表理事 
   嵯峨生馬     NPO法人サービスグラント代表理事 
＜若年層向け＞ 
   秋元 康     作詞家 
   小林可夢偉   F1ドライバー 
   ヨシ・岡本   OSM International代表取締役、米・プロ野球球団オーナー 
 ＜プレス、メディア＞ 
    高橋純二   全国地方新聞社連合会会長、北海道新聞社東京支社長 
 ＜観光関係＞  
    舩山龍二     日本ツーリズム産業団体連合会会長                                        

休暇改革国民会議について（メンバー） 
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＜経済界＞ 
 ◎  三村明夫    新日本製鐵代表取締役会長 
    西田厚聰    日本観光協会会長、東芝会長 
       佃 和夫    日本経済団体連合会副会長、三菱重工業会長 
      高向 巖   日本商工会議所副会頭・地域活性化委員長、 
             札幌商工会議所会頭、北洋銀行代表取締役会長 
     小林喜光   経済同友会幹事／雇用・労働市場委員会委員長、 
             三菱ケミカルホールディングス取締役社長 
             兼三菱化学取締役社長 
     福井正興   日本青年会議所会頭 
     鶴田欣也   全国中小企業団体中央会会長、鶴田石材社長 
     和田耕志   全国銀行協会副会長・専務理事 
     後藤高志    西武ホールディングス代表取締役社長 
     新浪剛史    ローソン代表取締役社長 ＣＥＯ 
＜労働界＞ 
   古賀伸明   日本労働組合総連合会長 
 ＜教育界＞ 
   向山行雄   全国連合小学校長会会長 
   新藤久典   全日本中学校長会会長 
   青山 彰    全国高等学校長協会会長 
   相川 敬      日本PTA全国協議会会長 
   丸山康昭    全国子ども会連合会会長 
   木村 孟     全国都道府県教育委員会連合会会長 
   神吉賢一    全国市町村教育委員会連合会会長 
＜有識者＞ 
   野田一夫  (財)日本総合研究所会長、多摩大学名誉学長 
   伊藤元重  東京大学大学院経済学研究科教授 
   安島博幸  立教大学観光学部観光学科教授 
   高岡美佳  立教大学経営学部経営学科教授 
   島津明人  東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野准教授 
    小倉一哉    労働政策研究・研修機構主任研究員 
    井出隆安    杉並区教育委員会教育長 
    竹花 豊     NPO法人おやじ日本理事長、東京都教育委員 
    安藤哲也    NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事 
    コシノジュンコ  ファッションデザイナー 
     アンドレアス・ヨハネス・ダンネンバーグ  アド・コムグループ代表取締役 
   ジェイソン・ヒル  ニュージーランド政府観光局日本局長 
   ジュール・イルマン  在日本フランス大使館参事官 
   ミカエル・パルムクイスト  イケア・ジャパン代表取締役社長 
   東国原英夫  元宮崎県知事 

   

 「◎」＝座長 



第一回休暇改革国民会議の議事概要 
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第一回 

開催実績 

平成22年10月6日(水) 9:00～10:30 ＠グランドプリンスホテル赤坂 
【議事概要】 総論では賛成意見が多かったが、各論では、休暇の有効

活用に対する意見や影響への懸念も表明された。代表的な
意見は以下のとおり。 

 

・ まとまった休暇が取れれば、ボランティアや地域活動、家族の時間等、様々
な活動に取り組むことができる。休暇の目的、取り方のモデル、受け入れ側
の計画性も考える必要。 
・ 休日を分散させることよりも、有給休暇の取得向上をまず目指すべきでは。 
・ 業務が非効率になったり、親子の休みがあわなかったりするのではないか。 
・ 金融決裁システム、中小企業、学校教育の現場等への影響について懸念 
・ 祝日の意義、扱い方について、十分留意すべき。 
・ 生産性の向上、イノベーションにはしっかりと休暇をとることが必要。 
・ 休暇取得の分散化を、まずはやってみるべき。経済活性化にもなる。 
・ 学校休業日の分散化から始めてみてはどうか。 



17.3% 

23.7% 

23.8% 

26.0% 

29.6% 

34.9% 

44.3% 

54.2% 家族・親類や知人と休みが合わなくなるから 

全国一斉に休みでないと、 
かえって休めなくなると思うから 

現行の制度に慣れているから 

経済活動に影響が出ると思うから 

祝日が「休日ではない記念日」に 
なることに抵抗があるから 

N=1,096,M.T.=258.4% 

５ブロックという分け方に抵抗があるから 

休暇が全国で５週にわたって 
分散化されることに抵抗があるから 

大型連休が年に２回あるよりも、 
３連休がたくさんある方がいいから 

内閣府特別世論調査の結果概要 
調査対象：全国20歳以上の者3,000人   ※有効回収数(率)：1,953人（65.1%） 
調査期間：平成22年10月21日～10月31日 
調査方法：調査員による個別面接聴取 
調査目的：休暇取得の分散化に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。 

調査 
概要 

N=1,953 

35.1% 

41.6% 

内容は知らないが、 

取組があることは知っていた 

内容を知っていた 
取組があることも 

内容も知らなかった 

20.8% 

わからない 2.5% 

１．休暇取得の分散化の取組に対する認知度 ２．休暇取得の分散化の賛否 

３．休暇取得の分散化に賛成する理由 ４．休暇取得の分散化に反対する理由 

N=548,M.T=206.9% 
16.4% 

25.4% 

42.5% 

48.2% 

72.3% 高速道路・交通機関や観光地の
混雑が緩和すると思うから 

休みを取りやすくなると思うから 

経済活動が活性化すると思うから 

宿泊施設の料金が 
低下すると思うから 

新たに秋の大型連休ができるから 

N=1,953 

賛成 

11.7% 
どちらかといえば賛成 

16.4% 

26.4% 

どちらかといえば反対 

反対 

29.7% 

わからない 

15.8% 
賛成（小計） 

28.1% 

反対（小計） 

56.1% 
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第二回休暇改革国民会議の議論の概要 
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 平成22年12月16日(木) 9:00～10:30 ＠ホテルニューオータニ 

       【議事概要】概ね総論では賛成する意見が多く、まずは実施してみるべきとの声が複数あった。 
              他方、中小企業や金融機関の立場からは、分散化のデメリットを踏まえた反対・懸念も 
              表明された。代表的な意見は以下の通り。 

         ・ まずは進めることとし、より理解を得やすい秋の分散化を提示してはどうか。  
                 ・ 休暇分散化について、地方に対する効果がもっとあるのではないか。 
         ・ 春は分散化の対象外とし、秋の社会実験をして影響や効果を見定めるべき。 
         ・ やると断言して、その上で改善点を検討していけばよい。産業界の意思決定と同様。 
         ・ 「総論賛成」だけでは駄目。やれるところから、変えられるものからやっていくべき。 
         ・ 休暇は個人の問題だが、自助努力に限界がある。休みを取るための仕掛けが必要。 
                ・ 産業界については、影響面でだけでなくメリットになる部分もあるはず。 
         ・ 休暇改革に参加することを通して、国民的なものとして作っていくことが重要。 
         ・ 大きな課題は、家族との休みが一致するかどうか。活用を図ることが重要。 
         ・ 学校行事等への影響が大きいため、十分な周知・準備期間を設けてもらいたい。 
         ・ 特別世論調査の結果は、十分に踏まえるべき。 
         ・ 分散化によって、かえって休みを取れないという意見が中小企業に多く、否定的な立 
                   場。国民全体で休暇を取りやすい環境整備を進める必要。 
         ・ 金融機関は開いていればよいのかもしれないが、銀行が開いている時に休める企業 
          がどれだけあるのか。そうなると分散化の目的が達せられない。 
         ・ 休暇の問題とは別に、その休暇を受け止める観光地の魅力向上が必要。 

 三村座長より、上記議論を踏まえ、次回に向けて、「秋を先行させることとし、ブロック分けについ
ては事務局でよく検討した案」を提示し、それを基に議論していくことを提案。満場一致で了承。 

【今後の検討に向けた方針】 

第二回 

開催実績 



休暇取得の分散化に関する地方ブロック意見交換会の日程 

運 輸 局 日    程 開 催 地 開催場所、時間(予定) 

北 海 道 平成２３年３月 ２日(水) 札 幌 市 
札幌プリンスホテル 
 １０：００～１２：００ 

東  北 平成２３年２月２３日(火) 仙 台 市 
江陽グランドホテル 
 １４：００～１６：００ 

関  東 平成２３年３月 ３日(木) 東 京 都 
時事通信ホール 
 １３：３０～１６：００ 

北陸信越 平成２３年２月１８日(金) 富 山 市 
富山国際会議場 
 １４：００～１６：３０ 

中  部 平成２３年２月 １日(火) 名古屋市 
名鉄ニューグランドホテル 
 １４：００～１６：００ 

近  畿 平成２３年３月 ７日(月) 大 阪 市 
リーガロイヤルホテル大阪 
 １０：００～１２：００ 

中  国 平成２３年２月 ９日(水) 広 島 市 
ホテルグランヴィア広島 
 １５：００～１６：３０ 

四  国 平成２３年２月 ８日(火) 高 松 市 
かがわ国際会議場 
 １３：００～１５：３０ 

九  州 平成２３年２月２８日(月) 福 岡 市 
ホテル日航福岡 
 １３：００～１５：００ 

沖  縄 平成２３年２月１６日(水) 那 覇 市 
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 
 １４：００～１６：００ 
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 全般として良い。停滞感、閉塞感の打破は必要。個別論で
サプライチェーンなど課題あり。ブロック別分散が困難でもシ
ルバーウィークはやればよい。（中部 製造業・大企業） 

 

 「秋＋３ブロック」案に賛成、北陸地方やターミナル系百貨
店は効果を期待。この業界は365日稼働。従業員の勤務態
勢は分散化で変化しない。休みの増加はビジネスチャンス。
（中部 流通業） 
 
 中部地域はものづくりに大きく依存。しかし、良かった時代は
戻ってこない。交流人口の増加が大切。また、ピーク時にあわ
せ、設備投資の無駄を削減できる。（中部 鉄道業） 
 
 家庩や地域の交流を深めるメリットは理解。また秋の連休も
良い。一方、子どもだけが家に残る可能性があり、学校保育も
必要。また、祝日の意義の形骸化、行事日程調整の困難化
等の課題。（四国 教育界） 
 
 有休取得率を70％に引き上げるという政府目標の達成が
最優先。まず秋の連休について、社会実験的に行うべき。
（中国 労働界） 

 
 秋の分散化した休暇には賛成。労働時間など、制度化す
ることで工夫するのが日本の伝統と知恵。先進事例を紹介し
て、ヒントを与えるきっかけを提供する努力をすべき。（沖縄 
大学観光産業科学部 学部長） 
 
 まずはやってみたらどうか。家族の時間が増えることにも繋
がるので、学びの機会としても活用でき、父親がＰＴＡ活動に
参加できる可能性も高まる。（北陸信越 ＰＴＡ連合会） 

休暇取得の分散化に関する地方ブロック意見交換会の結果 

  

◆ 秋を先行させ、秋に大型連休を設ける
ことについては概ね賛成だが、連休を地域
毎に分散化することについては賛否が分か
れる。 

 
◆ 賛否両論ある中での懸念事項として、
製造業におけるサプライチェーン維持や、
金融機関における資金決済などの問題。 

 
◆ 社会を変えるひとつの方法として、やっ
てみてはどうか、との声も一定程度あり。 

 
◆ 影響の大きさを考えると十分な準備期
間が必要。 

 
◆ 有給休暇取得率の向上にまず取り組む
べきという意見がある一方、有休取得が進
まない状況では、取得率向上のきっかけと
してよいのではないかとの意見もあり。 
 

１．意見交換会で出された主な方向性 
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２．注目すべき意見 


