
「休暇改革シンポジウム」 
休 楽 ～休暇を楽しむライフスタイルへ～ 

平成２３年３月３日 
時事通信ホール 

             
国土交通省観光庁国土交通省観光庁
国土交通省関東運輸局   



１．休暇改革について１．休暇改革について 



休暇改革のビジョン 

休み方を考えることは、暮らしかた、働きかたを見つめ直すこと 

○豊かさの実感

休暇を楽しむ 
ライフスタイルへ

○豊かさの実感
○心身の健康増進 
○家族の絆の強化 
○家庭の教育力の向上ライフスタイルへ ○家庭の教育力の向上
○地域コミュニティの活性化など 

いきいきと働く組織づくり 
○従業員の心身の健康増進 
○ワーク・ライフ・バランスの推進 
○生産性 向上 など○生産性の向上 など

交流の増加による 
社会・経済活性化

○余暇活動増による消費拡大 
○関連産業・地域における雇用創出 
○環境負荷の軽減 など
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社会 経済活性化 ○環境負荷の軽減 など



私たちの休暇の特徴 

祝日の割合が高い 
（ 斉取得型）（一斉取得型）

余暇活動の需要が 30 0 年余暇活動の需要が
特定の時期に集中 

25.0 
30.0

24.6 
13.2 8.2 

年
休
（※

） 

（※）2007年の日本の年次有給休暇付与日数は年間17.6日であり、有給休暇取得率は46.7%である。 

多様な休暇の取り方・過ごし方にとって大きな制約原因 
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年間旅行量の４０ ９％が 年（３６５日）の６ ６％（２４日）であるゴ ルデンウィ ク お盆 年

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始に集中している旅行 

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。 

1 4% 2 5%
2.7% 

1.4% 2.5% 
1.4% 

4.1% 

22 5% 65 5%暦の日数 22.5% 65.5%暦の日数 
6.6% （2009年） 

20.4% 8.9% 11.6% 
6.2% 12.6% 20.7% 16.5% 旅行量 

40.9% 

（2009年） 

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

※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。 



ゴールデンウィーク、お盆の休みの状況 

•ＧＷはカレンダー上の休日に休みが集中している•ＧＷはカレンダ 上の休日に休みが集中している。
•お盆時期の休日も基本的にはカレンダー通りであるが、土日の前後の平日にも一定規模の休日がある。 

ＧＷにおける休日の状況 お盆時期における休日の状況ＧＷにおける休日の状況 お盆時期における休日の状況

N=10,301 N=3,142 

ピーク ピーク 

グランドキャニオン型 富士山型 

ＧＷの休日のピークは５月２（日）～５日（日） お盆時期の休日のピークは８月１４（土）～１５日（日） 
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お盆時期の休日のピ クは 月 （土） 日（日）

※通勤・通学をしていない場合は「該当せず」。 
※赤のグラフは土日祝。 

※観光庁「お盆時期における観光旅行の動向」調査より。 
  調査概要：需要側…２０１０年の８月２１日～２３日において、インターネット調査を実施。 
         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。 



休みがとりやすくなったら 

（泊、回） 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移 

週末やまとまった休みに地方で過ごす二地域居住をしてみたい。 

2.81  2.78  2.89  2.72  
2.42  2.36  2.56  

1 70 1 71 1 77 1 681 0

2.0  

3.0  

4.0 １人あたり宿泊数 １人あたり回数 

地域活動等の社会貢献をしてみたい。 
1.70 1.71 1.77 1.68 1.50  1.51  1.58  

0.0  

1.0 

15 16 17 18 19 20 21 （年度） 家族層の旅行回数増加意向（子どもとの家族旅行） 

育児に参画して、子どもとふれあう時間が増えるだろう。 

ゆったりした家族旅行をして、子どもにたくさんの体験をさせたい。 

家族旅行の回数を年間に１回増やす条件 

趣味に精を出そうか、それとも、資格をとろうか。
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経営に効く休暇 

ＯＥＣＤ加盟諸国の労働生産性（2008年／30ヵ国比較）

有休100％取得で、社員の時間管理に対する意識が向上。有休とって
旅に出ることで提案力のある社員づくり。 六花亭製菓株式会社 

ＯＥＣＤ加盟諸国の労働生産性（2008年／30ヵ国比較） 

休暇制度の工夫で、若手の採用・定着に成功。ベテランからの技術
継承がスムーズに 株式会社長岡塗装店継承がスムーズに。 株式会社長岡塗装店

年間140日公休＆残業原則禁止 社員のやる気を引き出し高い生年間140日公休＆残業原則禁止。社員のやる気を引き出し高い生
産効率と収益力を実現。 未来工業株式会社 

生活に密着した商品を扱うからこそ、きちんと休んで、普通の毎日
を過ごす。常にトレンドを追いかける社員に。 

株式会社髙島屋 

ハイシーズン時を含め、年間27日の休館日を設定し従業員満足度を向上。オールシーズンの稼
働日が満室な「日本 予約が取れない温泉旅館」に

※財団法人日本生産性本部資料による。 

7 

働日が満室な「日本一予約が取れない温泉旅館」に。 株式会社仙仁温泉岩の湯 

※観光庁「経営によく効く「休暇」～企業の活力を引き出す３０社の事例～」、サービス産業生産性協議会「ハイ・サービス日本３００選」より。 



みんなで取り組む休暇改革 

年次有給休暇 連続休暇の取
・休み⽅、働き⽅を⾒つめ直し、休暇を楽しむ
ライフスタイルの実現

国民 労働界

・年次有給休暇、連続休暇の取
得促進 

ライフスタイルの実現
・家族と過ごす時間の創出・増⼤ 
・余暇を通じた家庭の教育⼒の向上 

国民 労働界

教育界 経済界
休暇に関する意識改革 

↓教育界 経済界↓

国民運動へ ・余暇活動をビジネスチャン
ス・雇⽤創出につなげる 

・学校休業⽇の柔軟化・
多様化 

自治体 国

・観光産業は余暇需要を受け⼊
れる環境整備・商品開発 

・休暇を活⽤して⽣産性の⾼い
事業活動を推進

・家族の時間づくりプロ
ジェクト 

自治体 国

・休暇改⾰を国⺠運動として推進 
・「休暇取得の分散化」による休暇
改⾰の第 歩

・より魅⼒的な地域づくり 
・地域挙げての余暇需要を受け⼊れる環境整備
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改⾰の第⼀歩
・家族の時間づくりプロジェクトの
推進＝有給休暇取得の呼び⽔ 

・年次有給休暇の取得促進 

地域挙げての余暇需要を受け⼊れる環境整備
・休暇を活⽤した社会貢献活動との連携 
・家族の時間づくりプロジェクト 



２ 休暇取得の分散化について２．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と検討状況～ 



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） 

【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

【分散化の例】 

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 
現行の祝日（記念日に）

Ａ案：春の大型連休の分散（２０１２年５月～６月の例） 

「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 

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

４月 
昭和の日
 

振替休日 憲法記念日

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 

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 

５月 

北海道 北海道・東北・北関東 22,279千人 

南 関 東 35,363千人 

円滑な導入のために十分な周知・準備期間を設ける。

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 

「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 

６月 

岩手 

青森 

秋田 

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 

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

「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 

宮城 

茨城群馬

山形 

栃木 

新潟 

福島 

有休取得の働きかけ 

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

「北海道・東北・北関東」の休日 

体育の日（記念日に） １０月 

茨城群馬

愛知 

兵庫 

埼玉 

神奈川 

岐阜 

三重 

東京 
山梨 

富山 

和歌山

奈良 

千葉 

長野 

静岡 

福井 

京都 滋賀 

大阪 
島根 

鳥取 

香川広島

岡山 

石川 
９月 

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 「近畿」の休日

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 
和歌山

徳島 

高知 

大分 

香川

福岡 

宮崎 

愛媛 
山口 

熊本 

鹿児島 

長崎 

佐賀 

沖縄 

１１月 

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。 

有休取得の働きかけ 10 



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
※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 混雑緩和で2.8兆円の新規旅行需要 調 概要 年① 月 ② 月 期間

  おいて、1万人以上を対象にインターネット調査を実施。 

【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

 
 

国

 
 

国

 
 

実

ＧＷの旅行実施状況 

20.2% 

35.0% 

国内宿泊旅行 
実施率 

国内日帰り 
旅行実施率 

（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

内
宿
泊
旅
行
を
実

内
日
帰
り
旅
行
を

施
し
な
か
っ
た 

79.8% 

65.0% 
※N=10,301 

（実績）平成 年 国内旅行消費額 約 兆円

（新規）新たに創出される国内旅行需要    約1.8兆円 
実
施 

を
実
施 

Ｑ： ＧＷにおける混雑が緩和されれば、需要平準化の効果

※精査中 

ＧＷに旅行しなかった層 ＧＷに旅行した層 

※N=5,315 ※N=4,915 

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

消費者 
混んでる１回よりゆと
りのもう１泊、もう１回 

もう１ 所

需要平準化の効果 

32.1% 
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 

地域 

もう１ヶ所
観光できる 

ムダな投資の
回避 

35.7% 

67.9% 

  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%）

 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 

事業者 

正規雇用の 
増加 

快適な 
サービス 

  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 

 （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%） 

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） 11 



休暇取得の分散化に関するヒアリング結果（概要） 

＜観光立国推進本部 休暇分散化ワーキングチームにおけるヒアリング関係者＞＜観光立国推進本部 休暇分散化ワーキングチームにおけるヒアリング関係者＞

  産業： （社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会 
  労働： 日本労働組合総連合会、サービス・流通連合 

教育： 全国連合小学校長会・全日本中学校長会・全国高等学校長協会 （社）日本ＰＴＡ全国協議会  教育： 全国連合小学校長会 全日本中学校長会 全国高等学校長協会、（社）日本ＰＴＡ全国協議会 

・全国展開している企業のサプライチェ ンや本支店間の連絡調整

１．企業の取引活動について 

体育系 文化系全国大会に向けての地方大会の開催

３．学校運営への影響について 

・全国展開している企業のサプライチェーンや本支店間の連絡調整
への影響 （生産性の低下、在庫の増加、労働条件 等） 

・取引先等が休業日でなければ休めず、逆に休みが減少する懸念 
・銀行決済、手形取引等への影響 （企業の資金繰りの問題） 

・体育系、文化系全国大会に向けての地方大会の開催
時期への影響 

・準備期間が必要な学校行事への影響 
・学校が休みでも会社は休みでない場合の生活指導上

・鉄道のダイヤ・料金設定、トラックの配送計画等への影響 
・生鮮食品等の出荷先への影響 （中央・地方の卸売市場は統一の休日） 
・休暇分散化が需要減少につながる懸念 （イベント、結婚式場業等） 
・官公庁の手続（許認可等）が必要な場合の所管庁との休日の調整

の懸念、教員への負担 

４．国民的なコンセンサスづくりの必要性について 
・官公庁の手続（許認可等）が必要な場合の所管庁との休日の調整

・サービス業などシフト制を取っている企業においては、従来どおり
のシフト制が必要 

・祝日の意義を失わせる懸念、GWは国民に定着してい
るという意識 

・年次有給休暇の取得促進に向けた取組（取得日数の増

度等 や学校休業日の分散化 事

・勤務先や通学先の所在地により、帰省等の際に家族や友人と休
みが異なる懸念

２．家族・友人が集まる機会について 加、計画的付与制度等）や学校休業日の分散化（地域行事

に連動した学校休業等）に向けた取組をまず行うべき 
・各種システム、手続等の調整、就業規則・労使協定の
改定のため、十分な周知期間・準備期間が必要 

・親が休めない子のための保育所、学童保育等の休日対応が必要 
・単身赴任の親と家族の休みが合わない懸念 

・休暇取得の分散化に関する効果検証の必要性（需要
創出効果 等） 

12 



休暇取得の分散化の影響―分散化に伴う売上・費用・営業利益の変化 

散 業 費 響 分散化に伴い増加する費用の内容

•売上については、「変化しない」と回答した企業の割合が
７－８割。 
費用については 「変化しない」と回答した企業の割合が

休暇分散化による企業の売上・費用への影響 分散化に伴い増加する費用の内容 

休暇分散化による費用増は、５割弱の企業が「該当無し」
と回答。

•費用については、「変化しない」と回答した企業の割合が
６－７割、「増加」と答えた企業の割合が３－４割ある。 
•営業利益については、「変化しない」と回答した企業の
割合が６割、「減少」と答えた企業の割合が３割。 

と回答。
具体的な増加要因で も多い回答は「休日出勤による人
件費の増加」の約28％。この他、人件費関係やシステム変
更、物流費用が挙がっている。 

13.7 78.5 7.8

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

大企業 

上
 

27.9 

20 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

休日出勤の増加による人件費の増加 

顧客との連絡調整（移動に時間が 
かかるなど）に伴う費用増加 

振替休日や有給休暇の増加による

(%) 

15.4 

42.4 

67.1 

57.0 

17.5 

0.6 

中小企業 

大企業 

売
上

費
用

 

17 

11.1 

9.9 

9 5

振替休日や有給休暇の増加による
人件費の増加 

バイトや派遣労働者などの臨時的な 
雇用者の増加による人件費の増加 

社内での連絡不備に伴う費用増加 

システムの変更に伴う費用

30.0 

9.2 

12.4

67.5 

60.5 

60.4

30.3 

27.2

2.5 中小企業 

大企業 

中小企業 営
業

利
益

 

9.5

8.4 

8.2 

4.7 

システムの変更に伴う費用

物流費用の増加 

在庫の増加に伴う在庫費用の増加 

設備・機械等のﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ の上昇 

注１：無回答を除いて集計。 
注２：大企業は資本金1億円以上、中小企業は資本金1億円未満を指す。 

12.4 60.4 27.2営

増加 変化しない 減少 
2.3 

46.4 

5.3 

その他 

該当なし 

無回答 

※経済産業省・観光庁『休暇分散化による産業界への影響に関する調査』より 

13 



祝日等に関わらず 取引先等の休業日を考慮した企業カレンダーを設定し 企

産業界からのヒアリング調査結果 

祝日等に関わらず、取引先等の休業日を考慮した企業カレンダ を設定し、企
業毎に休日を決定しているのが実態。 

 

分散化された場合には、休日の多寡や集中・分散による影響は、休日前の集中
生産・出荷、それに対応する体制構築という面に大きく現れる。   

 

自動車部品関係はジャスト・イン・タイム（ＪＩＴ）制を導入しており、休暇
分散化により他地域が営業していると出荷対応が必要となる。 
その他製造業では、一般的にＪＩＴを導入しておらず、通常、少なくとも３～
５日程度の在庫を抱えている。 

 

取引先が全国にまたがる場合、全国一斉の休日でないと、対顧客サービス上で
も対競合上でも、休むことができないため、結果として、分散化期間中（５ブ

合 ） 休 を が きロックの場合は５週間）には休みをとることができない。

 

金融機関の営業日を分散させることは顧客等に大きな影響や問題が生じるた金融機関の営業日を分散させることは顧客等に大きな影響や問題が生じるた
め、分散化時には全地域で通常営業せざるを得ない。 

14 



「休暇取得の分散化に関する地方ブロック説明会」の概要 

○観光庁において、「休暇取得の分散化に関する説明会」を全国１０ブロックで開催し、地域の経済界・労働界・教育界な
ど幅広 関係者 意 交換を実施

【地方説明会の開催状況】 

日 程 開 催 地

 
  

賛成意見 

（経済界） 
まずはや てみれば良いのではないか

ど幅広い関係者と意見交換を実施。

日    程 開 催 地

北 海 道  ５月２０日(木) 札 幌 市 

東 北 ５月３１日(月) 仙 台 市

・まずはやってみれば良いのではないか。
 ・内需拡大、ビジネス拡大につながるのではないか。 
（観光業） 
・需要分散の観点から歓迎すべきものと認識。この機会に問題点を乗り越

ば
東  北  ５月３１日(月) 仙 台 市

関  東  ６月 ２日(水) 東 京 都 

えていけばよいと思う。
・ライフスタイルを変えていくという観点から分散化は大いに推進すべき。 

（産業界）

反対意見 

  
北陸信越  ６月 ９日(水) 新 潟 市 

中  部  ５月２５日(火) 名古屋市 

（産業界）

 ・ブロックを超える企業取引が機能しなくなり、ものづくり基盤や社会効率が
低下するおそれがある。 

 ・銀行休業日が地域ごとに異なるため、金融決済や取引に影響が生じる。 
休暇分散化の経済効果等の検証が必要

近  畿  ５月２６日(水) 大 阪 市 

中  国  ５月２６日(水) 広 島 市

・休暇分散化の経済効果等の検証が必要。

（労働界） 
 ・年次有給休暇の取得促進が 優先の取組ではないか。 
（教育界）中 国 月 日(水) 広 島 市

四  国  ５月２４日(月) 高 松 市 

九 州 ５月２６日(水) 福 岡 市

（教育界）

 ・保護者が単身赴任でブロック外にいるため、休暇が子どもと合わないケー
スもある。産業界の協力を得て、一緒に休みが取れるようにすべき。 

 ・祝日は日本の歴史・文化・伝統と深く関係があり、制度導入によりその意
義が薄れるおそれがある。

九  州  ５月２６日(水) 福 岡 市

沖  縄  ４月２７日(火) 那 覇 市 

義が薄れるおそれがある。

（観光業） 
  ・人気のある観光地・宿泊施設とそれ以外の差がはっきりしてしまう。 
  ・ハッピーマンデーの三連休がなくなると旅行需要が減少する懸念がある。 15 



休暇改革国民会議について（概要及び第一回議事概要） 

目目 的的 休暇取得の分散化の具体策についての国民的な合意形成 目目  的的
休暇取得・分散化を準備・実施するための国民運動を推進 

メンバーメンバー  座  長 ： 三村明夫 新日本製鐵㈱会長 
経済界 ： 日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、日本青年会議所、 

全 中 企業 体中央会 全 銀行協会 本観光協会        全国中小企業団体中央会、全国銀行協会、日本観光協会
労働界 ： 日本労働組合総連合会 
教育界 ： 全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会  他 
有識者 ： 伊藤元重 東京大学大学院教授 他有識者 ： 伊藤元重 東京大学大学院教授  他
自治体 ： 指定都市市長会、全国市長会、全国町村会、 

         橋本 昌 茨城県知事、松沢成文 神奈川県知事、道府県知事 
若年層 ： 学生組織、若者向けＮＰＯ 
メデ 全国地方新聞社連合会

第一回第一回
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 

メディア ： 全国地方新聞社連合会
観  光 ： 日本ツーリズム産業団体連合会 

【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
開催実績開催実績  

【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。 

・ 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。 
・ 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。 
・ 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。 
・ 学校休業日の分散化から始めてみてはどうか 学校休業日の分散化から始めてみてはどうか。
・ 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。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。 
・ 祝日の意義、扱い方について、十分留意すべき。 16 



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 年 月 月調査 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 

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

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 

わからない 2.5% 

休暇取得 分散化 取組 対する認知度 休暇取得 分散化 賛否

賛成 
11.7% 

どちらかといえば賛成

わからない 
15.8% 

賛成（小計） 

28.1% 

35.1% 
内容は知らないが、 

取組があることは知っていた

20.8% どちらかといえば賛成

16.4% 

どちらかといえば反対 

反対 

29.7% 反対（小計） 

56 1%

N=1,953 

41.6% 
取組 ある 知

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=1,953 

26.4% 56.1% 

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

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

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

23 8%
26.0% 

29.6% 
34.9%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 

休暇が全国で５週にわたって25 4%

42.5% 

48.2%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

17.3% 
23.7% 
23.8%

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 N=548,M.T=206.9% 

16.4% 

25.4%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 17 



第二回休暇改革国民会議の議論の概要 

【日時・会場】 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。 

【主な意見】 ・ 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。 
         ・ 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。 
         ・ 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 改革 参加す を通 的なも 作 く が重        ・ 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        ・ 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        ・ 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。 
【今後の検討に向けた方針】

 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】

18 



これまでに挙げられた 
「秋先行」で緩和される点 引き続き残る課題と その緩和に向けた対応案

秋先行とした場合に、緩和される点・引き続き残る課題（議論のたたき台として） 

課題・懸念 
「秋先行」で緩和される点           引き続き残る課題と、その緩和に向けた対応案 

共通事項 

・ゴールデンウィーク期間に確立されている慣習などへの
変更は生じないため、その部分への影響は緩和・解消。

・地域ブロックに分散した連休を設定することによる対応。 
【緩和に向けた対応案（以下の各項目にも共通）】 
→ブロック数や実施期間の調整による必要な対応の 小化。 

十分な 知 準備期間 確保→十分な周知･準備期間の確保。

・企業のサプライ
チェーンや本支
店間連絡への
影響

※原則として、「休暇取得の分散化」は、労使協定に基
づく企業独自の休業日を尊重することが前提。 

 
現在 全国的に 斉に連続して休業する慣習のある

・地域ブロックに分散した連休を設定するため、シフト勤務等の工夫
や、分散化期間に備えた前倒し生産・在庫積み増しなどの対応
が必要。 
取引先が全国にまたがる場合 特に中小企業において 休暇が

企
業
活
動 

影響 
・全国一斉の休

日でないと休め
なくなる懸念 

・現在、全国的に一斉に連続して休業する慣習のある
ゴールデンウィーク時期については、分散化の対象で
はなくなることで、これまでどおりの休みとなり、影響は
生じなくなると考えられる。 

・取引先が全国にまたがる場合、特に中小企業において、休暇が
減少する恐れが残る。 

・資金決済（銀行 ・ゴールデンウィーク期間に集中的に行っているシステム ・金融決済機能維持のため 金融機関には必要 小限の体制を・資金決済（銀行
業務）への影響 

・ゴ ルデンウィ ク期間に集中的に行っているシステム
更新作業等への影響が解消。 

・金融決済機能維持のため、金融機関には必要 小限の体制を
構築するよう要請。 

・官公庁の手続き
が必要な場合 

ー 
・公的機関の休日は所在地の休日にあわせつつ、公的手続が停

滞しないよう、必要業務はシフト勤務で対応。 

全国大会 地方 5月から6月にかけて行 て る行事 の影響は解消 地域ブ クに分散した連休を設定するため 体育行事 全国
学
校 

・全国大会・地方
大会、学校行
事等への影響 

・5月から6月にかけて行っている行事への影響は解消。 ・地域ブロックに分散した連休を設定するため、体育行事、全国・
地方大会の日程調整が必要。 

家友
・親子や遠方の

親族 友人の休
・ゴールデンウィーク期間の休業日はこれまでどおり。 ・休みが一致しないケースが残る可能性あり。 

家
族 

友
人 

親族・友人の休
みが一致しない
懸念 

 

・祝日の意義を失
わせる恐れ

・成人の日、みどりの日、こどもの日については現状どおり。 ・海の日、敬老の日、体育の日については、ハッピーマンデーの対
象外とし 「記念日」として 本来の意義のある日に固定

祝
日 

わせる恐れ 象外とし、「記念日」として、本来の意義のある日に固定。 
【緩和に向けた対応案】 

→祝日・記念日の意義を学習する機会の設定や、地域や関係
者による記念行事の実施を促進。 
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私たちの休みの現状

（イメージ）秋先行で分散化＝多様な休み方の実現への第一歩 

 
○ 土日祝日を中心とした休暇の取得 
○ 企業独自のカレンダーによる休暇の取得 
○ サービス業等を中心としたシフト勤務による休暇の取得 等

私たちの休みの現状 

決められた休日が主体の 
休み方 

○ サ ビス業等を中心としたシフト勤務による休暇の取得 等
 
  
 
「休暇取得の分散化」は、『休暇改革』の第一歩 
 －あわせて「家族の時間づくり」を実施 
 ……「有休」を取得するきっかけづくり 

自分で「休み」を設計していく 
スタイルを促す 

 ……「休み方」を考えるきっかけづくり 
 
 「旅」のスタイルの例 〔現 状〕 

春 
ゴールデンウィーク 
（一斉型のお休み） 

お花見、グルメ、子どもとの旅行等 ＧＷ 

夏 

秋 

お盆休み、夏休み 

秋休み 
（地域ごとのお休み）

マリンスポーツ、登山、子供との旅行、帰省等 

秋の良い気候における新たな旅

お盆 

秋

冬 

（地域ごとのお休み）

年末年始、お正月 

秋の良い気候における新たな旅

ウィンタースポーツ、温泉、帰省等 年末年始 
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2009年のシルバーウィークの国内旅行消費額 秋の大型連休の地域別設定による国内旅行需要の創出効果

秋の大型連休の創設による需要創出効果（試算）  
（※１） 

2009年のシルバ ウィ クの国内旅行消費額 秋の大型連休の地域別設定による国内旅行需要の創出効果 

 国内宿泊旅行（観光・帰省）を実施 12,602億円 7 160億円 国内宿泊旅行

＜9月19日（土）～23日（水・祝）＞ 

日帰り旅行（観光・帰省）を新たに実施 10 824億円

7,160億円

6 600億円

国内宿泊旅行

国内日帰り旅行

＜7,160億円×1.76（国内宿泊旅行の新規需要の創出割合）＞ （※２） 
（観光・帰省） 

日帰り旅行（観光・帰省）を新たに実施 10,824億円 6,600億円 国内日帰り旅行

＜6,600億円×1.64（国内日帰り旅行の新規需要の創出割合）＞ 

＜参考＞ 

（※２） 

（観光・帰省） 

  秋の大型連休の創設による 
  国内旅行需要 

  約2.3兆円 
（23,426億円） 

秋の大型連休における国内旅行（観光・帰省）の状況 

旅行回数 
宿泊数 

（１回当たり） 
旅行消費額 

国内宿泊旅行 １．１回 ２．０泊 ７，１６０億円 

国内日帰り旅行 ２．２回 ― ６，６００億円 

   ハッピーマンデーの移動による 

    旅行消費の減少 ※精査中 
約0.5兆円 
（5,421億円） 

＜13.9兆円  ×3.9%  =5,421億円＞ 
（※３） （※４） 

  ２００９年８月 ３，３５２万人泊（－０．４％） 
        ９月 ２，６４９万人泊（＋６．２％）  

⇒平成２１年は全体で前年比－２．７％

日本人の延べ宿泊者数（前年同月比） 宿泊旅行統計調査（観光庁） 

新たに創出される国内旅行需要 約1.8兆円 
（18,005億円） 

※精査中 
        平成２１年は全体で前年比 ２．７％
          ９月は平成２１年において唯一前年比プラス   

※１ 国内旅行消費額は「秋の大型連休の実態把握調査」＜観光庁＞（2,580人を対
象としたインターネット調査）（2009年9月実施）に基づく観光庁試算。 

※２ 観光庁「GWにおける観光旅行調査」（2010年4～5月において実施）における、GWの混雑緩和による国内旅行需
要の増加割合。 

※３ 「旅行・観光消費動向調査」における国内宿泊旅行・日帰り旅行の消費額（17兆円）を基に、観光・帰省目的
の消費額を観光庁において試算。 

※４ 秋の大型連休の創設により、ハッピーマンデー（３連休）が通常の土日になると仮定し、 
  「秋の大型連休の実態把握調査」を基に３連休の需要減少率を観光庁において試算。 21 



３．今後の進め方３．今後の進め方



今後の進め方 

2⽉ 地⽅意⾒交換会2⽉ 
｜ 

3⽉ 
地⽅意⾒交換会 並⾏

して 国⺠意識調査 
休暇改⾰シンポジウム（東京） 

観光⽴国推進本部・休暇分散化ワーキングチーム 
地⽅意⾒交換会 シンポジウム 国⺠意識調査の結果報告…地⽅意⾒交換会・シンポジウム、国⺠意識調査の結果報告

…これらを踏まえ、国⺠会議へ提⽰する内容を調整 

3⽉ 第3回休暇改⾰国⺠会議 
…地⽅意⾒交換会・シンポジウム、国⺠意識調査を踏まえ、事務局報告を基に議論 

観光⽴国推進本部 
休暇分散化ワ キングチ ム

与党 
（成⻑戦略 経済対策PT）休暇分散化ワーキングチーム （成⻑戦略・経済対策PT）
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国⺠的コンセンサスの形成 ／ 休暇取得の分散化案の策定 


