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協議会の目的と主な検討事項

本協議会は訪日外国人旅行者の日本滞在中のナイトライフの満足度向上と夜間帯
の消費額増加を目的とし、これに当たっての課題及び今後の方策について有識者お
よびオブザーバーの皆様と共に検討を行う場である

協議会の目的

訪日外国人旅行者の日本滞在中のナイトライフの満足度向上と夜間帯の消費額増加を目指すため、諸外国では
観光客滞在中に消費を誘発できているものの、国内ではこれまで観光の観点で夜間の有効活用が図れて来られな
かった。夜間の活用促進に関し、夜間帯の経済規模を推計する手法、深夜帯の交通アクセス、ナイトライフ充実に
向けた各種課題に関しての対応策等の検討を行う。

主な検討事項

1. ナイトタイムエコノミー推進に必要な7つの要素の課題を国内外の調査から整理し、ナイトタイムエコノミーの課
題解決の方向性を検討する

<課題の7要素>

① コンテンツの拡充

② 場の整備

③ 交通アクセス

④ 安心安全の確保

⑤ プロモーション

⑥ 推進の仕組み

⑦ 労働

2. 別途実施する、ナイトタイムエコノミーの促進のためのモデル事業について、消費、誘客効果等やビジネスモデ
ル化に向けた検証を実施する

3. 海外のナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法の事例から、日本での統計データ算出方法を検討
する
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2018年 2019年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①推進会議の運営・管理

推進会議の運営・管理

②マーケティング調査・調査結果の分析

デスクトップ調査・ヒアリング調査

Webアンケート調査（訪日外国人定量調査）

各種課題等に係る調査事業

協議会の設置・運営

モデル事業の実施、評価・検証等

調査結果を踏まえた今後の対応方針の検討

④観光活用に向けたガイドライン等の策定・展開

ガイドライン、優良事例集等の策定

成果報告会の開催

⑤ 事業実施報告書の作成

事業実施報告書の作成

スケジュール

夜間の観光資源領域では、協議会を「11月2日」・「12月26日」・「2月4日」の
計3回開催する予定である

③各種課題等に係る調査事業・モデル事業の実施、評価・検証等（夜間の観光資源）

作成

公募・決定

調査企画・実施・とりまとめ

調査企画・実施・とりまとめ

企画

とりまとめ

調査企画・実施・とりまとめ

事業準備・実施・評価・検証

今後の方針検討

準備

★推進会議① ★推進会議② ★推進会議③

★キックオフ 成果報告会★ ★最終報告マイルストーン

構成検討

作成構成検討

★協議会①
★協議会②

★協議会③
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本日



協議会での主な報告事項

第2回協議会では、「統計データ算出方法手法の結果報告、仮説を検証するための
事例調査結果報告(2/3)、夜間交通ニーズのヒアリング状況報告」を予定している

主な報告事項 開催時期

調査の方向性の
事前確認会議

調査の方向性の事前確認
 諸外国の調査対象都市
 国内の調査対象都市
 ヒアリング調査方針
 調査対象文献・レポート

2018年7月24日

第1回
協議会

仮説を検証するための事例調査結果報告(1/3)

モデル事業選定結果
2018年11月2日

第2回
協議会

統計データ算出方法の結果報告
仮説を検証するための事例調査結果報告(2/3)

夜間交通ニーズのヒアリング状況報告
2018年12月26日

第3回
協議会

仮説を検証するための事例調査結果報告(3/3)

夜間交通ニーズのヒアリング結果
モデル事業結果報告
ガイドライン作成状況報告*

2019年2月4日
（予定）

※各有識者会議の1ヶ月前を目安に報告事項・開催日時を決定する * ガイドライン最終版は別途共有予定
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本日の検討事項及び論点

今後、調査事業およびモデル事業を進めるにあたり、本日ご意見を頂きたい検討事項
および論点は以下のとおりである

2. ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性
① プロモーション（チケッティング）
② 労働

3. 夜間交通ニーズのヒアリング状況報告

1. ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

本日の検討事項

 現状の統計データ算出方法の調査結果について
⇒現時点調査結果（中間時点）における意見

 夜間交通ニーズ調査の現状報告
⇒F&B、エンタメ、公共交通機関へのヒアリング調査に基
づく、夜間交通の影響や課題について

 ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性の
考え方について
⇒現時点調査結果（中間時点）からの課題解決の方向性
における意見

論点
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4. 今後の方向性について
①調査
②調査とモデル事業との連携
③ガイドライン

 今後の調査の方向性について
⇒上記を踏まえ、今後の調査の方向性とモデル事業との
連携、およびガイドラインへの纏め方について、確認して
おくべきポイント
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開催概要

2018年9月13日（木）に最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 「地域活性化に
向けた観光コンテンツ拡充推進会議」（第1回）が開催された

日時・場所 2018年9月13日（木）10:00-12:00 ＠AP東京丸の内 BC会議室 （日本生命丸の内ガーデンタワー3階）

出席者

＜有識者＞
梅澤 高明 A.T.カーニー（株）パートナー/日本法人 会長
須永 珠代 （株）トラストバンク 代表取締役
平良 朝敬 （一財）沖縄観光コンベンションビューロー 会長
デービッド・アトキンソン （株）小西美術工藝社 代表取締役社長
原田 静織 （株）ランドリーム 代表取締役
伏谷 博之 タイムアウト東京代表 ORIGINAL Inc. 代表取締役
前田 幸夫 凸版印刷（株） 取締役副社長執行役員
※（株）美ら地球 代表取締役 山田 拓委員はご欠席

＜オブザーバー＞
日本政府観光局（JNTO）

議事
 本事業の趣旨・目的について
 本事業の実施概要と今後の進め方について
 意見交換

主要な
コメント

 調査結果を踏まえ、各種観光テーマの課題の仮説設定をより具体化すべき
 調査対象がどのようなものを求めていくかというインサイトを調査で明らかにしていくべき
 有効な観光戦略を立てるためにも、各地域レベルのデータを調査・分析するべきではない

調査事業

モデル事業
 プロダクトアウト型のサービスではなく、ユーザーインサイト等を踏まえて、日本の強みを発揮していくアプ
ローチを考えるべき

 モデル事業の成果をより確実なものにするためにも、個々の事業のブラッシュアップを図るべき



 2018年11月19日（月）に最先端観光コンテンツインキュベーター事業 「地域活性化に向けた観光コンテンツ拡充推進

会議」（第2回）が開催された

「地域活性化に向けた観光コンテンツ拡充推進会議」（第2回）開催概要

日時・場所 2018年11月19日（月）13:00-15:00 ＠AP東京八重洲通り QR会議室 （KPP八重洲ビル7階）

出席者

＜有識者＞
梅澤 高明 A.T.カーニー（株）パートナー/日本法人 会長
須永 珠代 （株）トラストバンク 代表取締役
平良 朝敬 （一財）沖縄観光コンベンションビューロー 会長
デービッド・アトキンソン （株）小西美術工藝社 代表取締役社長
原田 静織 （株）ランドリーム 代表取締役
伏谷 博之 タイムアウト東京代表 ORIGINAL Inc. 代表取締役
前田 幸夫 凸版印刷（株） 取締役副社長執行役員
山田 拓 （株）美ら地球 代表取締役
＜オブザーバー＞
山野 智久 アソビュー株式会社 代表取締役社長
（代理出席： 内田 有映）
※「地域の自然体験型観光充実に関する協議会」「ビーチの観光資源としての活性化に関する協議会」有識者

齋藤 貴弘 ニューポート法律事務所 弁護士
※「夜間の観光資源活性化に関する協議会」有識者

日本政府観光局（JNTO）

議事
 事業全体の進捗状況
 各種協議会の検討内容とガイドラインついて

 Webアンケートの実施結果と今後の事業の方向性について
 意見交換
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主要な

コメント
（コンテン
ツ関連）

 潜在市場の規模(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨに付随して消費された総額)を踏まえ、注力すべきコンテンツを検討すること
 マスの集計のみでなく、セグメントをより細分化し、次のアクションに繋がる示唆を提示すること

調査事業
（Webアンケート）

次年度の
方向性

 モデル事業の選定にあたっては書面のみでなく面談プロセスの導入を検討すること

 「ガストロノミー」は日本が持っている強力なコンテンツであり、今後、消費の増加が見込まれるコンテンツと想定される
ため、インバウンド向けの主力コンテンツとして検討すること

 継続性と現実性があるかがポイントであるため、それらの観点から事業を選定するべき



 2018年11月26日（月）に夜間の観光資源活性化に関する協議会「ナイトメイヤー意見交換会」が開催された

「ナイトメイヤー意見交換会」開催概要

日時・場所 2018年11月26日（月）10:00-11:30 ＠ベルサール東京日本橋 Room E （東京日本橋タワー4階）

講演者 Mirik Milan Gelders 元アムステルダム市ナイトメイヤー 現 Vibe lab 代表

講演内容
（抜粋）

 都市は活気のあるナイトライフをもつことによって社会的・文化的・経済的な利益を享受することができる。ま
たナイトタイムはさまざまなクリエイティブな才能が出会ったり生まれたりする場でもある

 活気のあるナイトライフを培うためには、チェンジメーカー（創造性をもってモノを作る人）、クリエイティブな空
間（ライブハウス、美術館・博物館、文化施設等）、政策的・社会的な枠組み（営業時間、公共交通機関、予算
確保等）のパーフェクトミックス（完璧な組み合わせ）を作っていかなくてはならない .

 ナイトメイヤーは独立した非営利組織であり、活き活きとしたナイトライフを実現するために活動しており、地
方自治体や中小を含む企業や住人たちのかけ橋となるべく尽力している。関係者（ステークホルダー）の間
のナイトライフの調整を行うとともに、住民の理解を得ることにより社会を変えていく役割を担う

 何かを変えていくためにはすべてのステークホルダーを巻き込まなければならない。中でも一番重要なス
テークホルダーは政治である。まず都市にとって何が必要とされているかチャンスや課題を把握し、ステーク
ホルダーを結び付けていくことが必要

 ナイトライフに関する活動を行うオフィスは世界45箇所にあるが、そのすべてがアドボカシーとして支援を行う
役割を担っている。これらの組織は法規制を変えたり、施策を導入する権限は持っていないが、都市の代表
等と協力し、よりよいナイトライフを都市に培っていくための活動を行っている。彼らは、ナイトライフのビジネ
スを行っている人たち、またその都市に住んでいる市民や政策立案者と非常に強い関係を持っている
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ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法は、時間帯、経済効果項目、業種分類を定義

の上算出している

海外におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法

ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法（概要）

時間帯
 ナイトタイムの経済規模を推計するにあたって対象とする経済活動の時間帯

業種分類  コア/ノンコア/サプライに分けて、経済効果を算出する業種を定義

<コア>

• Food

• Drink

• Entertainment

<ノンコア>

• Retail

• Hospitality （宿泊施設）
• Transportation 等

<サプライ>

• 飲料メーカー
• 食品メーカー
• ケータリングサービス 等
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海外事例

PM6:00 - AM6：00

経済効果項目  ナイトタイムの経済効果（便益）および社会的コスト（費用）は下記のとおりである

<経済効果>

• 企業数
• 雇用者数
• 売上
• 税収

<社会的コスト>

• 警察・司法サービス
• 救急・病院サービス
• 公共交通サービス
• その他公共サービス 等

概要



ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計では、ナイトタイムエコノミーの対象業種を定義の上、それらに

係る経済効果と社会的コストの分析により算出している

海外におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法

業種分類 概要

コア ナイトタイムエコノミー（ENTE/NTE）の活動に直
接寄与する業種

 Food

 Drink

 Entertainment

ノンコア ナイトタイムエコノミー（ENTE/NTE）に間接的に
寄与する業種

 Retail

 Hospitality （宿泊施設）
 Transportation 等

その他 サプライ：コアおよびノンコアをサポートするサプ
ライチェーンを行う業種

 飲料メーカー
 食品メーカー
 ケータリングサービス 等

コーポレート：業種の分類としてはコアに属するが、
ビジネスの範囲が調査対象地域に限定されず、
広範囲な業態

 パブ、レストランチェーンの本社 等

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）
「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）

ナイトタイムエコノミー
（ENTE/NTE）のサービス
の提供による直接雇用や
サービス消費によって得ら
れる効果

 企業数

 雇用者数

 粗付加価値（GVA）*

 売上

 税収

ナイトタイムエコノミー
（ENTE/NTE）のサービス
提供に起因する負の影響
または副次的な影響に対
応するための社会的コスト

 警備・司法サービス

 医療・救急サービス

 公共交通サービス

 そのほか公共サービス

経済効果（便益） 社会的コスト（費用)

*営業利益、人件費、賃借料、租税公課、支払利息、減価償却費の合計
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ナイトタイムエコノミーにおける経済効果の考え方 経済効果を算出する業種の定義

海外事例考え方



①ナイトタイムエコノミー

 18時以降の活動が主となる事業をナイトタイムエコノミーとし、経済効果（便益）の全てを計上している

不明確なものはナイトタイムエコノミーの母集団に含めない保守的な手法により推計している

海外におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、ヒアリングを基に作成

 ANZSICの業種分類を基に、ナイトタイムエコノ
ミーを定義（①）

 上記に一切該当しない業種をデイタイムエコノ
ミー（⑤）へ分類

 Step2において、昼間と夜間の活動の比重が
不明確なものは、ナイトタイムエコノミー（①）か
ら排除し、デイタイムエコノミー（⑤）へ分類

③
（ノンコア）
ナイトタイム
エコノミー

②
（コア）

ナイトタイム
エコノミー

全体（デイタイムエコノミー＆ナイトタイムエコノミー）

 ナイトタイムエコノミー（①）を、18時以降の活動
をメインとするコアナイトタイムエコノミー（②）と、
それ以外のノンコアナイトタイムエコノミー（③）
およびその他（④）に分類

①ナイトタイムエコノミー

左記3つのインプットデータとの照合、NTE専門家・事業者からの
ヒアリング等により精緻化

④その他 Step1

Step2

Step3

The Floor Space

and Employment 

Survey（シドニー）

従業員数

オーストラリア統計局
データ

企業数、従業員数
企業財務データ

Dun＆Bradstreet

従業員数、
企業財務データ

インプットデータ
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ナイトタイムエコノミーの概念図 経済効果（便益）の算出ステップ

海外事例

⑤デイタイムエコノミー

算出アプローチ：経済効果（便益）
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ロンドン（ウェストミンスター）の社会的コストの算出事例

算出アプローチ：社会的コスト（費用）

社会的コスト（費用）

警察・司法
サービス

“Metropolitan Police Service (MPS)”による全
体支出に（￡3,486）からウェストミンスターの犯
罪発生率（8％）、ENTE時間帯（6pm-6am）にお
ける犯罪発生率を乗じて算出

救急・病院
サービス

アルコールによる救急搬送費と入院費の合計値

 “London Ambulance Services（LAS）”のウェ
ストミンスターのアルコールによる救急搬送件
数に1回あたりの搬送費を乗じて算出

 “National Health Service （英国の国民保険
サービス）”のアルコールによる入院費用に、
上記LASのウェストミンスターのアルコールに
よる救急搬送出動率（10.3％）を乗じて算出

公共交通
サービス

“Transport for London” のデータを用いて、ウェ
ストミンスター駅での利用率を割り出し、さらに、
TBR社が調査した日中とENTEの時間帯のコスト
比率を乗じて算出

その他公共
サービス

自治体提供のデータ

社会的コスト（費用）

警備サービス 人件費及び非人件費の最小値と最大値を推計し、
それぞれの中間値を合計して算出

最小値：夜間のアルコール関連の問題のみをカ
バー（パトロール等は含まない）
最大値：6pm~6amの全コストをカバー（NTEに無
関係な活動を含む）

医療サービス 自治体エリアの主要2病院におけるアルコール
関連の入院に係る費用を人件費から推計し、警
備サービスと同様に非人件費を推計のうえ、合
計して算出

交通サービス 鉄道、バス、フェリーそれぞれの夜間運行（6pm

以降）に係る推計コストを合計して算出

その他公共
サービス

自治体提供のデータ

シドニーの社会的コストの算出事例

ロンドン、シドニーの社会的コスト（費用）は各項目ごとに係数を設け、算出を行っている

海外におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）
「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）

海外事例
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日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ
算出方法（想定）

19



ナイトタイムエコノミーの対象となる業種を定義の上、それらに係る経済効果と社会的コストの分析をする

今後の中核となる検討要素は、妥当な業種分類とインプットデータの選定となる

社会的コストは、各項目ごとに係数を設定して推計する

日本におけるナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

20

ナイトタイムエコノミーにおける経済効果の考え方

③
（ノンコア）

ナイトタイ
ムエコノ
ミー

②
（コア）

ナイトタイ
ムエコノ
ミー

①ナイトタイムエコノミー
（PM6:00 - AM6：00）

④その他

各自治体統計
データ

統計局データ
D&B 

Hoovers、
SPEEDA

インプットデータ

企業数、雇用者数、粗付加価

値（GVA）、売上、税収

警備・司法、医療・救急、公共

交通、その他公共サービス

経済効果（便益） 社会的コスト（費用)

日本版（想定）

ナイトタイムの経済効果と社会的コストを定義
 経済効果：サービス提供による直接雇用やサービス消費によっ
て得られる効果

 社会的コスト：サービス提供に起因する負の影響または副次的
な影響に対応するためのコスト

 各自治体統計データ：従業員数、地方税、公共サービス費用
 統計局データ：企業数、従業員数、売上、犯罪発生率
 D&B Hoovers、SPEEDA：従業員数、企業財務
 公共交通機関財務データ：夜間の公共交通にかかる費用

インプット
データ
の選定

日本標準産業分類の業種分類からナイトタイムエコノミー
とデイタイムエコノミーの業種を分類

ナイトタイムエコノミーを（コア）と（ノンコア）に業種を分類

Step2において、昼間と夜間の活動の比重が不明確なもの
は、ナイトタイムエコノミーの時間帯を考慮した係数を設定
してナイトタイムの（①）の経済効果を推計

※業界団体・有識者・事業者からのヒアリング等により精緻化

※使用するインプットデータは精査が必要

公共交通機関
財務データ

経済効
果の
算出

社会的
コスト
の算出

定義

Step

1

Step

2

Step

3

各項目ごとに、ナイトタイムエコノミーの時間帯を考慮した係数を
設定してコストを推計



日本で想定されるコアナイトタイムエコノミーの対象業種は日本標準産業分類を基に、シドニーやロンドンの事例と同様

に 「Food」、「Drink」、「Entertainment」の分類に想定される業種を抽出した

 ノンコアナイトタイムエコノミーとその他分類方法は、海外事例を参考に日本に適当な分類の検討が必要となる

日本におけるコアナイトタイムエコノミーの対象業種の分類

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、「日本標準産業分類」（総務省）を基に作成

21

シドニーにおけるコアナイトタイムエコノミーの対象業種 日本で想定されるコアナイトタイムエコノミーの対象業種

【ANZSICの業種分類区分を基に分類】 【日本標準産業分類の業種分類区分を基に分類（想定）】

日本版（想定）

ライブハウスは興行場に
含まれる

※上記分類に属さないイベント関連業務は、「89 広告業」や「9299 他に分類されないその他の事
業サービス業」に属すると想定される



ガイドライン策定にあたり、統計データ算出方法において、観点が十分かご意見を頂きたい

各種定義や「コア」業種の妥当性についてご意見を頂きたい

次年度以降の統計手法の進め方についてご意見を頂きたい

統計データ算出方法
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性についてご意見頂きたい事項

論点

22

①日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法の際の時間帯、経済効果項
目、業種分類の定義の妥当性

②「コア」に分類される対象業種の妥当性

③ナイトタイムエコノミーの時間帯を考慮した係数を導出するためのサンプル調査・分析の
実施（次年度）

統計データ
算出方法



協議会の概要

各種関連する会議の報告

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性

夜間交通ニーズのヒアリング状況報告

今後の方向性について

23



ナイトタイムエコノミー推進の要素を、ナイトタイムエコノミー議連の提言を参考に7つの要素に分類する
 7つの要素のうち、本事業において重点的に検討すべき要素に強弱をつけ、本事業では特に「コンテンツの拡充」、「場
の整備」、「推進の仕組み」についての検討を進める

ナイトタイムエコノミー推進の7つの要素

★：仮説を検証した上で、各自治体が夜間観光を推進するための具体的なアプローチ方法をパターン別に紹介
●：仮説を検証した上で、各自治体が夜間観光を推進するための具体的なアプローチ方法を紹介
▲：仮説を検証するための国内外の取組み及び事例の紹介

ナイトタイムエコノミー
推進の要素

訪日外国人のニーズを捉えたコンテンツの開発、開拓、活用が必要

夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用する

訪日外国人が快適に夜間の観光を楽しめる交通インフラの整備が必要

生活者、訪日外国人等全てのステークホルダーが夜間を安心安全に楽しめる環境の整備が必要

訪日外国人向けのプロモーション（チケッティングの仕組みの構築）が必要

複数のステークホルダーが関係するため、効果的なナイトタイムエコノミー推進の仕組みの整備が必要

ナイトタイムエコノミーを推進するための労働力の確保、維持、労働者の補助等が必要

要素の概要

1. コンテンツの拡充

2. 場の整備

3. 交通アクセス

4. 安心安全の確保

5. プロモーション

6. 推進の仕組み

7. 労働

★

●

★

★

●

▲

▲

24



5．プロモーション

25
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プロモーション（チケッティング）における課題と課題解決の方向性

電子決済や情報の多言語化等、訪日外国人の受け入れに向けた一般的な対応に加え、一元的に情報を発信するポー

タルサイトの整備が重要である

旅中のニーズを拾う手段として、観光に便利な場所でのチケット販売環境の整備も必要となってくる

情報が一元化されているポータルサイト等
の整備

5. プロモーション
（チケッティング）

課題解決の方向性（仮説）推進の課題

11

2

3

実施主体

自治体 事業者国

ナイトタイムエコ
ノミーの要素

決済基盤や多言語での情報提供が不足し
ている

コンテンツ内容や事前予約などの情報が一
元化されていない

旅中での購入環境が不足している

人気チケットの流通効率の悪さ、および不
正転売のリスクにより、アクセスが限定され
ている

4

クレジットカード決済や電子チケットの対応
及び多言語化による販売環境整備の推進

2

2
主要な商業施設、宿泊施設、観光案内所
における、チケット販売機能の併設、整備

3

上記①、②、③による訪日外国人がチケッ
ト購入しやすい環境の整備

4

5.プロモーション
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）

1 2 3
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プロモーション（チケッティング）における課題解決のイメージ

自治体
（DMO）

国

5.プロモーション
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）

OTA アプリポータルサイト

事業者

情報収集・Web購入

コンテンツ掲載整備整備 整備

観光案内所
チケット購入センター

情報収集・購入

事業者

コンテンツ掲載整備

自治体
（DMO）

整備

旅前 旅中

実
施
主
体

整
備
イ
ン
フ
ラ

訪
日
外
国
人

1 2

3

①、②、③による、訪日外国人がチケット購入
しやすい環境の整備

1 2 3

4
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諸外国では、自治体やDMOによるポータルサイトやチケットポータルサイトで情報収集、予約、決済までシームレスで

完結する仕組みを提供することで、旅行客は効率的にチケットを購入することが可能となっている

ポータルサイト（自治体・DMO） チケットポータルサイト（事業者）

BROADWAY.COM

Ticketmaster

• イベントチケットや演劇の情報を集約して発信、チケット購入が
可能である

• 自治体のポータルサイトへもチケット販売を提供している

• 主要な宿泊施設、ツアー、公演などの旅行情報の発信、予約、
購入が可能である

• 各チケットサイトに繋がり、購入できる仕組みが整備されている

NYC & Company

（5ヶ国語対応）

Visit London（6ヶ国語対応）

課題解決の方向性 1 2 課題解決の方向性 1 2

5.プロモーション
情報の一元化、電子決済の対応及び多言語化による販売環境整備の推進

出所：NYC & Companyウェブサイト、Visit Londonウェブサイト、BROADWAY.COMウェブサイト、Ticketmasterウェブサイト
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ニューヨークの公式DMOは、市のマーケティングを担い、観光ポータルを運営している

会員からの会費、広告収入、スポンサー収入など、一部収益化を実現しながら、行政と連携した仕組みを構築している

出所：NYC & Company ウェブサイトを基に作成

ポータルサイト構築の事例（NYC & Company）

• ニューヨークの観光案内ポータルサイト（nycgo.com）を
運営し、会員が情報や写真を掲載できる

• サイト上では、周遊パスやブロードウェイショーのチケッ
ト販売、ホテルの予約等のサービスを提供し、チケットな
どは決済まで可能となっている

• 会員には、名刺交換、会員オリエンテーション、教育セミ
ナー、スピードネットワーキングイベントへの参加により、
年間を通じて他地域の専門家との交流やネットワーク形
成につながる機会が提供される

課題解決の方向性 1 2

• ニューヨークの公式なDMO組織であり、5つの行政区
（The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten 

Island）における観光振興の取組みを担う
• ニューヨーク市の公式マーケティング組織として、市お
よびメンバーのビジネスをサポートし、マーケティング
促進とプラットフォームを開発する

• 会員からの会費、広告収入、スポンサー収入が主な
財源となっている

AUSTRALIA.COM

（11ヶ国語対応）

【NYC & Company（NYのDMO）の概要】

役
割

取
り
組
み
内
容

観劇チケット・ツアー予約

ショーのチケットについては、サイト上での決済可能
ツアーについては、ツアー主催者の連絡先等が掲載

ナイトライフの情報

人気のあるバー、ミュージックライブ、
各種イベントの情報が掲載

5.プロモーション
情報の一元化、電子決済の対応及び多言語化による販売環境整備の推進
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訪日外国人が自国で馴れ親しんでいる旅行サイトにおける、コンテンツ紹介からチケッティングまでを完結させる仕組み

を有効活用することで、効率的に誘客やチケット購入が実現できる

OTA等を活用したチケット販売

イメージ（Booking.com）

各国主要OTA等

Expedia

Tripadvisor

Booking.com

Ctrip

Kkday

Klook

HANA TOUR

・
・
・

• 各国で人気のOTA等にコ
ンテンツを掲載

• OTA等内の基盤を活用し、
決済まで完結

• （案）日本側（自治体や
DMO等）で構築したコンテ
ンツ紹介とチケッティング
できるサイトへ繋げる仕組
みを構築

課題解決の方向性 1 2

5.プロモーション
情報の一元化、電子決済の対応及び多言語化による販売環境整備の推進

出所：Booking.comウェブサイト
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オーストラリアでは、国が主体となりポータルサイトの整備やプロモーションを展開している

一元的に運営、管理を行うことで、ブランディングや旅行者の嗜好分析を可能としている

出所：Tourism Australia ウェブサイトを基に作成

ポータルサイト構築の事例（オーストラリア政府観光局）

• 世界各地のB2B、B2C、旅行業界向け研修など、計130

あまり展開しているウェブサイトのコンテンツ統合し、プ
ラットフォームの再構築に2013年より着手

• 豪州路線を運航する航空会社など、パートナー企業と連
携したプラットフォームを構築

• サイトを訪れるユーザーのアクセス先やページ滞留時間
などをアドビのAIが分析し、適切なコンテンツに誘導

課題解決の方向性 1 2

5.プロモーション
情報の一元化、電子決済の対応及び多言語化による販売環境整備の推進

• レジャーとビジネスを目的にオーストラリアへの訪問す
る海外旅行客の誘致とマーケティングを担うオースト
ラリア政府機関

• PRおよびメディアプログラム、展示会および業界プロ

グラム、プロモーション、オンラインコミュニケーション、
旅行者調査などを実施

AUSTRALIA.COM

（11ヶ国語対応）

【オーストラリア政府観光局（Tourism Australia）の概要】

役
割

取
り
組
み
内
容

アクティビティなどツアー主催者のサイトへリンク
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諸外国では、エンターテインメント集積地や観光客がアクセスしやすい場所にチケット販売所が設置されており、観光客

が当日でも簡単に購入できる環境を整備している

観光地でのチケット販売の事例 課題解決の方向性 3

TKTS （NY）

 パフォーミングアートの普及とブロードウェイのビジネスとして
のサポート目的として発足した非営利団体TDF(Theater 

Development Funds)により運営されている
 NY市内に4か所設置され、割引価格で当日券が購入可能であ
る

エンターテインメントの集積地にチケット販売所が設置されており、
エンターテインメント情報の発信拠点としての機能を果たしている

Visitor Centre / Information Centre

 ロンドンにおけるインフォメーションセンターは、観光案内所とし
ての機能の他、劇場チケット・バスツアーの予約と購入を同時
に行えることが特徴的である

 シティ・オブ・ロンドン行政区やイギリス観光庁、交通局が協力
することで、観光客がアクセスしやすい立地に観光センターが
所在している

チケットを購入するまでのステップを短くすることで、旅行者の購
買意欲を減少させない仕組みとなっている

観光案内所でのチケット販売の事例 課題解決の方向性 3

5.プロモーション
チケット販売機能の整備

出所：TKTS ウェブサイト、海外調査を基に作成



ガイドライン策定にあたり、プロモーション（チケッティング）において、観点が十分かご意見を頂きたい

ポータルサイトの整備および、電子決済、電子チケット、多言語化を対応する主体がどこが望ましいかご意見を頂きたい

論点：課題解決の方向性
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① 旅前から容易に情報収集、予約、決済までシームレスで完結するポータルサイトの整備

② クレジットカード等による電子決済や電子チケット対応および多言語化による販売環境
の整備

③ 旅中でもアクセスが容易な場所でのチケット販売や情報提供機能の整備

5. プロモーション
（チケッティング）

5.プロモーション
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性についてご意見頂きたい事項



7．労働
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夜間働くことへの不安、マイナスイメージの
払拭

雇用拡大に必要な法規制の整備・緩和お
よび労働力を補うための取り組み

35

労働における課題と課題解決の方向性

7. 労働

課題解決の方向性（仮説）推進の課題

11

2

実施主体

自治体 事業者国

ナイトタイム
エコノミーの要素

日本の労働人口減少により、労働者確保が
困難

労働環境の整備、従業員・雇用主への教
育の実施

2

労働人口が減少している中、雇用拡大に向けた法規制の整備・緩和や新たな労働の代替手段の検討が必要である

夜間に働く従業員の労働環境の整備や教育を実施することで、夜間に働くことへのイメージ向上を目指すことが重要で

ある

7.労働
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）
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シドニーでは以前から外国人労働者を積極的に受け入れており、夜間においても労働力の担い手として活躍をしている

日本においても、外国人労働者の受け入れの緩和が検討されており、夜間の労働者の雇用拡大にも期待が出来る

出所：ヒアリング、「International Working Holiday Makers to NSW」（Destination NSW）、各種報道記事、外務省 HPを基に作成

外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法
（入管法）改正について

オーストラリアにおける外国人労働者の活用事例

課題解決の方向性 1

• 人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留
資格「特定技能」を2019年4月に創設。これまで認めてこなかっ
た単純労働受け入れに向けた枠組みが整備された

• 2019年4月より5年間で最大34万人を受け入れる計画である

条件 在留期間 家族の帯同

特定技能1号 一定の技能 通算5年 ×

特定技能2号 熟練した技能 更新可能 ○

【1号で対象として想定される14業種】
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子機器関連
産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食
料品製造、外食

<新たな在留資格の概要>

課題解決の方向性 1

7.労働
雇用拡大に必要な法規制の整備・緩和

• シドニーにおいては夜間の労働不足の課題は存在しない （シ
ドニー市のナイトタイムエコノミー推進担当）

• 夜間の労働力は、国外留学生とワーキングホリデー*を活用し
ている（シドニー民間事業者）

• サービス業では、看護師等の一部の職業を除き、資格取得の
必要がなく、外国人の就労が制限されている職業はない（シド
ニー民間事業者）

• シドニーにおける深夜・休日・祝日の労働に対しては、割増賃
金が通常の2倍程度付与される（シドニー民間事業者）

<シドニー市ヒアリング結果>

<シドニー市の労働に対する今後の計画>

• ナイトタイムエコノミーと密接する産業と連携し、雇用や技術不
足に関する調査の実施

• 若者がサービス産業と飲食産業に従事できるような仕組み作
り

*参考：
• NSW州：約20万人（2015年6月 – 2016年5月の1年間）
• 日本全体：約1.5万人（2017年）
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ロンドンの大手スーパーでは、夜間帯における小売店の無人化などテクノロジーを活用することで、夜間の労働者不足

及び人件費の圧縮に寄与している

国内においても、AIを活用した訪日外国人向けの問い合わせ対応の効率化や満足度向上を促進する動きがある

出所：海外調査、東京ステーションシティニュースリリース、福岡市ニュースリリースを基に作成

テクノロジーを活用した労働の代替 課題解決の方向性 1

• イギリスの大手スーパーであるTESCOでは、セルフレジを導入して
おり、約8台ほどのレジを1人のスタッフが対応している

• 商品の購入・支払いは原則として購入者が行い、スタッフは年齢確
認が必要な商品購入時の身分証確認や、機械のエラー対応のみを
行っている

• 店舗の入り口にはセキュリティースタッフが常駐し、盗難等の防止に
努めている

• 東京駅や福岡市では、観光案内所、宿泊施設や商業施設のスタッフ
に代わり、AI（人工知能）を使い、英語や中国語で24時間365日各種

問い合わせに対応する仕組みを導入開始した
• 観光案内所が保有しているQ&A 情報や観光関連のビッグデータ等
を取り込み、ナレッジとして蓄積している

【ロンドン：大手スーパーTESCOの事例】 【東京駅：訪日外国人向けのスマートフォン用AIコンシェルジュ「Bebot」】

7.労働
労働力を補うための施策

※イメージ 出所：Pixabay ※イメージ



• ナイトライフ施設の経営やオペレーションマネジメントについ
て中心に学ぶ

• クラブミュージックやカルチャーの起源など初歩的な内容も
含めて学ぶ

• ナイトクラブ、ミュージックバーを中心とした実務者
• ナイトクラブ、ミュージックバー等への就職・ビジネスに関わ

りたい18歳から22歳位の若者

• 講師はナイトライフに関係している実務者であるため、実践
的な知識を習得できる（経営者、DJ、プロダンサー等）

• 若者にとっては、ナイトライフ関連業界とコネクションを持てる
ことで将来のキャリア形成に役立つ
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海外の先進事例では、賃金面、健康・安全面のサポート、教育機関の充実等、日中に働く労働者が享受しているサービ

スを夜間においても整備・提供しようと試みている点が特徴的である

出所：「Rewrite the night: the future of London’s night-time economy」（London Assembly）、ヒアリングを基に作成

労働環境の整備 課題解決の方向性 2

【ロンドン市議会による提言】
 最低限の生活水準を維持するための賃金水準“London

Living Wage” を保証するためにも、ナイトタイムエコノミーの
従事者の賃金体系の調査の実施

 ロンドン市長によるナイトタイムエコノミー労働者へのサポート
の明確化

 労働者の心身の健康や安全面のサポート（夜間営業中
における監視体制の整備）

 日中と同じ生活サービスが受けられる環境の整備（夜間
労働中の休憩場所の確保、Wi-Fiのアクセス、食料品の
購入が可能な環境の整備等）

教育機関の拡充
課題解決の方向性 2

【アムステルダムにおけるSchool of Houseの取組み】
 School of Houseでは、ダンス業界を中心に、音楽やイベント
業界に従事者に講義を提供している

対
象

講
義
内
容

メ
リ
ッ
ト

7.労働
労働環境の整備、従業員・雇用主への教育の実施

※イメージ



ガイドライン策定にあたり、労働において、観点が十分かご意見を頂きたい

夜間の労働賃金の適正化や教育環境の整備について、どのような方法が考えられるかご意見を頂きたい

論点：課題解決の方向性
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①外国人労働者の雇用拡大に向けた受け入れ環境の整備およびテクノロジーを活用した
労働力の代替の検討

②日中と同様の生活サービスや賃金を享受できる環境の整備および従業員・雇用主への
教育、新規参入事業者の育成、文化的価値のある事業者の保護

7． 労働7．労働

7.労働
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性についてご意見頂きたい事項
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初めに業界4団体へヒアリングをし、必要に応じて訪日外国人が夜間帯に集積する新宿と六本木エリアの訪日外国人

の利用と消費が多いと思われる、F&Bとエンタメ業種の個店へヒアリングを行う

公共交通機関は、JR、メトロ、都営地下鉄、都営バスの4社をヒアリング対象とした

ニーズヒアリング対象の分類

業界団体

終電前に
閉店

1. F&B

2. エンタメ

六本木業種

終電以降
も営業

終電前に
閉店

終電以降
も営業

居酒屋
レストラン

バー
居酒屋
レストラン

バー

映画館、
ゲーム

センター等

ナイト
クラブ

映画館、
ゲーム

センター等

ナイト
クラブ

3. 公共交通機関 JR

メトロ

都営（地下鉄、バス）*

フード&エンターテイン
メント協会

ライブハウスコミッション、
イベントスペース協議会、
コンサートプロモーター
ズ協会（ACPC）

新宿

夜間交通アクセスにおけるニーズヒアリング対象の整理

* 今後ヒアリング予定



 F&B、エンタメの事業者からは、「山手線と郊外へ延びる沿線またはバス」が「週末に2時間」運行延長するだけでも大
きな効果があるとの意見が多かった

 鉄道会社は、これ以上の運行時間を延長することについては、安全面の確保などの課題があるとの認識をもっている

夜間交通アクセスにおけるヒアリング項目
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ヒアリングサマリー

 深夜運行の課題について
 夜間運行の要望より、夜間帯の騒音に対する苦情件数のほうが圧倒的に多い
 夜間運行の課題は採算面よりも、保守点検に充てる時間が確保できなくなるという安全面の懸念が大きい
 インフラ保守に関して、地下鉄であることから整備に多くの時間がかかることが課題である
 鉄道会社としては深夜交通、深夜運行を検討できる路線を具体的に示すことはできない

 経済効果について
 感覚としては、深夜2時まで運行していると経済インパクトが大きいのではと感じる
 交通機関の深夜営業によって利益が減少することはないと想定している
 現在は設営撤去に時間がかかるため、夜に2公演することが難しいが、夜間交通が整備されれば、昼と同じように夜も運
営することが可能となる

 路線について
 都内の主要な路線のほか、郊外に延びる路線の運行も重要だと感じる

 運行の詳細について
 金曜・土曜の夜には需要がある一方、日曜の夜は需要が低いと考えられる

1. F&B

2. エンタメ

3. 公共交通機関



協議会の概要

各種関連する会議の報告

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

ナイトタイムエコノミー推進の課題と課題解決の方向性

夜間交通ニーズのヒアリング状況報告

今後の方向性について

本日の議題

43



今後の方向性について

今後の調査作業内容

今後、本日のご意見を踏まえた追加調査および海外事例調査を継続する

事例調査、夜間交通のニーズ調査、モデル事業と連携し、調査のとりまとめ、ガイドライン策定へ落とし込む

調査内容 スケジュール

ガイドライン

夜間交通のニーズ調査

事例調査

① ガイドラインのとりまとめ

① 協議会を踏まえた追加調査

① JNTOプロモーション対象20か国に対するニーズ調査結果の分析
② 東京圏における深夜運行の需要等調査
 夜間帯のコンテンツ提供事業者に対する調査
 モデル事業を活用した訪日外国人に対する調査
 交通事業者に対する調査

① 12月-2月

① 1月- 2月

① 11月-2月（調整中）
② 11月-2月（調整中）

モデル事業との連携 ① モデル事業のモニタリング結果のとりまとめ
① モデル事業の実施：12月-1月
② とりまとめ：1月-2月
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最終とりまとめ方針

ガイドライン策定に向けた最終とりまとめ方針（案）

ガイドラインでは、目指すべきナイトタイムエコノミーを実現するための課題解決の方向性を整理する

整理においては、国内外の事例を基に、特徴や日本における活用の示唆をとりまとめることで、ガイドライン利用者が課

題整理を行う際のチェックリストとしての活用を期待する

 訪日外国人のニーズを捉えたコンテンツの開発、開拓、
活用が必要

1. コンテンツの拡充

夜間の観光資源活性化に向けて検討が必要な項目 課題解決の方向性

 各まちで共通・固有・イベント型のコンテンツを整備

 xxx

参考事例

 夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用する2. 場の整備
 法令・条例等の規制緩和や各種申請プロセスの簡
素化

 訪日外国人が快適に夜間の観光を楽しめる交通イン
フラの整備が必要

3. 交通アクセス
 各まちのニーズや経済合理性を考慮した整備

 xxx

 生活者、訪日外国人等全てのステークホルダーが夜
間を安心安全に楽しめる環境の整備が必要

4. 安心安全の確保
 安心安全確保のための各種環境を整備

 xxx

 訪日外国人向けのプロモーション（チケッティングの仕
組みの構築）が必要

5. プロモーション
 情報が一元化されているポータルサイトを整備

 xxx

 複数のステークホルダーが関係するため、効果的な
ナイトタイムエコノミー推進の仕組みの整備が必要

6. 推進の仕組み
 課題解決に最も現実的且つ有効な体制の構築

 xxx

 夜間観光を推進するための労働力の確保、維持、労
働者の補助等が必要

7. 労働
 夜間における雇用拡大に必要な法規制の整備・緩

和および労働の代替手段の検討

 日本におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出
方法は、海外の事例に倣い、業種の定義や経済効果
の考え方を活用

統計データ算出方法
 ナイトタイムエコノミーの対象となる業種を定義

 xxx

国内ナイトタイムエコノミー市場の把握に向けて検討が必要な項目 課題解決の方向性 参考事例

検討中

検討中



参考
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 2018年11月2日（金）に開催された、第1回夜間の観光資源活性化に関する協議会で有識者から頂いた主なコメントは、
以下の通りである

第1回協議会にて有識者より頂いたコメント（抜粋）
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有識者より頂いたコメント（抜粋）

 最終まとめまでに、コンテンツ体系3パターン（A/B/C）の分類ごとに経済効果の規模等、定量的なデータを示しては
いかがか

 面的な展開を意識した回遊イメージ（カスタマージャーニー）を作成すべきである
 ガイドラインでは日本国内の成功事例も組み合わせて紹介すべきである
 日本におけるコンテンツ体系の分類・定義づけをより詳細化するべきである
 イベント型コンテンツに関して、何年続けるとどの程度の効果が出るか、事例を示して欲しい

1. コンテンツの拡充、
場の整備

 夜間の交通アクセスを整備するのみならず、コンテンツ自体のタイムシフトを検討するべきである

 公共交通機関の夜間運行に関して、具体的な路線、運行時間帯、2次交通等の示唆を行うべきである

2. 交通アクセス

 ナイトタイムエコノミーを振興するための推進体制を整備する際は、日本特有の文化的・政治的背景を考慮すべき
である

 ナイトメイヤー選考基準の透明性、明確化を行うべきである

3. 推進の仕組み

本編P54
第3回協議会

資料編P41~49

ガイドライン

第3回協議会

ガイドライン

ガイドライン

対応方法

資料編P59

資料編P29



海外の都市では、民間の団体によってミュージックベニューを定量的に評価する取り組みも行われており、統計データ

には現れにくい文化醸成の側面に視点が当てられている

日本においても、統計データでは計れない定性的なナイトタイムエコノミーの価値を評価、検討すべきである

海外におけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法

ニューヨークにおけるミュージックベニューを評価する取り組み
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海外事例

概要：
2018年10月、ナイトタイムエコノミー振興を目的に活動している
Creative Footprintという民間団体が、ニューヨークに点在する
ミュージックベニュー約500施設を対象に、それらがナイトライフ文化
に与える影響について、調査結果を公表した

評価項目：下記のカテゴリーによって評価されている

＜スペース＞
・ロケーション
・営業時間
・評判
・施設の大きさ
・デザイン及び他分野とのコラボレーション

＜フレームワーク＞
・公共の場での文化的活動
・意思決定者とのコミュニケーションの容易さ
・法規制全般
・住民一人当たりの施設数

＜コンテンツ＞
・毎月のイベント回数
・プロモーション方法
・アーティストの人気
・創造的なアウトプットの量
・イノベーションの度合い

※イメージ

A

B

C

D

E

F

xxx xxx xxx

Creative Footprint Music
NEW YORK

出所：「Creative Footprint New York」(Creative Footprint )
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日本のノンコアナイトタイムエコノミーに該当すると想定される業種は以下の通りである

【ノンコアナイトタイムエコノミー業種（想定）1/3】

出所： 「日本標準産業分類」（総務省）を基に作成

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

大分類 中分類 詳細分類

A 農業，林業 ― ―

B 漁業 ― ―

C 鉱業，採石業，砂
利採取業 ― ―

D 建設業 ― ―

E 製造業 ― ―

F 電気・ガス・熱供
給・水道業 ― ―

G 情報通信業 ― ―

H 運輸業，郵便業 42 鉄道業

421 鉄道業
4211 普通鉄道業
4212 軌道業
4213 地下鉄道業
4214 モノレール鉄道業（地下鉄道業を除く）
4215 案内軌条式鉄道業（地下鉄道業を除く）
4216 鋼索鉄道業
4217 索道業
4219 その他の鉄道業

43 道路旅客
運送業

431 一般乗合旅客自動車運送業
4311 一般乗合旅客自動車運送業

432 一般乗用旅客自動車運送業
4321 一般乗用旅客自動車運送業

433 一般貸切旅客自動車運送業
4331 一般貸切旅客自動車運送業

439 その他の道路旅客運送業
4391 特定旅客自動車運送業
4399 他に分類されない道路旅客運送業

大分類 中分類 詳細分類
H 運輸業，郵便業 45 水運業 451 外航海運業

4511 外航旅客海運業
4512 外航貨物海運業

452 沿海海運業
4521 沿海旅客海運業
4522 沿海貨物海運業

I 卸売業，小売業 56 各種商品
小売業

561 百貨店，総合スーパー
5611 百貨店，総合スーパー

569 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満の
もの）

5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満
のもの）

58 飲食料品
小売業

581 各種食料品小売業
5811 各種食料品小売業

585 酒小売業
5851 酒小売業

60 その他の
小売業

603 医薬品・化粧品小売業
6031 ドラッグストア
6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く）
6033 調剤薬局
6034 化粧品小売業

J 金融業，保険業 ― ―

K 不動産業，物品
賃貸業 ― ―

L 学術研究，専門・
技術サービス業

72 専門サー
ビス業（他に
分類されない
もの）

726 デザイン業
7261 デザイン業

727 著述・芸術家業
7271 著述家業
7272 芸術家業

73 広告業 731 広告業
7311 広告業

日本版（想定）

Retail

Transportation
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日本のノンコアナイトタイムエコノミーに該当すると想定される業種は以下の通りである

【ノンコアナイトタイムエコノミー業種（想定）2/3】

出所： 「日本標準産業分類」（総務省）を基に作成

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

大分類 中分類 詳細分類

M 宿泊業，飲食サー
ビス業

75 宿泊業 751 旅館，ホテル
7511 旅館，ホテル

752 簡易宿所
7521 簡易宿所

753 下宿業
7531 下宿業

759 その他の宿泊業
7591 会社・団体の宿泊所
7592 リゾートクラブ
7599 他に分類されない宿泊業

N 生活関連サービス
業，娯楽業

78 洗濯・理
容・美容・浴場
業

783 美容業
7831 美容業

784 一般公衆浴場業
7841 一般公衆浴場業

785 その他の公衆浴場業
7851 その他の公衆浴場業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
7891 洗張・染物業
7892 エステティック業
7893 リラクゼーション業(手技を用いるもの)

7894 ネイルサービス業
7899 他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

79 その他の
生活関連サー
ビス業

791 旅行業
7911 旅行業(旅行業者代理業を除く)

7912 旅行業者代理業
O 教育、学習支援業 82 その他の教

育、学習支援
821 社会教育

8211 公民館
8212 図書館
8213 博物館，美術館
8214 動物園，植物園，水族館
8216 社会通信教育
8219 その他の社会教育

大分類 中分類 詳細分類

O 教育、学習支援業 82 その他の教
育、学習支援 824 教養・技能教授業

8241 音楽教授業
8242 書道教授業
8243 生花・茶道教授業
8244 そろばん教授業
8245 外国語会話教授業
8246 スポーツ・健康教授業
8249 その他の教養・技能教授業

829 他に分類されない教育，学習支援業
8299 他に分類されない教育，学習支援業

P 医療，福祉 83 医療業 831 病院
8311 一般病院
8312 精神科病院

832 一般診療所
8321 有床診療所
8322 無床診療所

833 歯科診療所
8331 歯科診療所

835 療術業
8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整

復師の施術所
8359 その他の療術業

Q 複合サービス事業 ― ―

日本版（想定）

Hospitality
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日本のノンコアナイトタイムエコノミーに該当すると想定される業種は以下の通りである

【ノンコアナイトタイムエコノミー業種（想定）3/3】

出所： 「日本標準産業分類」（総務省）を基に作成

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

大分類 中分類 詳細分類

R サービス業（他に分
類されないもの）

88 廃棄物処
理業

881 一般廃棄物処理業
815 ごみ収集運搬業
8816 ごみ処分業
8817 清掃事務所

882 産業廃棄物処理業
8821 産業廃棄物収集運搬業
8822 産業廃棄物処分業

92 その他の
事業サービス
業

923 警備業
9231 警備業

929 他に分類されない事業サービス業
9291 ディスプレイ業
9294 コールセンター業
9299 他に分類されないその他の事業サービス業

95 その他の
サービス業

959 他に分類されないサービス業
9599 他に分類されないサービス業

S 公務（他に分類され
るものを除く）

― ―

T 分類不能の産業 ― ―

日本版（想定）
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ナイトタイムエコノミー先進都市のシドニーでは、ナイトタイムエコノミー推進により雇用創出を実現しており、2030年まで

の具体的な数値目標を掲げている

少子高齢化が進む日本においては、労働力の確保が課題となってくる

出所：「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）、「OPEN Sydney」（City of Sydney）

ナイトタイムエコノミーによる雇用者数推移（シドニー）

31,871

＋7％

• シドニーでは、2030年までのナイトタイムエコノミーの
中長期プラン”OPEN Sydneyを2013年に発表

• “OPEN Sydney”取り組み開始以降、雇用者数は順調
に増加傾向で推移

• また上記プランにて、夜間における雇用の25％増を
2030年までの目標として掲げている

7.労働
労働における諸外国の現状

30,348

32,411

+25％

目標（人）



レストラン、カ

フェ, 53.3%

パブ、バー、居

酒屋, 17.9%

文化芸術, 

13.4%

ナイトクラブ, 

1.8%

スポーツ, 

3.3% ギャンブ

ル, 

9.5%

その他, 0.8%

レストラン, 

56.0%パブ、バー、居酒

屋, 20.3%

文化芸術, 

10.2%

ナイトクラブ, 

6.0%

スポーツ, 2.1%

カジノ、ギャンブル, 5.4%

53

食事が過半数を占めるものの、A.共通コンテンツに代表される「パブ、バー、居酒屋」もその次に割合が高く、消費を支

える欠かせないコンテンツであると言える

 B.固有コンテンツに代表される「文化芸術」も飲食に次ぎ大きく、経済効果を見込めるコンテンツであると言える

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ毎の経済効果

コンテンツ毎の売上比率

レストラン, 

63%
バー, 11%

文化芸術, 

22%

スポーツ, 

4%

シドニー ニューヨークロンドン（ウェストミンスター）

出所：「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）
「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）、「New York City’s Nightlife:A PREVIEW of the MOME Economic Impact Study」（NYC Media&Entertainment）

:パブ、バー、居酒屋

:文化芸術（映画、演劇、コンサート、シアター、音楽を含む）

A

B

A

B

A

B
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