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１．本マニュアルについて

新型インフルエンザ（A／H1N1）が、2009年5月に国内発生して以降、修学旅行をはじめとした旅行のキャンセルが数
多く発生し、関西をはじめ各地で観光関連産業にも大きな影響が出ました。

そこで、今後の感染症発生時に備えて、観光関連産業における影響を最小限に食い止めるために関係者がとるべき方
策について共有化を図るため、「観光関連産業における感染症風評被害対策マニュアル」を取りまとめました。

本マニュアルは、主に国内の旅行業および宿泊業を対象としていますが、飲食業などその他の観光関連産業にも応用本 、 国 旅 象 す 、飲食 そ 観光関 産
できる内容としています。また、風評被害※対策における関係者間の連携の重要性を踏まえ、自治体などとの連携につ
いても言及しています。
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※ 風評被害の定義
・ある地域で感染症が流行し、情報に接した多くの消費者がその地域を旅行することが著しく危険であるかのように誤認して旅行を手控え、観光関連産業が有形
（経済的損失）、無形（ブランドイメージの低下）の損失を被ること。

・感染症が発生・流行している地域の周辺地域が、実際には感染が流行していないにもかかわらず、流行地域と同一視されることにより、周辺地域への旅行者が
減少して観光関連産業が損失を被ること。

＜本マニュアルの対象＞



２．風評被害の対策

各主体は、加盟団体、地域の関係団体、事業者等とあらかじめ役割分担を調整しておくことが重要です。各主体は、加盟団体、地域の関係団体、事業者等とあらかじめ役割分担を調整しておくことが重要です。

加盟団体は、事業者とあらかじめ、役割分担を調整しておくことが必要です。

中央及び地域においては、観光関連産業が横断的に連携し、情報の収集・発信を総合的に行う体制を整備してお

くこととします。

緊急時に迅速な対応がとれるよう、

平時からの合同対策組織の設置を検討。

合同対策組織の検討

【期間２】 【期間３】【期間１】

感染症が発生していない平時から、風評被害の発生、そして観光需要が回復して新たな需要の創造を図るまでの過
程を、本マニュアルでは次の３つの期間に分けています。
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＜風評被害の過程＞



３．平時における対策のポイント

【ねらい】

全国的な団体 地域的な団体 事業者

１．対策組織や情報の収集・発信体制を整備しておく。
２．観光関連産業以外の関係者とも関係を構築しておく。
３．感染症の国内発生に備える。

全国的な団体 地域的な団体 事業者

(1) 対策組織の検討・設置

□感染症の発生前から、風評被害に対応する対策組織の体制・役割を検討。

□自治体 観光協会 他の業界団体と連携した対策組織の設置を検討 □業界団体 対策方針に最大限に協力

□対策組織から得た情報を従業員へ周知。

(2) 観光関連産業以外の関係者との関係構築

□国・自治体の観光行政部門、観光協会、マスコミ、運輸業界、広告
PRの専門家 医療機関などの専門家と関係を構築

□自治体、観光協会、他の業界団体と連携した対策組織の設置を検討。 □業界団体の対策方針に最大限に協力。

□業界団体の対策方針に最大限に協力。

(3) 情報収集・発信の検討
□収集した情報を速やかに指示するため

・PRの専門家、医療機関などの専門家と関係を構築。
□感染症に関する正しい情報を得るために医療機関などの専門家と関係を構築。 □普段よりリピーターを増やすよう努め

る。

従業員の緊急連絡先を整理。
□収集した情報に基づき速やかに連絡す

るため重要な取引先の緊急連絡先を整
理。

□発生が予想される感染症や過去の風評被害への対応など関連する情報を収集。
□収集した情報を、団体内外へ速やかに発信するための体制・手段を整備。

（内部への発信手段）
・緊急連絡網・会員専用ホームページ・メーリングリストなど

国 自治体 観光行政部門 観光協会 ミ 旅行者等 外部 情報発信□国・自治体の観光行政部門、観光協会、マスコミ、旅行者等の外部への情報発信
については、 ホームページ、メーリングリストなどを整備。

(4) 感染予防策の準備

□感染防止対策マニュアルや対策指 □万一の発生に備え、地域の感染症の医療体制を確認。
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□感染防止対策マニュアルや対策指
針を作成し、会員へ配布。

□海外における感染症情報の収集。

□業界団体から発信された情報を会員に
発信。

□業界団体から得た情報を従業員等に周
知。



４．発生初期における対策のポイント
【ねらい】

全国的な団体 地域的な団体 事業者

１．感染症による従業員や旅行者の健康被害を最小限に抑える。
２．風評による需要の落ち込みをできるだけ抑える。
３．「需要創造期」に向けた準備を整える。

国的 団体 地域的 団体 事業者

(1) 対策組織の立ち上げ

□感染症発生を確認した後、速やかに風評被害対策組織を立ち上げ。
□業界全体での対策を検討。

(2) 情報の収集

□感染症や風評被害の発生状況、他の業界団体や国・自治体の対応動向を収集
（風評被害の兆候を察知）。

□医療機関などの専門家から、感染症に関する正しい情報を得るよう努める。
□外国人の日本への旅行に対する意識変化を把握

□自社で必要な対応策に関する情報
を収集。

□従業員などの健康状況を把握。

(3) 情報の発信

□外国人の日本への旅行に対する意識変化を把握。

□受信した情報に応じて速やかな対
応を実施。

□その他自社で必要な対応を実施。

□消費者に安心感を与える正確な情報発信の徹底について呼びかけ。
（主な内容）
・旅行先の感染症の流行状況や医療体制

□従業員などの健康状況を把握。

・旅行先の感染症の流行状況や医療体制
・旅行者が行うべき旅行中の感染予防策
・自組織・施設の感染拡大防止への取り組み など

□報告された情報に基づき新たな対
策を検討。

□旅行者のキャンセル状況および従業
員などの健康状況を報告。

□従業員等の安全確保を優先した感染

□旅行者のキャンセル状況および
従業員などの健康状況を取りまとめ。

(4) 感染予防策の実施

□感染疑い者の発生時は、政府などから公表される感染予防策を適切に実施。

策を検討。 □従業員等の安全確保を優先した感染
症の予防策を周知徹底。

従業員などの健康状況を取りまとめ。
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(5) 需要創造期に向けた誘客事業の準備 □業界団体や自治体が主催する誘客

事業に積極的に協力。□効果的に誘客事業を行うため個別の誘客事業を準備。
□誘客事業の実施体制、時期や宣伝媒体を検討するに当たっては、広告・ＰＲの専

門家も活用。 □独自の誘客事業も検討。



５．需要創造期における対策のポイント

【ねらい】

(1) 情報の収集・発信全国的な団体 地域的な団体 事業者

１．風評により落ち込んだ需要の、回復スピードを速める。
２．風評被害発生前に比べ、新たな旅行需要を創造する。

(1) 情報の収集・発信

□受信した情報に応じた迅速な対応
を実施。

□迅速、正確、安心に留意し、感染症の収束に関する情報や感染予防策の継続実施な
ど感染症に係る最新情報を提供。

□誘客事業を連携して行えるよう、需要の回復動向や今後の誘客事業の予定について情報共有。

□感染症発生地・周辺地域への旅行が安全であることを消費者へ訴求できるための情
報を発信。

（主な内容）（ な内容）
・自治体などによる旅行安心宣言・専門家による安全性の解説・感染者が継続的に発

生していないこと など

□情報が効果的に消費者に届くよう、発信媒体を選定。
（主な媒体）

・新聞（全国紙 地方紙）・タウン紙（フリーペーパーなど）・ホームページ
□業界団体の対策方針に最大限に協力。

□外国人向けにも安心して日本を旅行
できる旨、情報発信。

新聞（全国紙、地方紙） タウン紙（フリ ペ パ など） ホ ムペ ジ
・メールマガジン など

(2) 誘客事業の実施

□安心して旅行できる環境が整いつつある段階、もしくは観光需要の減少が落ち着
いた段階で速やかに準備していた誘客事業を実施。

□業界団体の対策方針に最大限に協力。

□独自の誘客事業も実施。
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(3) 対策の検討・見直し

□感染症の変化や誘客事業の効果について検証・見直しの実施。 □旅行者の予約・回復状況等を適宜報
告。


