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休暇改革のビジョン休暇改革のビジョン休暇改革のビジョン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 

休暇を楽しむ

○豊かさの実感 
○心身の健康増進 
○家族 絆 強化

休暇を楽しむ
ライフスタイルへ 

○家族の絆の強化
○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・バランスの推進いきいきと働く組織づくり ○ワ ク ライフ バランスの推進
○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
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社会・経済活性化 創出 
○環境負荷の軽減 など 



私たちの休暇の特徴私たちの休暇の特徴私たちの休暇の特徴私たちの休暇の特徴

祝日の割合が高い 
（ 斉 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
一時的に集中 

25.0 
30.0

24.6 
13.2 8.2 

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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休みがとりやすくなったら休みがとりやすくなったら休みがとりやすくなったら休みがとりやすくなったら

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。 

地域活動等の社会貢献をしてみたい

国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移 

地域活動等の社会貢献をしてみたい。

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 精を出 う れとも 資格をと う

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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経営に効く休暇経営に効く休暇経営に効く休暇経営に効く休暇

有休100％取得で、社員の時間管理に対する意識が向上。有休

ＯＥＣＤ加盟諸国の労働生産性（2008年／30ヵ国比較） 

とって旅に出ることで提案力のある社員づくり。

休暇制度 夫 若手 採用 定着に成功 ベ ラ から

六花亭製菓株式会社 

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 

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

※財団法人日本生産性本部資料による。 
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ハイシ 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 ルシ ズン
の稼働日が満室な「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みんなで取り組む休暇改革みんなで取り組む休暇改革みんなで取り組む休暇改革

休暇を楽しむライフスタイル

国民 労働界 
連続休暇の確保に向
けた取組 

休暇を楽しむライフスタイル
家族との時間 
家庭の教育力の向上 

【最初の課題】 
休暇に関する意識改革教育界 経済界 休暇に関する意識改革

↓ 

国民運動へ

自治体 国

国民運動へ 学校休業日の
多様化・柔軟化 余暇活動をビジネス

チャンス・雇用創出に 
経営に効く休暇自治体 国

魅力的な地域づくり 
人と地域とのつながり

休暇取得の地区別分散化案 
家族の時間づくりプロジェクト

経営に効く休暇
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人と地域とのつながり 家族の時間づくりプロジェクト
有給休暇取得促進 



休暇改革のための提案 休暇取得の分散化休暇改革のための提案 休暇取得の分散化

春の大型連休の分散（２０１０年５月～６月の例） 

「成人 「 どり 「子供 休 を地域ブ ク別 分散

【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

※分散期間の例 

日 月 火 水 木 金 土 
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 
現行の祝日（記念日に） 

「九州 沖縄 中国 四国」の休日

５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。 

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 

「九州・沖縄・中国・四国」の休日

「近畿」の休日 

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日
６月

６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 
「南関東」の休日

「北海道・東北・北関東」の休日 

秋の大型連休の創設（２０１０年９月～１０月の例） 

月

日 月 火 水 木 金 土 
26日 27日 28日 29日 30日 １日 ２日 

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 
「北海道・東北・北関東」の休日 

９月 

「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 

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 

「近畿」の休日

「中部・北陸信越」の休日 

「南関東」の休日 

体育の日 
（記念日に） 

１０月

6 

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 

「九州・沖縄・中国・四国」の休日 

「近畿」の休日

有休取得の働きかけ 

※ブロック割の例 



休暇改革への取組 家族の時間づくりプロジェクト 休暇改革への取組 家族の時間づくりプロジェクト 

実施地域名 実施日 実施内容（予定）

 
○4/30（金）に学校を休みとし、4/29（木）～5/5（水）まで7連休を設定 
○4/30（金）は、市内主要事業所52社中、25社（48％）が休業日 
○市の博物館など5施設を無料開放し展示物などを特別公開 

三重県亀山市の実施結果 
全国９地域の実施時期、参加者 

 
○【保護者の声】 4/30（金）の休業日が家庭にもたらした良い影響 

 

実施地域名 実施日 実施内容（予定）

三重県 
亀山市 

4/29～5/5（7日） 
市内全ての幼稚園（6）・
小学校（11）・中学校（3） 
参加人数：4,662名 

東京都 尾久宮前小

亀山市におけるアンケート調査結果（抜粋） 

 
 
 

東京都 
荒川区 

6/5～6/7（3日） 
尾久宮前小
参加人数：230名 

山口県 
山口市 

9/19～9/26（8日） 
私立野田学園中 
参加人数：200名 

静岡県 市内全小中 4月30日を休みにしたことで実現できたこと
 
 
 
 

静岡県 
島田市 

10/8～10/11（4日） 
市内全小中
参加人数：8,000名 

福岡県 
福岡市 

10/8～10/13（6日） 
博多小 
参加人数：600名 

10/7 10/11（5日） 朱雀第三小（390名）

4月30日を休みにしたことで実現できたこと ※４月３０日に仕事をしなかった層の回答 

 
 
 
 
 

京都府 
京都市 

10/7～10/11（5日） 
10/8～10/12（5日） 
10/8～10/13（6日） 
10/9～10/14（6日） 

朱雀第三小（390名）
上鳥羽小（370名） 
小栗栖宮山小（370名） 
向島藤の木小（300名） 

福井県 10/30～11/3（5日）
野向小 

※4/30（金）が休日となったことを評価する保護者からの回答              
○【学校関係者の声】 学校休業日を個別に設定することへの評価・影響 
・4/30（金）を休業日に設定することに困難が生じると考えられる点（「学校行 
 事の実施」、「保護者や子どもへの周知」等）の各項目について、それぞれ約 
５ ９割の学校長 教職員から 特に困難は生じなか たとの回答があ た

勝山市 
10/30～11/3（5日） 

参加人数：36名 

福井県 
小浜市 

11/3～11/7（5日） 
小浜小 
参加人数：272名 

10/31～11/3（4日） 新井南小（90名）
５～９割の学校長、教職員から、特に困難は生じなかったとの回答があった。

・子ども達にとっては、親子で一緒に出かける時間や機会が増えた（ようだ）、 
 という回答が、学校長・教職員の約8割からあった。 
・連続した休業日の設定については、約６～７割の学校長・教職員が賛成と回答。 
 一方、「保護者が休みではない場合の子どもへの影響」を懸念する意見があった。 

新潟県 
妙高市 

11/20～11/23（4日） 
 
 
 

妙高高原中（140名） 
妙高高原北小（170名） 
妙高高原南小（90名） 
新井中央小（370名） 
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経済に効く休暇経済に効く休暇経済に効く休暇経済に効く休暇

混雑緩和で混雑緩和で2.2.８兆８兆円の新規の旅行需要円の新規の旅行需要  

 【春のGW 】 

平成22年GWの国内旅行消費額  約1.4兆円 

混雑緩和による新たな国内旅行需要 約１兆円混雑緩和による新たな国内旅行需要 約１兆円

 【秋の連休創出】 

平成21年SWの国内旅行消費額  約1.4兆円 

新たに創出される国内旅行需要  約1.8兆円 
 

＊旅行消費の経済波及効果は大きい＊ 
平成20年度 旅行消費額23 6兆円 → 経済波及効果51 4兆円

※「GW観光旅行調査」（平成22年4～5月において観光庁が実施）より試算。 
（精査中） 

平成20年度 旅行消費額23.6兆円 → 経済波及効果51.4兆円
 

有休完全取得で有休完全取得で15.615.6兆円の経済波及効果兆円の経済波及効果  
※国土交通省「平成２０年度旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」による。経済効果の推計においては、2005年産業連関表（総務省）を使用。 

 未取得の年次有給休暇（約4.3億日）が完全取得されると 

経済波及効果 ： 約15兆6,300億円 → 2008年度の名目ＧＤＰ498兆円比３％ 

雇用創出効果 ： 187 5万人 （新規雇用者数55万人＋代替雇用者数132 5万人）
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雇用創出効果 ： 187.5万人 （新規雇用者数55万人＋代替雇用者数132.5万人） 
           → 2009年９月完全失業者数363万人のうち52％を解消 
 『休暇改革は「コロンブスの卵」』（経済産業省、国土交通省、(財)自由時間デザイン協会、2002 年）の手法を用い、

観光地域経営フォーラム（事務局：(財)日本生産性本部）試算。 



休暇取得の分散化の課題と対応案休暇取得の分散化の課題と対応案休暇取得の分散化の課題と対応案休暇取得の分散化の課題と対応案

企業 プ 本支店
企業の休日は労使協議を尊重。

【課題】 【対応案】 

企

企業のサプライチェーンや本支店間
連絡への影響 
取引先等の休業日以外休めず、逆に
休みが減少する恐れ

企業の休日は労使協議を尊重。
取引先企業への配慮、シフト勤務、計画
的な在庫調整などの工夫を呼びかける。 
先進事例を紹介し、ノウハウを共有。 

業
活
動

休みが減少する恐れ 更なる有給休暇取得促進策の実施。 

資金決済への影響 金融機関等は決済機能の継続のため、
必要な体制構築。動

 
官公庁の手続きが必要な場合 公的機関の休日は所在地の休日にあわ

せ、必要な業務はシフト勤務で対応。 

学
校

全国大会・地方大会、学校行事等へ
の影響 

行事開催スケジュールを調整できるよう、
十分な周知・準備期間を設ける。 

 
家
族
・

友
人

 

ふるさとの家族や友人、単身赴任の
親と家族との休みがあわなくなる懸念 

左記に該当する従業員が有休を取得で
きるよう、企業に協力を依頼。 

祝
日
の

意
義

 

祝日の意義を失わせる恐れ 
祝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を促進する。
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