資料1

『第4回検討会資料』
PwCコンサルティング合同会社

2021年 2月 18日

0.本年度実施内容（全体の実施概要 ※再掲、一部編集）
• 第3回検討会以降、事例集の作成と調査（昨年度プロジェクトフォローアップ調査、海外事例調査）を実施。
• この後3月に向けて、事例集の最終化及びデータの展開、成果抽出・まとめ、報告書作成を実施予定。
 本事業の全体スケジュール
検討会の実施
2020年
12月後半

★第3回検討会
（シンポジウム実施報告・女性
活躍事例集（仮称））

シンポジウムの
企画・運営

事例集の作成

調査
昨年度プロジェクト
フォローアップ調査

デザイン作成・シンポジウム
発表内容の文字おこし

調査項目の作成

1月前半
回答フォーマットの
作成

シンポジウムの内容部分の
作成

1月後半

実査

2021年

登壇者への
内容確認

2月前半

2月後半

★第4回検討会
（本年度のまとめ、次年度施策
の検討）

概要部分・コ
ラムの作成

事例抽出
事例概要一覧の
作成
深堀事例の選定・
詳細調査

分析

修正・最終調整
展開

3月前半

海外事例調査

成果抽出・まとめ
報告書作成
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0.本年度実施内容（全体の実施概要 ※再掲、一部編集）
• 事業の全体設計の見直しに伴い、実施事項と成果物を以下の通り再整理。
• シンポジウムから得られた情報及び調査結果から抽出した情報は、以下の通り、女性活躍事例集（仮称）のコンテンツや本事業報告書の作成に
活用。
 実施事項と成果物の関係
インプット

抽出する情報

アウトプット
女性活躍事例集（仮称）

シンポジウム

当日のパネルディスカッション・交流
会内容、シンポジウム実施後の
交流会企業ヒアリング

 観光分野での女性のキャリアパス事例
 多様な人材が活躍するための「整える」、「育てる・引き
上げる」取組事例
 「withコロナ時代」における新しい観光のカタチ
 観光分野のダイバーシティ＆インクルージョン推進の意義
 多様な人材がマネジメント層で活躍することによる効果

事例ベースで観光分野における女性活躍推進の
意義や効果、取組方策等を「知らせる」ツール

本事業報告書
国内調査

海外調査

昨年度PJTフォローアップ調査
（参加企業、参加女性）

諸外国の取組事例調査（文献
調査）

 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、採用
戦略の見直しを実施する中で、多様な女性人材の採
用・活躍支援の方向性がどのように変化しているか

 観光分野における女性活躍やダイバーシティ＆インク
ルージョンの取組事例

「知らせる」、「整える」、「育てる・引き上げる」
について、本事業で得られた情報を整理し、
来年度以降も観光分野におけるさらなる
女性活躍を推進するために、どの主体がどのような
取組を実施すべきか整理
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1.事例集の作成
■あなたと輝くこれからの観光～観光分野における女性活躍事例集～の作成
• シンポジウムの内容をとりまとめた、「あなたと輝くこれからの観光～観光分野における女性活躍事例集～（以下、事例集）」を作成。
• 本パンフレットは、事例ベースで観光分野における女性活躍推進の意義や効果、取組方策等を示し、今後のより広範な企業の取組・個人の入職を
後押しするツールとして作成。
 対象：観光分野の各企業（女性活躍推進の取組推進の余地のある企業）／観光分野への入職可能性のある個人
 目的・コンセプト：企業にとっては先進事例の情報収集ができるもの、個人にとっては観光分野における多様な人材の活躍の可能性を感じられるもの
 事例集構成

 「はじめに」と「概要」

大項目

中項目
•
•
•

本紙作成の意図
本紙の活用イメージ
観光分野における女性活躍への期待

•
•

観光業キャリアマップ（業種・職種、キャリアパス）
女性活躍推進の取組マップ（知らせる、整える、育てる・
引き上げる）

•
•
•
•
•

業種の説明
自社の説明
取組の説明（D&I、女性活躍の目線を入れて）
ロールモデルの説明（しごと・ライフイベント含む）
Q&A（来場者とのQ&Aや事後ヒアリング内容を一部抜
粋）

コラム

•

海外での観光分野における女性活躍の取組

おわりに

•

パネリストからのメッセージ

参考資料

•
•

本シンポジウムの資料掲載先URL
本事業・検討会の観光庁HP URL

はじめに

概要

事例集

 「事例集」、「コラム」、「おわりに」
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1.事例集の作成
■事例集の工夫点
• 前回検討会の指摘事項を踏まえ、読者の属性別に届けたい情報を整理。
• 各掲載事例の特徴を抽出・分類し、各事例ページに「女性活躍の取組」タグ、「新しい取組」タグ、「キャリアパス」タグ、「ライフイベントとの両立」タグを設
置。読者の属性に応じた要注目のタグの種類を、事例集冒頭に明記。
 工夫点：読者が分かりやすいようにタグ付け

4

2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査
■昨年度事業「観光業でキャリア再発進プロジェクト」参加女性/ホテル企業のフォローアップ調査
• 昨年度事業「観光業でキャリア再発進プロジェクト」参加女性/ホテル企業それぞれに対し、フォローアップ調査を実施。
• 参加女性、ホテル企業に対してそれぞれアンケートを実施し、下表の項目についての情報を収集。
• 昨年度事業に関する設問の他、参加女性に対しては新型コロナウイルス感染症の影響による就労状況の変化について、ホテル企業に対しては昨今の
新型コロナウイルス感染症の影響による採用戦略の見直し、多様な女性人材の採用・活躍支援の方向性の変化についても調査し、今後の観光分野
における女性活躍施策全体の検討に活かす。
 参加女性へのフォローアップ調査の観点
対象分類

ホテル企業に就職した
参加女性
採用プロセス
に参加した
参加女性

採用プロセス
に参加しな
かった
参加女性

 ホテル企業へのフォローアップ調査の観点
調査の観点

対象分類

（勤務を継続している女性）
 新型コロナウイルス感染症の影響
 働き続けて感じたメリット
 自身が身につけたいと感じたスキル
 現在感じている懸念・課題
 今後のキャリアパスの展望
（勤務を継続していない女性）
 新型コロナウイルス感染症の影響
 就職を通じて得られた経験
 今後自身が身につけたいと感じたスキル
 今後のキャリアパスの展望

ホテル企業には就職しな
かった参加女性
• 現在も就職活動中
• ホテル企業以外に就職
• 現職の継続を決め辞退

 現在の就労状況／就職活動状況の確認・新型
コロナウイルス感染症の影響
 ホテル業への就職活動を通じて感じた課題
 観光分野についての興味関心の変化
 ホテル業以外の観光分野についての関心の有無
 今後の自身のキャリアの展望（観光分野への
就職の可能性）

• 現職の継続を決め辞退
• 家庭の事情により辞退
• 体調の不安により辞退

 現在の就労状況／就職活動状況の確認・新型
コロナウイルス感染症の影響
 観光分野についての興味関心の変化
 ホテル業以外の観光分野についての関心の有無
 今後の自身のキャリアの展望（観光分野への
就職の可能性）

参加女性を
採用した
ホテル企業

参加女性を
採用しなかっ
たホテル企業

調査の観点

（雇用を継続している企業）
 採用した女性の現職の状況
 参加女性を受け入れてみて感じたメリット
 より女性が活躍するための課題、改善方針
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、採用
戦略の見直しの方向性
 今後の採用戦略における多様な女性人材採用
の方向性
（雇用を継続していない企業）
 参加女性を受け入れてみて感じたメリット
 より女性が活躍するための課題、改善方針
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、採用
戦略の見直しの方向性
 今後の採用戦略における多様な女性人材採用
の方向性

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、採用
戦略の見直しの方向性
 今後の採用戦略における多様な女性人材採用
の方向性
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加女性の採用実績）
• 2020年3月時点で、ホテル企業への採用決定は5名（採用プロセス参加者数に対する決定率は35.7%、マッチング参加者数に対する決定率は
26.3％、リカレント講座受講者数に対する決定率は22.7%）。ホテル企業以外への就職決定者も2名。
• ホテル企業への採用が決定した5名とも、パート・アルバイトとして就業した。
女性参加状況

プロジェクト参加前の就労状況

講座修了者
マッチングイベント参加
採用プロセス参加

22名

ー

19名

ー

14名

ー

ホテル企業に就職決定

5名

正社員1名、契約・派遣3名、就業なし1名

ホテル企業に応募したが採用に至らず辞退

4名

契約・派遣1名、フリーランス2名、アルバイト2名

ホテル企業以外に就職決定

2名

契約・派遣1名、フリーランス1名

現職の継続を決め辞退

2名*1

フリーランス2名

その他

1名*2

契約・派遣1名

採用プロセス辞退

5名

ー

現職の継続を決め辞退

2名

パート・アルバイト2名

家庭事情・体調の不安により辞退

3名

契約・派遣1名、フリーランス1名、就業なし1名

マッチングイベント不参加

3名

ー

現職の継続を決め辞退

2名

正社員2名

体調の不安により辞退

1名

アルバイト1名

*1:このうち1名は内定を獲得したが辞退（勤務体系の希望が合わなかった、長く勤めるイメージがわかなかったため）
*2:内定を獲得したが辞退（現在実施しているボランティア活動の任期が終わってから再チャレンジしたい）
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加女性）
• 参加女性向けアンケートの質問項目詳細は以下の通り。
共通

対象

氏名

分類

No.
― 氏名

設問

形式

選択肢

1.1 現在の就労状況を教えてください。

複数選択

1.1で「ホテル業に勤務」と回答した方
現在の就労状況
1.1で「ホテル業に勤務」、「ホテル業以外の観
光業企業・組織に勤務」、「観光業以外の企 現在の就労状況
業・組織に勤務」、「自営業」と回答した方
1.1で「ホテル業に勤務」、「ホテル業以外の観
光業企業・組織に勤務」、「観光業以外の企 現在の就労状況
業・組織に勤務」、「自営業」と回答した方

1.2 勤務先は、昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で就労した先ですか。

単一選択

ホテル業に勤務/ホテル業以外の観光業企業・組織に
勤務/観光業以外の企業・組織に勤務/自営業/就
労していない/その他
はい/いいえ

1.3 現在の就労形態を教えてください。

単一選択

正社員/契約社員/パート・アルバイト/その他

1.4 現在の仕事内容を教えてください。

自由記述

―

1.1で「就労していない」と回答した方

1.5

もしご就労を妨げる要因・理由等がありましたら、差し支えない範囲で教えてください。（特
自由記述
にご就労を希望していない場合は、「就労を希望していないから」とご記載ください）

―

共通

共通
2.1で「はい」と回答した方
昨年度プロジェクトでの就業有無が「有」の方
昨年度プロジェクトでの就業有無が「有」の方
昨年度プロジェクトでの就業有無が「有」の方
昨年度プロジェクトでの就業有無が「無」の方

現在の就労状況

現在の就労状況
新型コロナウイルス感
染症の影響
新型コロナウイルス感
染症の影響
昨年度プロジェクトに
ついて
昨年度プロジェクトに
ついて
昨年度プロジェクトに
ついて
昨年度プロジェクトに
ついて

2.1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、ご自身の就労状況に変化が生じましたか。

単一選択

2.2 具体的にどのように変化したか教えてください。

自由記述

3.1
3.2
3.3
3.4

昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で就労して得られた経験やスキル、または感
自由記述
じた課題があれば教えてください。
昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で就労した企業の対応で、助かった/嬉し
自由記述
かったと感じたこと、または困った/改善してほしいと感じたことがあれば教えてください。
その他、昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で就労した企業において、現場で感
自由記述
じた女性活躍推進に対する壁・課題があれば教えてください。
昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」に参加してて得られた経験やスキル、または
自由記述
感じた課題があれば教えてください。
昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」の就職活動における企業の対応で、助かっ
た/嬉しかったと感じたこと、または困った/改善してほしいと感じたことがあれば教えてください。自由記述
（就職活動をされなかった方は「特になし」とご記入ください）
今後、どのような経験やスキルを得たいと思いますか。
自由記述

昨年度プロジェクトでの就業有無が「無」の方

昨年度プロジェクトに
ついて

3.5

共通

今後の展望について

4.1

共通

今後の展望について

4.2 今後もホテル業やその他観光業で働きたい・働いてみたいと感じますか。

複数選択

共通
共通

今後の展望について
今後の展望について

4.3 その理由を教えてください。
4.4 差し支えなければ、今後のキャリアの展望について教えてください。

自由記述
自由記述

共通

観光業に関する情報
観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体として、今後どのような
4.5
複数選択
について
イベント・情報源等があれば、参加してみたい・読んでみたい、と思いますか。

共通

観光業に関する情報
4.6 上記のようなイベント・情報源等において、どのような情報があると良いと思いますか。
について

複数選択

共通

その他

自由記述

5.1 その他、ご意見・ご感想等ございましたら、ご自由にご記入ください。

はい/いいえ
―
―
―
―
―
―
―
ホテル業で働きたい/ホテル業以外の観光業企業・組
織で働きたい・働いてみたい/分からないがホテル業やそ
の他観光業についての情報があれば欲しい/ホテル業
やその他観光業で働くことに興味はない/その他
―
―
オンラインイベント（ウェビナー等）/実地開催イベント
（セミナー・マッチングイベント等）/情報誌（紙冊
子）/情報誌（PDF等のデータ）/情報がまとまってい
るポータルサイト/その他
観光業の業種・職種に関する具体的な情報/観光業
で活躍している多様な人材のキャリア・ライフイベントと
の両立の紹介/観光業で実施されている多様な人材
の活躍推進に向けた取組の紹介/新しい観光のカタチ
に関する情報/その他
―
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加女性）
• 本アンケートでは、プロジェクト参加女性21名のうち、15名（プロジェクトを通じて就業した5名、それ以外10名）から回答を受領した。
• 「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、ご自身の就労状況に変化が生じましたか。」という設問には、全員「はい」と回答。
• 具体的な就労状況の変化は以下の通り。


現在の就労状況・就労形態、新型コロナウイルス感染症の影響による就労状況の変化（単位：人）

ーQ1.1 現在の就労状況を教えてください。

• 昨年度プロジェクトで就職した先で、就業を続け
ている方。新型コロナウイルス感染症の影響で
勤務時間が短縮された。

ーQ1.3 現在の就労形態を教えてください。
• 2名とも、昨年度プロジェクトの採用プロセ
スを辞退された方。新型コロナウイルス感
染症の影響により、採用面談が中止に
なった、就業へのモチベーションが低下した、
等の変化が。

• うち3名は、昨年度プロジェクトで
就職したが、新型コロナウイルス
感染症の影響により退職。
• 他3名は、昨年度プロジェクトの
採用プロセスを辞退されて、当
時の現職を継続したり、観光業
以外の企業に就職したが、新型
コロナウイルス感染症の影響によ
り退職。
• 転職活動を実施している方もい
れば、専業主婦に戻られた方も。

2

1

• 昨年度プロジェクトの採用プロセスを辞退されて、
当時の現職を続けている方。新型コロナウイルス
感染症の影響で在宅勤務や時差出勤に。

1

3

6

• うち1名は、昨年度プロジェクトで就職したが、新
型コロナウイルス感染症の影響により転職。
• 他2名は、昨年度プロジェクトの採用プロセスを辞
退されて、当時の現職を続けている方。新型コロ
ナウイルス感染症の影響で在宅勤務に。

2
ホテル業に勤務（パート・アルバイト）
観光業以外の企業・組織に勤務（正社員）
観光業以外の企業・組織に勤務（派遣・パート・アルバイト・臨時従業員）
自営業・フリーランス
就労していない（新型コロナウイルス感染症の影響で退職）

• 2名とも、昨年度プロジェク
トの採用プロセスを辞退され
て、当時の現職を続けてい
る方。新型コロナウイルス感
染症の影響で売上の激減、
非対面PJに限っているため
業務内容が限られる等の
変化が。

就労していない（昨年度時点から就業なし）
※下線は、プロジェクトを通じて就業した5名の回答
※グラフは設問1.1, 1.3の回答結果、吹き出し部分は設問1.2, 1.5, 2.2の回答結果より作成
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加女性）
• 昨年度プロジェクトで得られた経験やスキル、または感じた課題については、「言葉遣いや立ち振る舞い等の見直しに繋がった」、「自信に繋がった」等の声
があった一方、「社会から離れている期間が余りに長いと実感した」と復職の難しさを感じたという声もあった。
• 昨年度プロジェクトを通して就業した女性からは、「気さくな声かけがあり、お互いに顔と名前を覚えられる環境だった点が良かった」といった良い点の他、
「口承で仕事を覚えなくてはならず、効率性の面で課題を感じた」、「誰に相談して良いのか分からなかった」という課題も挙げられた。


昨年度プロジェクトでの就業有無が「有」の方
項目

参加者女性の声

• 配属された部署の仕事のみでなく、様々な現場の業務を経験し、ホテル全体の流
昨年度プロジェク
れを見ることができた。
トで就労して得ら
• 配属されて、自身の言葉遣いや、立ち振る舞いなど、改めて勉強し直さなければ
れた経験やスキ
と痛感した。また、体力仕事の大変さを感じた。
ル、または感じた
• 人前でのプレゼンを通じ、基本的な笑顔、声のトーンなど勉強になり、今後活かせる
課題
と思う。もう少しレベルアップした講座内容でも良かったかと思う。
• 社内の雰囲気はとても良く、社長始め、各部署の目上の方々も毎日現場を見回り、
その都度気さくな声かけがあり、お互いに顔と名前を覚えられる環境だった点が良
就労した企業の
かった。一方、部署移動を希望してもなかなかそれが叶わず、モチベーションが下がっ
対応で、助かった
ている方が周りに多く、自分自身もそうなってしまうのかという不安を感じた。
/嬉しかったと感じ
• 希望する部署への配属された点、とても感謝している。一方、夜の勤務も多く苦労
たこと、または
したので、昼の時間帯の勤務ができる部署から始め、慣れて家庭の事情が整ってか
困った/改善して
ら、夜勤をするのが良いと思う。配属先にマニュアルがほとんどなく、口承で仕事を覚
ほしいと感じたこ
えなくてはならず、効率性の面で課題を感じた。
と
• 人事の方の対応は丁寧だったが現場の方との連携がとれておらず、現場の上司も
入れ替わりが激しかったため、誰に相談して良いのか分からなかった。
• 他の社員の女性の方は、予想以上に若くて未婚の方が多かったので、自分と同じ
その他、就労した
世代の方が増えると良いと感じた。
企業において、
• 管理職に女性がほとんどおらず、産後復帰の女性が活躍した事例はあまりなかっ
現場で感じた女
た。子供を持った女性は、夜勤ができないということが理由ではないか。
性活躍推進に
• 古くからの慣習が残り、新しく入社した人が何か提案しても、長年そのホテルに勤め
対する壁・課題
続けている人にその意見が届かない雰囲気があり、悩むことが多かった。
今後得たい経験
やスキル

•
•
•
•

キャリアを活かすような資格
自分の年齢相応の知識、立ち振る舞いを磨いていきたい
人事部の採用や、教育の経験を積んでみたい
自分ができる範囲のITスキル
※設問3.1, 3.2, 3.3, 4.1の回答結果より作成



昨年度プロジェクトでの就業有無が「無」の方
項目

参加者女性の声

昨年度プロ
ジェクトで得ら
れた経験やス
キル、または
感じた課題

• 履歴書や自己アピール作成にあたり、自分
自身を見つめるよい機会となった。
• この年齢でもまだオファーしてくださる企業
があると自信に繋がった。
• これを機会に資格を取得した。
• 未体験の分野だった為，一つ一つが刺激
的で勉強になった。課題は新しい分野に飛
び込む勇気を持つ事だと感じている。
• 社会から離れている期間が余りに長いと実
感した。
• 久しぶりに人前での発表や面接の機会が
あったことが、良い経験となった。

就職活動に
おける企業の
対応で、助
かった/嬉し
かったと感じた
こと、または
困った/改善
してほしいと感
じたこと

• 是非うちのホテルにとお誘いくださった担当の
方にとても感謝している。
• 複数の企業が自身に関心を持ってくれたこ
とが久しぶりに嬉しかった。
• 面接の対応で自信を持ってスピーチができる
ようになり助かった。
• 人事の担当の方が私の希望するポジション
を社内で探して下さるなど、丁寧に対応い
ただいて、とても感謝しております。

今後得たい
経験やスキル

•
•
•
•
•
•

通訳案内士の資格
対人力、順応力
ビジネス英語のスキルアップ
富裕層をターゲットにできるスキル
マーケティング
大小様々な海外関連業務に携わる機会
※設問3.4, 3.5, 4.1の回答結果より作成
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加女性）
• ホテル業やその他観光業で働くことへの興味関心については、観光業がポテンシャルのある分野だと考え「ホテル業以外の観光業企業・組織で働きたい・
働いてみたい」や「「分からないがホテル業やその他観光業についての情報があれば欲しい」と回答した方が複数見られた。
• また、「ホテル業やその他観光業で働くことに興味はない」と答えた方の中にも「副業で何かできることはないかと思っている」との声があった。


ホテル業やその他観光業で働くことへの興味関心 （単位：人）

ーQ4.2 今後もホテル業やその他観光業で働きたい・働いてみたいと感じますか。
• 観光業に興味がないわけではないが、転職は諦
めた。ただ、副業などで何かできることはないかと
は思っている。
• インバウンドは2023年ごろまでは戻らないと思う
から。
• コロナ禍ではホテル、観光業は厳しい状況が続き、
日本企業の雇用止めが続くと思うため。

• 短期だがホテル企業で働いてみて、
様々な方とお会いできる大変刺激の
ある職場だと感じたから。
• ホテル業に引き続き興味があるから。
• 観光はまだ開拓余地のある産業だと
思うから。
• 今後、どの様なタイミングでどの様な
ニーズが出てくるかまだ見えないが、
新しいチャレンジの機会があれば情
報を得たい。
• 今後の状況次第だが、慎重に考え
ていきたい。

1

3

4

7

• コロナが収まれば、観光業界はポテン
シャルのあるフィールドだと思う。
• 専門知識やスキルのキャリアがない分、
観光業を元気にする一助として働き
たい。
• 現在は全く観光業とは関係ない職場
で働いているが、自分は人と接する
職業が好きなのだと改めて感じ始め
ているから。
• コロナ禍でサービス業は経営難になっ
ている所が多く、すぐにはこの状況が
改善されるとは思わないので、影響を
比較的に受けない業種や分野も視
野に入れて模索している。

現在ホテル業に勤務している
ホテル業以外の観光業企業・組織で働きたい・働いてみたい
分からないがホテル業やその他観光業についての情報があれば欲しい
ホテル業やその他観光業で働くことに興味はない
※下線は、プロジェクトを通じて就業した方の回答
※グラフは設問4.2の回答結果、吹き出し部分は設問4.3, 4.4の回答結果より作成
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加女性）
• 観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体については、「情報がまとまっているポータルサイト」と回答した方が10名（全回答数
の3分の2）と最も多く、オンラインイベント、実地開催イベントがそれに続いている。
• 得たいと思う情報については、「新しい観光のカタチに関する情報」が最も多く、「観光業で活躍している多様な人材のキャリア・ライフイベントとの両立の紹
介」を挙げた回答者は7名と、他の項目より少なかった。


観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体として、参加してみたい・読んでみたいと思うイベント・情報源等（複数回答可）

（単位：人）

ーQ4.5 観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体として、今後どのようなイベント・情報源等があれば、参加してみたい・読んでみたい、と思いますか。
情報がまとまっているポータルサイト

10

オンラインイベント（ウェビナー等）

8

実地開催イベント（セミナー・マッチングイベント等）

7

情報誌（紙冊子）/情報誌（PDF等のデータ）

3

情報誌（PDF等のデータ）

1
0



2

4

6

8

10

12

（人）

観光業での多様な働き方や活躍している人材について、上記媒体に掲載すると良いと思う情報（複数回答可） （単位：人）

ーQ4.6上記のようなイベント・情報源等において、どのような情報があると良いと思いますか。
新しい観光のカタチに関する情報

13

観光業で実施されている多様な人材の活躍推進に向けた取組の紹介

10

観光業の業種・職種に関する具体的な情報

9

観光業で活躍している多様な人材のキャリア・ライフイベントとの両立の紹介

7
0

2

4

6

8

10

12

14 （人）
11

2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加ホテル企業）
• 参加ホテル企業向けアンケートの質問項目詳細は以下の通り。
共通
共通
共通

対象

共通
1.1で「はい」と回答した方
共通

分類
ご所属
ご役職
氏名
新型コロナウイルス感染症
の影響
新型コロナウイルス感染症
の影響

No.
設問
形式
― ご所属
自由記述
― ご役職
自由記述
― 氏名
自由記述
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、採用戦略に変化が生
1.1
単一選択
じましたか。

現状について

1.3

選択肢
―
―
―
はい/いいえ

1.2 差し支えない範囲で、具体的にどのように変化したか教えてください。自由記述

―

現在、御社の人材戦略の全体像の中で、女性活躍はどのように
自由記述
位置づけられていますか。

―
採用時の勤務を継続している/新型コロナウイルス感染
症の影響で籍は残しているが休職している/新型コロナ
ウイルス感染症の影響で退職した/その他の理由で休
職している/その他の理由で退職した/その他

昨年度プロジェクトでの採用有無が「有」の方 昨年度プロジェクトについて

「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で採用された女性の現在の
2.1
複数選択
就労状況を教えてください。

昨年度プロジェクトでの採用有無が「有」の方 昨年度プロジェクトについて

2.2

昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で女性人材を受け
自由記述
入れて感じたメリットがあれば教えてください。

―

昨年度プロジェクトでの採用有無が「有」の方 昨年度プロジェクトについて

昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で女性人材を受け
2.3 入れたことで明らかになった、御社で女性がより活躍するための課 自由記述
題・改善方針があれば教えてください。

―

昨年度プロジェクトでの採用有無が「有」の方 昨年度プロジェクトについて

昨年度「観光業でキャリア再発進プロジェクト」で就労した女性人
2.4 材について、経験やスキル面で課題を感じたことがあれば教えてくだ 自由記述
さい。

―

共通

今後の展望について

3.1

今後の女性人材を含む多様な人材の採用・活躍の推進について
単一選択
の方向性を教えてください。

以前より積極的に推進する方針/特に方針の変更はな
い/これまでのようには推進しない方針

3.1で「以前より積極的に推進する方針」、「特
今後の展望について
に方針の変更はない」と回答した方

3.2

差し支えない範囲で、推進方針を教えてください（どのような人材
自由記述
の活躍を推進するか、どのような施策を実施するか、等）

―

3.1で「これまでのように推進しない方針」、「そ
今後の展望について
の他」と回答した方

3.3

差し支えなければ、これまでのように推進することが難しいとお考え
自由記述
の理由を教えてください。

―

共通

観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒
3.4 体として、今後どのようなイベント・情報源等があれば、参加してみ 複数選択
たい・読んでみたい、と思いますか。

オンラインイベント（ウェビナー等）/実地開催イベント
（セミナー・マッチングイベント等）/情報誌（紙冊子）
/情報誌（PDF等のデータ）/情報がまとまっているポー
タルサイト/その他

上記のようなイベント・情報源等において、どのような情報があると
複数選択
良いと思いますか。

観光業の業種・職種に関する具体的な情報/観光業
で活躍している多様な人材のキャリア・ライフイベントとの
両立の紹介/観光業で実施されている多様な人材の
活躍推進に向けた取組の紹介/新しい観光のカタチに
関する情報/その他

今後の展望について

共通

今後の展望について

3.5

共通

その他

5.1 その他、ご意見・ご感想等ございましたら、ご自由にご記入ください。

自由記述
（任意）

―
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加ホテル企業）
• 本アンケートでは、プロジェクト参加ホテル企業11社のうち、4社（プロジェクトを通じて女性を採用した企業2社、それ以外2社）から回答を受領した。
• 「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、採用戦略に変化が生じましたか。」という設問には、全員「はい」と回答。具体的な変化としては、オンライン
の活用や採用人数の見直し等が挙げられた。
• 昨年度女性を採用した企業に対する設問「女性人材を受け入れて感じたメリットがあれば教えてください。」に対しては、「他業種の経験を活かしていただ
ける点。配属部署での周囲への良い影響。」、「経験豊富な方が多く、即戦力として勤務していただける」といった声が寄せられた。
• 現在の人材戦略の全体像の中での女性活躍の位置づけに関しては、昨年度の採用実績の有無に関わらず、取組課題として認識されている。
• 今後の女性活躍の推進方針については、コロナ禍の影響次第ではありつつも、「以前より積極的に推進する方針」、「特に方針の変更はない」といった回
答が多い。


現在の人材戦略の全体像の中での女性活躍の位置づけ
ーQ1.3 現在、御社の人材戦略の全体像の中で、女性活躍はどのように位置づけられていますか。
項目



現在の人材戦略の全体像の中での女性活躍の位置づけ

昨年度プロジェクトでの採用が「有」の2社

• 当社にとって欠かせないものであり、管理職登用もより積極的に実施していく予定
• 定着しつつある

昨年度プロジェクトでの採用が「無」の2社

• 「計画的な採用・登用」、「女性対象の研修」、「キャリア相談窓口新設」等の施策を実施
• 取り組むべき課題のひとつ

今後の女性人材を含む多様な人材の採用・活躍の推進についての方向性

（単位：社）

ーQ3.1 今後の女性人材を含む多様な人材の採用・活躍の推進についての方向性を教えてください。
• コロナ以前のように戻れば、従来の
推進方針に戻す予定。新たな採
用/推進については、先に昨年ご理
解いただいた方々にお声かけするの
が最善と考えている。
• ホテル業績がコロナ禍により大幅に
ダウンしているため、すべての採用に
関してはコロナ禍が大きく影響する。

1

• 「計画的な採用・登用」、「女性対象の研修」、
「キャリア相談窓口新設」等の施策継続

2
1

以前より積極的に推進する方針

特に方針の変更はない

• 将来、幹部候補となり得る方向けの施策
その他

※下線は、プロジェクトを通じて女性を採用した2社の回答
※グラフは設問3.1の回答結果、吹き出し部分は設問3.2, 3.3の回答結果より作成
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2.昨年度プロジェクトフォローアップ調査（参加ホテル企業）
• 観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体として、参加してみたい・読んでみたいと思うイベント・情報源については、オンライン・
実地開催のイベントへのニーズが高かった。
• 得たいと思う情報については、参加女性の回答と逆で、「観光業で活躍している多様な人材のキャリア・ライフイベントとの両立の紹介」を挙げた企業が最
も多かった。


観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体として、参加してみたい・読んでみたいと思うイベント・情報源等（複数回答可）

（単位：社）

ーQ3.4 観光業での多様な働き方や活躍している人材についての情報媒体として、今後どのようなイベント・情報源等があれば、参加してみたい・読んでみたい、と思いますか。
オンラインイベント（ウェビナー等）

3

実地開催イベント（セミナー・マッチングイベント等）

2

情報がまとまっているポータルサイト

1

情報誌（紙冊子）/情報誌（PDF等のデータ）

0

情報誌（PDF等のデータ）

0
0



1

2

3

4

（社）

観光業での多様な働き方や活躍している人材について、上記媒体に掲載すると良いと思う情報（複数回答可）（単位：社）
ーQ3.5 上記のようなイベント・情報源等において、どのような情報があると良いと思いますか。
観光業で活躍している多様な人材のキャリア・ライフイベントとの両立の紹介

3

観光業で実施されている多様な人材の活躍推進に向けた取組の紹介

2

観光業の業種・職種に関する具体的な情報

2

新しい観光のカタチに関する情報

1
0

1

2

3

4

（社）
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3.海外調査
• UNWTO(2019) “Global Report on Women in Tourism”に掲載されているケーススタディをベースに、2017年以降に「知らせる」、「整える」、
「育てる・引き上げる」のいずれかに該当する取組の実施が確認されている主な事例を抽出。
• その中から、本事業と関連性が高い項目である「知らせる」の「観光分野の多様な仕事と現実の姿、活躍機会、キャリアパスの見える化」や「観光産業や
地域づくりにおける女性活躍施策の啓蒙活動」等を、民間企業が中心となって積極的に実施している2事例について、深堀調査を実施。
取組分類
知らせる 整える 育てる

規模

国・地域

主体

取組の特徴
複数企業が参画している国全体の観光業における女性活躍推進ムーブメント。リサーチ、復職女性支援、女性メンタリング支援、人種・民族
に関する啓蒙活動、ベストプラクティスの周知活動等、幅広い活動を行っている事例。
企業内の世界的ネットワークで、女性活躍・D&Iについての対話を促進し、女性人材の「育てる・引き上げる」を実現した事例（IHGでは
2017年から、Hiltonでは2019年から同様の取組が実施されているが、この事例は2012年から実施しているという点で先駆的といえる）

〇

〇

〇

1国・複数企業 イギリス等全国

WiHTL

〇

〇

〇

複数国・1企業 フランス等110か国

Accor

〇

〇

1国・1政府・1
コスタリカ
企業

〇

〇

〇

〇

Proyecto Emprende（European Commission
欧州委員会が出資した女性起業家支援事業において、900事業の15％が観光分野での起業となった事例。
）
Generalitat Valenciana, Oficinas de Turismo 州政府における観光振興計画へのジェンダー平等要素の取り込みと、公的な観光関連団体に所属する職員に対するジェンダーに関するアク
en València
ティブラーニング的な研修の実施した事例。
私立野生動物保護地域の団体が、エコツーリズムに関するビジネスプランについてのトレーニング（参加者225人のうち60％が女性）を提供
Quelantaro
し、それを受けた女性たちが国際的にエコツーリズムの振興活動で活躍している事例。
Gender Unit of the Secretariat of Tourism of
連邦政府が観光局を含む省庁の横ぐし連携のユニットとして、ジェンダーの課題を解決するためにジェンダーユニットを設置した事例。
Mexico (SECTUR)

〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

1国・1政府機関 スペイン
1国・1団体

ニカラグア

1国・複数政府
メキシコ
機関
2国・各1政府機
UN Womenが主体となって、国の観光計画にジェンダーの視点を取り込んだ事例。
カーボベルデ、アルバニア UN Women Liaison Office
関1国際機関
複数国・複数政
APEC Tourism Working Group（Papua New 各国の観光当局、UNTWO、WTTC、OECD、IATA、World Bank等の国際機関、Airbnb、TripAdvisor等の民間企業が、地域連携
府機関・国際機 APEC加盟国
Guinea Tourism Promotion Authorityが主導） で観光における女性活躍の意識を高めるための対話を行った事例。
関・企業
アルゼンチン、ブラジル、チ
International Federation of Women Tourism 複数国の観光業界団体が連携し、そこに所属する観光企業における女性経営者が、知見の共有・課題解決のための協力ができるネットワー
複数国・複数企
リ、コロンビア、メキシコ、パ
Business Executives (FIASEET)
クを構築した事例。
業
ラグアイ、ペルー、スペイン
民間の宿泊業業界団体が、1/3のボードメンバーとCEOを女性にすることを通して、加盟企業におけるHIV・AIDSで差別されてきた女性従
Uganda Hotel Owners Association (UHOA)
1国・複数企業 ウガンダ
業員等への雇用の保障・処遇改善、メンターシップ、研修等を実施し、女性のキャリア形成の支援を実現した事例。
easyJet
潜在的女性パイロットの発掘・育成等を通して、専門職における女性活躍推進、ステレオタイプの解消を実現した事例。
1国・1企業 イギリス
NGOが女性のスキルアップ（伝統文化の継承）やマイクロローン等の支援を通じて女性の貧困・DV等への課題を解決のために取り組んでい
1国・1団体 ウガンダ
Ride 4 a Woman
る事例。
Sirigu Women’s Organisation of Pottery and NGOが女性の自己効力感を目指し、女性のスキルアップ（伝統工芸品作成のトレーニング）や貯蓄ローン等の支援を通じて高齢の女性、
1国・団体 ガーナ
Art (SWOPA)
未亡人、生涯を持つ女性の課題を解決に取り組んでいる事例。
消費者が加盟ホテルの女性従業員に対する労働環境整備状況を確認してから宿泊予約をする、意見を投稿する等によって、女性労働者を
1国・1団体 アメリカ
UNITE HERE
支援できるウェブページ・アプリを、労働組合が開発した事例。
一人の女性ホテル清掃員の記事を発端に設立されたホテル清掃員の連盟。ホテルの清掃員（大多数が女性）の労働条件を改善すること
1国・大勢の個
Las Kellys Federadas
スペイン
を目的に、ホテルの経営者側と連携した事例。
人
PeakDMC
ツアーオペレーターとして女性が働きやすいような制度、環境づくりを、複数の国で実施している企業の事例。
2国・1企業 インド、モロッコ
Seven Women Nepal,
女性の「育てる・引き上げる」に特化した観光業におけるソーシャルビジネス企業（5000名以上を育成。中でも障がいを持つ女性のトレーニン
Three Sisters Adventure Trekking and
1国・2企業 ネパール
グ、雇用に力点を置いている）の事例と、類似の取組をトレッキング分野で実施しているNGOの事例。
Empowering Women of Nepal (EWN)
タンザニアをはじめとした中 Equality in Tourism International（イギリスを拠
国際的NPOが、世界の観光業における女性活躍推進のための啓もう活動と、タンザニアへの実質的支援を実施している事例。
複数国・1団体
低所得国
点としたNPO）
Paraguay’s Chamber of Deputies and
Senate, Spanish Agency for International
他国（スペイン）の観光局、パラグアイのUN Womenが協力し、パラグアイの旅館業（オーナーの95％が女性）に、体系的なトレーニング、
2国・2政府機
パラグアイ
Cooperation for Development, Spain’s
資金・技術援助を提供した事例。
関・1国際機関
Paradores de Turismo, UN Women Paraguay
教育系の一般社団法人が、15～35歳の女性に向けてTech教育を実施。その中で観光も重要なテーマに据えられており、一部の参加者が、
Cooperativa Sulá Batsú
1国・1団体 コスタリカ
環境・伝統文化の2分野で、観光に関するデジタルを用いたビジネスモデル開発が行われている事例。
Self-Employed Women’s Association
Airbnbの支援によって、女性へのでデジタルに関するトレーニングを実施することで、現地語しか話せなかった女性がAirbnbのプラットフォーム
1国・1企業 インド
(SEWA), Airbnb
でインバウンドビジネスを行うことを可能とした事例。
スペインのNGOが主導して企画したアンデス山脈の農村観光回廊によって、先住民女性（特に若い女性）が地元の観光事業を主導するこ
1国・1団体 ペルー、ボリビア
Fundacion CODESPA
とに繋がった事例。
Buhoma-Mukono Community Development 隣接する国立公園での観光事業に地域の女性の参画を促すことで、子育てや介護で家庭にとどまるしか選択肢がなかった女性に、経済的自
1国・1団体 ウガンダ
15
Association (BMCDA)
立の機会を提供した事例。

3.海外調査
• 観光業、接客業、レジャー産業における多くの企業・業界団体・教育機関が参画し、女性や人種・民族的マイノリティの活躍推進の実態リサーチを基に
「知らせる」取組を積極的に実施している他、復職女性支援や女性メンタリング支援/リーダー育成を通して「整える」、「育てる・引き上げる」にも取り組ん
でいる事例として、「WiHTL」の深堀調査を実施。当該団体の取組内容とその取組に係る考察は以下の通り。
 WiHTLの取組
項目

参加者女性の声
•

主体

•

•

•

取組概要

財源・
人的リソース

 取組効果についての考察

•

•

WiHTL:Women in Hospitality and Travel, Leisure（旧WiH2020。観光業、接客業、レジャー
産業における女性や人種・民族的マイノリティの活躍を推進するためのコラボレーションコミュニティー）
創設者はTea Colaianniという女性。（Women1st、The Prince's Trust、Aspire Foundation、
IWFが主導する数々の活動に関与し、ジェンダー・D&Iに熱心に取り組む中で、接客業・観光業・レジャー
産業に着目し、各企業・団体の支援を集め、本コミュニティーを立ち上げた。多様な分野の企業で人事関連
役員として人事変革の実績を積み、現在は多数の企業において非常勤取締役を務める。過去Europe at
Hilton Worldwideでの人事担当副社長を務めた経験を有する。）
2017年にWiH2020として発足し、2019年名称をWiHTLに改め、2025年までに世界中の接客業・観
光業・レジャー産業で働く500万人の女性・人種・民族的マイノリティに良い変化をもたらすための活動を
行っている。2021年1月現在93の企業・業界団体・教育機関等が参画しており、メンバー企業・団体に
所属する従業員の数は210万人以上に上る。
運営メンバーにはIHGやHilton、TUI等、宿泊業・旅行業
企業関係者の他、 London School of Economicsの
D&Iの第一人者も含まれている。2018年に発足したアドバ
イザリーボードには接客業・観光業・レジャー産業のCEO・
代表が名を連ねており、多くのコンサルティング企業や調査
会社がリサーチ協力やコンテンツ提供を実施している。
具体的な取組は以下の通り。
 女性や人種・民族的マイノリティの活躍推進の実態
リサーチ
 復職女性支援
 女性メンタリング支援/リーダー育成
出所：WiHTLホームページ “The WiHTL
 人種・民族に関する啓蒙活動
Collaboration Community”
 ベストプラクティスの周知活動
 更年期に関する知識の提供（企業が講じられる対処法のアドバイス、ツール、実際のケーススタディを掲
載した白書の提供）
 従業員のWellbeingとメンタルヘルスをケアするプログラムのツールキットの提供
93の加盟企業・団体のCEOや代表は、定期的にボランティアでアドバイザリーボードとしてWiHTLの活
動を支援するほか、スポンサー、メンタリング支援のメンターになる等によって、WiHTLの活動に貢献して
いる。（どの企業・団体がスポンサーとなっているかの情報はないため、財源の詳細は不明）

• 2017年の設立当初、2020年までに上層
管理職の女性比率を33％まで引き上げる
というHampton-Alexander Reviewに
よって設定された目標を、接客業・観光業・
レジャー産業が達成することを目標に据えて
いた。
• 短期間で効果を出すことは難しく、目標の
達成には至らなかったが、2018年時点の
調査結果と2019年時点の調査結果を比
較すると、目標水準に達している企業数の
割合は向上していることから、上層管理職
の女性割合向上に一定の効果が出ている
と考えられる。

 日本への応用可能性についての考察
• リサーチによる正確な実態把握、復職女性
支援やメンタリング支援等、女性人材への
直接的な支援は、日本の観光産業におけ
る女性活躍推進にとっても有効な施策であ
ると思われる。
• また、観光業のみでなく接客業やレジャー
産業と連携し、それらの業界の大企業の力
も借りることは、財源・人的リソース確保の
ためにも有効であると考えられる。
• 一方、それを実現するためには、求心力の
ある創設者、各業界におけるD&Iに対する
財源・人的リソースの投資意欲の醸成等が
必要である。ファーストステップとして、このよ
うな事例が存在することを日本国内に「知
らせる」ことが一案として挙げられる。
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3.海外調査
• 110か国横断で女性活躍推進のためのネットワークを構築し、ロールモデルカンファレンスの実施やロールモデルインタビューをまとめた冊子等の発刊によっ
て、「知らせる」の「観光分野の多様な仕事と現実の姿、活躍機会、キャリアパスの見える化」や「観光産業や地域づくりにおける女性活躍施策の啓蒙活
動」を積極的に実施している事例として、Accor「WAAG」の深堀調査を実施。当該企業の取組内容とその取組に係る考察は以下の通り。
 Accor社の取組
項目
主体

参加者女性の声
•

Accor（フランス発のホテルチェーン。110か国で39ブランド5100のホテルを展開。約30万人の従業員
（うち女性は約43％）が所属しており、全国に5つのアカデミーキャンパスで人材育成を実施している）

•

2012年、WAAG（Women at Accor Generation）
ネットワークを立ち上げた。WAAGネットワークとは、Accorの
女性メンバーがプライベートや仕事での成長について、気軽に
議論したりアイディアを共有する部門横断的、国際的な
ネットワークである。
2016年には4300名以上（うち約18％が男性）が参画。
具体的は取組は以下の通り。
 女性従業員へのメンタリング（女性人材のプライベート
や仕事での成長を促すとともに、新たな女性人材の発掘
を促す。2016年には174組のメンタリングペアが組まれた）
 パーソナル・ディベロップメントワークショップの実施
 ロールモデルカンファレンスの実施（2016年には23名の
女性ジェネラルマネージャーへのキャリアパス・ライフイベント
等についてのインタビューをまとめた冊子を発行）
 ウェビナー等によるテーマ別ランチ会、アフターワーク交流
会の開催
出所：Accor(2017) “Welcome to the world
of our women General Managers”
 HeForSheへの積極的な参画
2018年には、女性も男性もステレオタイプによらず個々の力
を発揮できるよう、より幅広くD&Iを考えるネットワークRiiSE
に進化。1万4000名以上が参画し、メンタリングペアも約900
組まで増加した。
この多様性ネットワークは、2017年までに男性メンバーを
35％にするという目標に対して、2019年末時点で、
世界中のネットワークメンバー3万人以上のうち50％が
出所：Accorホームページ “WAAG is
男性と目標を大きく上回った。
now…RiiSE !”

•
•

取組概要

•

•

財源・
人的リソース

 取組効果についての考察

•

社内（投資額等は不明）

• WAAG設立当初（2012年時点）での
目標は、当時27％であったGeneral
Managerの女性比率を2015年までに
35％まで引き上げることであった。短期間
で効果を出すことは難しく、2019年時点で
General Managerの女性比率は29％と
なっているが、2012年から2％増加してい
る。また、2012年時点では13％であった
Directorの女性比率が、2019年には
40％を超えており、上層管理職の女性
割合の増加に寄与していると考えられる。

 日本への応用可能性についての考察
• 日本では、未だ宿泊業業界における管理
職女性比率が低く、個社内におけるロール
モデルの数も限られているため、1社のみで
Accorと同様の活動を行うことは難しいと
思われるが、既存の複数の宿泊業企業を
横断する団体において応用可能性がある。
（ロールモデルカンファレンス等、昨年度第
3回検討会において取組紹介がなされた
AXIAによって既に実施されている活動も
ある）
• メンタリングについては、本事業のシンポジ
ウム登壇企業における取組の中で、近しい
活動と言える株式会社竹屋屋旅館の「傾
聴宣言」においても効果が確認できており、
他の日本宿泊業各社における応用可能
性が期待できる。
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4.本年度のまとめ
• 本年度は、「知らせる」に焦点を当て、シンポジウムの実施及び事例集の作成を通じて、「知らせる」における「観光産業の成長、就業機会拡大の周知」、
「観光分野の多様な仕事と現実の姿、活躍機会、キャリアパスの見える化」、「観光産業や地域づくりにおける女性活躍施策の啓蒙活動」を実施した。
• また本事業は、「知らせる」、「整える」、「育てる・引き上げる」のそれぞれについて先進的な取組を実施している事例の抽出にも繋がった。
 観光分野における女性活躍推進の取組の方向性・施策案と本年度抽出した事例 ※下線太字：本年度事業での実施事項、赤字：本年度抽出した事例

知らせる

 観光産業の就業機会
拡大と働く場所としての
認知・裾野拡大
 業界内でのロールモデル
人材/企業事例展開
 女性活躍推進の重要性、
生産性向上とのリンク、
認知度向上

整える

 働き方改革を進める環境
整備
 育児、介護との両立を
進める環境整備
 定着率向上
 性別による職域分離や
賃金格差への留意
 データの整備

育てる・
引き上げる

 管理職層～経営層への
登用事例創出
 地域づくりでのリーダー的
立場へのアクセス促進
 観光分野でのキャリア
再発進の支援

＜雇用＞
• 観光産業の成長、就業機会拡大の周知活動（本年度シンポジウム・事例集）、マッチング機会創出（株
式会社パソナJOB HUB）
• 観光分野の多様な仕事と現実の姿、活躍機会、キャリアパスの見える化（本年度シンポジウム・事例集）
• 観光産業や地域づくりにおける女性活躍施策の啓蒙活動（本年度シンポジウム・事例集）
• 表彰制度に女性活躍部門創設（企業や地域の取組を積極的に表彰）
• 生産性向上施策との連動、企業経営へのプラス効果の見える化（一般社団法人田辺市熊野ツーリズム
ビューロー）
＜教育＞
• 民間人材サービス会社や公的キャリア形成支援者等に観光分野への関心を喚起し、その知見も活用して、
観光分野が市場から効果的に人材確保するための方策を検討
＜雇用＞
• 時差出勤やリモートワーク等柔軟な働き方、マネジメント改革の事例展開（株式会社竹屋旅館、ベルトラ株
式会社、株式会社ペニンシュラ東京、Wamazing株式会社）
• 育休取得促進（男女とも）と復帰サポートの事例展開（株式会社竹屋旅館、ベルトラ株式会社、株式会
社ペニンシュラ東京、Wamazing株式会社）
• 特に宿泊業における、日曜・祝祭日の子供の預け先確保（休日子育てシェアハウス 山ん家）
• 観光産業での厚生労働省「えるぼし認定」等の活用推進
• 雇用対策、ICT活用支援対策等、厚生労働省や経済産業省等各種支援メニューの積極的活用
• ESG投資における女性活躍評価を踏まえた各企業の取組推進
＜教育＞
• 観光分野の経営層のためのダイバーシティ＆インクルージョン研修実施
• 次世代管理職層等の女性へのスキル・リーダーシップ研修
• 成長を促すホットジョブの機会の付与（株式会社L&Gグローバルビジネス、ベルトラ株式会社）
• リカレント教育実施校と観光産業のマッチング、復職支援セミナー等（学校法人日本女子大学）
• 地域行政の委員会等に女性経営者等の参画（一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー）
• 地域づくりの実践的な専門人材講座への女性の積極的な参画
• 学生に対するダイバーシティ意識向上の教育
＜コミュニティ＞
• ネットワーキング機会の拡充（公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー）

×

×

×

• 業界団体
• 民間人材
サービス会社
• 大学
• 公的キャリア形
成支援者

• 業界団体
• 各省庁等支援
メニュー

• 業界団体
• 民間人材
サービス会社
• 民間研修会社
• 大学

※＜ ＞内はG20観光大臣会合附属書における「観光分野における女性活躍推進に向けた行動メニュー：「雇用」、「起業」、「教育」、「リーダーシップ」、「コミュニティ」、「その他」を踏まえ、事務局にて分類。
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5.今後に向けて
• 本年度事業を通して、先進的な取組を実施している「現場の方＝実践者」の声を発信することによって、高い啓発効果が得られることが窺えた。
• また、海外事例調査において、「知らせる」取組を通じて女性活躍推進を実現している事例2つにおいて、実践者同士のネットワーキング・コミュニティ構
築を実施しているという特徴が共通して見られた。
• 今後、観光分野における女性活躍の重要性をより一層広めていくため、「整える」「育てる・引き上げる」に焦点をあてる。まずは、観光業界における深刻
な人手不足を解消すべく有力な人材の確保及び定着を促す取組を実施。また、実践者からの発信の機会を戦略的に作り、取組事例の横展開を行う。
• また、実践者の輪を広げていくだけでなく、対象である女性にも気軽に取り組みが学べるプログラムを構築する。
• このような実践者の輪の拡大と、「知らせる」取組が両輪となることで、これまで点（個々の実践者）の発掘の側面が強かった「知らせる」取組に、面的
な広がりを持たせることが期待できる。
先進的な事例の発掘
 10の取組事例の情報を、シン
ポジウム・事例集を通じて「知ら
せる」

実践者の輪の拡大と「整える」「育てる・引き上げる」取組みのサイクル

繋げる
～点を線に～

 最新の取組事例や効果、取組推進に
あたっての課題等を共有
 下記「広める」、「発掘する」で加わった
新しい事例の実践者も追加し、ネット
ワークを拡大する

広める
～点を面に～

 先進的な取組の実践者が、同様の取
組を実施したいと考えている企業・組織
に対して、アドバイス・エンカレッジメント
を実施する
 誰でも参加可能なプログラムの展開

発掘する
～新しい点を
見つける～

～本年度

来年度以降

さらなる普及展開

 新しい先進的な取組を発掘
 様々なプログラム通じて発信
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5.今後に向けて
• 一方、「知らせる」、「整える」、「育てる・引き上げる」の3側面の取組をそれぞれ展開・発展させていくためには、引き続き以下のような各種ステークホル
ダーとの連携が必要である。
• 本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、これらのステークホルダー間での連携推進を実施することが困難であったが、今後、対話の機会を設置
する等により、連携体制を構築していくことが望ましいと考えられる。
 各ステークホルダーに期待される役割（再掲）
整 ：「整える」に関する役割期待

凡例 知 ：「知らせる」に関する役割期待

官
• 地域行政の委員会等に女将の
会、女性経営者等の参画
育
• 女性同士のネットワーキング機会
の拡充

• 特に宿泊業における、日曜・祝祭日の子供の預け先確保
• 観光産業での厚生労働省「えるぼし認定」等の活用推進
• 雇用対策、ICT活用支援対策等厚生労働省や経済産業省等各種
支援メニューの積極的活用

整

各省庁等

公的キャリア形成支援

経済団体、産業振興団体

観光分野の
企業

育 ：「育てる・引き上げる」に関する役割期待

知 • 求職者の観光分野への関心を喚起

大学

女性人材

観光分野業界団体

• 表彰制度に女性活躍部門創設（取組の表彰）
知 • 生産性向上施策との連動、企業経営へのプラス効果の見える化
• 時差出勤やリモートワーク等柔軟な働き方、マネジメント改革の
事例展開
• 育休取得促進（男女とも）と復帰サポートの事例展開
整 • ESG投資における女性活躍評価を踏まえた各企業の取組推進
• 観光分野の経営層のためのダイバーシティ＆インクルージョン研修
実施
• 次世代管理職層等の女性へのスキル・リーダーシップ研修
育 • 成長を促すホットジョブの機会の付与

民間人材
サービス会社・研修会社等

知

育

民
知
育

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

就業機会拡大の周知活動、マッチング機会創出
観光分野の多様な仕事とその現実の姿、活躍機会、キャリアパスの見える化
観光産業や地域づくりにおける女性活躍施策の啓蒙活動
リカレント教育実施校と観光産業のマッチング、復職支援セミナー等
観光分野が市場から効果的に人材確保するための方策を検討
地域づくりの実践的な専門人材講座への女性の積極的な参画

求職者の観光分野への関心を喚起
観光分野が市場から効果的に人材確保するための方策を検討
観光分野の経営層のためのダイバーシティ＆インクルージョン研修実施
次世代管理職層等の女性へのスキル・リーダーシップ研修
成長を促すホットジョブの機会の付与
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