
 

                        令和２年４月２７日 

                        観 光 庁 

 
臨時 G20観光大臣会合（テレビ会合）が実施されました 

 

 

会合概要 

 

 開催日時：令和２年４月２４日（金）２１時～２３時４５分（日本時間） 

       

 参加国等：G20（日本、サウジアラビア（議長国）、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、 

     カナダ、中国、ＥＵ、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、 

     メキシコ、韓国、ロシア、南アフリカ、トルコ、イギリス、アメリカ）、 

        ヨルダン、シンガポール、スペイン、スイス、UAE、ルワンダ、ベトナム 

国際労働機関（ILO）、経済協力開発機構（OECD）、世界観光機関（UNWTO）、 

世界旅行ツーリズム協議会（WTTC） 

 

 我が国出席者：御法川国土交通副大臣、和田国土交通大臣政務官 

 

 成果： 

 会合では、新型コロナウイルスによる観光分野の影響や対応、国際的な連携について議論

を行い、G20観光大臣宣言（別添１）に合意しました。本宣言を踏まえ、G20は、引き続き

観光業を支援していくとともに、本年 10 月の G20 観光大臣会合に向けて、今後、観光の

強靱性向上に資する取組等をとりまとめていくこととなりました。 

 我が国からは、昨年 G20議長国としてとりまとめた「G20北海道倶知安観光大臣宣言附属

書２（観光の強靱性向上に関する行動）」（別添２）に基づき、世界の観光分野の強靱性を

高めるために貢献していく旨を表明し、各国から賛同を得ました。 

     

 

【問い合わせ先】 観光庁国際観光部参事官（国際関係） 淺野、今村 

 代表：03-5253-8111  内線：27502、27534 直通：03-5253-8922  FAX番号：03-5253-8128 

4月 24日に、臨時 G20観光大臣会合（テレビ会合）が開催され、御法川国土交通副大臣、

和田国土交通大臣政務官が参加しました。会合では、観光分野における新型コロナウイルス

（COVID-19）に対する国際的な連携を確認し、G20観光大臣宣言を採択しました。 



                                         

 

COVID-19に関する G20観光大臣宣言 

(仮訳) 

 

我々G20 観光大臣は、新型コロナウイルス(COVID-19)により世界中で失われた命に

お悔やみ申し上げるとともに、苦しんでいる方々に深い同情を表明する。旅行・観

光産業は、世界の GDP の 10.3%を占めるとともに、異なる人々そして異なる文化間

の対話と相互理解に貢献し、コミュニティの結びつきを促進することで、社会にお

いて重要な役割を果たしている。旅行・観光産業は、新型コロナウイルスの世界的

流行によって最も深刻な影響を受けている産業の一つであり、OECD は 2020 年の国

際観光について 45%減少すると暫定的に試算しており、復興への取組が 9 月まで遅

れた場合には減少が 70%にまで拡大するとの見込みを示している。世界旅行ツーリ

ズム協会(WTTC)は、この労働集約型産業において、最大 7500 万もの雇用が失われる

と推計している。 

 

 我々はこの産業を協調して支援するとともに、G20 各国のパンデミックによる社

会経済への影響を軽減するための取組を歓迎する。我々は、この危機に対し G20 財

務大臣・中央銀行総裁がとりまとめた G20 行動計画を歓迎する。この行動計画には、

事業の継続支援、危機により最も大きな打撃を受けた世帯への支援、雇用維持のた

めの施策、そして、発展途上国への支援を確実に行うことが盛り込まれている。 

  

この危機が直ちに引き起こした影響に対処するため、我々は医療従事者や自国へ

の帰国ができず取り残されている個人の移動といった、必要とされる移動への過度

な制限を最小限に留めるよう、保健当局、入国管理局、治安当局その他関係機関と

引き続き協調する。我々は、国内及び国際的な状況に応じて適切に渡航制限の導入

と解除がなされるとともに、旅行者の安全が確保されるよう、上記関係機関と協力

する。我々は、この健康上の緊急事態に対応して、自国への帰国や宿泊施設及び食

事の提供などの民間セクターからの支援に感謝の意を表する。我々は、対策と復興

プログラムにおいて旅行と観光分野が含まれるよう、国際機関や産業界と、そして

各国政府内で横断的に協調を行う。我々は、旅行・観光業の労働者の安全と健康を

確保することの重要性を認識し、本産業が包摂的かつ持続可能な回復を果たすよう

共同して支援する。 

 

経済回復を支えるため、我々は、地域内及び国際的連携の強化を通じて、安全な

旅行環境を確保し、観光セクターへの消費者の信頼を回復する。我々は、観光セク

ター、特に零細・中小企業と起業家、またそこに働く人々が、危機後の新しい時代
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に適応・繁栄できるよう、例えば、観光セクターによる持続可能な取組やシームレ

スな旅を実現するためのイノベーションやデジタル技術の開発・導入の促進を支援

する。我々は、旅行・観光セクターが、経済・社会・環境面において、更なる持続

可能な発展へ移行することを加速させる。観光セクターの包摂的な復興を促進する

ため、特にアフリカや島嶼国のような、経済が旅行・観光業に依存する発展途上国

を支援する。そして観光を通じた世界経済の回復と、この産業がより包摂的で頑健

で強靭になるよう、キャパシティビルディングプログラムの構築などの機会を検討

する。 

 

我々は、「観光の強靭性向上に関する行動」に関する昨年からの継続的な取組を

含む、分野横断的な政策の実行のため、経験とペストプラクティスの共有を行うと

ともに、各国政府内の連携を強化する。我々は、観光の強靱性向上のために引き続

き産業界と連携するとともに、危機管理戦略の改善のための知見と情報を共有し、

そして調整メカニズムを強化し、さらに観光セクターが将来起こりうる危機に対し

てより適切に備えられるようにする。我々は、UNWTO、OECD などの関係国際機関

や WTTC などの産業界が実施している新型コロナウイルス対策と復興への取組を歓

迎し、各国がこれらの取組へ貢献することを奨励する。 

 

我々は、G20 観光ワーキンググループに、2020 年 10 月 7 日にサウジアラビアで実

施される大臣会合に先立ち、旅行・観光セクターがこの危機により直面している課

題を特定し、回復を加速させ、観光の強靭性を向上させる、更なる施策を検討し、

共有することを要請する。 



 
G20 Tourism Ministers’ Statement on COVID-19 

Ministerial Statement 

Virtual Meeting – April 24, 2020 

 

We, the Tourism Ministers of the G20, express our deepest sympathies for the tragic loss of lives 
due to the COVID-19 pandemic and the suffering faced by people around the world. The travel 
and tourism sector accounts for 10.3% of the world’s Gross Domestic Product (GDP), and plays a 
critical role in society by contributing to dialogue and understanding between peoples and 
cultures and facilitating cohesion in communities. Travel and tourism is one of the most heavily 
affected sectors by the COVID-19 pandemic, with preliminary estimates from the Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) indicating a 45% decline in international 
tourism in 2020, which could rise to 70% if recovery efforts are delayed until September. The 
World Travel & Tourism Council (WTTC) has estimated that up to 75 million jobs are at risk in this 
labor-intensive sector. 
 
We commit to working together to provide support to the sector and welcome the national 
efforts to mitigate the social and economic impacts of the pandemic by G20 countries. We 
welcome the G20 Action Plan adopted by the Finance Ministers and Central Bank Governors in 
response to the crisis, which includes measures to maintain businesses and support households 
most impacted by the crisis, safeguard employment, and ensure support for developing and 
low-income countries. 
 
To address the immediate consequences of the crisis, we will continue our coordination with 
health, immigration, security, and other relevant authorities to minimize undue restrictions for 
essential travel such as for medical workers and stranded individuals. We will work with these 
authorities to ensure that the introduction and removal of travel restrictions are coordinated 
and proportionate to the national and international situation, and ensure the safety of travelers. 
We acknowledge the support provided by the private sector in response to the health 
emergency, such as in the repatriation process and the provision of accommodations and meals. 
We commit to working with international organizations, industry partners, and across 
governments to include travel and tourism in response and recovery programs. We recognize 
the importance of ensuring the safety and well-being of workers in travel and tourism and 
commit to working together to support an inclusive and sustainable recovery in the sector. 
 
To support economic recovery, we commit to ensuring a safe travel environment that helps 
rebuild consumer confidence in the sector, by strengthening regional and international 
coordination. We commit to helping tourism sector businesses, especially micro-, small- and 
medium-sized enterprises (MSMEs), entrepreneurs, and workers to adapt and thrive in a new 
post-crisis era, for example by fostering innovation and digital technologies that enable 
sustainable practices and seamless travel. We commit to accelerating the transition of the travel 
and tourism sector onto a more sustainable path – economically, socially and environmentally. 
To encourage inclusive recovery in the sector, we will work to support developing economies 
that rely on travel and tourism, especially in Africa and small island states. We will explore 
opportunities such as capacity building programs in travel and tourism to help the world 
economy recover, and help the sector become more inclusive, robust, and resilient. 
 
We commit to exchanging experiences and good practices, as well as strengthening 
coordination across governments to deliver integrated policy responses, including making 
continuous efforts in strengthening the resiliency of tourism. We will continue collaboration 
with industry stakeholders to improve the sector’s resilience, share relevant knowledge and 
information to improve crisis management, strengthen coordination mechanisms, and better 



 
G20 Tourism Ministers’ Statement on COVID-19 

Ministerial Statement 

Virtual Meeting – April 24, 2020 

 

prepare the sector to respond to future risks or shocks. We welcome the ongoing work by 
relevant international organizations such as the United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO), and the OECD, as well as industry partners such as the WTTC, on COVID-19 response 
and recovery, and encourage countries to contribute to these efforts. 
 
We task the Tourism Working Group – ahead of the Tourism Ministers’ Meeting in Saudi Arabia 
on October 7th, 2020 – to identify challenges to the sector that have arisen from the crisis, to 
develop and share further targeted responses to stimulate recovery, and to identify ways to 
improve resiliency in the sector. 
 



 

 

 

附属書 2 

観光の強靭性向上に関する行動 

 

 観光は、自然災害だけでなく人的な災害の両面に、脆弱である。災害に伴う観光客

の保護、災害からの回復などは、世界共通の課題として認識されている。 

 

 各国は、それぞれ、地震、津波、台風、ハリケーン、大雨、洪水、火山の噴火、テ

ロ、感染症などの災害を経験しており、そうした災害に関する防災、対処、復興の経

験を有している。各国は、世界の観光分野の自然災害に対するレジリエンスを向上さ

せるべく、協調して、自発的に以下の施策に取り組むことができる。 

 

1. 各国は、自発的な意思に基づき、危機管理や災害からの復興に関する自らの経験・

知見を、Ｇ２０及びＵＮＷＴＯと共有することができる。 

2. ＵＮＷＴＯと関心のある国は、各国の防災、災害への対処、復興のそれぞれのフ

ェーズにおける観光分野でのベストプラクティスの調査を行い、その結果を、Ｇ

２０各国を含む世界各国と共有し、国際会議等で発信を行う。 

3. 各国は、自発的に、観光分野における防災、対処、復興に関して、途上国支援を

実施することができる。 

4. 各国は、国際基準にそって、積極的に適時的確な情報提供を行う努力をすること

ができ、市民が観光地を訪問すること、自分の身を守ることについて十分な情報

をもって判断できるようにする。 

 

以 上 

別添２ 


