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前文 

1. 我々G20観光大臣は、新型コロナウイルス（COVID-19）の大流行がもたら

した困難に立ち向かい、旅行・観光産業の回復を促し、旅行・観光産業が、

健康危機の収束後において、より迅速な経済復興の原動力となる可能性を有

することを認識するとともに、包括的かつ持続可能な開発に向けた旅行・観

光産業の貢献度を最大化し、働きがいのある人間らしい仕事を生み出す、世

界経済に貢献する重要かつ強靭な産業として、旅行・観光産業をさらに発展

させるため、G20議長国であるサウジアラビアのもと、会合を開いた。  

2. 我々は、持続可能な社会経済開発を実現する一つの手段として、観光産業が重

要な役割を持つことを強調する。旅行・観光産業は、2019 年において、全世

界の GDP の 10.3%および 3 億 3000 万の雇用（直接的、間接的、および付帯

的）に貢献した。1 旅行・観光産業は、2019 年における全世界のサービス輸

出の 28%を占めており2、総輸出よりも大きな影響を国内経済に与えている。

また、3 広い意味での世界経済では、労働者の 39%が女性であるが、旅行・観

光産業では、54%が女性である。4   

3. 我々は、重要なテーマ（COVID-19 のパンデミックに対して行われた国際的

なコミットメント、観光産業を通じた包摂的なコミュニティ開発の進展、安全

かつシームレスな旅行の推進と旅行者経験の向上を含む）に関して、サウジア

ラビアが G20 議長国を務める期間中に実現した進展を歓迎する。 

 

観光産業による COVID-19 への対策 

4. 2020年に国際観光産業で60-80%の減少が予想される中5、我々は、旅行・観

光産業が、COVID-19によって最も大きな影響を受けた産業の1つであること

                                                      
1 World Travel and Tourism Council（世界旅行ツーリズム協議会：WTTC）2020 

2 United Nations World Tourism Organization（世界観光機関：UNWTO）2020 

3 Organisation for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構：OECD）2020 
4 UNWTO, 2019 
5 UNWTO, OECD, 2020 
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を強調する。我々は、COVID-19が旅行・観光産業にパラダイムシフトをもた

らすことを認識する。 

5. 我々は、2020年4月24日のCOVID-19に関するG20観光大臣宣言で合意された

行動に関するコミットメント、および2019年日本の議長国下で行われた観光

の強靱性向上に関する行動に関するコミットメントを再確認する。我々は、旅

行・観光産業のパンデミックからの回復を促進するため、また、この産業に属

する今回の危機による影響を最も受けた人々、中小零細企業（MSME）、およ

び旅行・観光産業に依存する開発途上国（特に、アフリカおよび島嶼諸国）を

サポートするため、国際協力および官民協力を通じ、一丸となって取組を継続

する。 

6. 我々は、旅行者の安全を確保するとともに、COVID-19のパンデミックに対応

した旅行制限の導入および撤廃を、国内情勢および国際情勢と調和させ、釣り

合うようにするための関係当局と協力した取組へのコミットメントを再確認す

る。 

7. 我々は、パンデミックが、旅行・観光産業の危機管理において課題と機会を生

み出したことを認識する。不確実で不安定な危機への対応能力を向上させ、旅

行者の信頼を再構築するために、我々は、(i)予防および準備、(ii) 対応、およ

び (iii) 回復の各段階において、知識、経験、および優れた実践方法を引き続き

共有することを誓約するとともに、パンデミックに対するこの産業の対応およ

びパンデミックからの回復にあたって、危機時の効果的な情報交換の重要性を

認識する。我々は、OECDとUNWTOに対し、観光産業への危機の影響につ

いて評価し、2021年の会合にて報告するよう要求する。 

8. 我々は、労働者およびMSMEが急速に進化およびデジタル化を続ける経済にお

いて有効に従事できるよう、さらなるキャパシティビルディングおよびデジタ

ルスキル開発をサポートするとともに、ソフトスキル開発（技術によって簡単

に代替することのできない創造性、社会的スキル、および起業スキルを含む）

をサポートする。 

9. 我々は、観光イノベーションを育成し、パンデミックに起因する困難を克服す

る解決策を模索するスタートアップおよびイノベーションハブの成長に向けた

イニシアティブを支援するあらゆる取り組みを奨励する。 

10. 我々は、COVID-19からの観光の回復に関する旅行・観光の民間部門のコミッ

トメントを歓迎し、安全な国際旅行の再開を支援するため関係当局及び民間セ

クターとの連携を継続する。 
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観光を通じた包括的なコミュニティ開発 

11. 我々は、持続可能な開発のための2030アジェンダで言及されているとおり、

旅行・観光産業の持続可能な発展に向けた取り組みを強化することを誓約す

る。我々は、観光を通じた包摂的なコミュニティ開発に関するG20ウラー・

フレームワークの利用を奨励する。本フレームワークは、次の(i)から(iv)を

通じて、観光産業が、持続可能かつ包摂的な開発に貢献できるよう、各国家

が指針として利用することができる。(i) 観光の高い可能性を持つコミュニ

ティの特定および支援。(ii) 地域開発を促進する可能性のある行動領域、お

よび利害関係者の明確化。(iii) 国際基準に準拠した持続可能な観光指標に基

づくエビデンスベースの政策立案に向けた進展。(iv) グッドプラクティスの

紹介。 

12. 我々は、人々に力を与え、地球を守り、文化的な遺産を保存するため、「観

光を通じた包摂的なコミュニティ開発に関するG20ガイドライン」（附属書

1）を支持する。我々は、人的資本開発、包摂的な労働市場、十分な社会的

保護、イノベーションおよび起業家精神が、人間中心の産業としての旅行・

観光産業、女性のエンパワーメントの促進、およびすべての人々のための人

間らしい働きがいのある雇用の創出にとって重要な貢献を行うものとして、

その重要性を認識する。 

13. 我々は、旅行・観光産業の社会経済的発展と環境保護への貢献をより良く理

解するため、エビデンスベースの政策および指標を、推進および進捗モニタ

リングにあたっての基礎として強調しつつ、明確に定義されたレポート指標

と測定方法の重要性を認識する。さらに、我々は、持続可能な開発のための

2030アジェンダに沿って、観光の持続可能性の測定（MST）フレームワー

クなどのツールを活用し、持続可能かつ包摂的な観光指標について、標準化

された国際的な統計フレームワークの導入および一貫性のある利用を推奨す

るとともに、細分化されたデータの必要性を強調する。 

14. 我々は、コミュニティレベルでの観光産業の起業を促進および奨励する環境

の実現に向けて、各国それぞれの関連当局と引き続き協同する。 

15. 我々は、公的部門、民間部門、およびコミュニティの利害関係者の間で、よ

り力強い協力関係を構築する観光ガバナンスを推奨する。これには、官・

民・コミュニティ間パートナーシップ（PPCP）を通じたコミュニティ開発

に、技術的および財政的な支援を行うことにより、持続可能かつ包括的な観
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光産業の成長を推進することが含まれる。我々は、国際組織および国際的パ

ートナーからの支援も含め、こうした支援を促進し、誘導するイニシアティ

ブを歓迎する。 

16. 我々は、持続可能な本物の経験、農村開発、およびコミュニティエンパワー

メントを促進し、強靱性を高め、地域コミュニティに利益をもたらし、また、

包摂的で安全かつ歓迎される経験や地域のユニークな自然・文化を体験でき

る機会を旅行者に提供するような施策を支持する。 

17. 我々は、「観光コミュニティイニシアティブ」を、コミュニティの人的・制

度的キャパシティビルディングプログラムを通じ観光の経済的利益を広める、

観光産業の回復の推進力として歓迎する。 

 

安全かつシームレスな旅行、および旅行者のエクスペリエンス向上 

18. 我々は、「安全かつシームレスな旅行に関する行動のためのG20ガイドライ

ン」（附属書II）を支持し、安全かつシームレスな旅行および旅行経験向上

に関するレポートを歓迎する。このレポートでは、安全かつシームレスな旅

行の提供に関連する課題と機会の認識を高め、官民による革新的な取組から

学べる教訓を、G20各国の例を交えながら紹介している。 

19. 我々は、危機からの復興の一環として、かつ、より長期的に、目的地への、

および目的地における、安全かつシームレスで持続可能な旅行を推進するこ

との重要性を強調するとともに、観光、運輸、厚生、その他の関連する当局

間の政策協調が必要であることを強調する。我々は、安全およびセキュリテ

ィの向上、持続可能性の促進、来訪者管理の改善、ならびに旅行者経験の向

上のため、安全かつシームレスな旅行に関する原則（接続性の拡大、および

新技術のクリエイティブな利用を含む）の適用を推奨する。 

20. 我々は、COVID-19のパンデミックにより、特に危機的状況下での安全でシ

ームレスな旅行の重要性が強調されたことを認識している。したがって、

我々は、国際協力の強化、観光産業への信頼および信用の再構築、ならびに、

（衛生上の安全を含む）国際会議における国家間の知識、経験、およびグッ

ドプラクティスの共有を通じて、旅行・観光産業の回復および成長を支援す

ることを誓約する。 

21. 我々は、旅行円滑化のための公的部門および民間部門の両方による取組を継

続的に促進するとともに、外国人の入国を管理する国家の主権を認めつつ、

旅行およびビザプロセスを円滑化するためのイニシアティブ、ならびに安全
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性およびセキュリティを向上させるイニシアティブを支援する。 

22. 我々は、4月に開催した緊急会合以来、COVID-19への対応として行われた貴

重な取組を評価する。これには、国連世界観光機関（UNWTO）の「行動提

案」および「観光再開に向けたガイドライン」、ならびに世界旅行ツーリズム

協議会（WTTC）の「1億の雇用回復計画」、「安全な旅行：新しい日常への

世界プロトコルとスタンプ」が含まれる。我々は、さらに、本フレームワー

ク、ならびに多くの国際組織および産業パートナー（UNWTO、経済協力開発

機構（OECD）、UNWTO、世界銀行グループ（WBG）、WTTCを含む）か

ら支援を受けて作成された報告書の価値を認識するとともに、我々はこれらの

取組の可能性が十分に発揮されるよう、政府当局との協力を継続する。 

23. 我々は、G20観光ワーキンググループ（TWG）の適時な設立を歓迎すると

ともに、その付託条項（附属書III）を支持する。 

24. 我々は、G20議長国であるサウジアラビアの努力および優れたリーダーシッ

プに対して、感謝の意を表明する。私たちは、2021年のG20議長国となるイ

タリアにおいて、観光政策に関するさらなる進展ができるように、協力を継

続することに合意する。 
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附属書I 

観光を通じた包摂的なコミュニティ開発に関する G20ガイドライン 

 

観光は、自然資源および文化資源を保護しながら、強靭性、包摂性、およびエンパ

ワーメントに貢献する包摂的コミュニティ開発の重要な原動力となり得るものであ

る。 

「観光を通じた包摂的なコミュニティ開発」とは、コミュニティが意思決定プロセ

スと観光マネジメントに完全に関与する、コミュニティの包摂的開発の機会を促進

することを目的とした観光の計画、開発及びマネジメントとして定義される。 

COVID-19 パンデミックが、旅行・観光産業および何百万人もの人々の生活に与え

た甚大な影響は、社会的一体性（インクルージョン）を観光開発の中心に置くこと、

また、危機に対する対応能力を高め、より強靭な産業を創出することの必要性およ

び重要性を明らかにした。 

 

以下のガイドラインは、より持続可能かつ包摂的な経済および社会を創出するにあ

たって、観光がその役割を果たすのを手助けするものである。 

 

1. 観光による包摂的コミュニティ開発をサポートし、産業の強靱性を高める取組に

より、特に、COVID-19 からの回復を支援するにあたって、観光分野における国

際協力を拡大すること。 

 

2. 包摂的コミュニティ開発を観光政策の中に位置づけることにより、社会経済開発、

貧困救済、農村開発、ならびに自治体、国家、および地域の統合促進を通じて、

社会的一体性（インクルージョン）に対する貢献を行うこと。 

 

3. 全政府的なアプローチ、ならびにコミュニティ、国、地域、および全世界を含む

あらゆるレベルにおける効果的な協力および調整を通じて、包摂的コミュニティ

開発に向けた全体的かつ統合的なアプローチを採用すること。 

 

4. 国、地域、地方レベルですべての利害関係者を関与させることによって観光ガバ

ナンスを拡大し、DMO などの官民コミュニティ間パートナーシップ（PPCP）を

強固にすることにより、リソースおよび能力を共有し、観光商品の共同開発や、

リスク・責任の共同負担を通じて、相互的利益のためにコミュニティリソースの

管理を可能にすること。 
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5. 観光バリューチェーンの開発および管理を促進し、改善することにより、地域社

会、特に脆弱なグループの地位を向上し、（偽物ではない）本物の体験を促進し、

自然および文化的な資源を保護すること。 

 

6. スマート化した観光地の開発により、リソースの割り当ておよび消費の最適化を

可能とし、また、観光の恩恵を効果的に広める観光客フローの動きを管理するこ

とが可能になることために、スマート化された観光地の開発を認識すること。 

 

7. 国家の持続可能な開発目標（SDGs）プロセスに積極的に取り組み、SDG への関

与およびあらゆる利害関係者（コミュニティ、市民社会組織、地方自治体当局、

民間部門、資本家、および投資家）からのコミットメントを強化することにより、

持続可能な開発のための 2030 年アジェンダと、観光を通じた包摂的コミュニテ

ィ開発を連携させること。 

 

8. 観光に関してエビデンスベースの施策および管理を採用し、発展させると同時に、

ジェンダーの平等および他の過小評価されている集団の平等を促進するための細

分化されたデータの必要性を強調しつつ、観光の持続可能性 3 つの柱（経済、社

会、および環境）によって測定するための比較可能な国際的統計フレームワーク

の必要性を認識すること。 

 

9. 関係当局と共に、コミュニティの教育と能力開発のための、女性、若者、脆弱な

グループに特に焦点を当てた政策とプログラムを通じて、人材育成を促進するこ

と。 

 

10. 公的な開発援助機関や国際金融機関、地域金融機関などを通じて、コミュニティ

の優先度が高いサポート施設の設置を援助する資金にアクセスできるよう、包摂

的コミュニティ開発における観光の貢献と、コミュニティの重要性を認識するこ

と。 

 

11. 関連当局と協力して、社会的および経済的な障壁を減らし、既存の法的枠組みの

中で社会的保護を強化することにより、観光関連活動における働きがいのある人

間らしい雇用を支援すること。 

 

12. 地域社会に、女性のエンパワーメントに重点を置いて、ジェンダーの視点を政策

アプローチに取り入れるよう奨励すること。 
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13. 包括的な観光経済を支援するため、国、地域、および地方レベルで、公共部門、

民間部門、市民社会、およびコミュニティを含むすべての利害関係者と協力する

こと。 

 

14. 観光に関する企画、商品、サービスの計画、設計、および管理に関し、適切な場

において、コミュニティとの協議プロセスに参加すること。これには、コミュニ

ティの住民およびその他の利害関係者（政府、観光地、観光会社など）との間に

おける対話、ならびに観光開発への支援を得ることが不可欠となるコミュニティ

メンバー間の対話が含まれる。 

 

15. 中小零細企業（MSME）のエンパワーメントに焦点を当て、起業家によるイノベ

ーションおよびデジタル変革を促進および奨励すること。 

 

16. 公平な企業活動および持続可能なビジネスの実践を支援することにより、経済的

利益の拡大、文化的資源および天然資源の保護、知的財産、コミュニティ開発の

促進、ならびに生活の向上に貢献すること。 

 

17. 政府内の調整、製品の多様化、社会的保護スキーム、および危機管理メカニズム

を通じて、強靱性を高め、観光地が、今までよりも危機を効果的に管理し、その

影響を最小限に抑えられる体制を整備できるようにすること。 
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附属書 II 

安全かつシームレスな旅行に関する行動のための G20ガイドライン 

 

安全かつシームレスな旅行は、世界経済に即時かつ長期的な関連性を有しており、

成長を可能とし、持続可能性を改善し、ならびに地域および地方の経済を支援する。

安全かつシームレスな旅行を実現するには、調整の提供、基準の設定、規制の策定

と実施により、調整された政策措置が必要である。 

 

政府は、主要なステークホルダーをまとめ、調整を行うとともに、基準を設定し、

規制を策定・施行するなど、調整および規制において明確かつ重要なコア機能を備

えており、民間部門のパートナーとの協力を通じ、より安全かつシームレスな旅行

者経験を実現することで、大きな利益を得ることができる。 

 

合意された基準およびシステムとテクノロジーの相互運用性に関する国際的な調整

された行動と国際機関との協力は、COVID-19 パンデミックなどの危機の際に特に

重要である安全性とセキュリティを強化しながら、旅行者経験の向上にも役立つ。 

 

このガイドラインにおいては、シームレスな旅行とは次のように定義される。「旅

行者の出発地から目的地まで、目的地内、および目的地から出発地に戻ってくるま

でにおいて、スムーズ、効率的、安全、安心で、そして楽しい旅行体験の提供。」 

 

以下のガイドラインは、各国が安全かつシームレスな旅行の目標を達成し、その恩

恵を受けられるように手助けするものである。 

 

1. 長期的に、COVID-19 からの復興の一環として、また、経済成長、安全性および

セキュリティの拡大、旅行者経験の向上、地域開発の拡大、持続可能性の改善、

来訪者管理の向上を実現および推進するものとして、シームレスな旅行を促進

することの重要性を認識すること。 

 

2. 国外および国内での旅行に影響を与える政策および行動に、旅行・観光産業の

展望を反映させること。これには、観光、国家安全保障、および運輸を担当す

る省庁間において、また、方針および行動が旅行・観光産業に重要な影響を与

える可能性のある他の省庁（厚生省など）との間において、強い連携を必要と

する。 
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3. 旅客データに関して関連国際機関が策定した要件を考慮するとともに、データ

プライバシー保護に関する国内の法規制に従って、識別情報のチェック、追跡、

および管理を目的とした旅行者データの収集、共有、および利用に関する基準

について模索するため、適切なフォーラムを通じて国際レベルで協調すること。 

 

4. 公衆衛生上の懸念など各政府の政策の優先事項に従うとともに、外国人の入国を

管理する国家の主権を認めつつ、オンラインプロセス、ならびに二国間および多

国間協定などを通じ、関連機関と連携のうえ、セキュリティを維持しながら旅行

とビザプロセスを合理化する方法を引き続き模索すること。 

 

5. 合意された国際基準と原則に基づく国家のデータプライバシーと法を尊重しつ

つ、旅行者のデジタルな識別情報および生体認証の利用を促進すること。例え

ば、政府と国際機関との間のグローバルな協力を通じて、異なるシステム間の

認識および相互運用性を可能にすること。 

 

6. 複数の交通手段間でシームレスな連携を提供するため、交通および観光に関す

る計画および運営を調整することにより、訪問者および居住者に利益をもたら

し、観光地の接続性および持続可能性を向上させること。  

 

7. 従来のカスタマーケアを維持しつつ、新しいテクノロジーの創造的な利用を通

じて、旅行を円滑化し、旅行体験を向上させるため、旅行者（特別な支援を必

要とする旅行者を含む）へのリアルタイム情報およびその他の支援の提供を奨

励およびサポートすること。 

 

8. 安全上の問題について旅行者と明確で効果的なコミュニケーションを必要とす

る旅行および観光に関する危機管理戦略を確立し、定期的に改定し、必要に応

じて実施するとともに、適切な旅行者の安全基準および手順について政府間調

整および業界との調整を行うこと。 

 

9. 他の関係当局と協力して、シームレスな旅行のための能力構築および投資を支

援すること。これには、完全なブロードバンドかつ広範囲のWi-Fi受信地域、デ

ジタルスキル、コミュニケーション、およびカスタマーケアに関する包括的な

トレーニングプログラム、ならびにこの分野における政策および行動の指針と

なる研究プログラムが含まれる。 
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10. 安全かつシームレスな旅行を可能にする上で、テクノロジー企業ならびに輸

送・サービスプロバイダーを含む民間部門が果たす重要な役割を認識し、適切

な政策および規制の策定ならびに官民パートナーシップ（PPP）の構築を通じて、

民間部門の関与を奨励および明確化すること。 
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附属書 III 

G20観光ワーキンググループ付託条項  

 

背景 

 

観光産業の重要性、および開発手段としての観光産業の役割は、G20首脳によって

議論され、確認されている。観光産業については、メキシコの 2012年議長下におけ

るロスカボス宣言において、「雇用創出、経済成長、および開発の原動力としての

旅行・観光産業が担う役割」として評価されたのが最初であり、最近では、2019年

日本における大阪宣言において、再度、次のように述べられている。「我々は、特

に女性および若者のための、また、創造産業における、質の高い雇用と起業の創

出、経済的な強靭性および回復、持続可能な観光に関する計画および管理を通じた

自然資源の保護、ならびに、包摂的かつ持続可能な開発の実現に対する観光部門の

貢献を最大限にするために取り組んでいく。」 

 

2019年の国際観光客の到着者数は 15億人で、COVID-19以前の予想成長率によれ

ば、2030年に 18億人にまで達すると予測されている（UNWTO、2019）。強力で効

果的な国際対話とガバナンスを通じて持続可能で包括的な開発を確保するために観

光産業を導くことは、今やこれまで以上に重要である。 

 

対話の実施や、ベストプラクティスの共有、政策方針の策定、および観光に関する

問題についての集団的なコミットメントを推進するために、G20は、観光ワーキン

ググループ（TWG）の付託条項（ToR）を定めることを決定した。これらは、TWG

における議論の範囲および組織事項を定めており、その任務の妥当性、一貫性、お

よび有効性を保証する。付託条項は、TWGと、その他のワークストリームおよび関

連するエンゲージメントグループとの間における相乗効果も創出する。 

 

この文書は、G20観光アジェンダのための TWGの使命および機能を概説するもの

である。 

 

使命 

 

TWGの使命は、観光に関する優先課題に取り組み、力強く、持続可能で、バランス

が取れており、多くの雇用を創出するような成長をさらに発展させることである。
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TWGの任務は、特に、以下に述べる一連の広範囲な目標、ならびに G20首脳、観

光大臣、シェルパ（準備担当官）からの指示によって指導される。 

 

以下の事項を視野に入れ、方針原則を策定すること。 

 特に、地域社会における若者、女性、および恵まれないグループの間で、よ

り質の高い雇用の創出を促進することを含めた、観光産業における雇用の増

加。 

 教育および労働者のスキルレベル向上を通じた、観光産業における労働能力

の向上。地域開発の支援、観光分野における中小企業（SMEs）の奨励、なら

びにイノベーション、デジタル変革、および起業家精神の促進。 

 持続可能かつ包括的な実践方法の促進、ならびに観光産業が地域社会および

世界社会にとって社会経済的および環境的に持続可能なものであることの保

証。 

 観光産業における継続的なイノベーションの奨励。 

統合的方針および効果的な調整を次の方法で促進すること。 

 観光産業に関する政策と、雇用、教育、および開発を含む他の政策分野との

統合および調整を強化するため、関連する G20フォーラムとの協力。 

 世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）、Business 20（B20）、Labour 20

（L20）、Women 20（W20）、および Youth 20（Y20）などのソーシャルパ

ートナーおよびエンゲージメントグループコンサルティングとの協議および

それらの関与。 

 TWGおよび／またはその議長が要請する分析・技術サポートを提供するた

め、特に、国際労働機関（ILO）、経済協力開発機構（OECD）および国連世

界観光機関（UNWTO）などの国際機関との協力。 

以下を通じて、アカウンタビリティの向上、効果的な方針およびプログラムの実施

に貢献すること。 

 G20観光大臣および G20シェルパ（準備担当官）に対して、任務に関する報

告および勧告の提示。 

 ワーキンググループ内で行われた集団的コミットメントに焦点を合わせ、観

光産業内の進歩に関する定量的および質的な追跡調査。 
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 持続可能な観光開発の問題に取り組むにあたり、ベストプラクティスの共有

および情報交換。 

TWGの機能 

 

TWGは、現職の G20議長国を主導国として、前年度の議長国および翌年の議長国

がこれをサポートするという「トロイカ（3人指導）体制」によっている。 

 

TWGへの事務局サポートは、現職の G20議長国が提供している。TWGの決定にあ

たっては、コンセンサスベースのアプローチが適用される。 

 

共通の関心分野においては、TWGは、他のワーキンググループと協力して、これら

の問題について協力を求める場合がある。 

  

TWGが任務を実施するにあたって、特定の専門知識が必要な場合は、期間限定で、

任意の技術サブグループを設立することができる。これらのサブグループの使命、

作業計画、構成、および共同推進委員は、加盟国によって決定される。 

 

TWGの年次アジェンダおよび複数年アジェンダ 

 

TWGの年次アジェンダは、G20加盟国と協力し、国際機関およびソーシャルパート

ナーと協議して、TWG、宣言文（コミュニケ）、および観光大臣宣言の付託に基づ

き、現職の G20議長国が作成する。G20議長国は、特に重要性を有する他の追加的

問題に焦点を当てる場合もある。 

 

逐次交代する G20議長国の下で実行される作業について継続性を確保することの重

要性を考慮して、TWGは、その使命によって主導される複数年アジェンダの下で作

業を行う。複数年アジェンダは TWG加盟国によって策定され、毎年見直されると

ともに、必要と思われる場合は更新される。 

 

観光分野における G20議長国の優先順位および計画される成果、ならびに日付、場

所、成果物、および計画される TWG活動の作業テーマについては、各議長国の任

期の開始時に、他の加盟国と協議する。 

 

加盟 
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TWGには、G20加盟国および招待国からの代表者および専門家が参加することがで

きる。 

 

ソーシャルパートナーおよび国際組織との協力 

 

TWGは、公的な B20、L20、およびその他の社会貢献団体と、必要に応じて、およ

び TWGが決定する取り決めに従って、協力する。TWGは、B20および L20に対し

て、共通の関心事についての社会的対話に参加することを奨励する。 

 

TWGは、関連する国際機関または業界パートナー（特に ILO、IMF、OECD、

UNWTO、世界銀行グループ（WBG）および WTTC）の代表者に対し、TWG会議

への参加を要請して、その議題において特定された問題に関する技術的分析を提供

するよう依頼することができる。 

 

改正 

 

これらの付託条項については、TWG加盟国の要請に応じて、毎年の見直しを行う。 

何らかの改正が必要であるとみなされる場合、その改正は、TWG加盟国のコンセン

サスを得た上で、正式に本文書の一部となる。 

 
 


