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　本稿は2020年４月27日に開催したWEBセミナーで、旅行業
界幹部向けに、（一社）日本旅行業協会（JATA）理事・事務局
長として話した原稿です。７月13日現在の注釈を加え、官庁の
HPで確認できる施策等は紙面の都合で割愛しています。なお、
このセミナーは延べ1000名が視聴し、その後JATA役員会社お
よび関係箇所に配布し、HPに掲載し、各社の経営の参考にし
て頂きました。４月27日時点での発信がその後どう実現された
かの検証してください。また、対策は協議継続中であるため公
開している範囲の情報に止めています。

　以下、WEBセミナーの再録です。

１．新型コロナウイルス感染症危機を乗り越える
　こんにちはJATAの理事・事務局長の越智です。今回の新型
コロナウイルス感染症問題は、過去に例がない規模の危機です。
これまでの2003年、SARS、2009年のリーマンショック後遺症
や新型インフルエンザ、2011年の東日本大震災など、経営幹部
として経験し、獲得してきた知識を総動員して、「旅行業界をな
んとか生き延びさせる」という思いで、関係箇所に陳情、交渉
してきました。観光庁はじめ、経産省、国会議員の皆様には大
変お世話になっています。そのプロセスで、改めて旅行業・観
光産業が果たしている役割の大きさを再認識しました。コロナ
禍終息の暁には基幹産業として再生できると確信しています。
　今日は、今お話できる範囲での情報をお伝えし、皆様の経営
のヒントにして頂きたいと思います。そして、私の後に、成果
の一つである雇用調整助成金を使った経営について、原さんに
お話し頂きます。（注：風の旅行社社長で、東京、名古屋、大
阪、仙台でセミナーをして頂き、JATA機関紙やHPを通じて
雇用調整助成金を使った経営を啓蒙して頂いた）

２．現状と予測
　JATAでは２月12日に対策室を立ち上げ、２週間に一回、主
要10社の個人旅行の３か月先までの先行予約の数字を集計し始
めました。そのデータを編集し、観光庁や国会議員に説明する
資料としてきました。第１回目の集計は２月28日。１月27日に
中国からの団体旅行が禁止となった影響で３月のインバウンド
は前年同月比で70％減少。国内旅行、海外旅行とも３月で40％
減、４月は半減と厳しい数字でした。
　これを過去に感染症の被害が大きかった2009年のデータと比
較して点線で示しました。新型インフルエンザに加え、リーマ
ンショックによる景気後退で最悪だった年より悪くなる予測で
した。当時観光の各団体は取消の被害を言うばかりで、これか
ら先の厳しい数字はあまり話がでていませんでしたが、いち早
く警鐘を鳴らした形でした。（2009年は年間で国内旅行が７％、
海外旅行は22％も減少）

　２月27日に全国の学校の一斉休校が要請され、TDR やユニ
バーサルスタジオが閉園されました。３月11日にはWHOがパ
ンデミック声明を出すなど事態ははっきり悪化しました。
　数字で被害額を見せないと説得力がないと思い、数字が１人
歩きするリスクはありましたが、２回目の10社の先行予約の集
計（３月13日）をもとに昨年の主要旅行会社統計の前年月別に
当てはめて、このようなグラフをつくりました。（注：観光庁統
計に昨年11月から抜けたHISの数字を公開情報から拾い加算し
ました）３月は７割減少、４月以降はまだ予約が残っています
が、そのままでは前年に比べて毎月3000億円以上の売り上げが
なくなることが予測されました。点線枠で囲んだものは予想値
です。（注：その後事態はさらに悪化し、４月～６月の取り扱い
はほぼゼロになり前年に比べて毎月4000億円相当がなくなって
います。）

新型コロナウイルス感染症危機への
（一社）日本旅行業協会の取り組み

（一社）日本旅行業協会参与・東洋大学国際観光学部教授 越智　良典

スライド１：2009年より悪い

スライド２：単月で3000億円以上の被害
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スライド３：毎月1.5兆円の旅行消費が消失

　さらに観光庁の統計をもとに旅行消費額を月別のグラフで表
したものを用意しました。毎月２兆円から３兆円の旅行消費が
あります。この前のスライドで見て頂いた主要旅行会社の取扱
額は年間５兆２千億円。この５倍が旅行消費の全体です。つま
り、先ほどの主要50社統計の被害予想3000億円の５倍、1.5兆円
もの旅行消費が消える計算です。ちなみに毎月1.5兆円以上の損
害という予測はその後の経済対策の規模感を考えるベースとな
っていきます。（注：民間シンクタンクでここまでの被害を予想
したところはなく、私たちの肌感覚との違いに歯がゆい思いを
していました。大げさでは？の声もありましたが、事態はさら
に悪化し、４月から６月まで毎月２兆円以上が消えていきまし
た）
　インバウンドの被害だけでなく、国内旅行が消え、全国の観
光という名の田んぼは干上がりカラカラになっている。これを
回復するには、「大規模な救済策と大規模な回復キャンペーンが
必要である」と政府や国会議員に訴え続けました。
　観光と直接関係ない議員には波及効果で説明しました。静岡
県選出の国会議員に対して、「今回のコロナ禍でホテルに泊まる
人が激減し、メロンの消費が極端に落ちたため、先生の地元の
メロン農家が悲鳴をあげています。観光がなくなると仕入先の
１次産業、２次産業も大打撃です。」といったように説明しまし
た。

３．対策のシナリオ
　被害予想と平行して、観光庁と復活のシナリオを打合せさせ
て頂きました。シナリオのもとなったのは、2003年香港のSARS
のリカバリープランです。（注：危機管理の資料としてSARS当
時の記録を保管しており提供しました）感染発生期、回復準備
期、回復期の３段階で対策すべきことを用意し、より早くより
強力に観光を復活させたシナリオです。
　また、経済産業省（クールジャパン政策課）とも連絡を取り、
経済対策の面からの応援もお願いしました。当初は東京オリン
ピック・パラリンピックにも間に合うように、６月から執行可
能な補正予算を組んで頂き、国内旅行やインバウンドのキャン
ペーンができればと、お願いしていました。（注：東京オリンピ
ック・パラリンピックは３月24日に延期が決定）
　JATAの要望を香港の復興シナリオに当てはめると、
（１）感染発生期

　①雇用調整助成金などで、休業した社員の給与補填をする
　　�資金繰り支援はすでに動き出していたので、営業コストの
60％を占める人件費。社員11万人の雇用を守ることに絞っ
た要望をしました

　②�修学旅行を中止せず、延期をする。万が一の取消料を補填
する

（２）回復準備期
　感染防止対策の自主ガイドラインをつくるので自粛の緩和を

スライド４：対策のシナリオ

スライド５：JATAの要望（官邸ヒアリング用）
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（３）回復期
　①まず国内から需要回復の大キャンペーンを実施する
　　�夏休みに開始すれば東京オリパラのホテル、バス取消対策
にもなる

　②�国際交流の復活→これを要望しているのはJATAだけです
　　�SARS の際の出入国健康チェックシステムを参考に、可能
な国から相互交流を再開する。まず、中国、韓国、台湾な
ど近隣アジア諸国から

　与党の観光立国調査会や対策会議に田川会長にも出席して頂
き、陳情しました。はじめは「インバウンドが不調で大変です
ね」といった雰囲気でしたが地方に日本の観光客も来なくなり、
ほかの観光団体も口をそろえて陳情することで、「全国の観光と
いう名の田んぼはカラカラに干上がっている」という主張を理
解して頂けるようになりました。
　陳情の大きな山は３月23日の安倍首相以下主要閣僚が出席し
た観光・運輸業界のヒアリングでした。ここで坂巻副会長（注：
現会長）に出席頂き、改めて陳情しました。その際に、安倍総
理自身から「観光は日本の成長戦略の柱であり、今回大変な被
害を受けているが、まず、事業を継続できるように全面的に支
援する。現在は感染拡大を防ぐことに全力を挙げているが、し
かるべき時にV字回復させるために前例のない規模の旅行キャ
ンペーンができるように予算化する」と約束頂きました。

４．要望と進捗状況
（１）経営支援策としての雇用調整助成金
　すでに雇用調整助成金については４－６月が要望どおり中小
で9/10大手で2/3の助成率の引き上げと年間100日の別枠での適
用となりました。手続きもどんどん簡素化されてきています。
今後は特例の延長や8330円の上限額の引き上げも交渉していき
ます。
　この活用は原さんの説明を参考にしてください。（注：限度額
は15000円へ引き上げられました）

（２）修学旅行の実施
　今回、地方では修学旅行の取り扱いが大きいので要望してい
ます。「修学旅行を中止せず延期して実施するように」という通
達は文部科学省からすでに出されています。そして、今審議中
の補正予算で取消料の補填が６億円予算化されています。（注：
４月30日：予算成立。７月10日：修学旅行の実施については、
政治的にも注目が集まる案件となり、GoTo トラベル事業の対
象にもなりました。）

（３）需要回復のための国内旅行キャンペーン
　「V字回復させるために前例のない規模の旅行キャンペーン」
については補正予算で１兆円規模の旅行補助・クーポンが予算
化され、今まさに審議中です。（注：４月30日成立）
　これまで西日本豪雨災害や北海道の胆振東部地震対策で30億
円～80億円の「ふっこう割」の補助額から考えると、まさにけ
た違いです。これは経済産業省が主導して、経済対策の一つの
柱として、「観光を牽引役として地方経済を復活させる」という
ことが明記され、その具体化が今回のキャンペーンに位置づけ
られたため、予算が大型化したのです。毎月1.5兆円の旅行消費
が消えていくという主張を認めて頂いて、前例がない対策が実
現したのです。（注：補助金と効果のシュミレーションは過去の

ふっこう割をもとに算出。被害の大きさの理解が進むにつれて
額は大きくなりました）
　「go�to キャンペーン」と名づけられたこのキャンペーンはト
ラベルだけでなくイート、イベント、商店街など観光を牽引役
として需要喚起をしようという意図がはっきり見えます。細か
い設計や手続きは予算決定後に具体化（注：７月10日に観光庁
HPに詳細発表済み）発表されるので、まだお話しできません
が、仕組みは、「ふっこう割」と同じです。１泊２万円を上限と
して旅費の半額を補填する方式です。ただし、補填額のうち３
割は地域での産品を購入したりするクーポンに回されます。経
産省主導で地方創生を実現する施策です。
　旅行代金２万円で半額補助ですと１万円、うち３割が地方で
のクーポン、旅費補助が7000円ですので、旅行代金は１万3000
円で3000円の購入クーポンつきとなります。もう一つ例を挙げ
ると、５万円の旅行では、半額で上限２万円ですので、旅費補
助が１万４千円。購入クーポンが６千円です。旅行代金が３万
６千円で購入クーポン６千円つきとなります。
　１泊あたりの補助方式です。長い滞在、高い旅行にこそ効果
的だと思います。全国あまねく広く早く旅行客を送り、観光と
いう名の田んぼに水を流すのが旅行会社の大きな役割です。受
注型企画旅行や宿泊を伴う手配旅行にも適用となる予定ですの
で、お客様と相談して団体旅行の企画にも使ってください。

（４）需要喚起の環境つくり：感染防止ガイドライン
　あわせて、安心して旅行できる環境づくり「対策のガイドラ
イン」「行動計画」を観光庁と打合せしています。タイも同じよ
うなことを検討しています。
　余談ですが、航空機は３分ごとに換気され、高性能のフィル
ターでウイルスが除去されているのをご存じですか？　航空会
社のHPで紹介するように働きかけたので、掲載されるように
なってきました。「換気」という面でリスクが低い乗り物といえ
ます。
　旅行によって感染が拡大したのでは、旅行キャンぺーンどこ
ろではありません。感染予防策はキャンペーンの前提です。前
のスライドで航空機の例を出しましたが交通、宿泊、飲食、施
設、イベントなどそれぞれの旅行シーンやお客様の動きに合わ
せた安全対策が作られます。
　ポイントは感染症の先生にアドバイスいただいて監修頂くこ
とです。独りよがりな行動計画ではお墨付きはいただけません。
旅行会社は安全対策をとった機関・施設を選び、いわゆる３密
対策などをとったツアー企画を用意していくことになります。
行動計画は６月までに作成される予定です。キャンペーンの実
施は一気にではなく、安心対策ができたところからとなるかも
しれません。
（注：５月14日に緊急事態宣言が一部解除、５月21日に全面解
除、経済再生と感染症防止の両立を目指す方針が示された。５
月４日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、２週間
程度で我が国の（あらゆる）事業者団体等は業種ごとにガイド
ラインを作成することとされ、５月14日に各業界から公表され
た。観光庁が所管する宿泊業、旅行業においても、業界団体が、
医療専門家のアドバイスを受け、観光庁の協力の下作成し、５
月14日に公表しました。その後、貸切バスの換気性能を実証し
た上で、貸し切りバスガイドラインをバス協会と旅行業界で作
成し公表しました。また、ガイドラインに基づき作成した修学
旅行の手引きは文科省HPで紹介されています。山梨県のよう
に認証制度を採用する自治体も現れ、「行って安心、来て安心」
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の環境整備が整ってきたところで、国内旅行キャンペーンが実
施されることになりました。）

スライド６：復活のスケジュール４月27日現在

　どこの国を見ても、まず国内旅行から旅行需要を回復させよ
うとしています。私が今の段階で提案しているシナリオは７月
から国内旅行のキャンペーンを始め、海外旅行、インバウンド
は出入国制限の緩和状況に沿ってできる国から徐々にはじめ、
来年の東京オリンピック・パラリンピックにつなげるというも
のです。感染の具合や安全対策の準備状況によって順次できる
ところからなることも予想されます。V字型回復でなくU字型
になるかもしれません。いずれにしても、まず国内旅行でご飯
を食べて下さい。（注：７月11日現在国内はほぼ想定通り、海外
は遅れている）

５．国際交流の復活に向けて
（１）チャイナインパクト
スライド７：チャイナインパクト

　海外旅行やインバウンドはどうでしょうか？すでに全世界で
国境を越えた移動が制限され、ある意味鎖国状態になっていま
す。今回の病気は武漢から始まり、中国全土、アジア各国、欧
州そして、アメリカ、全世界にという広がり方をしました。
　今回改めてわかったことは、チャイナパワーの威力です。中

国からの海外旅行者数は、１億５千万人と桁違いです。ちなみ
に昨年の日本を訪問した外国人3188万人の内、中国からは959万
人と約30％でした。今回、各国のインバウンドで中国人のシェ
アをJNTOに調べて頂きました。どの国も３割程度のシェアを
もつことがわかりました。（2018年）
　中国が海外への団体旅行を禁止したのは１月27日で、春節の
大移動を防ぐ目的でした。しかし、一週間前には出国のピーク
を迎えており、感染防止対策としては遅きに失したといわざる
を得ません。瞬く間にアジア各国に広がり、一方で突然観光客
が来なくなることで経済に大打撃となったのは、各国に共通し
ます。

スライド８：中国の復活は早い

　皮肉なことですが、感染源である中国はピークを過ぎ、テー
マパークも再開され、国内旅行の募集が始まっています。ホテ
ルも９割オープンされています。
　早ければ夏には海外旅行も再開されるようです。この巨大
マーケットをどこがとるか？３月25日のPATA（アジア太平洋
旅行連盟）の中国支部作成の中国人旅行動向調査では1252名が
回答し、32％が７－８月の旅行を希望し、45％が海外旅行を希望
するなど旺盛な旅行意欲がうかがえます。
　注目すべき点をいくつか挙げます
　①�海外旅行の目的地について　日本が１位、タイが２位
　　�距離的な近さ、安心安全、友好関係、日本の魅力、オリパ
ラなどが理由として考えられます。インバウンドの参考と
してください。

　②旅行の決定要因について
　　�①感染状況　②旅費（経済的に厳しくなる）③休み
　　�また、旅行会社や訪問先へのアドバイスとして感染予防策、
質へのこだわり、余裕のある日程、割得、少人数のブティ
ック型ツアーなどただ安くて便利なところが選ばれるわけ
ではなく、新しい旅の価値を求める動きが見られます。こ
れは中国に限らずポストコロナの旅行企画を考えるヒント
になると思います。

（２）国際協調の動き
　どの国も自国内での感染を防ぐために、海外との交流を遮断
することに今は躍起となっています。さらに、選挙を意識した
パフォーマンスが加わり、国際協調とは程遠い現状です。JATA
ではこれまでのつながりを活かし、UNWTO（国連世界観光機
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関）、田川JTB会長が副会長であるWTTC（世界旅行ツーリズ
ム連盟）、PATA（アジア太平洋観光協会）、WTA（世界観光
連盟）などと連絡をとり、
　①被害の現状と政府への要望とその進捗状況の共有
　②�10月のツーリズム EXPO ジャパン（沖縄）観光大臣会合
（UNWTO共催）を国際観光復活へのキックオフとするこ
とへの提案

　③国際的な交流の仕組みつくりの提案
　　�2003年SARSの際に香港が採用した出入国での健康検査体
制（体温測定）

　電話による観光大臣会合が開催され、JATAの提案も含めて、
国際交流の復活に向けた議論が始まっています。

（３）海外旅行の復活に備えた動き
　海外旅行はJATA会員会社の生命線です。今回、日本の政府
観光局に各国のプロモーションを伺いました。
　①自国と日本の双方の感染状況や出入国の検査や条件次第
　②�各国ともまず国内→近隣国（shorthaul）→遠方の国
（Longhaul）という手順で旅行需要を取り返そうとしてい
る。

　③�航空路線次第。復活は一挙にではなく、収支を見ながら、
徐々に戻すのが現実的。

　④�当面はオンラインでセミナーを実施し、情報発信する
　⑤�国によってプロモーションを早く開始するところもあるが
概ね秋以降の仕掛けを予定

　　　ドイツ　７月からグローバルキャンペーン
　　　フランス、ポルトガル　９月～
　　　オーストラリア　秋から
　　　�いずれにしても５月、６月から下準備し、まずオンライ

ンキャンペーンから、そして、リアルのメデイア、イン
フルエンサー、エージェントFAMへ

　⑥�９月、10月のツーリズムEXPOを反転攻勢の機会としたい
観光局もある。スペインなど

　JATAとしては、まずは共同オンラインセミナーの仕組みを
作ります。これは観光局の皆さんにプラットフォームを提供す
ると同時に、旅行会社には社員研修の機会になります。一日セ
ミナーにすることで、国から教育訓練補助金がでます。（一日６
時間　中小2400円　大手1800円　半日３時間　半額相当）
　そして、ツーリズムEXPOのような需要回復に向けた商談会
も企画して、皆さんと力をあわせて需要回復の準備を進めたい
と考えています。
（注：海外旅行については、観光庁とチームを作らせて頂き、各
国ガイドラインの調査に基づく海外旅行ガイドラインを８月中
に完成させるよう打合せし、出入国の規制緩和についても情報
交換しています。同時に、陰性証明の基になるPCR検査の拡充
を関係団体と連携して陳情しています）
　以上、「JATAの動きとその成果」、「会社存続の為の支援策」、
「旅行需要創出のための国内キャンペーン」「インバウンドや海
外旅行の復活に備えた動き」などをお話しさせて頂きました。
JATAホームページの対策情報を活用してください。また、じ
ゃたこみの特集号もご活用下さい。JATAホームページからダ
ウンロードできます。今日の話が皆さんの会社経営のヒントと
なれば幸いです。力をあわせて乗り切りましょう！

　WEBセミナーは以上です。

　さて、本稿の締めくくりに、７月10日に GoTo トラベル事業
の事務局をツーリズム産業共同提案体：JATA・JTB・KNT-
CT・日本旅行・東武トップツアーズ・全国旅行業協会・日本観
光振興協会及び協力団体として全国旅館ホテル生活衛生同業組
合連合会、日本旅館協会、日本ホテル協会、全日本シティホテ
ル連盟、リクルートライフスタイル、楽天、ヤフーというコン
ソーシャム）が受託することが決まったことを記載します。５
原則「全国あまねく」「迅速に」「公平に」「不正を許さず」「安
心安全」な旅を届けるという私たちの提案が評価して頂いたこ
とを感謝します。観光庁としっかり連携して、国内旅行需要を
大いに盛り上げ、観光で地方経済の再生を果たしたいと思いま
す。
　私は６月22日から理事・事務局長を池畑さんに交代し、１年
間参与としてコロナ対策などを担当します。危機管理の先達に
学んだ「Preparedness�Business�must�go�on」の言葉を胸に、旅
行業が危機を乗り越え強力に再生できるように力を尽くしたい
と思います。


