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家族を伴う
ビジネストラベル
の実態

〜意外に多い
ブリージャー経験者〜

福永⁝今回の

﹁観光文化﹂の

中でも︑出張

の前後に休暇

を追加するブ

リージャーや︑休暇期間中の滞在先で

のテレワーク業務を認めるワーケーシ

ョンがキーワードとして挙がっていま

す︒
現地で仕事以外の時間に家族と合

流して余暇を楽しむケースも考えられ

るかと思いますが︑共働きも増えてい

る中では︑休み方︑働き方に加え︑休暇

と仕事とのバランスや︑家族との過ご

し方も多様化していると思います︒
今

日は家族を伴うビジネストラベルマー

ケットの実態と可能性について色々と

お話をおうかがいできればと考えてい

ます︒

まずは皆さんの家族を伴うビジネスト

ラベル︵ブリージャー︑ワーケーショ

ン︶のご経験についてお話いただけま
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鯨本あつこ ︵いさもと・あつこ︶
1982年生まれ︒
大分県日田市出
身︒
NPO法人離島経済新聞社の有
人離島専門メディア
﹃離島経済新聞﹄
︑
季刊紙
﹃季刊リトケイ﹄
統括編集長︒
地方誌編集者︑経済誌の広告ディレ
クター︑
イラストレーター等を経て
2010年に離島経済新聞社を設
立︒地域づくりや編集デザインの領
域で事業プロデュース︑人材育成︑広
報ディレクション︑講演︑執筆等に携
わる︒
2012年ロハスデザイン大賞
ヒト部門受賞︒美ら島沖縄大使︒2
児の母︒
一般社団法人石垣島クリエ
イティブフラッグ理事︒株式会社リ
トルコミュニティラボ代表︒﹃離島経
済新聞﹄ www.ritokei.com

して︑
これまでに上の子は 島︑
下の子

るとその時間がなくなり︑むしろマイ

子どもを伴う出張は上の子が3ヶ月の

産後2ヶ月後から出張に出て︑最初の

た組織で︑
かつ裁量も自分にあるので︑

ったりしますが︑自分たちが立ち上げ

社に属していれば産休・育休制度があ

預かりの託児サービスがあれば利用し

なるとできないので︑基本的には一時

材をすることもありましたが︑大きく

鯨本⁝0歳児の時は抱っこしたまま取

にいることもありますか︒

福永⁝取材をする時にお子さんが一緒

ナスになるくらいの力を使いますね︒

時の奄美大島でした︒
下の子も3ヶ月

東京の場合はキッズライン
︵注1︶
や

すでしょうか︒

で平和に過ごせる宿泊施設を探すのが

物を抱えての移動も大変ですし︑室内

一番大変で︑
子どもを連れて︑
大きな荷

は九州に住んでいますが︑東京出張が

収集や準備に時間がかかります︒
今︑私

一緒だと︑宿泊先や託児所などの情報

を手配してすぐ行けますが︑子どもが

も泊まれるので︑適当にチケットや宿

ょうか︒
また︑自分一人であればどこで

ことは荷物が多くなることくらいでし

トはあまり感じていませんが︑大変な

子どもと一緒に行くことのデメリッ

1600円くらいで︑子どもと1〜2

こ ろ で は 1 時 間 4 0 0 円︑高 く て

スを利用したことがあります︒
安いと

米島などで民間施設や保育園のサービ

サービスがあり︑奄美大島︑宮古島︑久

地方都市や大きな離島も一時預かり

て2万円近くになったこともあります︒

一時預かりは非常に高く︑丸1日預け

保するのがとても難しくなっており︑

︵注2︶が出るようになったせいか︑確

都からベビーシッターの利用に補助

いろなサービスがありますが︑最近は

一時預かり︑ベビーシッターなどいろ

鯨本⁝私自身は﹁ ritokei
﹂などの媒体作
りのほか︑地域づくりに関する講演や

都市にも行くことがあり︑月の半分が

離島だけでなく大阪・東京などの主要

や新幹線での移動中はゆったり仕事が

いことでしょうか︒
一人の時は︑飛行機

あとは︑移動中に全く仕事ができな

ります︒
一つは比較的仲の良いクライ

をする場合は︑2つほど対処方法があ

他にも︑地方に子どもを伴って出張
1歳と4歳の2人の子どもがおりま

出張という時もあります︒

できる時間ですが︑子どもが一緒にい

ます︒

時間遊んでもらっている間に仕事をし
とても大変です︒

す︒

りに︑常にどこかに連れて行っていま

ています︒

は 島に一緒に行きました︒
大きな会

46

の時に宮古島に連れて行ったのを皮切

13

事業プロデュースに関する業務のため︑

離島専門新聞
『季刊ritokei』
は
2012年1月の創刊
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もらうことを実現してきました︒

ういう島でも2〜3時間ずつ預かって

てくれることもあります︒
なんとかそ

SNSなどでつぶやくと︑誰かが助け

ことが多いので︑困っていることを

す︒
小さい島では託児サービスはない

やお友達が遊んでくれることもありま

アントや取引先がいれば︑そのご家族

福永⁝知らない場所で普段の環境とは

もあります︒

いるので︑家族4人で出張に行くこと

ます︒
私の夫も同じ職場で仕事をして

ている間︑子どもと遊んでいてもらい

来てもらうのですが︑自分が仕事をし

もちろん会社の経費ではなく︑自費で

ついて来てもらうというパターンです︒

合によっては実家の母親に旅行がてら

がメインで楽しい場所も多いので︑場

もう一つは︑私たちの出張先は離島

ます︒

とっても思い出深く︑印象に残ってい

りました︒
それが私にとっても息子に

えなければならないこともたくさんあ

んぶすることはできませんし︑乗り越

だと︑例えば足が痛いと言われてもお

で大阪旅行をしました︒
私と2人だけ

おり︑
育児休暇期間中にも︑
息子と2人

きで︑あちこちに息子を連れて行って

状況です︒
しかし私は旅行がとても好

子どもを伴っての出張はとても難しい

要な問題だと思います︒

にきちんと辿りつけるかというのは重

初めてその地域に行く方が必要な情報

ついての知識がある程度ありますが︑

島を専門にしているので︑その地域に

択するようにしています︒
私たちは離

に話を聞いたりして︑良いところを選

いなところもあるようです︒
地元の方

鯨本⁝環境によっては︑どうしても嫌

さんは大丈夫なものですか︒

とでした︒
この座談会は2時間くらい

事が忙しくて休暇が取れないというこ

夫に同行しないかと聞きましたが︑仕

話をしてくれる人がいないことです︒

いからですが︑
諦めた理由の1つは︑
世

たことと︑育児の空白を作らなくてい

たのは︑その2人旅の思い出がよかっ

今回も息子を連れてこようかなと思っ

ていると心配なことも多くあります︒

間に突然熱を出したりしたので︑離れ

外出張があったのですが︑私がいない

息子が小さかった頃に1年に数回海

趙⁝私は小学3年生の息子が1人いて︑

なので図書館などで1人で過ごしても

違う託児所などに預けられた時︑お子

息子が小学１年生になった時に育児休

らおうかなとも思いましたが︑じっと

座って待っているのは無理だろうと思

暇を取得しました︒
私が勤めている韓
国文化観光研究院
︵KCTI︶
は政府の

いました︒

大阪であれば一度来てわかっている

文化体育観光部の下部機関ですので︑
出張については極めて規定が厳しく︑
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趙 アラ ︵ちょ・あら︶
韓国ソウル出身︒2007年ソウル
大学で博士号を取得︑
2009︱2
0 1 4 年ソ ウル大 学の日 本 研 究 所
で H K 研 究 教 授 と して 勤 務 し た︒
2 0 1 4 年 以 降は 現 在までに韓 国
文 化 体 育 観 光 部 傘 下 機 関である 韓
国文化観光研究院で勤務し︑国際観
光政策と地域観光政策の研究を進
めている︒
主な著書に﹃観光で見た北
海道 観光政策と文化政治﹄
︵韓国
語︶
︑
﹃現場で見た東日本大震災﹄︵韓
国語︑共著︶
などがあり︑主な報告書
に
﹁日本の観光市場の分析﹂
︑﹁日韓の
国際観光政策の分析﹂
︑
﹁地域観光推
進組織の育成方案研究﹂
などがある︒

KCTI
（Korea Culture and Tourism Institute）
＝韓国文化観光研究院のブローシャ

座談会
氏

氏

氏

鯨本あつこ
趙 アラ
長縄将幸

ので︑連れてこられたかもしれません
が︑東京ではどこに子どもを連れて行
ったら良いかがわかりません︒
今回は
情報を探す時間もあまりありませんで
したが︑子どもを預かってくれるサー
ビスがあればいいと思いますし︑子ど
もを遊ばせるコンテンツが見つけやす
いといいなと思います︒
ちなみに Expedia Group
の調査
︵注3︶
によると︑
ブリージャーをする人が情報
収集にかける時間は1〜5時間だそう
です︒
その間に情報が見つからないと︑
ブリージャーを諦めることになります
ので︑いかにわかりやすく情報提供を
おこなうかが大事ではないかと思いま
す︒
最近︑当研究院がインタビュー形式
で実施した海外旅行に関するFGI
︵ Focus Group Interview
︶調 査 に よ
れば︑未婚の 代はブリージャーをし

一方︑ 〜 代で子どもがいる人に

えるということでした︒

多く︑ブリージャーも仕事のように思

きました︒
理由は上司と一緒の出張が

たくないという答えがかなり多くて驚

20

40

りました︒
ただし︑会社で禁止されてい

実際に経験がある人が多いこともわか

聞くとブリージャーへの意欲が高く︑

30
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で︑気楽にできるという傾向があるこ

の世代は社内でも上の地位にいますの

ャーをおこなう傾向が見られます︒
こ

しい状況のようです︒

ーをしたと人に話すことはまだまだ難

る訳ではなくても︑自分がブリージャ

趙⁝韓国も日本と同じです︒
海外の学

にしているだけかもしれませんが︒

緒に来ていてもそれがわからないよう

族の姿が見えません︒
もしかしたら一

すが︑日本の学会の場合はほとんど家

の学会は家族を伴うことが当たり前で

参加する機会もあると思います︒
海外

れていると︑海外で開催される学会に

福永⁝趙さんのように研究の仕事をさ

もっと浸透するといいと感じました︒

もこのような積極的なブリージャーが

うという事例があることを知り︑今後

ら延泊して家族と現地を楽しんでこよ

行するというお話から︑出張に行くな

んのお母様が娘
︵鯨本さん︶
の出張に同

思っていました︒
しかし︑先程の鯨本さ

くというタイプのものが多いのかなと

けないので︑必要に迫られて連れて行

張旅行は︑お子さんを置いて出張に行

代以上になると︑夫婦でブリージ

とがうかがえます︒

会出張であれば気楽に子どもを連れて
長縄⁝私は
︵株︶
JTBに入社して旅行

いかと思います︒
よくあるのが︑単身赴

たが︑そういう人は結構多いのではな

私が出張を帰省に絡めたと言いまし
営業を6年︑本社で企画を4年ほど担

任している方が︑地元の近くの会議に

行けますよね︒

当し︑それから 年間労働組合専従と

が岐阜にあるので︑年

と思います︒
ただ︑実家

ういう概念もなかった

ませんし︑そもそもそ

が︑家族を伴って出張した経験はあり

年生の娘と小学1年生の息子がいます

して仕事をしています︒
私には中学2

いのが実情だと思います︒

張と帰省を兼ねるといったことが難し

いる訳ではありませんが︑立場的に出

止していません︒
若い人も禁止されて

はそうしたことがしやすく︑会社も禁

方や社内でもある程度の立場にいる方

パターンです︒
特に︑一定以上の年齢の

参加する場合︑出張ついでに帰省する

出張旅行ニーズの統計データは︑
私は

末年始に近い時期に名
古屋出張があれば家族

持ち合わせていないのですが︑業務渡航

に聞いたところ︑最近は会社宛の領収書

と合流して一緒に帰省
今回お話をうかがう

と個人宛の領収書を分けてほしいとい

の相談や手配を受けている部署の社員
までは︑育児をされて

う依頼も多くなっているそうです︒

することはありました︒

いる方の家族を伴う出
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長縄将幸 ︵ながなわ・まさゆき︶
1998年株式会社日本交通公社
に入社後︑
一宮支店営業課で法人営
業を担当︒
2004年JTB中部営
業本部に異動となり営業企画を担
当し︑2006年のJTBグループ
経 営 再 編によ り J T B 中 部 本 社の
所属となり経営企画部︑
営業推進部
において事業開発や法人営業戦略の
策定に携わる︒
2008年JTB中
部地域・労働組合の書記長に就任し︑
専 従 組 合 役 員 として本 格 的に労 働
運動を開始︑
2010年JTBグル
ープ労働組合連合会副事務局長に
就任︑
のち 事 務 局 長 ︑副 会 長 を 経て
2015年より現職︒
海外でのワーケーション導入は
2019年4月から

50

ブリージャー︑
ワーケーションをめぐる企業の動き

長縄⁝まずJTBグループの労働組合

ただけますでしょうか︒

ジャー制度要求の動きについてお話い

ん︑JTBグループ労働組合のブリー

うかがっていきますが︑
まずは︑
長縄さ

ルをめぐる企業や地域の動きについて

福永⁝次に家族を伴うビジネストラベ

過ごすといった旅行形態が増えるとい

自分ひとりでも現地で延泊して余暇を

積極的に家族を呼びよせる︑あるいは

うに︑出張での移動の機会を活用して

ことが大前提とはなりますが︑このよ

ちろん︑出張先での業務を完遂させる

障壁を下げることにつながります︒
も

楽しめることとなり︑移動の経済的な

ちなみに︑日本では年次有給休暇の

ではということから︑
提案をしました︒

考え︑そのきっかけづくりにもなるの

験を尊重する企業文化を構築したいと

最高だという余暇の充実や個々人の体

いい︑さらに家族サービスができれば

をしてそれが今後の業務につながれば

ったら︑
それはいいね︑
いろいろな経験

〜休暇取得促進︑
仕事の質的向上につながりうるブリージャーとワーケーション〜

の特徴として︑賃金や労働条件の改善
いということです︒

従業員の労働条件の向上につながれば

挙げられます︒
そして︑
その結果として︑

ば発展していくかを考えていることが

やグループ︑観光産業自体がどうすれ

休暇取得が促進される︒
また家族も呼

暇の過ごし方を推進することによって︑

1つはブリージャーという休み方︑余

入には︑
2つの大きな目的があります︒

ちなみに︑今回のブリージャーの導

というのが実情だと思います︒

止はされていませんが︑進んでいない

といえばそれでいいわけです︒
ただ︑禁

張翌日に滞在先で有給休暇をとります

ブリージャー制度を導入しなくても出

取得権は基本的に労働者側にあるので︑

はもちろん大切にしていますが︑企業

よいと考えています︒

らブリージャー推進の動きが出てきた
そのため︑延泊後に帰る便の飛行機

のですか︒
また︑どういった点を細かく
び寄せる可能性を考えると︑観光産業

ていました︒
年次有給休暇の計画取得

今年4月の春闘で︑JTBのグルー

ら労災になるのか︑その辺の取り決め

は国を挙げて進められていますが︑休

詰めていったのでしょうか︒
もう1つは︑JTBグループの企業

をしっかりすれば︑より取得しやすく

みの取り方を具体的に提示しないと実

代は会社が払うのか個人が払うのか︑

﹁機会をシェアリングしよう﹂という考

文化の改革です︒
例えば旅行業に従事

なるのではないかと考えた訳です︒
新

質的な動きに結びつかないので︑その

全体の需要喚起につながるということ

え方がありました︒
移動の障壁は経済

しているにもかかわらず︑グループ社

しい制度というよりは︑実現するため

具体案として出張先で取得するという

プ各社にブリージャー制度の導入を要

的にも時間的にもあります︒
例えば私

員が出張先で延泊して現地を楽しむよ

のルールをきちんと整備したというこ

投げかけをしてはどうかと議論を積み

長縄⁝2年ほど前から話題としては出

が北海道に出張するとしたら︑私の旅

うなことは︑現時点では積極的にはや

とだと思います︒

重ね︑
今回それが実現した形です︒

延泊後に乗った飛行機で事故が起きた

費は出張旅費として会社から支給され

りづらい状況にあると思います︒
その

福永⁝JTB労働組合では︑いつ頃か

です︒

ます︒
そこに家族2人を呼び寄せたら

ため︑出張先で延泊したいと社員が言

求しました︒
その根底には︑移動する

2人分の移動費用で3人の家族旅行が
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て会社の責任外︑
費用としては︑
通常の

延泊した時に発生した事故などはすべ

ループ各社によって差異はありますが︑

一方で︑そういったこと

りといらっしゃいます︒

先に子どもを連れて行っている方がわ

仕事をしている方たちの中には︑出張

じめ︑マーケティングやウェブ関係の

ーなどの編集関係のクリエイターをは

鯨本⁝ライター︑
カメラマン︑
デザイナ

思います︒

ができるか否かは︑職種

るかもしれません︒
もちろん︑そうでな

もブリージャーに快く送り出してくれ

きたかを報告できるようにすると周り

が︑タスクが時間内にちゃんと達成で

あとは業務や上司によると思います

いかと思いました︒

かポイントをおさえて決めておくと良

労災の範囲や精算の仕方など︑いくつ

規定らしい規定は整えていませんが︑

目的を兼ねる場合もあります︒
あまり

的に労働基準法が改正されました︒
韓

昨年︑韓国では労働時間の削減を目

たりするのには許可が必要です︒

で︑ヒアリングに行ったり出張に行っ

趙⁝私たちはオフィスで働くのが基本

もらうといった取り組みもいいかもし

体験してもらい︑それをレポートして

のであれば︑窓口や接客担当の方にも

旅行会社でも出張の回数に差がある

を作っています︒

こでも仕事ができる環境

ン上で情報をまとめ︑ど

含めて基本的にオンライ

るので︑タイムカードを

波が入らないところもあ

すが︑
出張が多く︑
かつ電

ればよいという考え方で

納期までに終わらせられ

基本的には任せた仕事を

り柔軟に設定できます︒

のの︑会社の制度はかな

ーチや研修になります︒
例えば月間︑あ

島地域に行くことは︑他の仕事のリサ

鯨本⁝私たちのような仕事の場合︑離

考えることも大事ですよね︒

る人たちに旅行をしてもらう仕組みを

おっしゃったように︑観光産業に携わ

そういう意味では︑まさに長縄さんが

に行けないという実態もあるようです︒

良くしていきたいのに︑なかなか旅行

自らの旅行経験を踏まえて地域や宿を

光関連産業従事者の皆さんも同様で︑

たが︑
旅行会社だけではなく︑
地域の観

で延泊しにくいというお話がありまし

サムスン電子はアメリカやヨーロッパ

可するという基準を作ったそうです︒

ので不可︑それ以外の場合であれば許

ば博覧会で出展する場合は仕事が多い

可するだけでは行きにくいので︑例え

を許可する制度を作りました︒
ただ許

2014年︑海外出張の際に家族帯同

導入したのは大企業のサムスン電子で︑

が︑韓国で最初にブリージャー制度を

他の企業について調べてみたのです

思います︒

とりたいというニーズは増えてくると

した︒
今後は︑仕事と生活のバランスを

したが︑改正後は最大 時間になりま

れませんね︒

り入れている会社もあります︒

往復分は出ますが︑それ以外の区間は

と企業文化に左右される

くても︑気持ちよく送り出せる社会に

国では日本と同じように労働時間が長

私たちも一つの目的で

るいは年間いくらまでという形で︑旅

への出張が多いのですが︑時差がある

52

具体的に取り決めた点としては︑グ

自己負担としたところがほとんどだと

のではないかと思います︒

なってくれれば良いですが︒

く︑1週間に 時間働くことができま

私たちは小さいNPO

福永⁝先ほどJTBの社員でも出張先

出張することももちろん

費の一部を会社が負担する仕組みを取

で資金的な余裕はないも

ありますが︑さまざまな
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ので電話でも家族とのコミュニケーシ

ます︒
それ以前にも韓国のバイオ系企

実などを目的に︑社員が休日や休暇を

ができたらいいのではないかというこ

ので︑ワーケーションのような働き方

守屋⁝ワーケーションに可能性を見出

利用して訪れたハワイでテレワークを

休暇取得中に現地で業務に従事でき

している地域も多いと思います︒
離島

業であるアブビには家族旅行費を支援

が拡大するのではないでしょうか︒

る仕組みなので︑休暇中に家族を帯同

や温泉地︑行くまでに時間がかかるよ

ョンをとるのが難しいということもあ

また︑
韓国政府の女性家族部では︑
家
福永⁝ブリージャー導入の他に︑ワー

していることは問題ないと思います︒

うな地域の方が長期滞在しながらワー

とで︑先進的に整備されているのでは

族と一緒に過ごすことを推進する企業
ケーションの制度導入や受け入れにそ

鯨本⁝我が社ではブリージャーという

ケーションをしてもらおうという動き

行う﹁ワーケーション・ハワイ﹂を4

を認証・支援する家族親和支援事業を
れぞれ積極的な企業︑地域もあります

言葉を知らないスタッフがほとんどで︑

があるかもしれません︒

するプログラムがありました︒
こうし

行 っ て い ま す︒2 0 1 7 年 時 点 で
︵特集3の日本航空株式会社︑特集5の

どちらかというとワーケーションの方

り︑この制度を導入したと聞いていま

2800企業が認証を受けています︒
和歌山県参照︶
︒
ＪＴＢでも﹁ワーケー

が認知度が高かったです︒
少し前から

ないかと思います︒

また︑
韓国政府の文化体育観光部にも︑

ション・ハワイ﹂
を導入したそうですね︒

奄美大島や宮古島ではワーケーション

月から導入しました︒

勤労者の休暇旅行を支援する制度を設

こちらも家族を帯同することも考えら

を推進する企業が結構入ってきていま

た制度の導入によって家族旅行の機会

けています︒
中小企業の休暇文化を造
れますか︒

す︒

成するために実施している制度で︑勤

す︒
離島は行くのに時間もお金もかかる

長縄⁝年次有給休暇の取得促進や長期
休暇によるワークライフバランスの充

労者が 万ウォン︑
会社が 万ウォン︑
文化体育観光部が 万ウォンを負担し

10

時預かり所ですね︒
そういった意味で

もです︒
そう考えた時に必要なのは︑一

ればいけないのは︑特に乳幼児の子ど

鯨本⁝家族が帯同する時にケアしなけ

れる中で︑地域側にあって良かったサ

福永⁝色々な地域にご家族を伴って訪

まく組み合わせて︑現地の幼稚園や小

ーズがあります︒
こうしたニーズをう

な方に長期滞在をしてほしいというニ

っているという問題があり︑いろいろ

離島地域や過疎地域では子どもが減

張がとても行きやすいです︒

さんがいるので︑子どもを伴っての出

あったり︑東京から移住したシッター

しれません︒

なプログラムなどがあってもいいかも

などをしながら預かってもらえるよう

要で︑
小学生くらいの場合は︑
野外体験

全に預かってもらえるような環境が必

ところもあります︒
乳幼児の場合は安

離島留学や山村留学などの制度がある

学校に短期入学させてもらえるような

かかるので︑一定の基準で情報を集め

ると情報のカオスに陥って余計時間が

とめ方が統一されておらず︑探し始め

とめられている場合もありますが︑ま

すごく時間がかかります︒
地元誌でま

ているところがないので︑リサーチに

ところが︑そういった情報をまとめ

ービスなどはありますか︒

は︑久米島は空港にキッズスペースが

〜柔軟な対応と情報の集約・発信が課題〜

家族を伴うビジネストラベルをめぐる地域の動き

10
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や洗濯機などがあると良いですね︒

療面のサービスに加え︑ミニキッチン

それから︑
長期滞在をする際には︑
医

したが︑
その時に思ったのが︑
2週間は

週間くらいアメリカに息子と滞在しま

ができます︒
私は育児休暇取得中に2

庭での体験学習のために休業すること

ていないと思い

た情報が伝わっ

は多分そういっ

すが︑外国人に

人も利用できま

て い ま す︒外 国

趙⁝大阪に子どもを連れて行った時︑
すごく長いので︑半日くらい子どもが

ま す︒新 し い 制

韓国では年に 日くらい子どもの家

息子が体が痒いと言い出し︑慌てて病
体験できるところがあったらいいなと

てもらえたらと思います︒

院を探して連れて行きました︒
ただの
いうことです︒

すがそういった情報がきちんと提供で

電話があります︒
日本もあると思いま

は外国人のための医療通訳サービスの

かったら困るなと思いました︒
韓国で

ですが︑もし私が日本語が全くできな

いて︑
危険がないよう︑
ちゃんと見守っ

べます︒
英語が少し話せるスタッフも

半日くらい過ごせて出会った友達と遊

︵注4︶というのもよく知られていて︑

ムがたくさんあります︒
キッズカフェ

韓国では小学生向けの体験プログラ

と思います︒

くことも大事だ

報発信をしてい

やサービスの情

あるプログラム

大事ですが︑今

度を作ることも

アレルギー症状だったのでよかったの

きているかが重要だと思います︒

今後の家族を伴うビジネストラベルマーケットの可能性
〜地域側と旅行者のニーズを見据えた新たなライフスタイル︑
旅行スタイルの提案〜

めると思いますが︑旅慣れていない人

者が仕事をしている間︑１人でも楽し

福永⁝旅慣れている人であれば︑同伴

張していますが︑仕事が裁量労働制だ

鯨本⁝4年間︑私は子どもを連れて出

か︒

後の可能性についてお話いただけます

ずは観光地として行きやすい場所に行

るのは確かに大変だと思いますが︑ま

旅慣れていない家族と一緒に旅行す

いくと良いなと思います︒

ます︒
メリットもありますし︑広がって

が︑トップや上司の意識次第だと思い

るほど実現するのは大変だと思います

める上でブリージャーはとても魅力的

がどう過ごせるかというのも重要な課

から︑行き先が島だからできるのでは

き︑そこから行き先を増やしてみるの

変なことを乗り越えることが上手にな

題です︒
また︑せっかく子どもを連れて

と思われるのはもったいないなと思い

期滞在で来てほしいと言っているとこ

な制度だと思います︒
会社が大きくな

行くなら︑子どもにとってプラスにな

ます︒
実際︑
かなりパワーは要りますし︑

企業としても︑働き手が不足してい

ろがかなり多く︑例えば一人で出張に

って
﹁家族力﹂
が上がる気がします︒

る経験をさせたいとも思います︒
受け

色々と大変なことはありますが︑家族

る状況においては︑社員の満足度を高

離島などの地域側は︑家族連れで長

入れる側︑訪れる側双方にとっての課

と一緒に過ごす時間は増えますし︑大

も良いのではないでしょうか︒

題︑家族を伴うビジネストラベルの今
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ると︑
地域は子どもが来たことを喜び︑

来ていたお父さんが子どもを連れてく
いと思います︒
子どもが滞在しやすい

な表示が難しい場合は
﹁要相談﹂
でも良
重要かと思います︒

うに︑必要な情報を伝えていくことも

ークのように家族がきちんと休める休

旅行を推進していくなら︑キッズウィ

先程から話に出ている通り︑情報がう

供しているところもあります︒
一方で︑

日くらいで体験できるプログラムを提

が広々と遊べる環境がありますし︑半

と思います︒
特に地方のほうが︑子ども

ブリージャーは地域側のニーズも高い

滞在日数を延ばして滞在してもらえる

また︑
仕事のみならず家族で︑
さらに

メリットになります︒

とも会話がしやすくなることは大きな

行きますが︑うちの会社を知らない方

和されます︒
私は大体子どもを連れて

戒されますが︑家族で行くとそれが緩

て来る人は︑田舎であればあるほど警

信頼度も上がると思います︒
仕事とし

した現地のオプショナルツアーがある

いく家族が旅慣れていなくても︑そう

されています︒
ブリージャーに連れて

現地で１日滞在するツアーも多く利用

使うということです︒
ヨーロッパでは

ら行きにくいところだけは旅行会社を

ば札幌までは個人で手配して︑札幌か

に参加することも増えています︒
例え

いですが︑現地のオプショナルツアー

人が日本に旅行するときはFITが多

大事なテーマになると思います︒
韓国

で︑今後は家族を伴うブリージャーも

旅行も家族を伴うことが増えているの

趙⁝韓国では国内旅行だけでなく海外

思います︒

った情報が一覧で見られるといいなと

います︒

の点を留意しなければいけないかと思

みかを区別することが重要なので︑そ

でも︑どこからが仕事でどこからが休

気がします︒
労災や労務管理を行う上

ションでは︑思想的には真逆のような

長縄⁝私は︑ブリージャーとワーケー

と思います︒

企業文化も変わってくるのではないか

員が自律的にできることを増やせば︑

体をなくすところも増えています︒
社

ね︒
最近の企業では︑休暇取得の許可自

場所を自分で決められるかどうかです

あり得ます︒
大事なのは︑働ける時間や

ても︑そうしたくない人がいることも

う声もあり︑家族を伴う出張を推進し

とプライベートを明確に分けたいとい

と良いかと思います︒

商品を提供していける仕組みができる

エージェントが請け負っていくことで

がることになります︒
こうした交渉を

泊も増えれば︑結果として稼働率も上

オフ期になりますし︑さらに家族の宿

ます︒
木曜や金曜は施設側にとっては

るといったことも考えられるかと思い

泊費と同額で土日も泊まれるようにす

いる宿泊施設があれば金曜の出張の宿

高くなります︒
例えば︑
企業が提携して

いますが︑週末はどうしても宿泊費が

滞在するのは土日が中心になるかと思

また︑ブリージャーで家族と現地で

考えていく必要があると思います︒

検討し︑発地側の環境整備もあわせて

暇制度の導入なども国と一体となって

かどうか表示されていて︑
かつ︑
そうい

一方で︑ 代の人たちの中には会社

おそらくそのお父さんに対する地域の

まく出せていなかったり︑いまひとつ

と良いと思います︒

していただけることもあります︒
明確

がなくても︑宿の方に相談すれば対応

鯨本⁝例えば設備としてミニキッチン

は具体的にはどういう点がありますか︒

守屋⁝仕組みで足りない部分というの

はないかと思います︒

ていけば︑さらに今後伸びていくので

りますが︑そういったところを解決し

家族で再訪したいと思ってもらえるよ

いました︒
このように︑また別の機会に

文化遺産などを見られたら良いなと思

か息子と一緒に訪れて︑優れた自然や

ているのがロンドンとスイスで︑いつ

ます︒
私が海外の出張先で印象に残っ

ころは︑息子を連れて行きたいと思い

自分が出張で行って良いと思ったと

子どもを連れての出張に限らず︑家族

かどうかということも問題になります︒

の就学児になると学校を休ませられる

トになるかと思いますが︑小学生以上

あるかどうかというのは重要なポイン

いる場合は安心して預けられる施設が

ストラベルを行う上で︑特に乳幼児が

今日のお話でも︑家族を伴うビジネ

で終わっているとか︑荷物の輸送もセ

送り返せて︑さらにはクリーニングま

終わったタイミングでスーツを自宅に

開もあるかと思います︒
例えば︑会議が

と︑宅配業者と提携したサービスの展

から私服に着替えることも多いと思う

し︑出張先で休暇を取得するとスーツ

が多くて大変というお話がありました

また︑子どもを伴う出張の際は荷物

仕組みが整備されていないところもあ
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ットにして商品化したりすると良いの
ではないかと思いました︒
MICEに参加すると︑ビジネスで
はあるけれどもエクスカーションのよ
うなオフの要素も散りばめられていま
す︒
このようなMICEに付随したエ
クスカーションに家族を帯同してもい
いですよね︒
エージェントとしては︑家
族の参加をさらに促進するように間口
を広げていただく提案を主催者側にす
るなど︑MICEと連動したブリージ
ャーについても積極的に提案をしてい
かなければいけないと思いました︒
かつては海外旅行がイメージできな
かった時代に︑エージェントは海外パ
ッケージ旅行を提案し︑より多くの方
が行きやすいようにしてビジネスにし
ていったわけです︒
旅行会社は︑出張し
ながらでも休める︑そこで余暇を楽し
もうというように︑新しいライフスタ
イルを世の中に提案をしていくことが
大切ではないかと思っています︒
守屋⁝長縄さんがおっしゃったように
新たなライフスタイルというところに
我々も可能性を感じています︒
それぞ
れのお立場から多くのご示唆をいただ

︵注1︶
通常のベビーシッターサービスよりリーズナブル︑
かつ即日手配も可能なオンラインベビーシッターサービス︒
株式会社キッズラインが運営︒
︵注2︶
平成 年度から東京都が待機児童対策としてベビーシッター利用支援事業を実施︒
待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得したあとに復職する保護者が︑
子どもが保育所等に入所できるまでの間︑
本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成︒
︵注3︶ UNPACKING BLEISURE TRAVELER TRENDS, expedia group, 2018
︵注4︶
子どもが遊べる遊具やプレイスペースが併設されているカフェ形式の室内プレイグラウンド︒
子どもを見守ってくれるスタッフが常駐しているところもある︒
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いたと思います︒
本日はありがとうご
ざいました︒

30

