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宿泊分野における外国人材の受入について

○宿泊業の有効求人倍率（平成30年度）は6.56倍であり、他産業と比較して高水準。
⇒既に約３万人程度の人手不足

○今後の訪日外国人旅行者数の増加（政府目標2030年6,000万人）等に伴う宿泊需要に対応するには、宿泊分野の人材確
保が必要不可欠。
⇒５年後（令和5年度）までに10万人程度の人手不足が生じる見込み

○このため、生産性向上や国内人材の確保を前提に、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる必要。

受入れの必要性

特定技能と技能実習（宿泊分野における外国人材のキャリアパス（イメージ））
 平成３０年１２月に出入国管理及び難民認定法の改正により、新たな在留資格として特定技能（最長５年間在留
可）が創設され、 宿泊業を含めた１４業種が対象となった。平成31年４月、改正法が施行され、制度スタート！

【宿泊分野技能試験】
①試験実施主体：（一社）宿泊業技能試験センター
②フロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務等の
分野から出題し、CBT（iPadによる試験）により試験すると
ともに、 実技試験も行う （※言語は日本語で実施）

宿泊分野技能試験及び 日本語能力試験に合格

【技能実習１号】
上司の指示を受けて以下の作業等が出来る

滞在中の接客作業、料飲提供作業、利用客の安全確保と衛生管理 等

【技能実習２号】
１号の作業等を主体的に出来ることに加え、以下の作業等を上司の指示等を受けてできる。

チェックイン・チェックアウトの作業、滞在中の接客作業、料飲提供作業、
利用客の安全確保と衛生管理 等

【特定技能１号】
①受入れ対象 ：旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可事業者 等
②外国人材が従事する業務

フロント業務、企画・広報業務、
接客業務、レストランサービス業務

・在 留 期 間 ： 通算５年を超える形での更新無し
・家 族 の 帯 同 ： 不可
・外国人材支援 ： 受入れ機関又は登録支援機関による

支援の対象

１
年

技能実習経験者

２
年

※２号職種追加（令和２年２月25日）

技能実習１号修了

日
本
滞
在
通
算
５
年

技能実習未経験者

技能実習２号修了
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宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて ①

○平成30年12月、臨時国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるため、新たな在留資格「特定技能」が創設。

○平成31年4月に施行され、本制度のもとで宿泊分野については、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及び
レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する外国人材の受入れが可能。

○ 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材
○ ある程度日常会話ができ，生活に支障がない程度の日本語能力を有することが基本

○ 生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお，外国人材の受入れが必要と認められる宿泊など14分野

○ 「特定技能１号」の外国人材に対し，受入れ機関又は登録支援機関において，我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための
日常生活上，職業生活上又は社会生活上の支援を行う

２．受入れ対象者

３．外国人材への支援

在留資格「特定技能」の創設

○ 新たな在留資格として，人手不足分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定
技能１号」と，同分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能２号」を新設する

○ 受入れ機関は，所要の基準に適合した雇用契約を締結し，当該契約の適正な履行を確保するなど所要の基準を満たさなければならない

○ 登録支援機関は，所要の基準を満たした上で，出入国在留管理庁長官
の登録を受けて支援を行う

５．登録支援機関

１．受入れ対象分野

○ 「特定技能１号」は，在留期間の上限を通算５年とし，家族の帯同を
基本的に認めない

６．その他

４．受入れ機関

宿泊分野において受入れる外国人材

＜特定技能１号＞
対象者：（一社）宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能
測定試験」の合格者
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3

＜技能試験＞

○（一社）宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能測定試験」。

○国内及び国外で実施。

国内での1回目を平成31年4月に全国７カ所で実施。280名が合格。

国内での2回目を令和元年10月に全国８カ所で実施。363名が合格。

ミャンマーにて令和元年10月に実施。85名が合格。

国内での3回目を令和2年1月に実施。412名が合格。

国内での4回目を令和2年7月に全国5カ所で実施。552名が合格。

国内での5回目を令和2年9月に全国4カ所で実施。259名が合格。

国内での6回目を令和2年11月に全国6か所で実施。256名が合格。

国内での7回目を令和3年2月に全国7か所にて実施予定。

＜日本語能力に係る試験＞

○「日本語能力試験」（JLPT）のN4レベル以上または、（独）国際交流基

金の実施する「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能水準（試験について）
業務内容

フロント業務

○設置趣旨： 特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うとともに、

各地域における必要な特定技能外国人を受け入れるため、

相互連絡及び必要な措置を講じる。

○設置時期： 平成３１年４月１日

○構成員 ： 有識者、業界団体、関係省庁（法、警、外、厚、観）、特定技

能所属機関、登録支援機関、事務局（観光庁）

○開催頻度： 原則として３月に１回以上（持ち回りによる開催含む）

宿泊分野特定技能協議会

• チェックイン/アウト、周辺の観光地情報

の案内、ホテル発着ツアーの手配 等

○受入れ人数：５年間で２２，０００人を上限
○雇用形態 ：直接雇用

受入れ人数・雇用形態

宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて②

企画・広報業務

• キャンペーン・特別プランの立案、館内

案内チラシの作成、HP、SNS等による

情報発信 等

接客業務

• 館内案内、宿泊客からの問い合わせ

対応 等

レストランサービス業務

• 注文への応対やサービス（配膳・片付け）、

料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等

○宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレスト

ランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
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宿泊分野における特定技能外国人の受入れ状況

【在留資格許可件数】 ９８名（資格交付 ４１名、資格変更 ５７名）

【マッチング状況】 １５５名（詳細は以下の通り）

（令和２年１２月１１日現在）

国名 人数

ベトナム 44名

ミャンマー 34名

インドネシア 20名

ネパール 15名

台湾 9名

中国 8名

韓国 7名

フィリピン 4名

モンゴル 3名

香港、フランス、ブータン 各2名

スリランカ、チリ、スウェーデン、
タイ、ハンガリー、バングラデシュ

各1名

国籍別のマッチング状況

ブロック 人数 主な国籍（上位２カ国）

北海道 12名 ベトナム、ミャンマー

東北 8名 ミャンマー、ベトナム

北陸信越 22名 ベトナム、ネパール

関東 24名 ベトナム、インドネシア

中部 37名 インドネシア、ミャンマー

近畿 37名 ベトナム、ミャンマー

中国 3名 インドネシア、モンゴル

四国 5名 ネパール、ベトナム

九州 2名 ベトナム、韓国

沖縄 6名 ミャンマー、韓国

ブロック別のマッチング状況
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特定技能外国人の受入予定宿泊施設の状況

○ 特定技能外国人の受入れに向けマッチングが成立した宿泊施設に対し、その営業実態等を把握すべく、宿泊施設に訪問の
上、ヒアリングを実施。

○ いずれの宿泊施設においても、今後、特定技能外国人の採用を増やしたいとの意向。

○長野県Ａ社（複数軒、特定技能外国人 ネパール人【４名】、ミャンマー人【１名】）
【施設特徴】国内観光客（ファミリー）が中心。インバウンドは、団体客が７割。 （台湾、香港、タイ、シンガポール等）
【従業員数】３５０名程度。うち、外国人数は１８名。（ネパール６名、ベトナム５名、中国２名、台湾１名、香港１名、ミャンマー１名等）
【特定技能外国人の業務】ホテルのフロント、レストラン、接遇、企画などマルチタスクで従事させる予定。
【ほか取組等】従業員のマルチタスク化、ＩＴ化により生産性向上に取り組んでいる。

○茨城県Ｂ社（複数軒、特定技能外国人 ベトナム人【１名】）
【施設特徴】 ５軒のうち、２軒はインバウンドの団体客中心。（８～９割が中国、タイ、ベトナム）
【従業員数】９０名程度。うち、外国人数は１０名（中国人４名、ベトナム１名、ネパール人１名等）
【特定技能外国人の業務】ホテルのフロント、レストラン、接遇、企画などマルチタスクで従事させる予定。
【ほか取組等】マルチタスク、ＩＴ化を導入。シニア層を、送迎の運転手、調理師、ベットメイクなどで活用。

○静岡県Ｃ社（小規模ホテル、特定技能外国人 ベトナム人【１名】）
【施設特徴】団体客がターゲット。近年観光地として見直されており、売上げは順調に推移。
【従業員数】６０名程度。うち、外国人数は３名。（いずれもベトナム人）
【特定技能外国人の業務】まずは接客、料理の部屋出しなどから従事させる予定。
【ほか取組等】ポケトークを活用。シニアを活用するため、定年は７０歳。

○奈良県Ｄ社（複数軒、特定技能外国人 ベトナム人【１名】）
【施設特徴】団体旅行客が中心であるが、インバウンドも増えてきている。（中国、台湾、香港、ベトナム、インドネシア等）
【従業員数】４００名程度。うち、外国人数は正社員１２名。（ベトナム６名、ネパール２名、台湾２名、韓国２名）アルバイト２１名。
【特定技能外国人の業務】当面はレストラン業務、その後はフロントなどをマルチタスクで従事させる予定。
【ほか取組等】予約システムのＩＴ化等により生産性向上に取り組んでいる。
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目的

宿泊業界における外国人材の確保・育成を支援し、受入れを定着させることにより、
外国人材の言語等の強みを活かした外国人旅行者のストレスフリーな宿泊体験を実現するとともに、労働力不足を解消する

事業イメージ

受入れのプラットフォームの構築

受入れに係る諸制度・必要な手続きの紹介、受入れの優良事例等、受入れを促進す
るために有益な情報を一元的に発信するＨＰを作成

ホームページの開設

①雇用環境整備の為の調査

全国における経営者の意識改革
を図り、外国人材への潜在需要
を顕在化させるため、制度の紹
介、各種改善事例、外国人材活
用の優良事例等をセミナーで発
信（全国１０箇所）。資料等は
上記ＨＰにて広く発信

②セミナー開催

※新在留資格で認められる在留期間に合わせて支援を５年間継続。外国人材の採用・活用・維持を通じた教訓や優良事例を蓄積・発信。

初めて日本で生活する外国人材
が、速やかに日本の生活、ホテ
ル・旅館の勤務になじめるよう、
日本の風習、ホテル・旅館の基
礎知識を盛り込んだ日本語と英
語のテキストを作成

③外国人材向け教材の作成

受入れに必要な雇用環境整備等、受
入れ側の業者（ホテルや旅館の経営
者）が抱えている不安や疑問などを
調査。調査で得た情報などをHP上
で掲載することでより多くの宿泊経
営者の支援に活用する。

宿泊業における外国人材受入れ環境整備事業

①雇用環境整備の為の調査、②セミナーの開催、③外国人材向け教材等の作成等、受け入れた外国人材と受入れ側の事業者双方にとって、
有益となる情報等を一元的に発信するホームページの開設を含めた外国人材受入れのプラットフォームの構築を図る。
また、制度の効率的な運用に向けた企業（受入れ機関及び登録支援機関）情報管理のシステムの構築を図る。

想定スケジュール

・雇用環境整備の為の調査
・外国人材活用セミナー開催
・外国人材向けテキスト作成準備

・ＨＰの整備
・維持等に係る支援、セミナー開催

・ＨＰの開設
・外国人材活用セミナー開催

・ＨＰの整備
・維持等に係る支援、セミナー開催

・HP開設の準備
・外国人材活用セミナー開催
・外国人材向けテキスト作成

例）受入れに係る各種制度概要
外国人材の採用方法

例） 外国人材のマネジメント
円滑なコミュニケーション

･

例）業績評価
ワークライフバランス

例）労務管理
現場のコア人材としての登用

例）在留資格切替え
更なるキャリアパス

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

協議会運営における情報管理システムの開発

制度の効率的な運用に向けたシステ
ムの構築

今般の新たな在留資格制度において、外国
人材を受け入れる企業（受入れ機関）及び
登録支援機関は、観光庁が設置した「宿泊
分野特定技能協議会」の構成員となること
が義務づけられている。
今後、多くの受入れ機関及び登録支援機関
が構成員として登録することを鑑みて、情
報の適正な管理、漏洩防止を目的とした管
理システムの構築を図る。

・情報管理システムの構築、運用 ・情報管理システムの運用
・情報管理システムの運用 ・情報管理システムの運用 ・情報管理システムの運用
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宿泊事業における特定技能外国人材受入れセミナーについて

セミナー概要

○ 2019年４月１日の入管法改正により、新たな在留資格「特定技能」が創設。宿泊分野も対象となっており、外国人材の言語

等の強みを活かしたサービス向上や労働力不足解消に期待。

○ 宿泊業界における外国人材活用のための環境整備の一環として、特定技能外国人受入れセミナーを開催。

○ 第Ⅰ部では、特定技能に係る制度の説明や、特定技能外国人材等の受入れのための実務面のポイント・留意点などを地域

事業者の取組紹介を交えて紹介。

○ 第Ⅱ部では、特定技能外国人材等の受入れを検討している事業者および宿泊業界で働くことに関心のある外国人材を対象

に、受入れ・共生に向けた工夫や課題等について、意見交換等を行う交流会を実施。

セミナー日程

日付 開催地 会場

10/31（木） 関東 機械振興会館（東京都港区）

11/20（水） 北陸信越 新潟美咲合同庁舎２号館（新潟県新潟市）

11/27（水） 東海 名古屋合同庁舎第１号館（愛知県名古屋市）

11/29（金） 沖縄 那覇第２地方合同庁舎２号館（沖縄県那覇市）

12/6（金） 関東 機械振興会館（東京都港区）

12/11（水） 東北 仙台第４合同庁舎（宮城県仙台市）

12/13（金） 近畿 大阪合同庁舎第４号館（大阪府大阪市）

12/20（金） 北海道 札幌第２合同庁舎（北海道札幌市）

1/14（火） 四国 高松サンポート合同庁舎南館（香川県高松市）

1/22（水） 近畿 大阪合同庁舎第４号館（大阪府大阪市）

2/3（月） 九州 福岡合同庁舎本館（福岡県福岡市）

2/10（月） 中国 広島合同庁舎４号館（広島県広島市）

【対象者】

・外国人材の登用に関心のあるホテル・旅館等の

宿泊事業者及び登録支援機関

・日本の宿泊業界で働きたい外国人、外国人が

在籍する教育機関の指導担当 等

【開催日時】

２０１９年１０月～２０２０年２月

開場 １３：３０

第Ⅰ部 １４：００～１５：３０（制度の説明、事例紹介等）

第Ⅱ部 １５：４５～１７：００（交流会）

【開催地域】 全国１０ブロック、計１２回開催

【定 員】 各回 定員５０～８０名程度
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宿泊業における特定技能の外国人材の求人情報の掲載について

14

日本旅館協会

〇宿泊業における特定技能外国人材の受入に向け、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生
同業組合連合会（全旅連）の業界団体4団体は、それぞれのウェブサイトにおいて求人情報を掲載している。

日本ホテル協会
協会サイト内のホテルページには電
話番号や各ホテルのウェブリンク等
基礎コンタクト情報を記載

全日本シティホテル連盟 全旅連
“1号特定技能の外国人を募集しているホテル” ページ

協会サイト内の旅館ページに給与、
休日、必要応募書類等の情報を記
載。

“外国人（特定技能）求人情報” ページ

“外国人（特定技能）求人情報” ページ

協会サイト内各ホテル 頁

協会サイト内各ホテル ページ

協会サイト内各旅館ページ

協会サイト内のホテルページに給
与、休日、必要応募書類等の情報
を記載。

“特定技能外国人求人情報”ページ

連合会サイト内各旅館ページ

連合会サイト内の
旅館ページに給与、
休日、必要応募書
類等の情報を記載。
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