
サクラクオリティ品質認証制度のご案内 

（全国観光圏・DMO・DMC 等との共同品質認証及び品質向上プログラム） 

 
皆様におかれましては⻑引く未曾有の災禍の中、ご苦労はいかほどかと拝察致します。

この度は、皆様と共に⼀丸となって、ポストコロナ時代に向けた取り組みに関しまして是
⾮ともご提案させて頂きたく、ご報告申し上げます。 

 
ポストコロナ時代においては、世界的に SDGs 認証の他、⽇々の感染症拡⼤防⽌対策の

継続及び徹底が求められております。弊会では、それぞれ徹底して研究を重ね、感染症拡
⼤防⽌対策に関しましては、「サクラクオリティ安全⾏動基準（対策ガイドライン）第 44
版」及び SDGs 対応に関しましては、UNWTO（国連国際観光機構）も関与してきた持続
可能な観光地域造りに関する国際的な基準研究組織である⽶国 GSTC より、弊会の宿泊施



設向け SDGs 基準「Sakura Quality An ESG Practice」の承認を得ることができ、国際規格
となりました。弊会や観光圏、ＤＭＯ、ＤＭＣ様と協⼒し、新たな新産業追求にご賛同い
ただけますと幸甚です（2018 年 6 ⽉よりスタートした本制度は、2022 年 9 ⽉末時点参加
施設数約 300 施設）。 

個⼈市場が中⼼となるこれからの観光地域造りは、地域内での合意形成がキーファクタ
ーとなります。サクラクオリティは、「安全」「安⼼」をコンセプトとしており、この「安
全」「安⼼」を共通⾔語として機能させることで、地域の合意形成、さらには宿泊施設と
地域との連携強化に繋げる取り組み、それが観光圏・DMO 等との共同品質認証制度「サ
クラクオリティ」です。 

その結果として、地域との連携を背景とする宿泊施設であることからそれら宿泊施設の
SDGs の取り組みが国際的にも輝くものと考えています。 

弊会「Sakura Quality An ESG Practice」認証は、サクラクオリティご加盟施設であるこ
と、また感染症拡⼤防⽌対策の徹底を実践していることが要求事項（必須要件）となりま
す。 

 
 

（１）宿泊施設様におけるサクラクオリティ参加メリットのご紹介 

①国際規格となった「Sakura Quality An ESG Practice」への参加が可能 
ご加盟施設様には、⽶国 GSTC より国際規格として基準認証を受けた Sakura Quality 

An ESG Practice 基準シートを無償にてご提供させていただきます（各社様 HP にてご開
⽰）。また、同認証制度は、サクラクオリティご加盟施設様限定でのご提供となり、サク
ラクオリティご加盟が、基準要求事項として、GSTC より基準承認を受けているものとな
ります。当該認証のメリットについては、後掲に詳細を記載しておりますのでご参照下さ
いますようお願い申し上げます。（お取り組みいただいた上で、認証までご希望なさる宿
泊施設様におかれましては、5 御⾐⻩ザクラまで全ての基準申請で 40 万円（別途調査費
⽤、諸税）にてご申請いただけます。1 御⾐⻩ザクラで「サステナビリティ」ご対応施
設、3 御⾐⻩ザクラ以上が「レストレイティブ」以上のご対応施設とブランディングして
おります。 
②サクラクオリティ品質向上⽀援システムの無償提供 

現在、2,234 項⽬のサクラクオリティ詳細調査⽤基準のシステム開発に着⼿しておりま
す。2023 年 8 ⽉より運⽤を開始する予定でございます。当該ウェブアプリにて、ご加盟施
設様におかれましては、⼈材育成・教育ツール、また品質向上プログラムとして、全シス
テムを無償にてご利⽤いただけます。 
③サクラクオリティご加盟施設様への情報の共有 

2,234 項⽬の品質基準運⽤データ及び SDGs 対策に関する取り組み事例をデータベース



化し、ご加盟施設の皆様と情報共有させていただきます。弊会主催のネットワークミーテ
ィング会議（今後定期的に開催）及び弊会ホームページを通じて、様々な情報を連携して
いただきます。つまり、点としての宿泊施設様同⼠の情報を介して線として繋がって頂き
（サクラクオリティファミリー）、さらには DMO 等を通じて地域との連携を強化、⾯と
するとりくみそれが「安全」「安⼼」をコンセプトとする「サクラクオリティ」となりま
す。 
④情報発信 

皆様の情報を弊会ホームページにて、情報発信致します。今後、国内外 OTA 等との連
携も協議中です。 

（２）これまでの観光圏・DMO・DMC 等との共同品質認証制度「サクラクオリティ」

の取り組み 

 2020 年 5 ⽉ 16 ⽇、「サクラクオリティ安全⾏動基準（第 1 版）」、「同補⾜資料」、「感
染症拡⼤防⽌対策チェックシート」をサクラクオリティ認証施設様向けに公表しまし
た。その後現時点で「サクラクオリティ安全⾏動基準（第 44 版）」を公開中。当初
は、北⾥⼤学教授、奈良医科⼤学感染症センターの監修を受け策定、現在は、株式会
社中部衛⽣検査センターの監修を受けご提供しております。 

 合計約 20 施設に対して、感染症拡⼤防⽌対策の徹底を認証する「Sakura Quality A 
Clean Practice」を提供致しました。 

 2020 年より、サクラクオリティとして、全国に向けて感染症拡⼤防⽌対策⽀援を実施
（⼀部では罹患施設の消毒も⾏いました。）。⽇本観光振興協会「国内観光促進委員
会」講師、東京都宿泊事業者向け感染症対策を含めた災害対策講座、京都市宿泊施設
向け感染症対策講座講師、京都市感染症対策 MICE モデル委員、海の京都観光圏感染
症対策⽀援、東京都台東区感染症対策講師、岐⾩県宿泊施設向け感染症対策講師、⻑
野県宿泊施設向け感染症対策講師（上⽥市、⻑⽥町、⿅教湯温泉他）、⻑野県スノー
リゾート感染症対策講師、⼭形県宿泊施設向け感染症対策講座、全⽇本シティホテル
連盟感染症対策講座担当、岩⼿県⼋幡平感染症対策講座担当、その他仙台市、沖縄
県、広島県、名古屋市、⾦沢市における感染症関連講師、栃⽊県における宿泊施設感
染防⽌対策、⼭形県新 OMOTENASHI 研修にて感染症対策を担当、愛知県感染症対
策事業会社の取り組み監修、奈良県⽣駒市⺠泊向け感染症調査項⽬監修、⻑野県
JAZZ フェスティバルスタッフ向け感染症対策他全国にて 2020 年から 2021 年の 2 か
年で約 200 回⽀援実施し感染症拡⼤防⽌対策⽀援を実施。現在でも⽇々情報を更新し
ご加盟施設様にご提供しています。 

 2021 年、綜合ユニコム「ホテル・旅館事業の［賃料設定］算定実務資料集」を出版致
しました。 



 2021 年 6 ⽉より、サクラクオリティ SDGs 認証基準開発に着⼿、その後 2022 年 3 ⽉
24 ⽇に、持続可能な観光地域造りに関する国際的基準研究期間である⽶国 GSTC よ
り、弊会基準が国際的に認められる基準として承認されました。 

 2022 年 3 ⽉ 1 ⽇：観光庁「持続可能な観光にかかる旅⾏商品の造成に向けたラベル
インデックス」にサクラクオリティ及び同⽇時点における認証施設が掲載されまし
た。https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000359.html 

 2022 年 4 ⽉、「Sakura Quality An ESG Practice」認証制度を国際基準に準拠する制度
として認証を開始しました（現在 2 ホテル、12 旅館）。 

 2022 年末、⾦融財政事業研究会（財務省関連出版会社）より「ホテル・旅館業再興―
ポスト五輪・コロナの V 字復活戦略（元観光庁⻑官、久保様より推薦の帯付き書
籍）」を主には全国の⾦融機関向けに出版予定です。 

 2022 年 8 ⽉より、認証プロセスとして ISO17065 認定取得、ASI 認定取得に向けた取
り組みを開始致しました。当該取得をもって、国内外に⽇本製宿泊施設向け「規格」
認証制度として知名度の⼀層の普及を進めて参ります。 

 
 2022 年 8 ⽉より、サクラクオリティ詳細調査 2,234 項⽬の基準を使⽤した、「⼈材研

修ツール」且つ「経営管理マネジメントツール」として、システム開発に着⼿致しま
した。システム開発の完了は 2023 年 6 ⽉末、公開は 2023 年 8 ⽉より、サクラクオリ
ティ認証施設様にご利⽤いただける予定でございます（サクラクオリティ認証施設様
以外は、有料サービスとなります。）。 

（３）DMO 様にとってのメリット 

 観光の中⼼軸の⼀つである宿泊施設様の「安全」「安⼼」を共通⾔語として、観光地域
の合意形成に貢献致します。また、「安全」「安⼼」な宿泊施設様に関する情報を発信する
ことで、地域の魅⼒向上に繋げる他、感染症拡⼤防⽌対策、SDGs 対応等をご共有させて
いただき、「住んでよし、訪れてよし」の観光地域造りに寄与する他、DMO 等との共同品
質認証制度「サクラクオリティ」を通じて宿泊施設様との連携を強化頂きます。さらに
「サクラクオリティ」が品質向上プログラムでもあることから、収益性の向上、地域経済
への貢献に寄与致します。 

（４）サクラクオリティの参加要件(要求事項) 

 サクラクオリティは、観光圏及び DMO 等との共同品質認証制度であることか
ら、弊会提携の観光圏及び DMO 等への申請が必要となります。ただし、弊会提
携の DMO 等が存しない場合は、弊会は提携しておらずとも、存する DMO 等と
連携していること、あるいは 5 施設以上が連携し、地域への貢献を実践している
ことを要件に別途ご参加いただくことが可能となります。 



 サクラクオリティ倫理規範の確認及び遵守 
 サクラクオリティ理念である、「安全」「安⼼」「誠実」にコミット頂くことをお

願いしております。 
 サクラクオリティ感染症拡⼤防⽌対策ガイドラインの熟読及び当該ガイドライン

の導⼊等、継続的取り組みをお願いしております。 
 サクラクオリティ申請書の送付 
 サクラクオリティ簡易調査の実施（原則 2 サクラまでの認証、例外的に第三者委

員会で了承される場合は 3 サクラまで、3.5 サクラ、4 サクラ、5 サクラは、別途
詳細調査が必要となります。 
 

 サクラクオリティのプログラムは以下のとおりとなります。 

 

（５）サクラクオリティの特徴 

 「安全、安⼼、誠実さ」は、顧客が宿泊施設に対するニーズの根幹であり、顧客側はそ
れを顧客エンゲージメントとして捉えています。⽇本は、そもそも安全で安⼼な国と位置
付けられています。サクラクオリティは、その中でも現地調査を実施し、安全性や安⼼感
の確認を実施し、独⽴認証機関である第三者委員会を経て認証を⾏う制度です。また、地
域との連携を重視する施設様に対する認証制度としており、観光圏・ＤＭＯ等との共同品
質認証制度としていることより、原則的には弊会との提携観光圏・ＤＭＯ等がある場合に
ご提供できる認証サービスとなります。 
 顧客向けには海外の顧客を含めて、https://www.sakurastay.com/にて情報発信している
他、ご参加施設様とは、https://www.sakuraquality.com/にて様々な情報をご共有させてい



ただいております。 
 また、サクラクオリティ制度の⽬標でございますが、国内にとどまらず、信頼できる宿
泊施設向け規格認証制度として、ポストコロナ時代においては、アジア諸国におけるスタ
ンダードとなるよう、普及活動を進めてまいります。 

（６）サクラクオリティ参加及び更新費⽤ 

 簡易調査費⽤：基本は 2 万 5 千円（別途消費税）でございますが、別途各観光圏様、 
DMO 様にご確認ください。 
 有効期間は 2 年であり、2 年毎に更新が必要となります。 

更新費⽤は、2 年毎に 2 万 5 千円（別途消費税）となります。 
 なお、詳細調査（2,234 項⽬の安⼼感に関する基準を採⽤したインスペクターによる覆
⾯調査）は、25 万円（別途消費税、調査費⽤）となります。 
 また、DMO 等が存在しないあるいは、存在するものの弊会との提携関係がない場合に
おけるサクラクオリティご参加に関しましては、原則以下の要件を確認させていただきご
参加可能とさせていただきます。 
 ①当初１施設でも中⻑期的に５施設以上の申請を⽬指していただき、⾯的な取り組みを
おこなっている（あるいは⽬指していること）、地域活動を積極的に実践していることが
確認できること、あるいは 
 ②弊会の提携はないものの、所在する DMO 等と連携していること。 
 参加費⽤については、観光品質認証協会本部にお問合せください。  

（７）サクラクオリティ認証施設様向け限定新サービス内容の詳細 

  ①サクラクオリティ認証施設様に限定し、2022 年 3 ⽉ 24 ⽇に⽶国 GSTC より基準の
承認を受けた「Sakura Quality An ESG Practice」認証「基準」を無償提供致しま
す。 

    SDGs の 17 のゴールを宿泊施設の⽤途性や地域性を鑑み 172 項⽬を構成致しま
した。当該基準をご利⽤いただき、まずは⾃⼰診断していただきます。Sakura 
Quality An ESG Practice」認証をご希望される場合には、当該基準シートを通じて
弊会に申請頂き、弊会より現地確認を実施致します。当該調査結果を第三者委員会
への諮問を経て、認証を決定いたします。弊会宿泊施設向け SDGs 認証制度は、企
業理念の⼀つとしてサクラクオリティのコンセプトである「安全・安⼼・誠実」の
重要性をご理解いただき、サクラクオリティ品質認証を受けていただいていること
を認証上の必須要件となしておりますので、サクラクオリティ認証施設様のみ参加
できる認証制度となります。なお、緑の希少なサクラであり、花⾔葉で「永遠の
愛」を意味する御⾐⻩ザクラをモチーフとして使⽤しております。「1 御⾐⻩ザク
ラ」から「5 御⾐⻩ザクラ」の 5 段階評価を採⽤しています。世界的な潮流では、



サステナビリティ「Sustainability」は「維持」を意味しており、それら取り組みは
むしろ当然とされており、昨今ではむしろそれ以上の取り組みが求められつつあり
ます。 

より積極的な⾃然環境や社会への関与であり、⾃然環境や地域へのマイナス影響
を上回るプラス影響を意味する、「（3 御⾐⻩ザクラ）Restorative」、さらには「（4
御⾐⻩ザクラ）Regenerative」な取り組みが⾼く評価されつつあります。 

 
②参加費⽤： 

40 万円（別途消費税、必要に応じて交通費等）にて認証参加頂きます。 
    なお、常にご⼀緒に更新確認を⾏い、例えば 2 御⾐⻩ザクラから、2 カ⽉後に 3

御⾐⻩ザクラ等に変化した場合、その都度更新させていただきます。ご対応期間
はベースとりますサクラクオリティ認証有効期間中、ご対応させていただきま
す。なお、当該認証の有効期間は、ベースとなります「サクラクオリティ」の有
効期間中は同様に有効とさせていただきます。 

③弊会「Sakura Quality An ESG Practice」認証と海外諸団体との連携について 
認証施設様の情報は、「1 御⾐⻩ザクラ」から⽶国 GSTC に情報共有致しま

す。その結果、認証施設様の情報は、弊会より⽶国 GSTC へ報告することを通じ
て、Booking.com、Google（GoogleMap にて「eco certified」と表⽰）、
EcoHotels、Agoda、Hotelbeds、Tablet Hotels (Michelin Guide)、Hostelworld、
App in the Air、Bidroom、Traveloka、GoKinda、TUI、EasyJet Holidays、
Jet2Holidays、AMEX GBT、BCD Travel 等に情報が共有されることとなりま
す。 

  ④サクラクオリティ安全⾏動基準（新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌対策ガイド
ライン） 

2020 年 5 ⽉ 16 ⽇より提供しております、サクラクオリティ安全⾏動基準（ガ
イドライン）第 44 版に基づく、感染症対策認証「Sakura Quality A Clean 
Practice」について、無償提供致します。また、ウェブミーティング及び⾃⼰診
断結果に基づき、内容の確認を⾏い、「Sakura Quality A Clean Practice」認証を
ご⽤意させていただきます。当該基準は 2020 年度より、北⾥⼤学教授、奈良医



科⼤学感染症センター様にご協⼒頂いた基準を採⽤しています（2022 年度より、
中部衛⽣検査センターによる監修に移⾏しております。）。 

 
    有効期間は、上記「Sakura Quality An ESG Practice」同様、ベースとなりますサ

クラクオリティの有効期間となります。 

（８）最後に 

世界的に求められる SDGs の取り組みも、⽇本は森林が国⼟の約 70％と世界的に
もトップクラスの森林保有国であり且つ完全に周囲は海に囲まれた国であること、
また、古来より⾃然と対峙するのではなく、⾃然を受け⼊れ、共⽣する⽂化を有す
る⽇本であるからこそ、⽇本がどのような SDGs 対応を⾏うのか、特に観光宿泊産
業は⼆酸化炭素 8％、ゴミ排出量 14％を占めることから、世界的にも注⽬されてい
ます。さらに、農耕⽂化も有していることから、⾼い対応⼒が期待されており、⽇
本の宿泊施設の新たな国際的な競争⼒の源となりつつあります。 

そのような環境にあって現時点の主な課題点は、宿泊事業の地位の向上、地域と
の連携強化による地域経済への波及効果の向上、スタッフの地位の向上及び給与⽔
準の上昇、後継者問題を解決し経営を維持する⽅策、ポストコロナ時代というパラ
ダイムシフトを乗り越える顧客ニーズへの新規対応等が挙げられます。今後も成⻑
するであろう宿泊業界をはじめとした観光関連事業を健全に且つ持続可能な形で⽀
えることは、⻑らく低成⻑を続ける⽇本経済にとって⾮常に重要な戦略でもあるは
ずです。弊会の認証制度を通じて、⽇本の観光関連事業の正常化、そして好循環を
備えた持続的成⻑に貢献することができれば幸甚の⾄りです。 
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