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（３）グループ内従業員交流（出向）による能力開発と各宿のノウハウ共有事業 

 
１．事業推進主体 

(有)一の宿倶楽部 

 

２．事業概要 

 

１）実施期間    

平成 21 年 10 月 15 日（木）～平成 22 年 2 月 19 日（金） 

 

２）事業内容    

高い志を持った宿主が率いる小規模個性派旅館という同じコンセプトを持つ 19
軒の集まりにおいて、相互出向と集合研修を行い、従業員同士の意見交換や交流、

知識や技術の獲得を図り、参加者が学んだ情報やノウハウ、互いの意見や仕事に対

する意識や目的等を、Web 上に立ち上げたコミュニティサイトで共有することで、

これまでにない教育効果をあげるための試みをおこなう実証事業である。 

 

３）実施背景    

旅館業の最大の資源である「人材」を磨き上げていくための端緒とすることを目

的とし、同じコンセプトを持つ旅館の集まりであるという目的意識の共通性を活か

し、磨くポイントを、①モチベーション（自ら考え動ける人材を創る。）②知識・

技術（顧客接点サービス提供者として必要な知識、技術を身につける。）とし、 a．

集合研修によるインプット b．出向（企業では得にくい会社を超えた人材交流に

よる刺激）を方法として、顧客満足度向上に繋がる、旅館従業員の能力開発と意識

改革、および人時生産性の向上を目指したもの。 

 

４）検討経緯 

2009.08.05 

2009.10.03 

 

2009.10.05 

▼ 

2009.11.02 

▼ 

2009.11.26 

2009.12.01 

2009.12.18 

東京にて事業内容検討会議開催 

「平成 21年度観光産業のイノベーション促進事業」に係わる実証事業」

として採択。コミュニティサイト制作開始 

東京にて事業遂行方法について検討会議開催 

講師依頼・日程調整・研修地設定・詳細検討 

スタッフリーダー選出・研修および出向の案内連絡と参加のよびかけ。

講義内容・構成について協議 

東京にてスタッフ合同研修開催 

コミュニティサイト運用開始・参加案内と招待メール送信 

出向希望・受入可否確認開始 
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  ▼ 

2010.01.12 

▼ 

2010.02.08 

2010.02.18 

  ▼ 

日程・受入調整 

出向開始 

日程・受入調整（随時） 

東京にて講師主導による事業総括会議を開催 

出向終了 

コミュニティサイト運用継続 

  

５）事業フロー 

 a.全体 

①代表者会議 

     ▼ 

②スタッフリーダー選出 

▼ 

③スタッフ合同研修開催 

       ▼ 

④相互出向 

       ▼ 

▼ 

▼ 

⑤代表者総括会議 

 

 

 

コミュニティ－サイト運用 

▽ 

研修日報 

情報共有 

意見交換 

▽ 

運用継続 

▽ 

  

b.スタッフ合同研修（11 月 26 日） 

 

 

 

15 分 

15 分 

 

30 分 

60 分 

120 分 

 

30 分 

30 分 

 

10 分 

１．開会の挨拶 

２．会長挨拶…一の宿倶楽部のあゆみと今後についての講話 

３．研修プログラム 

  ①ウォーミングアップ…簡単なゲームと一の宿ミニテスト 

  ②目的説明 

  ③グループワーク 

   セッション（1）自分を知る…自己紹介シート作成 

   セッション（2）仲間を知る…自己紹介 

   セッション（3）「一の宿」を知る 

…ターゲット層を指定した一の宿倶楽部ポスター制作 

  ④チーム発表…ワークした内容をチームごとに発表 

  ⑤決意表明…一の宿倶楽部の一員として自分ができること・やりたいこと 

出向で学びたいことについて発表 

  ⑥まとめ…各宿代表者による総評 

４．懇親会による交流 
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 c.出向・コミュニティサイト 

 

【レポート内容】 

① 出向者レポート ［出向に期待すること］…事前：出向者記入 

［感想と今後について］…事後：出向者記入 

② 管理者レポート ［出向に期待すること］…事前：出向元管理者記入 

［出向時所見］…事後：出向先管理者記入 

［出向を終えての所見］…事後：出向元管理者記入 

 

６）参加施設位置一覧地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一の宿倶楽部加盟施設 

※経営者および資本の違う施設の集まりで

あり、グループ会社とは異なる。 

※上表記のうち来期より脱会が決まってい

る施設１軒については、本事業に参加し

ておりません。        
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７）実施体制と役割分担          

              

 

 

 

 

 

 

 

※図における宿代表者とは、各旅館

の経営者・専務・支配人のいずれ

かを示す。 

 

 

３．事業結果 

 

１）事業実績 

 

a.参加実績 

各種参加数 

 代表者会議 合同研修 出向参加 出向受入 総括会議 コミュニティ 

人数（人） １２ ２８ ４３ ４３ １５ ２８ 

施設数（軒） １１ １２ ９ １２ １１ １４ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

すべての施設がいずれかの形で参加し、交流を図ることができた中で、出向参加の

割合を事前に開催した合同研修への出欠より考察すると、合同研修出席者および出席

施設の割合が大きく占めることがうかがえる。 

合同研修不参加施設においては 100％で出向への参加がなかったことからも、合同研
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修の開催は、士気を高め、また出向を控えた事前交流の場としての高い効果をもたら

したことが実証できたといえる。 

スタッフのみが合同研修に参加した施設の代表者からは、自身が合同研修に参加で

きなかったことにより、以降の取り組み意識が甘くなってしまったとの反省意見もあ

がっており、実際この施設においては出向参加の申し入れが出遅れたために、期間内

に１名を参加させるのみとなってしまった。 

  コミュニティサイトにおいては、１つのログインアカウントにつき１名での登録・

利用という当初の想定と異なる利用方法として、１つのメールアカウントでログイン

し、複数の従業員で閲覧・書きこみができるよう共有する形をとる施設が数軒あった。

１つのメールアカウントで１名しか登録できないことから、このように複数の従業員

がアクセスできるように使ってもらうことでＰＣを持たない従業員や、携帯電話の操

作性に対応できない従業員も容易にアクセスが可能となり、上記表における登録数以

上の参加者がいることがうかがえる。 

 

 b. コミュニティサイト利用実績 

アクセス数 

 12 月 1 月 2 月 

ＰＣ 1524 1537 1435 

携帯 239 376 371 

合計 1763 1913 1806 
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   出向日報を中心に書きこみがなされているが、それ以上にアクセス数が多いことが

わかる。理由として、書きこみがなされると同時にＰＣのメールアドレスにメールが

届いて知らせる仕組みとしたことから、書き込みをしない人も、頻繁に閲覧するよう

になったようで、情報やノウハウの共有の場としての役割を果たしているといえる。

もう１つの目的である仕事に対する意識や目的の共有につながる活用としては、交流

としての自発的な書きこみや返信が増えるよう、コミュニティのあり方をさらに検討

する必要がある。 

 

c.出向実績 

月別参加人数 

 11 月 12 月 1 月 2 月 

人数（人） ０ ０ ２６ １７ 

イベント等 紅葉 年末年始・冬休み  

 

出向参加の呼びかけを行うも、11 月は紅葉、12 月と 1 月前半は年末年始におけるハ

イシーズンをむかえ、稼働が落ち着いた 1 月半ばからの出向開始となった。 

オフ期に入ってから、制限が必要であるほどの参加問い合わせがあり、調整を行う

ことでより多くの施設において出向を受け入れることができた。 
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  総参加者における配属別割合をみると、予約受付担当者を含むサービス担当者が多

くを占めることがわかる一方で、調理スタッフの出向者が当初の推測より多い結果を

みせた。さらに５施設からは調理長が出向参加を果たしている。 

   このように、調理長やサービスリーダーなど主任クラスの参加者が全体の 40％と、

各施設ともある程度の指導権および決定権をもっている人材から、下に続くスタッフ

に浸透させようとする傾向がうかがえる。また、入社１年未満の新人による参加も 20％
と、社会人としてまた旅館業界の今後の担い手としての、基礎段階における勉強の場

としての役割も求められたものといえる。その他に括られる 40％の出向者の中には自

館しか知らないスタッフも多く、出向元施設側の思惑として、他施設を知り、スタッ

フとの交流を通して刺激を受けることへの期待があることが、管理者レポートからも

うかがえる。 

   

２）反応 

a.出向者において 

多く聞かれたのは「原点に戻る」という言葉である。他と比べることで、自館の特

徴や自分の置かれている今がわかり、自館に足りないサービスの伸びしろがまだある

ことに気づき、今後を見直すきっかけとなったとの反応が多くあがっている。具体的

には、団体客受け入れにおける効率化の小規模施設オペレーションへの転用や、食材

や風土の違うものに触れることでの創作力向上などがあげられる。 

最大の反応としては、スタッフ同士のコミュニケーションの取り方などを学び、施

設ごとのお客様に向き合う姿勢や、その基となる職場の雰囲気や会社の空気を感じた

り、また、他の社員やスタッフから感じるパワーやエネルギ－、そして向上心やおも

てなしの心を直接肌で感じることができたことでの意識変化があげられる。今後の情

報交換と交流・出向の継続要望が数多く寄せられており、特に、板前業界で地域を超

えた交流は今までなかったため、“板前の集い”なるものを行っていきたいとの板場か

らの要望もあがっているので今後検討していきたい。 

 

b.一般従業員において 

一の宿倶楽部というブランドの中で、お互いが仲間でありライバルであるという環境    

において、受け入れる側も自館が悪くいわれないよう、また、よりよい経験を提供でき

るようにと努めることで仕事に対する意識やモチベーションが高まったとの報告があ

がっている。出向に参加したスタッフが持ち帰った報告と反応を受け、今後の積極的な

参加とネットワ―ク構築に、自分も参加してみたいという声が多く聞かれる。 

研修及び出向参加者以外のスタッフへのレポートを試みなかったせいか、こうした声

が、個々に直接事務局に届いており、このような現象自体今までにない反響であり、意

識共有が隅々まで行えたことを実証していると考えられる。中には事務局まで足を運び、

今後の一の宿倶楽部の在り方についての思うところや提案をあげるスタッフもおり、今
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回の交流を通じて、同じ仲間であることの一体感の意識も共に向上しているのを感じる。 

 

c.お客様において 

接客に関しては、自館で行うのと変わらない対応ができていたということで、お客様

にご迷惑をかけることなく事業が行え、出向者が担当したお客様より、また次回もお願

いしたいというお褒めの言葉をいただいた事例もあがっている。中には、出向者がお客

様に自己紹介をする機会を与え、一の宿倶楽部のパンフレットも合わせて配布するなど

のＰＲ活動を積極的に取り込んだ施設もあり、こうした取り組みに対する反応として、

今後顧客が施設間を巡るという動向の変化やアンケート評価の反応に期待がされる。 

 

d.オーナーにおいて 

共通して聞かれたのは「出向から帰ると“目が変わる”」という言葉である。参加者

から報告と同時に今後に向ける熱い思いを伝えられたケースもあり、中には具体的な提

案書とタイムスケジュールを積極的に提示し推進しようとする社員もいたとのことで、

この行動の変化からそれだけ有意義な時間を過ごせたという結果を感じとることがで

きたとの報告があがっている。 

また、管理者は出向に参加することが難しいため、他施設からの出向者より吸収する

ところも大きく、出向者より愛社精神を伺えて勉強になったとの意見や、自館の従業員

のモチベーションを上げる起爆剤となったことへの感謝の気持ちも聞かれた。さらには、

出向者に協力してもらいシフトをまわしていた施設もあり、基本ができていれば即戦力

となるという成果事例は、受け入れ側も大きな負担とならず業務と両立して行えること

を実証し、今後の継続と更なる発展への期待となっている。 

 

３）反省点と課題 

当初５日間の日程を基本とする出向だったが、シフト調整の難航により３日間に変更

を行った。43 名の出向者のうち、５日間日程の参加者は４名、４日間日程は１名であっ

た。初めての試みだったこともあり、この時期だからできたというものの施設によって

はお客様の入り込みが弱く、受け入れ側にとっても仕事量の調節が必要であったり、普

段の担当部署と異なる部署での業務を与えることになることで、出向者に与える実りあ

る時間の部分で不安が残ったりするところもあった。 

       ⇒ 接客は基本ができていればどの施設でも対応可能であることが実証されたこと

を受け、施設によって異なる繁忙期においてオンオフを利用した、稼働におけ

る一時的人材不足の補助といった、フォロー的要素を含む新たな展開としての

出向を行うことを検討している。 

 

事務局の仲介は日程と人数調整のみとし、泊まる場所や送迎など細かい事前連絡につ

いては施設間でのやりとりとしたため、打ち合わせまで手がまわらないのが現状で連絡
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がうまくいかないケースがあった。 

   ⇒ 双方の細かい要望がかみ合うようなシートを作成し、今回、頻繁な連絡におい

て有効な手段であったファックスを活用し、忙しい業務間にも的確なやり取り

が行えるよう改善を図りたい。 

  

出向者の食費についての規定を設けなかったため、迎える側として気を遣うとの意見

があった。 

   ⇒ 日当に組み込むことなどを含めた、出向に関する新たな規定について検討を行

いたい。 

出向受け入れについて統一した態勢基準を持たなかったため、施設や担当者によって

それぞれ対応が異なり、教育効果の違いが発生した。また、一の宿倶楽部では毎月施設

ごとにお客様からいただいたアンケートを集計しランキング化して公表しているため、

ランキング上位にいる施設に出向希望が集中し調整を行った。 

   ⇒ 施設の個性はあっても同等の効果が得られるように、今回の成果事例をもとに

受け入れの基準態勢を整えていくこととしたい。 

   

送り出す宿主の姿勢や声掛けの内容で、参加者の出向に臨む視点や心構えがそれぞれ

異なり、良し悪しではない感受の違いの部分で教育効果にも違いが発生した。 

   ⇒ 宿主から出向者への事前フォローについても代表者間で共有し、今回ばらつき

のあった、心構えや視点についての声掛けや方法について成果事例を参考に、

基本を整えさらに厚いフォローができるよう意見交換を行うこととしたい。 

  

  重要課題としての事業継続 

   ⇒ <出向> 費用負担についての協議を行い、双方合意の上で今後も継続して行っ

ていく方向で調整中。既に自費負担での出向が決まっている施設もある。 

     <集合研修> 今回得た大きな効果を受け、講師や研修の形態を変えたり、集め

る人材を変えたりするなど、様々な形での開催や定期化を検討中。 

<コミュニティ> 交流としての自発的な書きこみや返信が増えるよう、コミュ

ニティのあり方をさらに検討することとする。既にあり方についての改善案に

ついてもコミュニティ内の書き込みにて意見交換が行われている。 

 

４）成果 

今回の事業に関する実績評価としては、まず、予算や期間的な理由によりすべての

希望を叶えることができないほど、19 施設の経営者からスタッフに亘る多くの関係者

が参加し、関わりあいを持って事業が行えたことで、今後の体制や目的意識の共有部

分として力強い礎を築いたと確信しており、当初想定していた目的としての効果とし

ては十分な成果を得たと考えている。 
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これは、各施設のみならず一の宿倶楽部としても同様の見解が得られ、一の宿ブラ

ンドの強化という付随的効果にも繋がったと推測される。 

また、事業の最後に開催した総括研修の内容や参加者の成果レポートの内容に対す

る総評として、どんな方法や手段がお客様からの評価に繋がるかということを知りた

いという出向者の当初の希望に対し、実際はお客様に対しての心からのおもてなしや

宿を良くしていこうという心意気やチームワーク、目標に向かう積極性や意識など、

形ではない信念や想いがお客様を喜ばせ、支持される理由に繋がるのであるという事

実に気づいたことが、最大の学びであり、成果であったと言える。 

３日間という短い期間ではあったが、出向前後で考え方が全く変わってしまうほど

の出会いを感じたという感想もあり、マニュアル化し難い部分の肌で感じる仕事感の

習得が、より高いレベルでの接客として、旅館業界へそしてお客様へと還元されてい

く大きな決め手となると確証している。今後も、このような人材教育におけるスキル

アップと連携を軸に、感動発信できる組織となるよう、新たな試みを随時行って参り

たい。 

 

５）自己評価 

ノウハウ共有における過程としての情報提供は、どの施設もよい取り組みは盗み、

よい事例は落としていってもらうというギブアンドテイクの関係が自然と成り立って

いた。その方法として、スタッフ同士のコミュニケーションから生まれる質問はもと

より、出向者に社の月例会議にオブザーバーとして参加してもらい、先方施設のよい

事例・気になることや悪い点・改善点、自館に対する指摘について直接意見をもらう

ことで、伺いにくい態勢から話しやすい環境へと場面を整えたという一例があがって

おり、中には具体的内容まで落とし込んだアンケートを出向者に行い、「出向者が自館

に戻ってから取り組みたいこと」という項目で質問を行うことで、さらに施設に帰っ

て以降の積極的行動を促す援助的働きかけまで行った施設もあった。こうした積極的

取り組みも、全体として評価し、今後の取り組み手段の改善案として流用していきた

い。 

また、受け入れ施設から学んだものとしては、お品書きや料理などの仕様をはじめ、

バックヤードの導線や体制の取り方という全体的な動き、社内会議や原価管理などの

ノウハウまで多種多様であり、中には会社にとっての財産である研修マニュアルをそ

のまま出向者に提供した施設もあり、こうしていただいた情報が、さらに社に戻って

からミーティングで共有され、ノウハウの共有を図る流れができたといえる。このよ

うに良きところを隠さず、惜しげもなく手のうちを明かし合うことが出来たのは、同

じ志と連携力あってのものであり、今回の事業の根幹部分での成功に大いなる効果と

して表れている。 

コミュニティサイトにおいては閲覧者の数からも情報共有の場としての充分な役割

がうかがえ、今後も交流の場、そして新たなつながりを得る場所としての役割をさら
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に大きく担っていくと予想される。 

 

４．今後の展開 

 

今回の出向をきっかけに、宿同士合意のもと、自費でも出向を継続したいと意欲を

持っている。一の宿倶楽部は「人を育てる」事を目標の一つに掲げている集まりであ

るので、どこの施設に出向してもベースの部分で心配がない。よって、繁忙期に猫の

手も借りたい施設にとっては願ってもない制度となり得るため、今後、地域差による

繁忙期の対応にも流用を検討しつつ、コミュニティサイトを活用しながら、継続した

交流を行うことを予定している。 
また、一の宿倶楽部では今後、国内の旅行者向けに融通予約システムの導入を検討

中である。予約に対してこだわりなく幅広い選択肢をもっているお客様と、特定の予

約をどうしても必要とするお客様のニーズを調整し、必要とされている客室をできる

だけ多くの方に予約をしてもらうための新しい予約手法は、お客様の要望にも本当の

意味で応えるシステムになると考えられ、顧客満足度向上の一環としても実験的な試

みを行いたいと考えている。 
そしてさらには、世界動向を踏まえ、インバウンドの受け入れにも力を入れていく

計画である。方法として、ホームページからの海外向け情報発信と予約システムの提

供はもとより、今回の情報共有を生かして、旅館業務のマニュアルや日本のおもてな

し文化についての知識を製本化し、海外の日本文化について学んでいる学生に提供す

るなど、外国人向けの人材研修と雇用にも力を入れることで、インバウンドに対応で

きる環境の整備も行っていきたいと考えている。 
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