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（６）旅館業の地域協働による生産性向上・業態開発事業 

 

１．事業推進主体 

 

１）推進主体：生産性向上・業務開発コンソーシアム 

２）代表団体：(社)四万温泉協会 

  参加団体：(株)ミストラルサービス、柏屋カフェ、あづまや 

・ 四万温泉協会を代表団体とし、協会加盟旅館の中からレイトチェックアウトの実証

モデル企業 3 社（やまぐち館、鐘寿館、花の坊）および業態開発の協働事業 32 社（旅

館業）を対象に本事業を推進する。参加団体は客室清掃会社の株式会社ミストラル

サービス、朝食ブランチを希望する宿泊客に提供する柏屋カフェ、あづまやの 3 社

体制とする。 

・ なお、レイトチェックアウト実現における客室清掃の工程改善等に係る総合コンサ

ル業務は、有限会社サービス経営研究所に再委託し、モデル企業 3 社の清掃現場で

試行・検証および導入の現場指導、利用アンケート調査等にあたる。 

実証事業事務局

コンソーシアム

事業報告・報告書の提出

サービス経営研究所
＜作業プロセス改善等のコンサル業務＞

プロジェクトリーダー
宮崎信雄

事務管理責任者
矢代順子

代表団体
四万温泉協会

参加団体＜清掃会社＞
ミストラルサービス

参加団体＜地元食堂＞
柏屋カフェ・あづまや

再委託

･ 片付工程に係るスタッフ派遣

･ 宿泊客へ外食ブランチの提供

･ フィールド提供と事業成果の実施 ･ 事業立案・進行管理の統括

■生産性向上・業態開発コンソーシアム

四万温泉部会
＜地元研究会＞

相互連携

･ 契約・経理管理の統括
モデル事業 ３社
協働事業 ３２社

 

図表.実証事業の実施体制 

２．事業概要 

 

１）実施期間 

平成 21 年 10 月 16 日～平成 22 年 2 月 19 日 
 

２）事業目的 

・ 宿泊観光の旅行スタイルが多様化するなかで、旅館業界は団体旅行で謳歌した時代

の運営体質をひきずり、新しい業態開発（サービス提供スタイル）の遅れにより需
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モデル事業／業務の効率化

＜実証モデル ３社＞
客室清掃の作業プロセス改善等により
全室レイトチェックアウトの試行・検証

業務の協働化

＜清掃会社＞
片付工程等のスタッフ派遣

協働事業／共通ブランド

＜直行バス企画 ３２社＞
四万は“温泉とリッチな朝”が売り物

～朝をのんびり過ごす差別化戦略～

＜地元食堂＞
～朝をのんびり～

外食ブランチの提供（選択メニュー制）

＜地域旅館＞
～朝をのんびり～

地域で過ごす受け皿づくりの開発

＜業態開発・着地情報の発信＞
～朝をのんびり～

四万温泉の新業態の発信
普及事業／四万温泉は全館全室

レイトチェックアウトの宿

生産性向上・業態開発コンソーシアム
四万温泉協会（代表団体）

四万温泉に新しい需要とくちコミリピーターの創出

要が低迷している。ひとつの要因は、都市ホテルのチェックアウト（以下Ｃ/Ｏと略

す）時間が 11 時、12 時であるのに対し、旅館業の多くは未だに 10 時Ｃ/Ｏである。

主たる顧客が個人旅行に移行するなかにあって、起床、朝風呂、朝食など出発前を

のんびり過ごすことができないミスマッチが生じている。 
・ そのうえ、温泉観光地には朝を楽しく過ごす受け皿となる施設や仕組みが少ないた

め、Ｃ/Ｏ後、顧客をそのまま帰路へ追いやっている。１泊享楽スタイルの受け入れ

から脱却し、新たな潜在需要を創出することが課題である 
・ そこで、レイトＣ/Ｏの導入が遅れている根本要因である客室清掃の工程改善により

生産性向上を図り、11 時以降Ｃ/Ｏの導入がしやすい仕組みを実証する。また、Ｃ/
Ｏは朝食時間延長等にも影響を及ぼすため、地元食堂によるブランチ提供を地域協

働事業として取り組み、レイトチェックアウト導入の阻害要因の解決を図る。 
・ 地域が観光まちづくりに一丸となって取り組むことはたやすいことではないが、観

光地間競争に勝ち残るために、“リッチな朝の魅力”を地域のオンリーワンブランド

とする新しい業態を開発することを本事業目的とする。 
 

３）事業フロー 

・ 本事業は地域の協働化に向けた合意を図りながら、モデル事業ではモデル企業 3 社

において、全室レイトチェックアウトを実現する。 
・ また協働事業では、平成 16 年から運行する直行バス企画参画旅館（四万温泉協会、

関越交通株式会社）はすべてレイトチェックアウト・サービスを導入することによ

り、“四万温泉は全館全室レイトチェックアウトの宿”の実現に向けた第一歩となる

位置づけを図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表.実証事業の実施体制 
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４）活動記録 

①平成 21 年 10 月 16日（金）－17 日（土） 

第 1回事業会議（キックオフ）／出席者：事業主体およびモデル企業 

･ 事業趣旨、手法、最終目的（アウトプットのイメージ） 

･ 内容、進め方等の検討 

･ 清掃現場のプレ調査およびミストラルサービス（参加団体。以下、清掃会社）へのヒ

アリング 

 

②10 月 25 日（日）－27 日（火） 

モデル企業 3 社の清掃現場調査およびレイトチェックアウト体制づくりの検討 

･ やまぐち館における現場実態調査と作業改善会議＜外注委託清掃方式＞ 

･ 鐘寿館における現場実態調査と作業改善会議＜内務係および自社清掃係による方式＞ 

･ 花の坊における現場実態調査と作業改善会議＜接客係および自社清掃係による方式＞ 

 

③11 月 5 日（木）－6日（金） 

第 2 回事業会議／出席者：事業主体およびモデル企業 

･ 全室レイトチェックアウトに向けた具体策の検討 

･ 客室清掃の作業プロセス改善の設定 

事務局会議 

･ レイトチェックアウト普及に向けた旅館部会（次回）の内容検討 

･ 四万温泉直行バス・パンフレット（全館レイトチェックアウト）の検討 

 

④11 月 16 日（月）－17 日（火） 

旅館部会の開催／出席者：事業主体およびモデル企業、旅館部会会員 
･ 観光産業のイノベーション促進事業の説明 
･ レイトチェックアウト実現に向けた客室清掃の改善手法の説明 
･ ブランチメニュー試食会の開催 
客室清掃改善の現場実施 
･ モデル企業現場での合同による作業プロセス改善の実施 
･ 清掃会社社長（参加団体）との改善協議 
 
⑤平成 22 年 1 月 21日（木）－22 日（金） 

事務局会議 
･ 利用アンケート調査内容の検討 
･ 四万温泉直行バス企画 HP（ホームページ）の検討 
客室清掃改善の現場検証 
･ モデル企業 2 社における実施状況の検証 
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個人客のチェックアウト動向（予測）
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⑥平成 22 年 2 月 19日（金） 

現地事業報告会の開催 
出席者：観光庁担当官、実証事業事務局およびコンソーシアム代表者、事務局等 
･ 実証事業ヒアリングおよび意見交換 

 

３．事業の具体的な内容 
 

３．１ レイトチェックアウトの需要調査 

 

１）チェックアウト時刻による顧客行動調べ（サンプリング調査結果） 

旅館が定めるＣ/Ｏ時間と顧客行動（Ｃ/Ｏ時刻度数）の関係を探る目的で、モデル企

業においてサンプリング調査を実施した。調査対象旅館が３軒のため、結果をそのま

ま結論づけることはできないが、顧客行動の傾向をつかむことができる。 
①調査内容 

･ Ｃ/Ｏ10 時、10 時半、11 時の旅館３社に対し、調査当日の個人客（組数）の時刻分布

度数を調査した。各旅館のサンプル日数は１～２週間の集計結果である。 
②調査結果 

･ 10 時Ｃ/Ｏ旅館では、10 時前後のＣ/Ｏ客が４割程度ある。この現象は 10 時に顧客が集

中していることを表しているが、他の旅館でもよく見受けられる光景である。個人客の

多くはＣ/Ｏが早すぎることを行動で示しているといえよう。 
･ 一方、レイトチェックアウアト（10 時以降）旅館における個人客の動向をみると、そ

れほど大きな差異は読み取れない。10 時直後に集中せず、全体が 11 時へ分散する状況

にある。経営者の多くは、11 時に設定すれば 11 時に集中することを危惧しているが、

調査結果によればそうした動向は読み取れない。 
･ むしろ、顧客のＣ/Ｏが集中することによる精算業務の混乱を回避する改善策につなが

ることも考えられよう。これは同時にフロント部門の業務負担軽減策にもつながること

から、人的コスト削減も見込めることになる。 
･ このようにレイトチェックアウトはマイナス面ばかりでなく、個人客のニーズとのミ

スマッチ解消などプラスの側面がある。多角的な観点に立って、レイトチェックアウト

のあり方を再考する時期

にきているといえよう。 
 

 

図表.個人客のチェックア

ウト動向 

（注）サンプリング調査結果

に基づく予測値を示す。 
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２）個人旅行客が求めるチェックアウト時刻 

利用アンケート調査を実施し、“四万温泉は全宿レイトチェックアウトの温泉地”を

協働事業として推進する地域ブランド戦略の有効性を検証した。 

 

①時間緩和サービスの希望動向 

･ アーリーまたはレイトのいずれかの時間緩和サービスを尋ねたが、レイトチェックア

ウトを希望する割合は 48.2％、2 人に 1 人が希望する。 

図表.（問）時間緩和サービスがあるとすれば、どちらを希望しますか 

 

 

 

 

 

 

 

②チェックイン・アウトの希望動向 

個人旅行客は「14 時-11 時」を望んでいることが結論づけられる。内訳ではアーリ

ー希望は 20.9％と 5 人に 1 人、レイトはアーリーのほぼ倍にあたる 5 人に 2 人、39.4％
の希望がある。レイトチェックアウトは、個人旅行のミスマッチ解消に効果的である

ことが立証される。 
図表.（問）希望するチェックイン時間 

 

 

 

 

 

 

図表.（問）希望するチェックアウト時間 

 

 

 

 

 

 

 

時間緩和サービスの希望

15時を早く, 27.7

どちらでも, 24.1

10時を遅く, 48.2

チェックインの希望時間
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３．２ 客室清掃改善によるレイトチェックアウトの実現 

 

１）全室レイトチェックアウト～モデル企業３社の改善策～ 
経営者がレイトチェックアウトに踏み切れない最大要因は、客室清掃が間に合わな

いことにある。 
そこで全室レイトチェックアウトを実現するために、客室清掃の作業プロセスおよ

びスタッフの役割分担を改善し、Ｃ/Ｏ時間を延長しても清掃作業に負担がかからず、

かつ当日の受け入れに支障をきたすことのないようにした。 
 

①客室清掃の現状課題 

・ 現状の手順、装備、用具に多くの誤りがある。特に①Ｃ/Ｏ前に着手する作業内容、

②片付けと仕上げの混在作業、③衛生面の手順の 3 点が大きな課題である。 
・ ①は本来顧客に見せてはいけないシーンや作業音を回避するなど作業プロセスの

見直しが必要がある。②は混在による手順の混乱・不統一および客室清掃の仕掛

かり状態が長くつづく欠点を改善する必要がある。また③は清潔作業と不潔作業

の混在および適切な用具や除菌処理を怠っていることにある。以下にモデル企業

の作業シーンを例示した。 
 

  ａ.チェックアウト前着手の品質低下シーン 

 
写真 チェックアウト前から作業に着手する場合、廊

下にカートやリネン類が散乱する脇を、朝風呂に行

く顧客や帰宅客が通るなど作業プロセスに大きな問

題がある。写真現場は担当者のユニフォームは揃っ

ているものの、三角巾（頭髪落下防止）の着用がな

い。 
 

ｂ.混在工程の品質低下シーン 

 

写真 片付工程時の下拭き中に、丹前・帯を清掃前の

畳の上でたたみ返しをする（再利用状態）。片付作業

の着手時は完了見通しのたたない時間帯である。精

神的に追われているため、仕上げの確認が疎かにな

りやすい。例えば内ポケットに顧客の使用したゴミ

などが残っていることでクレームにつながる恐れが

でる。 
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ｃ.トイレ清掃の品質低下シーン 

写真 素手で作業すること、不潔用の拭上げダスター

が衛生面で分離していないこと、衛生的な手順が疎

かになっていること、除菌剤を使用しないことなど、

装備・用具・手順に課題が多々ある。 

 

 

 

②作業プロセス改善の方向づけ 

作業プロセスを以下の手順に改善し、客室清掃の品質と作業効率の向上を図ること

により、レイトチェックアウトを実現する。 
 

ａ.営業時間中（チェックアウト前）の作業内容の制限 

・ 原則として顧客に作業シーンを見せない内容に限定し、遅い出発の顧客にも配

慮する。 

・ 準備中の道具類も廊下や踊り場に出さないようにし、作業音にも注意する。 

ｂ.片付工程と仕上工程の分離 

・ リネン回収、トイレ洗浄など片付工程を全室済ませたのち、座卓や丹前・浴衣

のセットなど仕上工程に移る。 

・ 仕上工程では１室ずつ着実に仕上がる生産方式にする。 

・ 顧客の遅着情報を活用し、15 時以降の仕上工程も可能な弾力運用を図る。 

ｃ.適切な清掃用具とユニフォームの導入 

・ プロ用の清掃装備品をそろえ、用具類を改善する。 

・ 顧客と対面する場面もある。また頭髪落下防止のため三角巾を着用する。 

ｄ.作業手順の標準化 

・ スタッフ全員、同じ手順で行うよう統一する。 

・ 工程別に使う用具を決め、何回も道具を取りに行く手間を省く。 

・ 回収品や供給品の運搬は専用台車を使い、無駄な歩行をなくす。 

ｅ.衛生処理の明確化 

・ 衛生面に対する意識が低めである。安全・安心を最優先する。 

・ 不潔工程と衛生工程を分離する。 

・ 便器清掃の手順が衛生的ではない。除菌や殺菌など適切な処理を施す。 

ｆ.トイレ水のコストを抑える。 

・ 不必要に水を流すケースは極力控える（原則 1回）。 

ｇ.標準作業時間管理 

・ 1 室あたり標準時間を設定し、適切な要員数を割り当てる。 

・ 余剰がある日は、週作業や特別清掃を行う（とくに景色を売る窓清掃）。 
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図表.レイトチェックアウト実現に向けた改善策の方向づけ 

16 17　時12 13 14 158 9 10 11

作 業 と 時 間 帯
（ 一 般 的 ）

営 業 時 間

片付と仕上の混在工程

品質低下

簡 易 作 業 改 善

･ 混在による仕掛りと低い効率性
遅着室の清掃

仕上工程

･ 工程分離により、1室ずつ完成 品質は低下しない

片付工程
前工程

 

 

２）一部レイトチェックアウト～直行バス企画の参画企業向け簡易改善策～ 
モデル企業 3 社以外は、現場改善をうまく進めるには時間を要す。客室清掃に係る

組織や環境等は旅館によって各社各様であるため、細かな改善指導を必要とするから

である。そこで、まず簡易改善の普及を図ることとした。 
Ｃ/Ｏ前（在室とアウト部屋が混じる 9 時台から 11 時Ｃ/Ｏ時間帯）から清掃に着手

する企業が大半である。そこで前工程（図表参照）について、効率と品質向上のため

の要領（作業規定）を策定し、簡易改善手順の普及を図る。 
 
ａ.ユニフォームを揃える。 

・ 顧客とすれ違う場面があるため、キチンとした服装にする。また頭髪落下防止

のために三角巾（または作業帽）を着用する。 
ｂ.扉は必ず閉める。 

・ 前工程（布団上げなど）の終わったアウト部屋の扉を開けておく作業現場が大

半である。顧客が不快な光景を覗きながら帰宅することを回避する。 
ｃ.道具を使わない。 

・ 顧客とすれ違う場合、“遅くまで居た”という不快な印象を与えかねない。また

道具が廊下に散乱する原因になるため、この時間帯は原則禁止する。 
ｄ.音を立てない。 

・ 隣部屋や下部屋に在室客がいる場合、音を立てれば不快感を与える。音のでな

い作業のみ行う。 
ｅ.廊下にモノを出さない。 

・ リネン台車、回収済みシーツなど廊下や踊り場に置かないようにする。 
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３．３ ブランチメニュー開発 
大規模旅館は館内に付帯施設を保有するため、ブランチの提供は可能である。しか

し小規模旅館は料飲施設を持たないところもあり、特に朝食を部屋出しする旅館はブ

ランチの実現が困難である。布団上げ要員および料理提供のための客室係の勤務シフ

トが大幅にずれるためである。そこでミールクーポンを発行し、街なか食堂との協働

事業化により、顧客が喜んでブランチを選択してもらえる環境を整備する。 
 

 
 
１）個人客のブランチ希望            

・ 利用アンケート調査を実施し、ブランチを希望する潜在需要を調査した。「ぜひ

利用したい」13.6％、「利用したい」19.8％を合わせると 33.3％、3 人に 1 人が

潜在的にブランチを求めている実態が読み取れる。 
・ 他方、「利用しない」と答えた割合は 22.2％と少数派である。 
・ 年代別にみると、日常の生活がそのまま表れており、若年は「ぜひ利用したい」

割合が高く、高年になるにつれて希望割合が減少する。 
 

２）ブランチメニュー開発 

街なか食堂にブランチメニュー開発の協力を要

請し、試食会を開催した。メニューリストと料金は

以下のとおり。 
 

①豆腐田楽蕎麦御膳（小松屋、800 円） 

②湯蒸し鰻重（くれない食堂、1980 円） 

世代別ブランチの希望

ぜひ利用

利用したい

場合もある

0
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70

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

回
答

率
（
％

）
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利用したい

場合もある

ブランチの選択希望

ぜひ利用

 13.6

利用したい

19.8

利用の場合もある

44.4
利用しない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
構成比（％）

図表.（問）ブランチ（遅めの朝食）の選択があれば利用しますか 

試食会の風景 
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③あがししコロッケバーガー・プレ

ート（柏屋カフェ、850 円） 

④蕎麦ブランチセット（中島屋、

1000 円） 

⑤三色カツ・ブランチセット（あす

なろ、1200 円） 

⑥すいとんセット（あづまや、600
円） 

 

 

３．４ 四万温泉直行バス企画「全宿レ

イトチェックアウトの温泉地」の募集 

 

四万温泉協会主催により毎年四季ご

とに四万温泉直行バス企画を実施して

いるが、四万温泉全体がレイトチェック

アウトの温泉観光地であることをＰＲ

する目的で、本事業を活用した新たな企画を実施した。 

 

①全旅館 11時以降（12 時含む）レイトチェックアウト 

事業実施前の企画でレイトチェックアウトをすでに実施する旅館は 33 軒中 11 軒

（33.3％）であったが、募集

企画参加旅館はすべて 11 時

以降（12 時含む）のレイトチ

ェックアウトとし、顧客の受

け入れを行う。 

 

②ブランチと泊食分離料金制

の導入 

レイトチェックアウトに伴

い、顧客がブランチ（遅めの

朝食）をとりやすくするため

に、参加旅館 33 軒中 23 軒

（69.7％）は「１泊夕食付き料金

制（朝食無し）」を併記表示し、

朝食の自由選択制を導入する。

この企画により、宿泊客が街な 図表.四万温泉協会ＨＰ上の動画募集広告 

(注）右写真はＨＰ上のアイキャッチ動画による募集広告の１コマを示す。 
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か食堂やカフェを利用する機会を増やすことで、観光まちづくりの増進を図る。 
 

③募集期間 

四万温泉協会ＨＰによる冬季募集による直行バス企画は、11 月 1 日～平成 22 年 3
月 31 日。 

 
④直行バス募集企画利用者数 

12 月および 1 月の延べ参加者数は下記のとおり（前月 19 日～当月 20 日締め）。今

年の四万温泉全体の入込み客数は 25％前後の落ち込みのあるなかで、全宿レイトチェ

ックアウトを盛り込んだ直行バス企画実施直後の結果は、1 月プラン利用 35.2 ポイン

ト増、バス利用 17.1 ポイント増という大きな成果が得られた。 
ａ.12 月度利用客数（新プラン実施前） 

128 名（前年同月 287 名、▲55.4％）、バス利用客数 1,854 名 
（前年同月 2,171 名、▲14.6％） 

ｂ.1 月度利用客数（新プラン実施後） 

330 名（前年同月 244 名、35.2％増）、バス利用客数 2,386 名 
（前年同月 2,037 名、17.1％増） 

 
図表.直行バス（全宿レイトチェックアウト）募集企画利用者数 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤レイトチェックアウト利用客の満足度 

この質問はレイトチェックアウトを実施する旅館利用者に尋ねた結果である。顧客

満足度は旅館商品全体の結果であるため、レイトチェックアウトの影響度合いを測る

ことはできないが、「期待以上」25.0％、「期待どおり」55.0％の好結果が得られた。 
図表.（問）四万温泉は期待どおりでしたか 

 

 

 

 

 

 

 

直行バス利用者の比較
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３．５ 利用アンケート調査の実施（概要） 

レイトチェックアウト・サービスを利用した顧客に向けたアンケート調査を実施し

た。対象は直行バス企画利用者および本事業にて全室レイトチェックアウトを実施し

たモデル企業 3 社に限定した。 
①実施期間 

平成 22 年 2 月 1 日～平成 22 年 2 月 10 日 
②配布先 

モデル企業 3 社および直行バス企画参加者（いずれもレイトチェックアウト旅館） 
③サンプル数 

83 サンプル（回収率 83.0％） 
④回答者の属性 

回答者の属性（年代、男女、利用交通機関）は下記のとおり。 
 

図表.回答者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．当面の課題と今後の展開 
 

過去にも四万温泉協会を事務局とする観光まちづくりに係る補助金・助成金事業を

実施しているが、旅館運営を構成する業務のひとつである客室清掃に絞り、具体的な

改善を行うことにより、作業の効率化や清掃品質向上へ、そしてレイトＣ/Ｏ実現へと

つながり、最終的には観光まちづくりに貢献するドラスチックなシナリオ展開は初め

ての経験である、という高い評価を事業関係各社から得た。 
この事業を通じて、モデル企業 3 社は自社の清掃作業の問題点が具体的に明らかに

なり、業務改善に着手することができたことを一様に大きく評価している。外注委託

方式をとる「やまぐち館」は、清掃作業の着手時刻が早すぎることによる品質低下が

理解できたこと、客室あたり委託コストの高いことなど経営課題も浮上したため、抜

本的な清掃改善に動き出した。また、自社清掃方式の「鐘寿館」および「花の坊」は、

年代                                                    

全体 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 

83 9 24 11 16 19 4 

100.0 10.8 28.9 13.3 19.3 22.9 4.8 

 
男女別                 

全体 男性 女性 

100.0 41.0 59.0 

 

利用交通機関  

全体 自家用車 JR とバス 直行バス 

100.0 31.3 26.5 42.2 
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レイトＣ/Ｏ実現のために担当部署および作業時間帯の見直しや手順の標準化を実施し、

清掃品質の向上に着手している。 
他方、協働事業である全宿レイトＣ/Ｏ直行バス企画は対前年を上回る好評を得たこ

とから、以前からこの企画に唯一不参加であった大規模旅館から参加の申し入れがで

たため、この事業成果により四万温泉は全宿が一丸となって取り組む見通しも整いつ

つある。 
なお本事業では、外食ブランチを地元食堂やカフェに協働事業として協力を求める

に留まったが、今後は、特に朝食を部屋出しする小規模旅館に有効であることから、

経営者の意識改革を行っていくことが課題である。 
 

この事業を踏まえ、地域が一体となって客室清掃の改善に取り組み、生産性向上（顧

客満足度、労働コスト、品質向上など）を図ることができれば、全国唯一の“全宿・全

館レイトチェックアウトの温泉地”が誕生する。 
四万温泉ブランドを構築していくにあたり、当面の課題は以下のとおりである。 
 

１）継続的な地域ブランドＰＲ活動の実施 

・ 四万温泉直行バス企画は、四万温泉協会を推進母体として春季企画以降も“全宿レイ

トチェックアウトの温泉地”を謳い、募集活動を継続的に実施する。 
・ 当面は、全宿レイトチェックアウトはバス企画に限定した商品として展開するが、

今後の課題は、早期に四万温泉全体が全宿・全館レイトチェックアウトとする“四万

温泉ブランド戦略”の合意を図っていくことである。 
 

２）布団上げをしないサービス 

・ 布団上げは短時間に集中する作業である。作業スタッフの頭数確保が必要であり、

かつ待機が伴うため最も作業効率の悪い作業のひとつである。また客室清掃と密接

な関係があるため、どのようなサービス方針にするかによってスタッフの配置に大

きな影響を及ぼす。 
・ そこで利用アンケート調査を実施し、旅館特有のサービスである布団敷き・上げに

ついて尋ねたが、以下のような回答が得られた。両者ともにそうしたサービスがな

くても「問題ない」とする支持者が多数を占めている。しかし、他の方法を求める

要望が、特に朝の布団上げで 29.3％、約 3 割弱見受けられる。 
・ この結果を踏まえ、朝の布団上げを原則行なわないサービスに変更し、効率と品質

向上を図ることで、客室清掃の生産性向上を総合的に図っていくことが課題である。 
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図表.（問）旅館特有の布団敷き・上げするサービスについて 

 
 

 

３）外食ブランチの具体的な展開 

・ 外食ブランチが具体化すれば、朝食メニューは和食、洋食、ハンバーガーなど豊富

な品揃えが整うため、朝ゆっくり起きてのんびり過ごしたい顧客へのサービス向上

が充実する。宣伝活動としてのインパクトも期待できよう。 
・ なお利用アンケート調査によれば、小規模旅館が集積する四万温泉の特徴でもある

が、現状でも温泉街の飲食店利用率は 30.1％と高い。土産・物産店の利用はさらに

高く 51.8％、2 人に 1 人の割合である。そうした利用客は直行バスやＪＲ利用の顧

客であることから、バス利用をさらに促進していくことが、顧客が温泉街にでて街

を蘇らせる重要な施策である。そうした取り組みが今後の課題である。 
 

図表.（問）利用した温泉街の施設（複数回答） 

 

 

布団敷きについて

和洋室（ベッド）, 3.7

自分で敷く, 11.0

問題ない, 81.7

問題ない

やむを得ない

和洋室（ベッド）

自分で敷く

布団上げについて

部屋に入らないで,
3.7

上げなくていい,
25.6

問題ない, 65.9

問題ない

やむを得ない

上げなくていい

部屋に入らないで

温泉街の利用施設

0

10

20

30

40

50

60

飲食店 喫茶店 飲み屋 土産・物産店 遊戯店 その他

複
数

回
答

率
（
％

）

利用交通と温泉街の飲食店利用

飲食店

喫茶店

0

10

20

30

40

50

自家用車 JRとバス 直行バス

複
数

回
答

率
（％

）

飲食店

喫茶店


