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(１３)北志賀竜王高原における持ち株会社方式による宿泊施設一体再生事業 

 

１．事業推進主体 

１）推進主体：北志賀竜王高原事業再生コンソーシアム 

２）代表団体：竜王ホテル＆リゾート(株) 

参加団体：(有)竜王プリンスホテル、(株)ホテルノース志賀、(有)ホテルホワイト

イン北志賀、日本ベストサポート(株) 
 
２．事業概要 
 

１）実施期間  平成 21 年 10 月 3 日（月）～平成 22 年 2 月 19 日（金） 
 

２）実施場所  長野県下高井郡山ノ内町 竜王高原 
 

３）実施方針 

長野県信用農業協同組合連合会（長野県信連）では、北志賀竜王スキー場周辺に位

置する「竜王プリンスホテル」「ホテルノース志賀」「ホワイトイン北志賀」に関して、

一部金融債権の放棄を伴う「私的整理」をするとともに、「竜王ホテル＆リゾート（持

ち株会社）」を新設し、各社を子会社化したうえでの「地域一帯再生」を計画する。 
今後の事業再生を円滑かつ迅速に進めるために、まずは「持ち株会社設立」に始ま

り、複数宿泊施設での「事業再生共同プロジェクト」の組成、売上向上（商品開発

や販路開拓）と生産性向上（共同仕入れや人材教育・品質マニュアルの策定等）の

取組みを進める。 
しかし、現地宿泊施設と金融機関だけでは、専門的ノウハウに欠けることから、

事業再生の専門家を交え、専門家を事務局として、金融機関・宿泊施設とともに「コ

ンソーシアム」を組み、宿泊施設一体再生に向けた地域活性化に取り組む。 
 

 ４）実施体制 

                       【総括事業代表者】松岡啓一 
 

                   担当：森谷義博（生産性向上担当） 
・ 研修講師の手配も行う     酒井健太郎（新商品開発担当） 
・ 語学研修講師は宇賀が行う      宇賀治之（品質ﾏﾆｭｱﾙ・研修担当） 

 
 
   担当：山岸健一郎          担当：山岸隆 
                  

     担当：渡邉総支配人 

【事務局】日本ベストサポート 

竜王プリンスホテル ホテルノース志賀 

ホワイトイン北志賀 

【代表団体】竜王ホテル＆リゾート 
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 ５）経緯 

 

３．事業の結果 

 
１）事業内容 

本事業で取り組んだのは、「複数施設が一体となった事業再生」というこれまでの地域

再生では例の少ない「事業形態イノベーション分野」である。しかし、取り組み自体に前

例がなく、進めるにあたり、これまでライバル同士であった旅館ホテルに共通認識を持た

せ、共同事業を具体的に進めることは、実際に実践してみると、極めて難しく、感情的な

問題や水面下での対立も噴出し、計画通りに進まない面も多々あった。しかし、この事業

を進めるにしたがい、「できること」から進めようという認識が生まれ、イノベーション

が緒につくことができたのは大きな第一歩であり、本事業最大の効果かと思われる。 
  

【新会社設立】 
1. スキー・スノーボード客の減少に伴い、計画通りの返済が困難になったこと

で債権者に当たる金融機関が、一部債権放棄を含めた金融支援を計画した。

その方法・条件として、地域の複数の宿泊施設を持ち株会社の下に統合し、

共存できる計画的な収益計画の策定を図ることとなった。 

年／月 実施内容 

10月3日 

 

10月12日 

 

10月13日 

・現地にて事前説明会を実施 

・第1回現地ミーティング 

・新会社設立に向けた諸手続き 

・取組みについての説明・実施内容についての提案 

・新会社設立（この時点で本事業の代表団体を新会社とする） 

11月4日 

11月13日 

11月17日 

・第2回現地ミーティング（取組みの進捗確認） 

・第3回現地ミーティング（HP作成に向けての取り組み確認） 

・第4回現地ミーティング（新商品開発会議 マーケット調査） 

12月7日 

12月10日 

12月28日 

・第5回現地ミーティング（生産性向上） 

・現地研修会（語学研修） 

・第6回現地ミーティング(進歩確認)・現地研修会（語学研修） 

1月14日 

1月27日 

・第7回現地ミーティング（HP関連）・現地研修会（語学研修） 

・第8回現地ミーティング（サービス）・現地研修会（語学研修） 

2月7日 

2月15日 

2月19日 

・第9回現地ミーティング（HP関連・サービス）・現地研修会（語学研修） 

・竜王H&Rホームページトップページ納品 

・第10回現地ミーティング（サービス向上ヒアリング及び研修） 

・サービス向上マニュアル完成 
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2. そのため、3社（本事業の対象会社）が対象となり、一部債権放棄を受け金融

機関を株主とする新会社「竜王ホテル＆リゾート」が設立された。 
社長は、運営専門会社から派遣され、5年間の計画を達成した場合は、一部株

式がそれまでの経営陣に買い戻される可能性を持たせ、再生計画を始めたと

ころである。  
 

２）事業実績 

①竜王ホテル＆リゾート ホームページ作成 

1. 今まで周辺地域の観光案内ホームページがほとんどアップデートをされてい

なかったため（山ノ内観光協会ホームページ最終アップデート平成20年4月な

ど）、それを担うホームページの作成。 
2. 施設を主に紹介するホームページではなく、現地在住者が考える長野周遊観

光、在住者しかわからない穴場スポットなどを提供するページを目指す。 
3. また、現地のスタッフしか知らないニッチ旅行情報を提供する。 

(ア) グリーンシーズンしか見られないラブツリーなど 
(イ) 近辺お食事処情報  
(ウ) 絶景写真スポット 



 191 

4. ネット社会と言われているが観光客が実際に旅行するときは、ホームページ

などを印刷してそれを情報源として行動するときが多いため、提供するペー

ジはポップアップ機能を利用し、１つずつ印刷しやすいように加工をしてい

る。 
5. 現在も作成段階ではあるが、ホームページ作成会社とともに各施設担当者が、

より簡単に情報をアップデートしていくシステムの共同開発をしている（平

成22年3月末完成予定）。 
 

②サービス向上マニュアル作成 

近日の旅行形態が個人型に移行していることを踏まえ、今まで受け入れていた教育

旅行のサービスとは違ったサービスが必要（「竜王プリンスホテル」「ホテルノース志

賀」）。また今まで個人客を主にしてきた「ホワイトイン北志賀」は、さらなるサービ

スの向上を目指すため、サービスのプロ（元客室乗務員）に指導を依頼。 
  

【対象者】 各館従業員、経営者 
【内容】 

■竜王プリンスホテル・ホテルノース志賀 
1. 団体旅行・教育旅行が主な客層、個人旅行が主流となった現状、料金競争だ

けでの集客が困難だが、サービスもよく低価格での宿泊できるホテルを目指

す。 
2. 従業員は季節労働者が多いため、サービスの標準レベルを一定に保つことが

困難であるが、対象者にサービスマニュアルを配布・教育することによって

ある程度のレベルを維持することができる。 
3. 独学のサービスを今までは実施していたが、マニュアルを導入することによ

り、サービスに対しての理解力が増えた。 
■ホワイトイン北志賀 
1. 日本ベストサポートが事業再生にあたって事前調査を実施した結果、基本レ

ベルは他 2 館よりは優れていたものの、宿泊料金と見合っているサービスレ

ベルにはひとつ物足りないものを感じられたため、基本レベルを再度徹底的

に教育。 
2. 他 2 館よりも客室数も少ないこともあり、お客様と接する時間が多いため、

お客様密着型サービスの研修を実施した。 
【効果】 

1. 独学のサービスを今までは実施していたが、マニュアルを導入することによ

り、サービスに対しての理解力が増えた。 
2. 従業員に対するアンケートより、サービスの基本である笑顔を意識し始めて

お客様に接しているというコメントも上がってきている。 
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3. 今後はこのマニュアルを元に各館のサービスレベルアップを目指し、常時サ

ービス研修を実施する。 
 

③竜王ホテル＆リゾート共同開発商品（トマトケチャップ） 

元々、山ノ内地域では加工トマトの生産地（大手加工工場も周辺地域に存在）でも

あることからトマトを利用した共同商品を開発した。 
 
【実施日時・場所】 

· 2 月初旬～ 
· 各館朝食会場 
· サンプル提供 

【対象者】 
· 自社ホームページからの予約客 
· 朝食会場来場のお客様 

【内容】 
· 竜王ホテル＆リゾートとしてのオリジナル商品を開発し、宣伝広告商品として

の開発をした。 
· 竜王地域は加工トマトの生産地でもあることから、トマトを利用した調味料開

発を考え、主流客層に当たる世代の従業員からヒアリングをした結果、トマト

ケチャップに決定した。 
· 今後も理想を追求していくが、サンプル・朝食会場にてお客様に提供。今後、

加工トマトの生産ピークとなる 7～8 月に向けて更なる研究開発を継続。より優

れた商品を提供する予定である。 
 

④キャンドルライトアップ（ウィンターシーズンのみ） 

ウィンターシーズンのみ都会のイルミネーションとは一味違う、降雪する地域でし

かできないライトアップを実施した。 
 

【実施場所・実施個数】 
· 竜王プリンス周辺  40 個/日 
· ホテルノース志賀  80 個/日 
· ホワイトイン北志賀 60 個/日 

【対象者】 
· 宿泊者 
· 日帰りスキー客 
· 周辺観光施設・宿泊施設従業員 

 



 193 

【内容】 
各館の周辺を火という灯りで灯すことにより、都会ではできない降雪地域のイルミ

ネーションを実施した。 
· 12 月～1 月初旬  16：00～ろうそくが自然消灯するまで 
· 1 月中旬～3 月末 17：00～ろうそくが自然消灯するまで  

【効果】 
· 丁度長距離バスの出発時間と重なったため、ホワイトイン北志賀にて記念写真

撮影をするお客様が多くみられた。 
· ホワイトイン北志賀は欧米風に作られたホテルのため、キャンドルによるライ

トアップがとてもマッチした。 
 

⑤英語研修 

北海道（同じ雪国）に海外のお客様がいらしていること、観光庁が 2025 年までに

3000 万人を目標に掲げていることもあり、必ず施設として多言語での整備が必要とさ

れる。日本における英語教育はあくまでも受験に役立つ英語であるため、今回の研修

のメインフォーカスは“使える英会話”とした。 
 

【実施日時と参加者数】 
12 月 10 日（5 名）、28 日（6 名）、1 月 14 日（5 名）、27 日（4 名）、2 月 7 日（4 名）  
【対象者】 

· 各施設従業員で参加希望者を募り、研修を実施した。  
· 研修実施当初は、恥ずかしさからか参加には消極的であったが、研修を継続す

るとともに英語を使いたいと意識改革に成功した。 
· ピークシーズンでの研修ということもあり、シフト上参加できなかった従業員

が多々いた。  
【効果】 

· 北海道がインバウンド客により栄えていることもあり、似た環境にある竜王高

原は、これからインバウンドが増える傾向にあることが考えられる。  
· 国内の団体客が減っているなか、少しでも英語を話せることにより、インバウ

ンド集客に意欲的になってきた。 
· 少人数の参加ではあったが、今後はこの研修生が各館でのリーダーとなり、少

しずつ多言語を話すことが浸透して行くことを期待している。 
【内容】 

1． 日常英会話 
· 3 館には英語が喋れる従業員はおらず、季節労働者の中で外国語大学卒業・航空

会社勤務という経歴を持つものをリーダーとし、学生時代に習った基本を取り

込む。 
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· 日常会話を勉強することにより、フロントなどお客様と接する時に応用して使

えるよう指導する。  
· 繰り返し同じ質問を行うことで、基本を徹底的にたたき込む。 

2． フロント・レストランでの対応方法 
· お客様の迎え方 
· レストランでの接客  
· 館内での接客方法  

 
３）検討中の案件 

 

1． インバウンド共同営業 
· ホームページの多言語化 
· 英語研修の継続 
· 日本へのリピーター客で、東京や京都などメジャーな所に行ってしまった外国

人個人客に日本の原風景、田舎を感じていただく。 
 

2． グリーンシーズン温泉地域へのお客様送迎  
· スキー場隣接ホテルであるが、お客様からのアンケートで温泉に入りたいとい

う声が多くあった。  
· 共同送迎をすることにより、３館での事業再生がアピールできることになる。 
 

3． エレベーターなどの共同管理 
· 現在の維持管理費 １割減を目標とする。 
· ホテルの維持管理にかかる費用を、共同管理することにより削減できる。 

 
4． 調味料の共同購入 

· 現在の維持管理費 １割減を目標とする。  
· 3 館で使用できる食材をあげ、共同購入する。大きいロットで購入できるように

なるため、1 個あたりの単価を抑える事が可能になる。 
 

5． 軽音楽フェスティバル実施の検討 
· ホテルノース志賀において、グリーンシーズンの主な客層としてお越しいただ

いている大学軽音楽部のコンサート開催を検討している。 
· 他２館のお客様に対して開催を告示し、毎年のイベントとして集客を実施した

いと考えている。 
· 軽音楽部にとっても発表できる場を与えることにより、相乗効果が期待される。 
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４）自己評価 

実証期間で一番の問題点となったのが、検証対象 3 館がお互いに対しての意識改革

となる。この検証を始める前は、長年同地域におけるライバルであり、情報共有をす

るということはご法度とされてきた。 
このような 3 館が全体会議で話し合うと有意義に時間を利用することができない。

全体会議を行う前に、各館単独での打ち合わせが必要であることが時間の経過ととも

に分かるようになった。 
実証事業を進めていくうちに、各館の対象客層のすみ分けを理解し、この不況をど

のように生き残るかを考え、3 館での協力体制が必須と考え始めている。 
今回の実証時間が短かったこともあるが、人間関係を形成していくには時間をかけ

てじっくり行動を起こさなくてはいけないと強く感じ、今後もより多く現地の従業員

とコミュニケーションをとり、地域活性・発展のために努力をしていきたい。 
 

５）主な成果・結果 

経営者・従業員に対するアンケート及びヒアリングの結果、今後の経営・運営に対

する意欲が多く聞こえてきた。また同時に、情報が十分に従業員などに伝わっていな

いため、不安の声も多数寄せられた。 
経営者からは“今度こそ失敗することはできない”“専門家の知識を十分に取り入

れ、本事業後も学んでいきたい“などの意見があった。 
従業員は今まで経験をしたことがない、研修・教育を実施したことによって向上心

が生まれ、新しい取り組みに好奇心を持っている意見があった。ただし、上記でも述

べたよう、再生という言葉に非常に不安感を募らせている。今後はこの不安感を取り

除くよう、経営者・運営専門家による対象施設での説明を引き続き行っていく必要が

ある。 
現状、会議・商品開発立案などで時間を要し、実証期間が短期間であったため、明

らかな成果が数値化することができないが、経営者・従業員の交流・意見交換などを

行うことにより、お互いに少しでも歩み寄れたことが本事業での主な功績になった。 
 

【宿泊者の反応  良好】  
· 英会話研修をすることにより、研修後にお越しのお客様とのコミュニケーショ

ンができ、お褒めのお言葉を頂いた。 
· ライトアップに向けて準備中にスキーからホテルへ戻ってきた宿泊者から応援

の声を頂いた。ライトアップ終了後は多くのお客様が写真を撮る光景が多く見

られ、3 館での共同作業をアピールすることができた。 
【地元・スキー場関係者の反応  良好】 

· ライトアップなどの共同イベントを行うことにより、3 館が一緒になって地域

活性化を目指していることが示せた。 
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【旅行社の反応  概ね良好】 
· まだ 3 館での広報・営業活動を旅行会社に対して行ってはいないものの、ライ

トアップ・共同開発調味料などでの共同作業が団体旅行添乗員からのお褒めの

お言葉などにて浸透しつつある。 
      

６）主な反省点・課題  

· 周知の充実 
設立したばかりの竜王ホテル＆リゾート株式会社を知る観光客はないと言って

等しい。名前を知っていただくより、何をしている団体かを今後はアピールし

ていく必要がある。 
対策案  ①ホームページを活用してのアピール（SEO 対策含む） 

②メディアへの取り組み考える。 
· スキー場に隣接するホテルであるため、事業実施期間がピークに当たるウィン

ターシーズンであったため、会議・検証などの作業に必要以上に時間を要した。 
   対策案  ①各館担当者のさらなる意識改革が必要となる。 

②オフシーズンから事前会議を実施する。 
· また今まで、ライバルとしての過去がある各館を取りまとめること、共同作業・

地域活性化への意識転換には今回の実施期間だけでは時間が足りない。ただし

10 回という少ない会議数ではあったが、3 館ともに少し歩み寄っているように

感じられた。 
   対策案  ①今後も引き続き担当者の会議・交流をする。 

· 宿泊者及び施設利用者に対してのアンケート実施 
今後継続的に共同商品などの開発の資料とするため、お客様の意見をデータと

して蓄積をしていく。 
 
７）今後の展開 

各館担当者は未だに長年にわたるいがみ合いから来る不信感などを持っているのが

会議時などに明確にわかる。そして、担当者に本事業の取り組みに対しての所感をヒ

アリングした結果、３館での「共同事業再生」はあくまでも本事業期間内の一時的な

繋がり考える傾向があり、協力をお互いにしあうとことによってシナジー効果による

売り上げ効果、生産性向上などのプラスの面を考える意識はとても低いことが分かっ

た。 
現段階において、それぞれ個性のある３館において全館が賛同できるプロジェクト

は少ないが、本事業内の共同商品開発、竜王ホテル＆リゾート ホームページ開発、

言語・サービス研修などによる売り上げ向上を徐々に進めていくことで、経営者に対

しての意識改革の浸透を進めていきたいと考えている。 
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①ホームページ 

· ネットショップの構築  
· 常時アップデートの実施 
· ホームページ維持にかかわる従業員の教育 

②サービス向上研修 

· 今回作成したサービスマニュアルを元に、サービスの底上げを実施し、じゃら

ん・楽天トラベルなどの口コミサイトでの点数を上げることを目標とする。 
③インバウンド受け入れ態勢構築 

· 今後も言語研修を継続し、インバウンド受け入れ態勢を構築するよう努力をす

る。 
· 積極的に国内ランドオペレーターをはじめとし、海外にもインバウンド営業を

進めていく。 
④キャンドルライトアップ 

· 今回のキャンドルライトアップは竜王ホテル＆リゾートの３館だけであったが、

来年度のウィンターシーズンには、地域での取り組みとして働きかけをしてい

く。 
· 今後は人を雇用し、点火作業などを行っていくのではなく、参加型イベントと

してお客様にも手伝っていただき地域活性化を図っていく。 
⑤オリジナル調味料開発 

· 今後はただ単に仕入れ先から購入したトマトを利用するのではなく、地域農家

と契約、宿泊客にも農家体験をしていただき、実践型宿泊プランを提供。  
· 今後はより優れた商品の開発を継続的に進め、竜王ホテル＆リゾートのホーム

ページにて販売・提供をする予定。 


