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Ⅳ．事業再生事業 

 

１．セミナー実施記録 

1. 実施内容 

 

1. セミナー実施概要 

 

（１）セミナーの目的 

地域の活性化のためには、地域の観光経済の中核をなす宿泊施設の活性化が重要であり、

そのためには地域の魅力づくりと連動した魅力ある宿泊施設、個性ある宿泊施設づくりが求

められている。宿泊施設経営や事業再生の手法そのものを見直し、個々の事業者が事業再生

や経営改善を行うだけではなく、地域の複数の事業者が協働や連携により、魅力ある地域づ

くりと宿泊施設づくり、生産性を高めるための協働事業等に取り組んでいくことが必要とな

ってきている。 

このような地域協働による旅館街の活性化・面的再生や、地域で協働して生産性向上に取

り組む動きを支援するため、旅館ホテル経営者や地域の観光行政担当者等を対象としてセミ

ナーを全国で実施した。 

また、セミナー修了後には個別事業者の経営再生相談の場を設け、アドバイザー派遣と連

動して地域の事業再生の支援活動を行った。 

 

（１）開催日時・会場 

平成２１年９月～１０月に全国１０箇所の都市で実施した。 

（２）対象 

  旅館ホテル等の宿泊施設経営者、観光行政関係者、金融機関関係者等 

（３）参加料  無料 

（４）主催 財団法人日本交通公社 

協力 社団法人国際観光旅館連盟  社団法人日本観光旅館連盟  

全国旅館生活衛生同業組合連合会 

 

2. セミナープログラム 

 

（１）事業再生と地域の魅力づくりの融合へ向けて  1300－1350（50分） 

 地域全体での面的再生の必要性、宿泊業の生産性向上の必要性等について、問題提起と 

観光庁による取り組み、旅館街の面的再生・活性化のためのアドバイザー派遣制度等を 

紹介した。 

財団法人日本交通公社 理事 大野 正人 

       （一部地域は研究調査部長 梅川 智也） 
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（２）旅館と温泉地の事業再生の課題と方法論   1400－1510（70分） 

以下の専門家により各地で分担して実施 

(有)川野コンサルティング 代表取締役 川野 雅之 

辻・本郷税理士法人 Ｍ＆Ａ･事業再編部統括部長 金子 均 

全国旅館生活衛生同業組合連合会 

経営研究委員会 顧問経営コンサルタント 

 渡辺 清一朗 

中小企業・小規模旅館の事業再生を手がけるコンサルタントとして、経営者の視点から

旅館ホテルの事業再生の在り方と取り組みの留意点を解説するとともに、事業再生をひと

つのチャンスと捉えて、効率的な経営や魅力ある旅館ホテルへと転換していくための事業

の在り方を紹介した。特に、温泉地に立地する旅館ホテルが同じ土俵で価格競争に陥らな

いよう、複数の旅館ホテルが協働して事業を継続する考え方を、事例等をもとに紹介した。 

 

（３）事業再生に関するご相談窓口    1520－1600（40分） 

 

3. セミナー実施記録 

 

（１）実施日程・参加者数 

日 時 場所 講 師 参加者数 

9月28日 （月） 熱海 川野雅之 大野正人 11人 

9月30日 （水） 仙台 渡辺清一朗 大野正人 11人 

10月5日 （月） 金沢 川野雅之 大野正人 26人 

10月6日 （火） 広島 渡辺清一朗 大野正人 8人 

10月19日 （月） 札幌 川野雅之 大野正人 13人 

10月20日 （火） 名古屋 金子均 大野正人 15人 

10月21日 （水） 大阪 渡辺清一朗 大野正人 13人 

10月22日 （木） 博多 渡辺清一朗 大野正人 17人 

同   上 釧路 川野雅之 梅川智也 8人 

10月28日 （水） 松山 金子均 大野正人 6人 

参加者合計人数 128人 
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（２）セミナー個別相談の概要 

会 場 

(相談件数) 
ご 相 談 概 要 

・旅館の財務相談 （借り入れについて） 

・金融機関との付き合い方について （以上１件） 

・地域の魅力づくりについて（１件） 熱海 

・閉鎖された公的保養所を地域活性化に結び付けるための活用法について（１件） 

仙台 
・宿泊施設の事業再生手法について（１件） 

⇒地域の３つの宿泊施設による協働の可能性あり。アドバイザー派遣の申請へ。 

金沢 
・面的再生のあり方について （２件） 

・個別の宿泊施設の財務相談 （３件） 

広島 
・面的再生のあり方について（１件） 

・個別の宿泊施設の財務相談（１件） 

札幌 ・地域の面的再生と個別の宿泊施設の財務相談 （１件） 

釧路 ・地域の活性化・面的再生について （１件） 

名古屋 
・個別の宿泊施設の財務相談 （１件） 

・地域の活性化・面的再生について （２件） 

大阪 ・個別の宿泊施設の財務相談 （１件） 

博多 ・県全体での面的再生・地域活性化について （１件） 

松山 ０件 

 

（３）成果 

事業再生（過剰債務問題の解決）という経営者にとって公式には参加しにくいテーマ

であったため、参加人数は多くはなかったが、参加者のほとんどは過剰債務と低生産性

に悩む旅館経営者であり、具体的な事業再生手法についての質問等も多く、財務体質改

善を金融機関から早急に求められていることが窺われた。 

  セミナー後の相談窓口では、金融機関との折衝方法、事業再生時における個人保証の

扱い、債務内容により異なる再生手法等々、経営当事者としての具体的な相談が多く寄

せられた。 

一方、面的再生（複数旅館の一体再生）については、理想としては理解できるものの、

地域での旅館同士の財務条件の違い等から、コンセンサスづくりの困難性が指摘された。 

  特に現時点では金融機関主導による事例しかないため、具体的なイメージが掴みにく

かったことは否めない。 

しかしながら、地域から旅館組合等を代表して出席している経営者も多く、これらの

多くは、セミナー内容を地域の旅館経営者達に伝えて欲しいとの要望があり、事業再生

アドバイザーとして７箇所の引き合いがあった。 

市町村行政担当者や観光協会担当者と旅館経営者が２人で出席している地域も見受

けられ、地元行政も旅館ホテルの厳しい経営環境や事業再生の問題に今まで以上に意識

が高まっている様子であった。 

  これらの地域からは、広い意味での観光地活性化へのアドバイスが求められたため、

旅館ホテルの事業再生・生産性向上と併せた総合的な見地からのアドバイザー派遣を実

施した。 
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生産性向上に関する地域協働については、本年度の実証実験である四万温泉の取り組

み等を紹介した結果、その後、複数の地域から客室清掃業務効率化等によるチェックア

ウト時間延長へ向けてのアドバイザー派遣要請があり、後方業務効率化への取り組みが

加速された。 

全体としては、個々の旅館単位での事業再生だけでは地域全体の再生には結びつかな

いことは多くの経営者が理解したものと考えられる。但し、具体的な面的再生の手法が

まだ暗中模索であるため、今後も面的再生のモデル事業やアドバイザーによる面的再生

への地域でのコンセンサスづくりが必要であると考えられる。 
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２．セミナー内容                              

 

1. 「事業再生と地域の魅力づくりの融合へ向けて」 

財団法人日本交通公社 理事 大野 正人 

 

◆はじめに －観光地の面的再生とは何か－ 

・ 観光地の再生・活性化を図るため、今まで行政や地域事業者では、「街づくり・街並み

整備、地域固有の資源発掘と商品化」等々により、新たな宿泊需要を開拓するための取

り組みを実施。 

・ 一方、地域の観光産業の中核となる宿泊施設、特に旅館ホテルの事業再生に関しては、

個々の経営者と債権者等との個別交渉により再生が行われてきた。 

・ この２つの取り組みは、地域再生と事業再生という２つの分野で別々に、相互の調整や

連動が無く行われてきたのが現状。 

・ しかし、リーマンショック以降の経済状況・金融情勢のなかで、個々の旅館ホテルの事

業再生の見通しや再生手法の選択肢は極めて厳しくなってきており、今後、個別に事業

再生を行ったとしても二次破綻が懸念される状況。 

・ 今まで別々に進められてきた「観光地の魅力づくり」と「観光産業の事業再生」を、相

互に連携し合いながら、相乗効果を発揮できるように、地域一体で行えないだろうか、

というのが「面的再生」の考え方。 

 

◆面的再生の背景となる国内宿泊市場の動向 －需給ギャップの継続－ 

・ 入込が平準化すると余剰客室が増え、同行者数が減ると余剰定員が増える。このような

現象が将来もますます続くだろうと予測され、需要拡大にいろいろ手を打っても、なか

なか厳しい状況。 

 

◆需要拡大策の限界 －あまり増えない需要を前提としたビジネスモデルの必要性－ 

・ 国内需要の減衰傾向に対して、とにかくお客様を増やすために、今まで官民を挙げて「滞

在需要の拡大」「訪日旅行、インバウンドを振興させる動き」の２つの取り組みを実施。 

・ 前者については、現実には滞在日数はなかなか増加していない。要因としては、１部屋

５人の定員で、豪華な会席料理を食べさせる旅館商品自体が、１泊目はともかく、２泊

目以降はミスマッチではないかということ。滞在需要拡大には、泊食分離販売や低価格

の食事提供の仕組み作りなど、旅館のビジネスモデルそのものを転換する必要があると

いう議論である。 

・ 一方、もう一つのインバウンドを振興させる動きは、今後も期待される分野だが、為替

変動のような外的要因による経営リスクが突風のように効いてくる。 

・ このような市場環境のなかで、今後の旅館ホテル経営は、需要があまり増えないことを

前提にして、経営のあり方を見直さなくてはならない。 



 227 

・ 方策の一つは需給ギャップを縮めていくこと。つまり、地域単位で観光事業者・行政・

金融機関との調整により、余剰客室・定員を在庫調整する。しかし、大きな課題は事業

再生の在り方。今までのように個別に施設がファンドやサービサーに売却され、それが

低価格の宿泊施設として市場に再び供給される事業再生の方法を見直す必要がある。 

・ もちろん金融機関側から言えば、不良資産を少しでも回収したいが、長期的に地域経済

のことを考え、再生施設は宿泊業態を今までと変える、あるいは他用途にうまく転用す

る等により、観光地全体でバランスの取れた客室供給に転換していき、滞在需要への対

応を進めていくことが必要。 

・ 事業再生となった旅館ホテルが集中した北陸の温泉地事例を見ると、再生した旅館ホテ

ルがほとんど同じ低価格帯で市場参入し、同じ一泊二食形態のままで既存旅館と競合が

行われている。結果、同じ価格帯での薄利多売により勝ち組と負け組が明確化。もちろ

ん、低価格旅館が増えること自体は悪いことではなく、事業が成立するのであれば需要

が拡大する。しかし、地域の宿泊施設のほとんどが低価格旅館だけになってしまうと、

価格によって動くお客様が集中し、地域のブランドイメージが低下。 

・ このような従来型の事業再生は地域にとっては問題が大きいということが地元金融機

関や地域行政に認識されてきている。 

・ 望ましい方向で言えば、徐々にマーケットセグメントが成されて、ある部分は質の高い

施設に変わっていくことが出来れば良いが、悪いシナリオとしては、低価格で薄利多売

にしても施設のリニューアルに必要な資金までは生み出せず、建物を使いつぶして撤退

ということも予想される。そうなると地域には不良建物が残るだけになり、地域全体が

低質化してしまう恐れがある。 

・ そこで、旅館ホテルの事業再生をバラバラに行うのではなく、地域一体となって、「個々

の旅館ホテルをどんな業態で再生すれば地域で も相乗効果が出るのか？」という地域

全体の 適化という視点で再生の方法を考えていく必要がある。 

・ 例えば、事業再生においては、商品の差別化を明確にする。旅館という枠組みのなかだ

けで事業再生を考えるのではなく、もう少し幅広い考え方で長期滞在的なお部屋の仕様

や販売の形態を考える、ホテル的な泊食分離販売を考えてみることが必要。 

・ 地域行政も、観光客の頭数を増やすことだけを考えたキャンペーンや観光振興策を行う

のではなく、「地域でどんな宿泊施設をどれだけ提供していくのが良いのか」という供

給サイドの調整を行う視点も必要ではないか。 

・ もう一つの方策は、生産性向上の推進。個々の旅館ホテルではリストラ、コストダウン

等々、既にギリギリまでやってきているという意識があるかも知れない。しかし、生産

性、特に人時生産性（従業員１人が１時間あたり生み出す付加価値額：粗利益）を見る

と、宿泊産業は外食産業等と比べるとまだ低水準。人時生産性、特に も人手を必要と

する料飲部門の生産性をあげることを考えなければいけない。 

・ 人時生産性を上げるためには、作業工程の分析による改善、１人の人間が２つ、３つの

ことをできるような多能工の育成、ワークスケジュール管理等の様々な努力が必要だが、

これを個々の中小企業だけで行うことは限界がある。そこで、人時生産性の向上を地域

の中小企業同士の連携・協働ということで取り組むことが考えられる。協働事業化によ
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りある程度事業規模が大きければ、人のやりくり、個々のノウハウをうまく集中したり

共有する仕組みが出来やすくなる。複数の旅館ホテルが共同事業をする、業務の一部を

協働でする等々、地域の中で現場運営レベルにおいても競争だけでなく協調ということ

で考えたらどうか。 

・ 今まで、旅館組合や観光協会等で共同仕入れや共同炊飯などをやってもなかなか成功し

ていないが、組合形式による全員参加だと難しいので、やる気のある旅館ホテルだけで

チャレンジするしかない。 

・ もう一つは「同じ個性を持つ旅館同士」で協働経営・グループ経営を考えるということ

で、類似するタイプの旅館ホテルが皆で知恵を絞りながらやっていこうという協働だ。

こちらは地域に限定せずにグループを組む考え方で、特に顧客の共有化やグループ旅館

のブランド化にも効果があると考える。 

 

◆実験的試みによるイノベーションの推進 

・ 経営のイノベーションを実証実験等で支援していこうというのが、観光庁によるイノベ

ーション促進事業で、大きく３つの分野がある。 

・ １番目は新たな商品を開発するイノベーション。皆で一緒になって新商品を開発しよう、

旅館ホテルと異業種、例えば温泉病院と手を組んで健康保養宿泊商品を開発しよう、

等々の取り組み。この分野は比較的、販売・プロモーションから売上増大が期待できる

ので、比較的、協働しやすい分野。 

・ ２番目は生産過程、運営の現場を改善するイノベーション。この分野は経営の基本部分

になるので、協働して実施することは難しい分野ではあるが、協働事業までいかなくて

も、現場の運営ノウハウを協働開発する、共有することで、個々に人時生産性を上げて

いく、という部分ならば手を組みやすいのではないか。 

・ 例えば現在個々の旅館が別々にバス送迎をしているが、「○○旅館のバスが来る」とい

うだけで、そこの旅館の価値が上がるわけではない。お客様にとっては地域全体で「○

○温泉」の送迎バスが便利な頻度で運行し、地域を楽しくガイドされながらそれぞれの

旅館に送ってもらうことで、今までと異なる価値が生まれるのではないか。 

・ お客様の送迎だけでなく、同じように実施している業務をまとめて、効率よく、楽しさ、

プラスアルファの価値を見出せるように知恵を絞ったらどうか、というのが旅館の協働

による生産性向上の考えである。 

・ ３番目は事業形態のイノベーション。事業の再生を個別に行うのではなく、複数旅館や

観光施設、公的施設等々が一体となって、全体としてどういう再生が望ましいのかを考

え、場合によっては旅館として再生するのではなく、用途転換をする、あるいは取り壊

して公園にする、ビジターセンターにするなど、全体として一番効果のある形を狙って

再生をしていく考え方。 

・ 当然、所有と経営の分離を行い、複数施設を一括して経営・運営する組織をつくり、そ

のなかで今までの経営者や後継者が一定の役割を果たしていくこととなる。複数旅館の

一体経営であれば、予約管理や価格設定が効率化し、また厨房も合理化可能。さらに人

材運用に幅が出ることで従業員のインセンティブも向上。 
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・ 面的再生は、１軒１軒の経営再生ではなく、地域全体で効率的な経営を目指すもの。も

ちろん経営の当事者としては自分の役割がどう変わっていくのかについての意識転換

が必要となり、個々の債権者である金融機関にも協力してもらわなければいけないが、

それでも個別の事業再生による価格競争のリスクと考え合わせると、やってみる価値は

あるのではないか。 

・ 地域での面的再生のコンセンサスが高まれば、行政としてもまちづくりに予算を付けま

しょう、中小企業支援の仕組みに乗せましょう、という支援の気運が高まっていくはず

であり、これが面的再生による地域活性化だと思う。 

・ それぞれの旅館が抱えている問題は、施設特性・後継者・財務・施設の老朽化など、皆

それぞれ異なる。この事例では、旅館だけでなくスキー場や民宿もある。そういったと

ころを、全面的に一緒になって事業再生を考えていこう、一体再生によって魅力をつく

っていこう、それに対して金融機関側は再生支援を行い、それを梃子にして地方行政に

街づくり支援を訴えていく。可能ならば老朽化する施設は買い取ってビジターセンター

にする、取り壊した方がいいところは取り壊して、購入して公園にしよう、そういった

街のビジョンを提案すること等が考えられる。これらを総合的に動かすために、まずは

一体経営のような組織づくりを模索。 

・ 後に、３つのイノベーション分野に関連して、宿泊観光地・温泉地として目指すべき

方向性として、旅館ホテルが泊食分離・泊食を別々に販売して、お客様が自由に組み合

わせて購入できる仕組みに業態を変えていくことが考えられる。 

・ ここ１０年来、街づくりを一生懸命やろうと、行政も温泉街を整備したり、景観を改良

するために補助金を出し、人々がゆったりと歩ける温泉地づくりを行ってきた。しかし、

旅館の方が“うちに泊まったお客様はうちの中で食事”、となると、人が歩き回るのは

食事前の１～２時間くらいのもので、それだけでは“賑わい”というのはなかなか戻っ

てこない。 

・ PPT 資料 p23の図は、選択と集中による「旅館の役割分担」と「街並み整備」の融合イ

メージ。図中の左側が提供する客室について、右側が提供する料理についてである。今

までは、Ａ旅館が数寄屋造りの12.5畳のお部屋、仲居さんのサービス、おまかせの懐石

料理のセット販売だった。しかし、これらは相互乗り入れできるのではないだろうかと

いうのが着眼点だ。例えばモダンな和室とビュッフェを別々に販売することで、お部屋

とお食事を旅館同士で相互乗り入れすれば、お客様は好きな客室と食べたい食事を自由

に組み合わせて購入できる。結果的に温泉街の往来が活発になって、街に賑わいが生ま

れる。これは泊食分離の販売が前提であり、そのためには厨房の意識改革、食事の売上

予測のノウハウ向上が必要だが、ひとつの理想として目指してはどうか。 

・ 各宿泊施設では、料理が得意だが部屋が老朽化している、部屋は眺望が良いが食事に良

い評価が得られていない等の得意・不得意がある。それを上手く活かして、相手が得意

な部分に自分が不得意な部分は委ねるという考え方を持つと、いろいろなことが出来る

ようになる。 
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◆イノベーション促進のためのアドバイザー派遣 

・ 今回の事業では、地域協働での生産性向上の取り組みに対して、アドバイザーを派遣す

る仕組みがある。一部を共同事業する、個別の作業マニュアルを効率よく作業できるよ

うに作る手助けをする等の部分が生産性向上の地域協働の取り組みとして挙げられる。 

・ また、事業形態の分野では面的再生へのアドバイザー派遣も行い、地域でのコンセンサ

スづくりを支援。 

・ 地域の協働、面的再生は今までも総論賛成、各論反対で、言葉では挙げられても上手く

いかなかった部分がある。今回も難しい面もあるだろうが、もう個々の経営努力だけで

は再生が難しくなってきているのではないか。 

・ 仮に金融債務が軽くなっても生産性が上がらなければ事業再生の可能性は低くなって

しまう。個々の旅館ホテルの所有・直営という地場産業の枠組みに囚われずに、協働に

より新たな事業フレームを作り直すことを考える時期に来ているのではないか。 

・ 協働には地域協働だけではなく、同じような個性を持つ旅館同士が手を結び合って共通

ブランドづくりや共通する顧客の管理を一緒になって行うケースもある。販売の提携だ

けでなく、運営のノウハウもお互いに勉強しあって生産性を高めましょう、という試み

も始められている。 

・ このように、近くの旅館とは手を組みにくいが、遠くの旅館とは手を組みやすいという

点もあるが、行政による支援はどうしても地域が入口となるので、地域協働により地域

再生のビジョンを提示すると同時に、自らをイノベーション（経営革新）する姿勢を打

ち出すことが望まれる。 
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事業再生と地域の魅力づくりの事業再生と地域の魅力づくりの

融合へ向けて融合へ向けて

平成２１年９月～１０月

財団法人日本交通公社

観光庁：平成21年度観光産業のイノベーション促進事業

【旅館ホテルの協働による観光地の活性化・面的再生セミナー 】
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１．国内観光宿泊市場の動向
－需給ギャップがもたらす影響－

• 国内旅行市場規模の推移

景気の影響だけではない需要の減衰

• 現象 －入込の平準化、同行者数の減少－
余剰客室の増加（オンシーズンに空室）
余剰定員の増加（１室当り平均人数低下）

• 背景
少子高齢化、世帯人数の減少

• 発生する課題
容易に値崩れが起きる状態。数量を追うのは不利

 

配布資料 
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◆国内旅行市場規模の推移
実績 ← → 見通し

０５年 ０６年 ０７年 ０８年 ０９年

旅行者数 （千人回） 305 ,156 300,408 305,699 300,563 288,841

（％） △ 2.7 △ 1.6 1.8 △ 1 .7 △ 3.9

消費単価 （千円／人回） 35.60 34.31 r 34.54 33.01 31.66

（％） △ 0.2 △ 3.6 r 0.7 △ 4 .4 △ 4.1

総消費額 （兆円） 10.86 10.31 r 10.56 9.92 9.14

（％） △ 2.8 △ 5.1 r 2.4 △ 6 .0 △ 7.8

旅行者数 （千人回） 17,404 17,535 17,295 15,987 15,200

（％） 3.4 0.8 △ 1.4 △ 7 .6 △ 4.9

消費単価 （千円／人回） 294.5 304.6 312.4 319 .7 283.3

（％） 0.6 3.4 2.6 2 .3 △ 11.4

総消費額 （兆円） 5.12 5.34 5.40 5.11 4.31

（％） 4.1 4.2 1.2 △ 5 .4 △ 15.8

旅行者数 （千人回） 322 ,560 317,943 322,994 316,550 304,041

（％） △ 2.4 △ 1.4 1.6 △ 2 .0 △ 4.0

消費単価 （千円／人回） 49.56 49.22 r 49.42 47.49 44.24

（％） 1.7 △ 0.7 r 0.4 △ 3 .9 △ 6.9

総消費額 （兆円） 15.99 15.65 r 15.96 15.03 13.45

（％） △ 0.7 △ 2.1 r 2.0 △ 5 .8 △ 10.5

旅行者数 （千人回） 6,728 7,334 8,347 8,351 6,489

（％） 9.6 9.0 13.8 0 .0 △ 22.3

暦　年

国
内
宿
泊
旅
行

海
外
旅
行

国
内
＋
海
外

訪
日

（注）国内宿泊旅行はいずれも当財団推計値

　　　海外旅行者数は法務省データ（見通しは当財団推計値）、海外旅行消費単価ならびに総消費額は当財団推計値

　　　訪日旅行者数は日本政府観光局（JNTO）データ（見通しは当財団推計値）

　　　r:改定値
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◆国内観光旅行の出発日は平準化傾向
（観光の実態と志向 日本観光協会）
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◆週末と同じくらい平日に人が動く
（財団法人日本交通公社 旅行者動向2007）

国内旅行の出発日 （％）

推移

2001 2002 2003 2004 2005 2006

夏休み 17.2 17.4 16.6 16.3 14.4 15.4

ゴールデンウィーク 5.8 5.0 4.3 5.3 5.4 6.3

年末年始 5.2 6.0 5.2 4.6 4.0 5.3

土日曜日・祝日 32.9 33.9 34.7 35.0 34.3 34.8

平日 35.5 34.3 36.1 36.9 38.6 34.7
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◆出発日平準化と需給バランスの関係
・ある温泉地の総宿泊需要が同じであっても、入込が平準化すれば

必要な宿泊収容力は4000bedsで充分になり、1000bedsが余剰
客室となる。反面、必要な4000bedsの稼働率は上昇する。

宿泊収容力
5000beds

4000beds

（過去の需要変動）

（現在の需要変動）

4000bedsでの平均稼働率

1月 4月 8月 12月

5000bedsでの平均稼働率
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◆世帯の変化（旅行の発生単位に影響）
－高齢者世帯、高齢単独世帯の増加－

世帯数の将来動向

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1990年 2000年 2010年 2020年 2030年

単位：千世帯

単独世帯 夫婦のみ世帯 夫婦と子世帯

ひとり親と子世帯 その他世帯

夫婦と子世帯の内訳

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1990年 2000年 2010年 2020年 2030年

単位：千世帯

世帯主　15-29歳 世帯主　30-49歳 世帯主　50-64歳

世帯主　65-74歳 世帯主　75歳～

世帯数の将来動向

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1990年 2000年 2010年 2020年 2030年

単位：千世帯

単独世帯 夫婦のみ世帯 夫婦と子世帯

ひとり親と子世帯 その他世帯

夫婦と子世帯の内訳

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1990年 2000年 2010年 2020年 2030年

単位：千世帯

世帯主　15-29歳 世帯主　30-49歳 世帯主　50-64歳

世帯主　65-74歳 世帯主　75歳～

 

 

77

◆世帯の変化２ －高齢者世帯、高齢単独世帯の増加－

夫婦のみ世帯の内訳
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◆同行者数の減少 －JTBを利用する国内旅行客の同行者数－
「JTB宿泊白書2008」
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◆２人客の宿泊料金は３-４人客と同じに（JTB宿泊白書）

同行人数別平均宿泊料金の推移
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２．需要拡大策の限界

（１）滞在需要拡大への努力

→ 国内旅行の滞在日数は増加していない。

「地域の滞在魅力づくり」と「連続休暇の増大」

だけでは十分な需要拡大効果が得られない。

→ 旅館という商品（定員5名/室、一泊二食・豪華料

理）自体が、滞在ニーズにミスマッチ

（２）インバウンド需要拡大への努力

→ 一定の効果はあったが、為替変動などの外的要

因によるリスクが過大
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◆需要が増大しないことを前提とした
経営戦略の必要性

• 地域単位での「余剰客室」、「余剰定員」をどう調整
するか？

→ 事業再生の在り方を見直す

→ 業態転換や余剰客室の他用途、他需要への
転用を検討

• 現状の需要（稼働率、販売単価）を前提として、どう
すれば利益を確保できるのか？

→ 人時生産性の向上
（特に も人手のかかる料飲部門について）
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３．供給サイドでの供給調整の課題

（１）幅広い宿泊産業としての商品の差別化

→ 旅館という「枠組み」から離れた業態転換

ex, 長期滞在型の客室仕様、販売形態

ex, ホテル的な業態や泊食分離販売形態

（２）一泊二食型の客室供給量を減らすこと

→ 事業再生による無定見な低価格宿泊施設

（バジェット旅館）の市場再参入に調整が必要

→ 市場競争力を失った客室は、他用途に転換、

あるいは取り壊しを考慮すべき

 

 

1313

再生すべき物件の切り分けなしに債権売却（バルクセール）

設備投資&業態転換＋低価格
販売（一泊二食販売）

ファンドまたは資本力のある
企業が買収

金融機関による資金供給
※自由経済下では参入

規制なし

差別化できない既存旅館の連鎖倒産

徐々にマーケットセグメント
化がなされ、低価格一辺倒か
ら付加価値の高い旅館までの
ラインナップへと変化

質の高い施設供給もなされる
ことで雇用や地域経済にも貢
献

低価格施設と高品質施設による
棲み分けとなり、低価格施設は
滞在需要開拓に寄与

施設と要員を使い潰した
うえで撤退

再生困難な不良資産の残
置

温泉地イメージダウン
地域経済の疲弊

低価格業態として存続
ドミナント戦略の場合、温泉
地が低価格施設だけとなる可
能性も

低価格施設として滞在需要の
開拓には寄与するが、地域の
イメージダウンにつながる恐
れも

＜望ましい方向性＞ ＜課題①：温泉地の空洞化＞ ＜課題②：温泉地の低質化＞

◆従来型の事業再生手法の課題
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４．生産性向上の課題 －供給過剰下での利益確保策－

（１）旅館の「人時生産性」の現状

人時生産性（従業員の１時間あたり付加価値額）は、外
食産業等と比べると低い水準にある。

2,000円/人時法人企業統計年報

（2007年度）

3,600円/人時TKC経営指標データ

（2007年）

赤字の小旅館で 2,600円/人時

黒字の大旅館で 4,520円/人時

国観連調査

（2007年）
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表－国観連旅館の規模別労働生産性、及び労働分配率

－中小旅館の労働生産性の低さが課題－ （2006年データ）
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表－国観連旅館の規模別、損益（2006年データ）

単位 全国 大旅館 中旅館 小旅館
付加価値額 千円 867,610 1,597,000 562,980 218,550
従業員数 人 102.6 172.4 76.6 28.5
付加価値率 ％ 74.6% 74.6% 74.4% 75.5%
労働生産性 千円/人 8,450 9,260 7,350 7,660
労働分配率 ％ 40.0% 38.8% 41.6% 46.9%
償却前営業利益 千円 112,850 226,760 61,520 24,740
GOP ％ 9.7% 10.6% 8.1% 8.5%
経常利益 千円 10,340 38,300 -6,270 2,840
定員稼働率 ％ 39.9% 42.0% 36.0% 35.1%
宿泊平均単価 円 12,281 11,833 13,076 16,474
人件費単価 千円 3,380 3,590 3,060 3,590
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（２）中小企業、地場産業としての生産性向上策は？

①個々の旅館の合理化努力
→ 経営ノウハウ向上

（人材育成と多能工化、作業工程改善、ワーク

スケジュール管理等々、様々な努力が必要）

②中小企業同士の協働、連携の推進
→ 地域での協働や役割分担（競争と協調）
（選択と集中による業態転換、一部業務の共同事

業化など）

→ 同じ個性を持つ旅館同士のグループ経営
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５．イノベーション（根本的な経営革新）の方向性

(1)プロダクツイノベーション（新商品開発）

①宿泊施設・観光施設・商店・運輸機関・医療機関等、異なる業種の連携
による新商品開発
ex,宿泊と病院による健康づくり滞在商品開発など温泉病院と連携した

商品開発

②同じ個性、特徴を持つ宿泊施設や、類似するターゲット客層を有する第
三種旅行業などの連携によるブランド化
ex,湯治宿の共通ブランド化、エコツアーや地域文化体験を実施する第三

種旅行業の連携による共通ブランドによる着地型旅行商品販売

ex,同じターゲット客層を持つ観光施設、宿泊施設による共通ポイント制

度の促進

③地域の宿泊産業の「個性化・棲み分け」による滞在需要の開拓
ex,古民家や余剰となった集合住宅、廃業した宿泊施設等の転用による長

期滞在に適した新たなタイプの宿泊施設開発

ex,地域全体での泊食分離販売の推進と、朝食・夕食メニューの多様化に

よる滞在宿泊に即した料金体系の確立
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（２）プロセス（生産/流通過程）イノベーション分野

①新たな販売手法や予約システム等の開発による客室の生産性向上

ex,泊食分離販売、レイトチェックイン～レイトチェックアウト、

宿泊と観光体験の同時予約など

②客室の流通効率化のためのＩＴ技術を活用した販売面での生産性向上

ex,複数の宿泊施設によるレベニューマネジメント（予約管理・収益

管理）など

③複数旅館による旅館の後方業務の作業効率化、協働事業化による人時生
産性向上

ex,客室清掃・配膳業務・フロント業務などの作業工程分析、人時生

産性測定による生産性向上など

ex,地域協働による「地産地消料理」の開発と、調理部門の共同キッ

チン化など
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2020

①温泉地・宿泊観光地における複数の旅館や観光施設等の一体となった
事業再生・施設の用途転換

ex,所有と経営・運営の分離や、複数施設を一括して運営する組

織への移行による経営効率向上など

ex,老朽化した旅館や時代のニーズから乖離した観光施設等の介

護施設、長期滞在客室、ビジターセンターなどへの転用促進

②自治体や住民が実施する「まちづくり」との連動

ex,自治体がまちづくり交付金や中心市街地活性化事業、中小企

業支援事業、まちづくり交付金などの財源により実施する観

光地の環境整備事業と連動して、複数旅館の事業再生を実施

→ 面的再生による地域活性化

（３）事業形態イノベーション分野
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◆複数旅館の事業再生とまちづくりの連動イメージ
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2222

◆旅館の協働による生産性向上・新商品開発のイメージ
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◆選択と集中による「旅館の役割分担」と「街並み整備」
の融合イメージ
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◆参考：地域連携だけではない旅館の協働
－同じ個性を持つ旅館同士によるアライアンス（協働）－
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「旅館ホテルの協働による活性化・面的再生」
アドバイザー派遣のご案内

◆アドバイザー派遣を求める地域に対して、アドバイザリーグループ（後述）のな
かから適切な専門家を派遣する。

（１）旅館同士の経営面での協働体制による地域の活性化・面的再生

経営面での協働体制（共同仕入・配送、食事の分業とセントラルキッチン、
清掃業務の共同化など）に取り組む地域に対して、進め方、具体的な実施ノウ
ハウ等に関する助言と指導を行う。

・協働事業の組み立て方、地域での協働事業の手法と取り組み手法
・協働事業の内容に応じて、その分野の専門家から具体的ノウハウ

（２）複数旅館の事業再生を伴う面的再生

複数の旅館による面的再生に取り組む地域を主対象とし、面的再生に伴う
関係者間の調整、経営者側で必要な取り組み等について助言と指導を実施
する。

・地域全体で目標とする再生後の事業形態について、協働と役割分担によ
る生産性向上と地域魅力向上策の提案

・事業再生について、個々の旅館の内容に応じて個別に助言と指導

 



 244 

２．「事業再生と地域再生へ向けて」 

 

※本稿は全国旅館生活衛生同業組合連合会 経営研究委員会 顧問コンサルタント、渡辺清

一朗氏の講演をもとに財団法人日本交通公社が取りまとめを行ったものである。 

 

 

◆お客様の視点・存在 

・ この６～７年、各地で面的再生、一体再生が試行錯誤されながら行われてきた。ただ、

地域への当事者意識と責任感が不足した再生では、うまくいかないケースもある。関

わった旅館、地域にも十分な説明がなされていないケースだ。 

・ もうひとつ顕著な例としては、数件の経営者にきちんと話をして、もとの経営者には

一線を退いてもらい、その息子や一族の方々が運営会社のトップとなってホールディ

ング会社を作り、その会社がそれぞれの旅館を所有する形態にした。外部の人間、銀

行の人は入っていない。考え方としては悪くなく、共同仕入れ、お客様別の棲み分け

を考えて取り組んだが、現状としては、なかなかうまくいっていない。 

・ これら二つの事例で共通することは、「お客様視点がなかった」ということが挙げら

れる。「旅館を救おう」、「金融機関のダメージを出来るだけ少なくしよう」という

議論は大変活発にしていたが、「お客様にもっと良い温泉旅館を提供しよう」、「お

客様に喜んでもらう温泉地にしよう」という議論は聞いた事がない。 

・ もうひとつ抜けていた視点は地域住民の視点。地域はいくら観光地といっても、観光

と全く関係ない人も住んでいる。地域のお土産屋、取引業者、地域の人達等に温泉旅

館街が再生する事がどういう影響を与えるかということを地域住民の人達に説明す

る議論を聞いた事がない。 

・ 重要なのは、お客様の視点・目線、地域住民がどういう影響を与えるかを考え、議論

することだ。この２点を欠くと、面的再生は絶対上手くいかない。 

・ 残念ながら、１軒、１軒の旅館も同様だ。例えば、債務過多で苦しい、銀行借り入れ

が多い、お客様からなかなか高単価が取れない、こうした悩みを抱えている旅館は８

割以上に上る。銀行の債務を圧縮するためにどうしたら良いか、客単価を上げるため

にはどうしたら良いかについてはよく議論されるが、そういう状況であっても、せっ

かく予約をいただい宿泊客や将来の宿泊客に、どうしたらもっと喜んでいただけるか、

リピーターに対して、どうしたら去年よりもっと「良かった」と言ってもらえるかと

いう議論が、旅館再生の個別のケースで欠落している。 

・ この５年間で私が個別のケースに３ヶ月以上関わった件数をみても１００件を超え

る。電話相談や講演の個別相談を加えると３００件を超えていると思うが、「なんと

かして欲しい」という熱意は感じるが、代表者であれば、自分のところの経営を見て、

何とかしなければいけないというのは当然だ。 

・ この「なんとかしなければいけない」には「自分を何とかして欲しい」と言う人と「企

業を何とかして、雇用をも守りたい」という人の２種類があるが、前者は１００％再
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生しない。まず、企業経営者としては、大きな理念として「事業を継続して雇用を確

保する」のは当たり前で、その時に、「お客様に喜んでもらえる旅館を造りたい」と

いうことが加味されて初めて、個別でも、地域でも、複数軒でも再生の可能性が少し

出てくると思う。 

・ 旅館だけでなく、銀行の借り入れがないところは、景気の波の影響が少ない。借金の

少ないところは、あまり変動を受けない。積極的にいろいろな営業政策を打ち出して

いる。厳しいのはやはり、借金を抱えているところだ。借金を抱えている場合は、自

分達がこうしたいという事業計画なり、熱意なり、意欲なりを示し、債権者に納得し

てもらわなくては始まらない。 

・ ほとんどの場合、債権者は銀行、金融機関である。金融機関にしてみれば、債務者の

言っている事で仕方がないと納得できる部分は、「事業の継続」と「雇用確保」だ。

「事業継続と雇用確保をするために、こういう事業計画を立てた。こういう想いを抱

いてやりたい」ということになると、債権者と債務者が初めて同じ方向を向く可能性

が出てくる。 

・ 金融機関のマニュアルにあるが、「自分を救って欲しい」ということが出てくるとダ

メだ。その上で、金融機関も気付いていない視点は、「お客様」と「地域住民」の視

点である。個別の旅館の場合は、「取引先（納入会社）」まで考えて初めて再生のテ

ーブルに着ける。それは、個別でも複数軒でも一緒だ。そこまで来るのに非常に労力

が要るが、それからの方がもっとハードルが高い。しかし、そこまでの条件も整えら

れないとなると、その地域、旅館は、再生へのきっかけを見出せないまま、時間だけ

が経過していく事になりかねない。 

 

◆どんなところに住みたいですか 

・ 良いと思う温泉を紹介したい。長野県の渋温泉だ。大型と言っても３０軒足らずの規

模で、非常にコンパクトな範囲の中に、旅館、魚屋、射的屋、まんじゅう屋等がある。 

・ 渋温泉に９軒ある外湯が良い。これらは地域住民の方が利用する外湯で、泊まったお

客様の部屋には外湯共通の鍵が置いてあり、９軒の外湯に全部無料で入ることができ

る。湯に浸かりながら、地元の方と話ができる。地元の方も観光客が来る事がわかっ

ているので、和やかに会話が進む。人との距離が非常に近く、地元の人達は、観光に

来る人達を「一泊住民」と呼んでいる。 

・ この呼び方は 近のことではない。今の経営者よりも上の代より、外から湯治に来る

人達のことをこう呼んでいる。街中を歩くと朝から夕方まで、真冬でも下駄の音がし

ている。主要な旅館の中を通っている道路と、それに伴う横道・舘道を全部融雪して

いるため、真冬でも足袋と下駄で歩け、一年中、下駄の音が絶えない。ラーメン屋、

コーヒー屋、紙芝居屋があるが、ほとんど８０歳以上のおばあさんが元気に営んでお

り、シャッターは降りていない。夕食後の時間でも、必ずお店が何軒も空いていて、

地元の人も集っている。 

・ もう一つ驚くのは、旅館の売店が小さい点だ。外にまんじゅう屋がたくさんあり、お

菓子箱を手に外湯をめぐりながら、いくつかあるまんじゅう屋に行き、自分で好きな
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まんじゅうを入れて、自分なりのお土産を作って下さいということを昔から行ってい

る。売店に置いてあるものは、自分のところで作っているねぎみそやドレッシングや

定番と言われるものばかり、囲い込みを昔からしていない。高度成長の頃は、囲い込

むだけの資金も広さもなかったのだが。 

・ 渋温泉に行くとほのぼのとする。いろいろな方に紹介するが、誰もが「良かった。こ

んな温泉地があると思わなかった」と言う。湯布院・黒川の人にもお薦めしたが、「う

ちは負けている」という感想を聞いた事がある。 

・ 一方、ほぼ同じ規模で、顕著に入込客数が減っている温泉地もある。立地条件が悪い

訳ではない。何が悪いかというと、地域住民の外湯があっても、観光客は一切シャッ

トアウトなのだ。昔から交渉してもダメなようだ。そういうことをやろうという気概

を持った人もいない。立地は渋温泉よりも良いと思うし、温泉の質も悪くない。昔は

賑わっていたが、地域にあぐらをかいて、囲い込みをし、地域住民も自分達の権利だ

けを主張する状態になり、同じ温泉地で外湯もありながら、全く受け入れ方法が違う。 

・ 由布院の牛喰い絶叫大会を真似て各地で絶叫大会が開催されているが、全てが成功し

ているわけではない。湯布院の絶叫大会はイベントとして作ったものではなく、年に

１回は湯布院に来て、というお礼の気持ちで始まったイベントだ。湯布院自体はイベ

ントを有志が中心になって作っていったが、どんどん有名になって、こうした思想を

引き継がない人が、儲かるからといって、湯布院に進出してきた。地域が発展すると

いう事では、外部からの進出は食い止められない。今はというと、高速道路網が充実

し、思想に関係なく、いろいろなものができたため、素通りが多くなった。もちろん、

もともとある老舗旅館は堅調な経営をしているが、ブームに乗って進出したところは

非常に厳しくなっている。また、行過ぎた発展の結果、地域の素朴さが良かったとい

う人達が、黒川温泉などの素朴な温泉地に流れた。 

・ 黒川温泉も 初は良かったが、今は黒川温泉の奥の万願寺温泉、小田温泉が注目を浴

びている。地域の在り方が密接に旅館・ホテルの事業と関わってきている。 

 

◆地域ぐるみのもてなし 

・ 渋温泉でもう一つ感心したことがあった。夏の昼間に通りを歩いており、観光客はい

ない。そこに制服を着た中学生が通り、私にきちんと深々と頭を下げた。聞くと、中

学校、小学校できちんと教育をするそうだ。観光客に挨拶をするという教育ではなく、

いろいろな人が来るので、学校以外の人にきちんと挨拶をしましょうということを徹

底しているのである。素晴らしいのは、このことが防災・防犯につながる。防災・防

犯は消防団、警察の仕事だけではない。地域の教育、地域の人達がいかに住みやすく

するかという視点がここにはあり、それが防災・防犯に繋がる。まして、お客様に対

するもてなしにつながる大変良い例だと思う。 

 

◆地域連携  一人三役：農商工 

・ １人の人間がどれだけ作業に時間をかけているか、１人のお客様にどれだけ時間を割

けるかを労働時間と数で示す「人時生産性」に関して、驚いた旅館がある。 
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・ 江戸時代からある古い旅館が元になっており、狭い土地に建っているので拡張も出来

ず、同じ地域内でも、車で３０分程のところに建物を求めたり、古くなって後継者が

いない旅館を買い取って、７～８軒事業展開をしている。社長に話を聞くと、まさし

く時間と人の数という事を徹底している。 

・ 初は従業員がその考えを受け入れられなかったが、タイムレコーダーを徹底し、ど

んな時間に、どこに、誰がいるのかを把握するために、担当者を決めてタイムレコー

ダーを置き、場所別に全部集計した。その中で、儲かっているかどうか、自分達の給

与水準が良いかどうかをきちんと数字と時間に表す科学的な経営をしている。 

・ マーケティングはせず、来ていただくお客様が大切なお客様、いう話だ。 

・ 労働組合を敢えて作らせ、その上で、きちんとした経営をしている。 

・ セントラルキッチンという方法を用い、現場に近い厨房で旅館の食事を全部作ってい

る。他の旅館の厨房に行くと、包丁が一本もない。あるのは冷凍庫とフライヤーとオ

ーブン、ハサミ、袋だ。セントラル厨房で作ったものを全部真空包装にしている。真

空包装のメリットは、味がきちんと入る事だ。魚の煮付けは型崩れしない。ホテル業

や外食産業の良いところを相当取り入れたセントラルキッチンを作って、そこから各

旅館に供給しており、７件の旅館の料理は全部一緒である。 

・ メニューには刺身がない。別途注文すると、地元の魚屋が直接、船盛で運んで来る。

掛けられる経費、人材から考えた料理内容と値段設定が明確。 

・ 有名観光地という強さはあると思うが、数字と労働時間を一人ひとり明確にしている

点は、どの旅館・ホテルも見習わなければならないと思う。デザートは食事の終わる

時間を見計らって持って行き、引くところまで考えると１人の人間が約２分間費やす

ので、それを節約すべきだという。そこに経営の柱があり、それをトップマネージャ

ー達が常に自分達の任されている旅館経営の中で、時間と労働者数を頭に入れて行っ

ている。朝食を作った人間が、布団を上げに行くことが当たり前に行われている。レ

ストランにいた人がフロントや風呂掃除をしている。 

・ 無駄な人件費を省いて、高収益体質を維持。単に１人３役と言っても無理。働く人達

が納得して、方法もディスカッションして行わないと１人３役はできない。 

 

◆お客様が求めるもの 

・ お客様が求めるものは何かというと、「美味しい、楽しい、気持ち良い」だ。この３

つを徹底してお客様と向かい合い、自分達が行う日々の施策に徹底して反映させてい

く旅館だけが、残っていくと思う。 

・ いわゆるバジェット旅館の経営にも見習うべき点はたくさんある。これらの経営はコ

ストの把握が厳格。人の配置が各人毎日シフトで組まれており、その通り動く。お客

様にとっては、「安かろう、悪かろう」ではない。その値段にしては、「美味しい」、

カラオケや子どもの遊具は無料で「楽しい」、お風呂も新しくて「気持ち良い」のだ。 

・ 視察で葛巻町を見たら良いと言われて、小岩井農場に行ってきた。一番感動したのは、

地元の人に飲んでもらえるワイン作りを考えたお客様目線、地元目線だ。現在、クリ
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ーンやエコで風力、太陽光、バイオガスの発電がある。バイオガスは酪農で出た牛糞

からできる等、面白いと思った。 

・ よく視察・研修があると思うが、同業種ではあまりためにならない。全く関係ない異

業種でも、そこには必ず人が介在して、商品作りをし、消費者がいるという点では変

わりない。関係ないと思って情報を見るのではなく、異業種にも、個別旅館、複数旅

館の面的再生のヒントがある。 

 

◆人材発見による地域おこし 

・ 地域の再生の中に、旅館・ホテルを位置付けるという事では、個別目線と地域の人を

意識しない、巻き込まないという再生はうまくいかないと思う。 

・ 良くなった地域には強力に推進する人がいるが、そうした人物がすぐに出てくる訳で

はない。 

・ 新潟の人形の町は年間５０万人程観光客が来ている。一時は廃れていたが、豪商が持

っていた雛人形を無料で開放したイベントにはたくさんの人が集まるようになった。

危機意識を持った人達が集まってワークショップを何度も行い、どうしたら消費者が

来るか意識せざるを得なくなり、できることから取り組んでいこうと始め、一番頑張

る人がリーダーになっていった。 

・ 旅館だけでなく、仕入れ業者、町のお土産屋、行政の担当者、地域に愛着があって何

とかしなくてはいけないという人達が手弁当で集まって話し合うことから始めなけ

れば地域再生は出来ない。 初から行政のお金を当てにした地域再生は全部失敗して

いる。 

・ 「温泉ガイドは人工衛星」という記事が日経新聞に載っていた。サーモグラフィーで

地球を測定し、温度の高いところと水の接点を見てみると秘湯があるというのだ。こ

ういうところに、温泉地再生のヒントがあるのではないか。一般の人が、この温泉地

は面白そうというのもキーワードになる。面白そうではないところ、暗そうなところ、

美味しくないところ、気持ち悪いところには人は絶対に行かない。ところが、そうい

う温泉地や旅館が実際にはある。安い商品でお客様を入れても、二度とお客様が来な

い状況の繰り返しとなる。 

・ 「人材派遣による地域興し」という記事もあった。街や地域に焦点を当てると、高齢

者の中には「○○が凄い！」という人がいる。そういう名人を引っ張り出す、街のマ

イスターを探す、過去に消された偉人を探し出すことも、地域興しのきっかけになる

かもしれない。例えば、昭和の元号を考えた人は九州の出身だ。東北は 後まで薩長

に抵抗していたが、そうした地域にはもっと世の中に知られなくてはいけない偉人が

眠っているような気がする。そうした眠っているものを掘り出し、スポットを当てる

ことによって、地域に人が注目する状況を作っていくことも必要ではないか。 

・ 温泉地は、背後に山間部、漁村、海を抱えているところが多いが、これから高齢化社

会に向かっていく中で、「豊かな食と、健全な自然と、ぬくもりのある人々」が存在

する地域に人が集まるようになると思う。ここに、地方再生の大きなキーワードがあ

ると思う。 
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◆地域活性化のためのウェブマーケティング 

・ 地域活性化のためのウェブマーケティングのポイントだけ話すと、どのようなキーワ

ードが検索されているのかを知ることは、ユーザーがどのような情報を欲しているの

か、どういったニーズがあるのかを知るのと同じことだ。その為、検索エンジンを使

ったマーケティング活動が今後、ネットでの集客に必要となってくる。お客様を多く

呼び寄せるために、ウェブやネットがあるわけではなく、お客様のニーズを引き出す

ひとつの手段にしようということだ。 

・ 今、旅行に行く人の９０％は何らかの形でウェブ画面を覗いて出かけている。検索さ

れている言葉から読み込むユーザーのニーズとは、どのような言葉が温泉旅館と一緒

になっているかを知ることだ。例えば、「城崎温泉」で検索し、一緒に表示される言

葉から、その温泉地に対するニーズが隠れているのがわかる。ユーザーが正直に地域

指名、旅館指名しているニーズが読み取れる。 

・ リスティング広告で上に順位が上がったからといってお客様は来ない。何が必要かと

いうと、どういう時期にどういう価格帯のリスティング広告を打てば良いかを、きち

んと考えて打たないといけないということだ。 

・ リスティング広告を中心にしてホームページをつくり、いろいろな所と契約をしてい

るために、旅館のホームページに行くと、ネットエージェントに飛んでしまう旅館が

ある。以前は、リアルエージェントに手数料等で２０％程持っていかれた。それでは

いけないということで、ネットエージェントが中心となって、インターネットを使っ

た集客をリアルエージェントに対して開始した。ところが、インターネットエージェ

ントでも、手数料８％＋カード決済２％＋ポイントで３～４％となり、それに雑誌掲

載を入れると、結局１５％～２０％の手数料になっている。加えて、地域のインター

ネット会社に商品組成や管理を依頼して、成約で３％、高いところでは８％となり、

旅館は２０％以上も手数料を払っている場合もある。一生懸命ウェブで売ろうとする

のであれば、ネットエージェントではなく、自分達で取り組まなければいけない。 

・ 地域の観光協会や旅館組合のホームページに行っても、地域の魅力を全然伝えていな

いページが多い。地域の旅館のページに飛ぶようになっていても、そこに必ずネット

エージェントが入っていることがある。 

・ 現在、旅館業界で求められているのは、ウェブコンサルティングをきちんとすること

だ。リアルエージェント、ネットエージェント、自社直予約のバランスを良く考えな

くてはいけない。ネットエージェントの広告は何百万人の人が見ているので、大変効

果がある。関係を切る訳ではなく、それらと自社エンジンをきちんと入れながら、集

客に取り組んでいく必要がある。 

・ 自社ホームページで集客をするために必要なのはリスティング広告で、これには方法

がある。リアルエージェント、ネットエージェント、リスティング広告を活用した自

社ホームページでの直販をどの規模の旅館も取り組んでいかないと、結局全部エージ

ェントにやられてしまう。 
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・ リアルエージェントは旅行に対しての責任を持っていた。しかし、ネットエージェン

トはその責任感が希薄ということも、頭に入れていただきたいと思う。 

 

◆協同の可能性 

・ ひとつの旅館・ホテルだけを再生させる事は大変な状況にあり、面として地域の再生

を考える必要がある。金融機関としては、一つの施設だけでは手間がかかるので、地

域で取り組んで欲しいのはひとつの本音だ。しかし、複数になるだけ大変な事が多い。

面的再生とは、自分のところの利害を捨ててでも、腹を据えた人達が集まって、これ

だけ集まったのだからと銀行に行き、専門家を雇って、事業が継続し、雇用を確保し、

その中で徹底してお客様に喜んでいただく、素晴らしい事業なので、各地で継続する

努力をしていただければと思う。 

 

以上 
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「講演のキーワード」 

 

☝ 民主党ホームページ ＩＮＤＥＸ２００９ 

 

☝ お客様の視点・存在 

 

☝ どんなところに住みたいですか 

 

☝ 地域ぐるみのもてなし 

 

☝ 地域連携  一人三役：農商工 

 

☝ 人の再生と事業の再生 

 

☝ 人材発見による地域おこし 

 

☝ 協働の可能性 

 

☝ お客様が求めるもの 

☝ なぜ事業を継続するのか 

 

☝ 信用・信頼 

 

☝ 交流の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布資料 
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３．「旅館と温泉地の事業再生の課題と方法論」 
 

※本稿は有限会社川野コンサルティング代表取締役、川野雅之氏の講演をもとに財団法人日本

交通公社が取りまとめを行ったものである。 

 

◆金融債務で倒産する旅館はない 

・ 旅館に限らず、全ての企業に言えることだが、今の時代に銀行の借金で潰れる会社は

ない。なぜなら銀行の借金は仕組みとしてはカットできるからだ。銀行の借金で潰れ

るのではなく、自ら潰れているのが実態。 

・ 単純に言えば、自ら潰れるところは銀行の返済を優先している。足りないから借りる

という発想がそもそも間違っている。今借りている銀行の残高を増やすのは良いが、

既に銀行から借りていて、「返済を止めるともう二度と借りられない」、「競売にか

けられる」、「預金を差し押さえられる」という認識があるために、いろいろなとこ

ろから借りてしまうパターンだ。こうして銀行の数を増やしていくと、話がまとまら

ない。利害関係者を増やせば増やす程、話が複雑になる事は誰が考えてもわかる。要

は多重債務者と同じになってしまう。 

・ 個人に置き換えてみると明らかにおかしいのに、なぜ会社がこのようなことを行って

しまうのか。その理由は、「あの人に迷惑をかけるわけにはいかない」と、無理だと

わかっていても突き進むしかないというパターンに陥ってしまうことが多いからだ。 

・ ひとつのパターンとしては、銀行の返済を優先して、買掛金を棚上げしてしまうパタ

ーン。業者に対する経営含め、お土産代等を溜め込んでしまうのだ。 

・ 悲惨なのは手形を切ってしまうこと。旅館業は季節変動が非常に厳しいにもかかわら

ず、１２月のピークに発生した手形を３月の売上がない時期にまわってきたらどうす

るのか。 

・ 税金を滞納する、従業員のリストラも同様。これはモチベーションを下げていく結果

になる。残っているのは、よそでは勤められない人ばかりで、そのような会社が継続

していけるだろうか。 

・ 役員報酬も同様。自分たちの給料が少ないのは良いが、半永久的に同じ状況が続いた

場合、どのようにモチベーションを維持するのかという問題だ。トップのモチベーシ

ョンが下がった組織が、健全に運営されるはずがないのは当たり前だ。 

・ 「銀行の返済は一定金額しなくてはいけない」、「他にしわ寄せが来る」という考え

方について、今一度考えなくてはいけない。 

・ 旅館は装置産業であり、ハコモノが汚くては人が来ない。それにもかかわらず、修繕

もしない、設備投資もしないところがある。そうなってくると、 終的な局面で銀行

が債権カットしようとなっても、借金のカットをしただけでは足りない。 

・ 新規の融資・投資が出来なくなった時点で、旅館には明日がない。延命の話は出来て

も、復活が出来ない。それを前提に考えるべき。 

・ 旅館は、子どもを後継者に巻き込んで連帯保証人にハンコを押させるというように、

常識的に考えてよくわからないことをしている。 
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◆金融債務の削減方法 

・ 債権カットの具体的方法は大きく分けて２つ。 

（１）ＤＰＯ（ディスカウント・ペイ・オフ） 

・ ひとつがＤＰＯ（ディスカウント・ペイ・オフ）という方法。今の銀行の返済が出来

なくて、今の銀行からＡ社が１０借りているとする。借りている本人からすると抜け

出せない状態になってしまう。 

・ 一方、金融機関側、貸している方から考える事も重要。特にこれから金融サミットの

関係で、金融機関は事業所得率等、財務の質を求められていて、ハードルが高くなっ

ている。不良債権になるとどうなるかというと、今までは利息だけは何とか払うが、

その先が無い、しかも装置産業なのでお金をつぎこまなくてはいけないがつぎ込めな

い、利息さえ払えなくなるというパターンに当然陥る。 

・ 銀行の立場から見ると、この旅館は不良債権という扱いになる。その場合、銀行によ

る違いはあるが、多くの金融機関はサービサーやファンドに売ってしまう（不良債権

処理）。そうなると旅館側で返済をしたいといっても金融機関では受け取らないシス

テムになっている。 

・ 都市銀行は例外がない。条件変更のまま３年、５年引っ張るシステムはない。不良債

権の処理をする。競売はほとんどなく、処理とは売ることだ。売るときは当然値引き

をする。例えば、旅館を売ったときに１億しか買い手がいないとなれば、これをベー

スに価格が決まる。いくらで売れるかというのは個別ケースによるが、銀行は１０の

債権を２で売って、８は売却損ということで損金を出して、この案件については不良

債権の処理が終わったということになる。 

・ 一般的な旅館を経営している方には、サービサーやファンドが入って買っていく。銀

行から１０の債権を買い取ったので、１０払って欲しいという請求が来る。その時に

どうすれば良いかというと、サービサーやファンドはイメージとしては質屋の仕事を

している訳ですので、本人に買い戻させるか、それが出来ない場合は第三者に売るし

かない。旅館に限っては、今まではこの第三者に売ることが多かった。本人に買い戻

させるよりも、誰かに売って利益を稼ぐ事が多かった。しかし、不況で買い手がいな

くなってきた。大きな旅館に集中するようになり、小規模旅館の買い手は少なくなっ

ている。 

・ サービサーは買っただけでは利益が上がらない。彼らにとっての出口が必要だが、旅

館で言う出口は多くが本人買戻しということだ。競売すると言いながら、２で買った

ものに対して、４を請求するか、それとも残った債権を放棄するか、という話だ。４

の借金なら払えるとなれば、そこでバランスシートが整うので、そこからスタートす

れば良い。４を調達して、残った６については免除が受けられるという大きな仕組み

がＤＰＯである。 

 

（２）第二会社方式 

・ もうひとつの方法は、第二会社方式である。今のケースと同じで、銀行からの借金が

１０あるとする。すでに、従業員のモチベーションは下がっている。Ａ社では１０の
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借金を払うのは無理だが、４は払えるとすると、後継者が第二会社としてＢ社という

会社を作って、資金を４調達し、４を払って、会社を移して、Ａ社は金融債務だけ残

し、清算していく。これが主流になってきている。 

・ この方法を公的に認めようという話になり、2009年６月に旅行業の許可に関して、事

業所でも移行する場合においては雇用を引き継ぐ、ないしデフォルトを起こさないと

いう前提条件はあるが、金融機関以外の借金は包括的に承継させようという動きがス

タートした。これが正式な形の第二会社方式である。 

・ ファイナンスについても、こういう仕組みが簡単に出来るように、ＤＰＯと第二会社

方式の両方を使う。 

・ 今の流れから言うと、自己資金で和解金が調達できる会社はほとんどない。旅館は装

置産業なので、借金は絶対ゼロにならない。借りてくるだけということになる。資金

調達は銀行からするしかない。この時、民間の金融機関だけでは出口が無いので、日

本政策金融公庫が主体的に融資をする、さらに融資は劣後ローンというシステムを取

ることができるようになった。これは、１５年の一括払いで、上限は２億円。金利は

三段階、0.4％、5.3％、9.95％。固定金利ではなく、前年の実績に応じて金利を決め

ることになっている。利益が上がらなければ、0.4％のままで良く、担保も補償も何

も要らないというシステムで、第二会社方式、サービサーの和解金としても使える。 

・ 旅館業を取り巻く環境からすれば、金融債務が非常にカットしやすくなっている。経

営者個人を守るというよりも、①観光の窓口となる旅館に頑張ってもらわないといけ

ないということと、②主要な観光産業がなく、旅館業・観光がそれに値するようにな

っていて、周りのお土産屋、飲食店、出入り業者等、皆が相乗効果的に経済発展する

基幹としてなんとかしようというシステムが動いていると考えれば良い。その結果と

して、このような仕組みが出来ている。 

・ 問題なのは、銀行から借金をカットしてもらい、４だけにしてもらうのは簡単だが、

４の借金でも払えない、産業再生機構、金融機関に売って、卒業したはずの再生案件

が二次破綻をしている。７割程が計画通りに実施できていない。それを下回っている

現実があり、二次破綻の案件が多いことだ。 

 

◆一体（面的）再生は何故必要か？ 

過剰供給の解消 

・ 以上の問題に対して、一体再生（面的再生）の考えが出てくる。単純に言うと、過剰

供給で効率が悪過ぎる現状を変えていく必要がある。 

・ 平日のようにお客様が少なくても、経費はそれぞれの旅館にかかっている。例えば駅

から旅館のマイクロバスがそれぞれに出ている等、効率が悪いことをしている。 

・ これからは、地域が一体になって考える事が必要。借金を減らすだけではやっていけ

ない。理想論としては、入り込み客を増やすことだが、少子高齢化で今後伸びる可能

性はない。平日は高齢者のお客様ばかりで、リピーターの可能性が少ない。 
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・ オリジナリティーを磨き、エージェントを使わずに人を運ぶ事ができるのではないか

等、単純な仕組みを考えただけでも、１館で取り組むより、複数で取り組んだ方が非

常にメリットがあることがわかると思う。 

  

◆過当競争による“共倒れ”の防止 

・ 一体再生とは、以上見てきた部分の見直しで、ひとつは経費の効率化だ。もっと言え

ば、例えば地域に３館があったとして、過剰供給のため一日客が埋まっていないとす

る。１館潰れれば他の２館にお客様が集まるのではないかというと、そうではない。

潰れた会社を他の会社が安く買って、リフォームをし、大浴場や大食堂をつくり、

5,000円で安売りする。自前で人も運ぶと、交通費込みでも安い値段で提供できる。

そうすると、他の２館のお客が取られてしまう。逆にＭ＆Ａできなかければ、廃墟に

なる。つまり、どちらに転んでも、温泉街の地域にお客様が来ないのが現実問題とし

てある。これを１館ずつ取り組んでも無理ではないかということだ。もともと過剰供

給な上に、寡頭競争を繰り返していたら、共倒れになってしまう。その点を考えた方

が良いのではないか。 

 

◆周辺企業との連携 

・ 例えば、３館をひとつの会社に集約してしまったらどうか、ひとつの会社が施設を３

つ持っていても良いのではないか。平日は１館だけ営業し、他はクローズしておく。

ピーク時には全館をオープンにして、従業員をシフト制のような形にすれば、３館そ

れぞれで集まって１００人で３つの旅館を回すことはできる。こうした形をとれば、

少ないときには少ないなりのハコモノにして、多いときは多いなりのハコモノにでき

る。これが出来ないと、暇な時にでも全館を空けておかなくてはいけない。 

・ お風呂が得意でなければ、他で使ってもらえば良いだろうし、お食事も、他でも良い。

これをオーナーのＡ、Ｂ、Ｃ一族で取り組んでいく分には、共同体の中で効率化を図

りながら、適正な規模の経費を含めて整理をした上で、収益（営業利益）を確保でき

るのではないか。 

・ こうした仕組みは、百貨店が典型。百貨店も寡占化ということで、業務提携をしてい

る。旅館業は同じ経費をかけて、なぜ非効率な事をしているのか。ここに問題がある

以上、過剰供給の状況では、再生は無理なのではないか。 

 

◆一体（面的）再生の具体的手法 

・ 借金を払えないイコール経営責任、株主責任という評価となり、結局はスポンサーを

探してこいということになる。地元に買い手はおらず、外部から会社が入り、安売り

をすることで、結局地域が疲弊するということの繰り返し。 

・ 個別に銀行と交渉しているのでうまくいかない。借金をカットしたからといって良く

なるのか、設備投資の費用をどうするのか、効率化はどうやって、稼働率はどうやっ

て等ということは、単体での再生ではほとんど出来ない。 
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・ 面的再生では、銀行交渉を考えて、借金を減らし、特に後継者には適正な内容のきち

んとした形の旅館を残していくというシンプルな考え方だ。一番取り組みやすいのは、

全部同じ銀行の場合で、交渉が非常にシンプルです。業者に関係なく、団体交渉まで

出来るのではないか。その代わり、システムの効率化を図り、すべての従業員を引き

継ぐ、理想論でも、効率化し必要な施設をそこだけ拡充していく、という経営をして

いくパターンも考えてはどうかということだ。 

・ 地域全体に地元の自治体が関与して、記念館を造ろうといった形にすると公的なもの

が動ける。一企業だけでは動かないが、地域全体で面的再生に取り組み、街もきれい

にしていけば、行政の支援も得られる環境にあるだろう。 

・ Ｍ＆Ａをして旅館を買い取ったスポンサーの考えは、旅館が安く売られている現状で

は、安く買った分、投資を早く回収できるので、とりあえず旅館をやってみようとい

うだけで、未来永劫継続的に事業をしていこうという人はいないだろう。このため、

産業として根付かず、旅館は廃業してしまう。役所として一番困っているのは、旅館

に限らず本店が地元にないため、自治体に法人税が入らないことだ。こうした状況で

は全部がダメになってしまう。 

・ その歯止めとして、旅館が面的再生に取り組む意思さえ示せば、銀行交渉も比較的柔

軟に対応でき、自治体も動かせるだろう。また、こうした体制で実施すれば、中小公

庫も取り組みたいと考えるだろう。単体施設だけで債務削減をしていくのはとても難

しくなっている。 

・ 旅館というのは、地元に愛着も無く、一時的な儲けだけで経営をする人たちではなく、

その地域で頑張っていきたいという、地元に愛着のある人が、経営がわからなければ

方法を教えてもらって、将来的に経営をするのが良い。借金が払えないから、スポン

サーを探すというように同じことを繰り返す状況をよく考える必要がある。 

・ 銀行負債をカットする時に出てくる話に、保証人をどうするかとよく聞かれるが、保

証人に何の力もなければ、取れるはずがない。自宅に５億円の担保が付いていても、

風光明媚な地方地域ではたかが知れている。家を残したいなら、身内が買うか、次回

ローンを組んででも買い取るかだ。第三者に２千万円で売れれば、家が残るが利益が

変わるだけだ。 

・ いろいろな仕組みを通じて負債をカットはできるが、一館毎での取り組みではそのハ

ードルが高いのは事実だ。地域の中で連携できれば、行政の公的資金も巻き込んで面

的再生という取り組みができ、外部の人が入らなくても自分達が残っていけるという

パターンだ。 

・ 再生するためには持ち株会社を作ったり、不動産所有会社を作ったりと、方法はそれ

程難しくはない。不動産所有会社をつくってオペレーションだけする、社員寮にする、

景観の良い施設にする等、皆で協力してできると思う。特に民間の金融機関は今後旅

館に融資したいと思っていない。そういった意味でも、これまでの旅館の方法、つま

り借金で事業をしていく方法はナンセンスだ。スポンサーとして全国展開をしている

会社は、事実上無借金である。同じ５億の投資をするにしても、無借金でするのと、

有利子負債で行うのとでは同じ土俵では戦えない。固定費が違うことを考えないとい
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けない。ワンパターンの方法から抜けて、面的再生の取り組みをそろそろ考えていか

ないといけない。 

・ 借金で苦しんでいる典型的な施設では、運転資金は借りられても設備資金までは借り

られない。バランスシート上の借金は、装置産業であるのに装置に対して投資できな

いで、そのまま残るだけだ。 

・ 金融計算マニュアルが改訂されて、利息だけ払えば不良債権にしなくて良いという仕

組みができたお陰で、かえって抜本的な債権カットが公的機関を通してできなくなっ

た。Ａ社として何が必要かというと、勘定あって銭足らずの状態だ。利益は出ている

が、借金を払うのに２０年、３０年かかってしまうので、バランスシート上の借り入

れをカットしようと言う事だが、勘定はあってないようなものだ。 

・ 出口としては、①サービサーによって買い戻す、ファンドを作って買い戻す方法と、

②第二会社方式の両方取れる。しかし、利益が出ていないと出口を融資してくれる銀

行はない。単館で利益が出そうも無く、施設も老朽化しているとなると、同じ地域で

一体になって協議していかないと、地域にお客様が来なくなる。観光地の利用者の立

場で考えてみる必要がある。 

・ 必要なのは、経営体力を付けることだ。病気を治す方法はできているが、本人が体力

を付けなければいけない。この体力作りを地域、周辺一体となって行うことがどうし

ても避けられない時期に来ているのではないか。 

・ 旅館を経営したいところはたくさんある。行政が買ったり、不動産業者が不動産を買

うファンドを作って、オペレーションだけを任せるシステムを作ろうとしている。バ

ランスシートに資産と負債がない、オペレーションだけ行えば良いのだ。その代わり、

オペレーションが適正な利益を出せなければ、出て行くしかない。これだと無借金で

旅館の経営ができるシステムができそうである。 

・ 不動産を買って、オペレーションは若い人たちの感性に任せる。そうすると、新しい

取り組みをどんどん試していく。自分達は業務委託費や家賃収入がもらえれば良い。

このように、デザイナーズ旅館を含めて地域が活性化していく仕組みを考えている自

治体もある。 

 

以上 
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平成２１年９月～10月 

                                        有限会社川野コンサルティング 

                                              代表取締役 川 野 雅 之 

 

 

 

 

 

 

 

１．過剰債務旅館の末路 

 
（１） 新規投資 
 
（２） 資本力のある競合他社との戦い 
 
（３） 従業員のモチベーション 
 
（４） 事業継承問題 

 
２．過剰供給をどうとらえるか？ 

 

 ･ 平日や閑散期の対応 
 
３．周りに与える影響 

 

（１） 周辺旅館への影響 
 
（２） 付随する産業と雇用への影響 

１．根本的な事業再生の必要性 

 

旅館と温泉地の 

事業再生の課題と方法論 

配布資料 
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１．金融債務で倒産する旅館はない 

 

     （１） 租税や一般業者の滞納 
 
     （２） 設備投資の懈怠 

 

２．金融債務の削減方法 

 

     （１） ＤＰＯ（ディスカウント･ペイ･オフ） 
 
     （２） 第二会社方式 

 

 

 

 

 

１．一体（面的）再生は何故必要か？ 

 

     （１） 過剰供給の解消 
 
     （２） 過当競争による“共倒れ”の防止 
 
     （３） 周辺企業との連携 
 

２．一体（面的）再生の具体的手法 

 

 

 

 

 

 

１．自宅等の資産 

 

２．残債務の処理方法 

 

 

２．旅  館  再  生  法 

3．一体（面的）再生の必要性と手法 

４．個人保証問題の解決策 
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４．「逆境をチャンスに変える事業再生手法」 

 

※本稿は辻・本郷税理士法人Ｍ＆Ａ・事業再編部統括部長、金子均氏の講演をもとに財団法人

日本交通公社が取りまとめを行ったものである。 

 

・ まず前提としては、旅館がキャッシュフローを生み出していないと再生が難しい。金融

機関も経済的合理性で判断できれば再生に応じる。 

・ リーマンショック以降、金融機関もファンドにお金を出していない。出す資金も少なく

なっている。そのためファンドも大変になってきており、旅館業界になかなか資金を出

さない。旅館に対する貸付が出てこない状況。なんとかして自主で再生してくれないか、

という金融機関からの要請が増えているようだ。逆に言うと、オーナーさんが存続して

再生するにはチャンス。 

・ 「財務を圧縮して放棄をする」と「キャッシュフローをどれだけ今後上げていけるか努

力をする」という両面が必要。 

 

◆１．事業再生の留意点  （PPT：P4） 

・ 資金繰りに困ったときは金融機関への借入金返済をストップして交渉の窓口をつくる。

金融機関にも誠意を持って、払えないのでストップすることを伝える。すると３ヶ月す

ると不良債権になる。対応が本部に移り、再生交渉の窓口として対応するようになる。 

 

◆２．事業再生できる会社とは  （PPT:P5） 

・ 今後１０年間のキャッシュフローが会社清算による配当より多いかどうかが、再生の条

件。プラス、中小企業は債務超過が１０年以内に解消できるかどうか条件。さらに債務

超過解消後に１０年間で返済できるかどうか、トータル２０年で完済できるかどうか。

これを目標とした事業改善計画が必要。 

・ 債務超過を１０年で解消するためには、実態のバランスシートで土地や建物に対して債

務超過がどれくらいあるかを見て、今後１０年間の利益で債務超過を解消できるか、ま

た１０年以内に借入金を完済できる計画を立てる必要がある。それが出来るアクション

プランを練らなくてはならない。 

・ 返済債務が２０年以上となるのであれば、金融機関と相談し、債権放棄やＤＥＳ（債務

の資本化、劣後ローン等）定額で債権を譲渡する、等による再生となる。 

・ いずれにしても、１０年で債務超過が解消されて、２０年以内に返済しなければならな

い。現実にはもう少し短い期間で完済ということになる。 
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◆３．金融機関から見た再生手法  （PPT:P6） 

・ 再生手法には以下のようなものがあり、上から症状が軽い順。 

○ リスケジュール○ 

スケジュールを延ばしてもらって、年間の返済額を減らす事によって、資金繰りが

ショートしないようにする方法。例えば、何本かの債務があって３年後に完済するも

のがあるとする。３年後に返すものを５年後にするなどで、残金の返済額を軽減する。  

 

○ ＤＤＳ 負債（debt dead swap）○ 

金融機関が審査をする上で、資本に入れて良いということで、１０年以内で債務

超過を解消できない金額をＤＤＳという手法で転換すると、資本として見てくれる

ので１０年以内で債務超過を解消できる。しかし、免除されたわけではなく、１０

年以降負債である事に変わりないので返済が必要。地方については、再生法として

リスケとＤＤＳが９割以上。債権放棄を伴う支援は大変少ない。 

資金繰りが大変な場合はリスケやＤＤＳで良いが、５０年返済になってしまうな

どさらに負債が大きいと異なる方法を考えなくてはいけない。 

 

○ 金利減免○ 

現在、金利が安いので、あまり効果がない。 

 

○ 債権放棄○ 

債権を放棄する、債務を免除してもらうという事。金融機関で単純に債権を放棄

したり、金利を減免すると、銀行が貸し出ししている旅館に対して寄付をしたとみ

なされ、費用で落ちなくなる。寄付金にしないためには、一つはガイドラインに基

づく再生や、中小企業支援協議会が仲介した再生、ＲＣＣが仲介した再生、公的機

関が金融機関と調整して金融機関がそれぞれの責任を平等にして再生等の手続きが

出来ていれば、放棄した債権は費用にして良いということがある。金融機関は金利

減免と債権放棄にはなかなか応じてくれない。 

特に中小企業に対しては、債権放棄は面倒な手続きがあるので、一番手軽な債権

譲渡となることが多い。１０億円あった債権を１億円で売る、という単純な売買を

し、サービサーに入札させて、一番高いところに売却する。入札なので公正な時価

である、として税務署や金融庁に説明が付くということ。大企業の場合は債権放棄

の手続きをしますが、一般的には１０億円未満の場合は債権譲渡の方法をとる。し

かし、リーマンショック以前には旅館を買収するファンドや事業者があったが、こ

こにきて減っており、なかなか債権の譲渡が出来ないのが現状。 

サービサーはお金の取立ての便宜が出来るので、債権はサービサーでないところ

に売却する例もある。 
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○ ＤＥＳ Debt Equity Swap（債務の資本化・株式化）○ 

金融機関のメリットとしては、将来、株が上がったときに売却すれば利益が得ら

れる。しかしこれは上場会社の話で、大手ゼネコンなどが以前に使った手法。当時

は、債務者側で税務のメリットがあったが、今はない。債権放棄とＤｅｂｔは債権

者が将来的に利益を得られるかの違い。 

 

◆４．会社から見た再生手法の種類  （PPT:P7） 

・ ＩＣＣやＡＥＲ、再生支援協議会を使ったものは私的整理のうちの一つ。 

 

◆５．事業再生の手順  （PPT:P8） 

・ 再生をする場合、事業のコンサルの専門家、財務の専門家とで再生の話が進む。キャッ

シュフローが出ないといけないので、事業の内容から弱みと強みを見極めて、コンサル

ティングを受けながらキャッシュフローを生み出すアクションプランを作って行く。 

・ 事業計画に基づいて完済目処を記した報告書を作成し、バランスシートを作成。 

・ 仮に清算するとなると、どれくらいの分配があるか、銀行に返済するかと言うバランス

シートも作る。事業計画に基づくキャッシュフローと比較して、再生を行っていく。 

・ 金融機関と相談して、いくつかある手法の中から決めていく。 

 

◆６．再生手法の事例  （PPT:pp.10-13） 

○事業譲渡の事例○ 

・ 再生手法の一例の第二会社方式には、事業譲渡と会社分割の２つのスキームがある。 

・ 第２会社方式は以前からあった手法だが、２００９年６月に改正されて第二会社方式を

とって一定の財産やお墨付きをもらった再生については、許認可の引継ぎが簡単になっ

た。第二会社方式によって、新しい会社に移行しやすくなった制度になった。 

・ いずれも事業を移して、キャッシュフローが出るようにして、返せない借り入れは残し

て、 終的に破産処理するということには変わりない。 

・ 中小企業、サービサーが絡んだ場合、このスキームでやっているものが６割～７割程。 

 

例１：第二会社方式 事業譲渡の補足 

・ 例示した２億５千万円という金額は、事業計画の評価により売却となる。実務的にはい

くら調達できるかが重要。ただし、債権者は事業譲渡のときに訴える手段があり、訴え

ることが可能。事業譲渡するときには、担保や抵当権を外してもらわなければならず、

債権者に納得してもらうことが必要。 

・ 手続きの費用の事を考えると、破産の方が安く済む。オーナーには自己破産まで覚悟し

てもらう。以上が、第二会社方式の事業譲渡方式。 

 

例２：第二会社方式 会社分割 

Ｃ社（旅館） 

・銀行から２０億円借入しており返済困難。 
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・会社をＤ会社に分割し、事業はそこに移す。 

・Ｃ社はＤ社の株式を持つ（さっきの事業譲渡では対価がお金で株ではなかった。分割では

事業は移すが、お金の変わりに株式を渡す。 

・Ｃ社を清算する。ただし、Ｃ社がＢ社の株式を持った形の分社型分割のままだと、清算 

出来ない。破産介在人は株式を渡さなくてはいけない。そこで、Ｃ社の株式をまず後継者

に譲渡する。 

・Ｃ社は債務超過なので、株の価値はない。 低価格で後継者が株を買い取って、１００％

株主にしておき、そのあとに分割。 

・Ｄ社が発行した株をＣ社が取得。 

・Ｄ社株式を後継者に現物で配当。現物配当については、一定の条件をクリアすれば後継者

に税金はかからない。所有関係が変わり、後継者が１００％所有する会社になる。そうな

った時点でＣ、Ｄの関係を切って、Ｃ社を清算する。 

・Ｄ社は２０億の借入のうち５億円しか引き継がないため、Ｃ社は借入金が１５億円残って 

おり、これは清算または破産処理。 

 

以上 
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２００９年 ９月～１０月

逆境をチャンスに変える事業再生手法

辻・本郷税理士法人 Ｍ＆Ａ・事業再編部統括部長

金 子 均

 

 

－2－辻・本郷税理士法人

目次

Ⅰ．事業再生の手法と留意点

1. 事業再生の留意点 ---------------------------- 4

2. 事業再生できる会社とは ----------------------- 5

3. 金融機関から見た再生手法 -------------------- 6

4. 会社から見た再生手法の種類 ------------------ 7

5. 事業再生の手順 ------------------------------ 8

Ⅱ．再生事例

1．事業譲渡の事例 ---------------------------- 10 ～ 13

2．サービサーを活用した事例 ------------------- 14 ～ 16

 

配布資料 
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－3－辻・本郷税理士法人

Ⅰ. 事業再生の手法と留意点

 

 

－4－辻・本郷税理士法人

１１．．事業再生の留意点事業再生の留意点

• 手形は切らない、もらわない

• 税金や公共料金は滞納しない

• 仕入れ業者の支払いを遅らせない

まず、取引金融機関に相談
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－5－辻・本郷税理士法人

２２．．事業再生できる会社とは事業再生できる会社とは

（１） 今後10年程度のキャッシュフロー ＞ 清算配当

（２） 債務超過が10年以内に解消できる会社

再生可能な会社

 

 

－6－辻・本郷税理士法人

３３．．金融機関から見た再生金融機関から見た再生手法手法

リスケジュール

債権放棄

Debt Equity Swap

(債務の株式化)

リスケジュールは、債務者企業が、現状のキャッシュフローの状況等からは当初の約定どおりに
返済することが難しいが、金利や債務の返済スケジュールを見直せば当該企業が再建可能であ
ると金融機関が判断した場合に、債務者企業への金融支援として実行されます。

リスケジュールのポイントは将来の計画を示すにあたり、金利や約定弁済の条件をどこまで緩和
すれば事業継続可能かを明らかにし、達成可能な計画を策定することにあります。

債権放棄は、債務者企業が、現状では借入金を返済するのが困難であるが、借入金の一部を免
除すれば当該企業が再建可能であると金融機関が判断した場合に、債務者企業への金融支援
として実行されます。

債権放棄でのポイントは金融機関において債権放棄損を税務上の損金として扱えるか否か、金
融機関において債務者企業において債務者企業の責任の所在をどのように明らかにさせるかな
ど、金融機関側が主となります。

Debt Equity Swap(債務の株式化)は債務者企業が将来再生した場合に株式の売却益を期待で

きる方法です。従前は、独占禁止法及び銀行法上の規制、金融機関が債務者企業である事業
会社の株式保有を進めて、より一層の経営責任が問われることへの戸惑いなどにより実現は困
難でした。

DESでのポイントは債務者企業のモラル・ハザード、金融機関の債務者企業に対する発言権の

強化、債務者企業の配当負担、債務者企業が再建に失敗した場合、金融機関側のさらなる財務
内容の悪化可能性などがあげられます。

金利減免は、債務者企業が、現状では借入金を返済するのが困難であるが、借入金利息の一
部を免除すれば当該企業が再建可能であると金融機関が判断した場合に、債務者企業への金
融支援として実行されます。

金利減免でのポイントは金融機関において減免を税務上の寄付金と認定されないか否か、金融
機関において当該融資先に対する貸倒引当金が十分か否かなど金融機関側が主となります。

金利減免
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－7－辻・本郷税理士法人

４４．．会社から見た再生手法の種類会社から見た再生手法の種類

１．法的整理

・ 民事再生法

・ 会社更生法

・ 特別清算

・ 破産

２．私的整理

・ スポンサー型

・ 自主再生型

 

 

－8－辻・本郷税理士法人

５５．．事業再生の手順事業再生の手順

事

業
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事

業
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グ
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－9－辻・本郷税理士法人

Ⅱ. 再生事例

 

 

－10－辻・本郷税理士法人

１１．． 事業譲渡の事業譲渡の事例事例

旅館を営むＡ社は、業績不振のため、銀行借入金

10億円の返済が滞っている。

Ａ社 旅館

甲 銀行

借入金

10億円

〔現状〕
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－11－辻・本郷税理士法人

１．１． 事業譲渡の事業譲渡の事例事例

後継者

Ａ社

甲 銀行

借入金

10億円

銀行ｏｒスポンサー

〔受皿会社を作り、資金調達を行う〕

Ｂ社

出資

1,000万円

借入金

2億5,000万円

 

 

－12－辻・本郷税理士法人

Ｂ社Ａ社

残債

7億5,000万円

銀行ｏｒスポンサー

借入金

2億5,000万円

１１．． 事業譲渡の事業譲渡の事例事例

〔事業譲渡〕

甲 銀行

②返済

2億5,000万円

後継者

①事業譲渡

①2億5,000万円
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－13－辻・本郷税理士法人

甲 銀行

Ａ社

Ａ社を
特別清算

ｏｒ
破産

１１．． 事業譲渡の事業譲渡の事例事例

〔特別清算ｏｒ破産〕

借入金
7億5,000万円

後継者

Ｂ社

銀行ｏｒスポンサー

借入金
2億5,000万円

旅館
事業継続

 

 

－14－辻・本郷税理士法人

飲食店を営むＸ社は、客単価下落と原価上昇により

銀行借入金12億円の返済が滞っている。

Ｘ社

乙 銀行

借入金12億円

２．２． サービサーを活用したサービサーを活用した事例事例

〔現状〕

飲食業
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－15－辻・本郷税理士法人

Ｘ社

乙 銀行

借入金

12億円

２．２． サービサーを活用したサービサーを活用した事例事例

〔乙銀行は、サービサーに債権を譲渡する〕

債権譲渡

サービサー

3億
円

 

 

－16－辻・本郷税理士法人

Ｘ社

丙 銀行

①借入金

3億3,000万円

２．２． サービサーを活用したサービサーを活用した事例事例

〔Ｘ社は、資金調達をして、サービサーより、債権を買戻す〕

②現金3億3,000万円

サービサー
②債権買取
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２．アドバイザー派遣記録 

 

１．派遣の仕組み 

 

昨今、地域の活性化のためには、地域の複数の事業者が協働や連携により、魅力ある地域

づくりと宿泊施設づくり、生産性を高めるための協働事業等に取り組んでいくことが必要と

なってきている。 

本事業では以下の要領で、各地域で抱えている協働事業等の取組に関する課題解決のため

に、アドバイスを求める地域に対して専門家を派遣する事業を行った。 

 

◆ 派遣に関する費用は無料 

 

◆ 対象地域は１０～２０箇所程度を想定し、派遣回数は各地域あたり２～３回程度。 

「平成21年度観光産業のイノベーション促進事業」実証事業に取り組んでいる地域に関しても、

必要に応じて派遣。 

 

◆ 想定した派遣案件、テーマ例 

（１）旅館ホテル同士の経営・運営面での協働体制による生産性の向上 

経営面での協働体制（共同仕入・配送、食事の分業とセントラルキッチン、清掃業務の共同化

など）に取り組もうとしている地域もしくは、取り組んでいる地域に対して、進め方、具体的な実

施ノウハウ等に関する助言と指導を行う。 

（例）・協働事業の組み立て方、地域での協働事業の手法と取り組み手法について 

・協働事業の内容に応じて、その分野の専門家から具体的ノウハウについて 

（２）複数旅館ホテルの事業再生を伴う面的再生 

複数の旅館ホテルによる面的再生に取り組む地域を主対象とし、経営者側で必要な取り組み

等について助言と指導を実施する。 

（例）・地域全体で目標とする再生後の事業形態について、協働と役割分担による生産性向上

と地域魅力向上策の提案 

・事業再生について、個々の旅館ホテルの内容に応じて個別に助言と指導 

 

◆ 申請から派遣までの流れ 

派遣希望地域・団体は応募用紙に必要事項を記入の上、申請する。当制度の趣旨、目的に合

致しているかを審査の上、派遣の可否について決定。 
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２．派遣先、及び派遣内容一覧 

 

アドバイザーの派遣は合計19箇所で行った。指導内容等は下記表の通りである。 

No. 派遣地域

団体/旅
館ホテル
経営者有
志の区別

概　　要
派遣アドバイザー
（①=第１回派遣
 ②=第2回派遣）

派遣
回数

事業想定
（期待される

成果等）

1
和歌山県
和歌山市

団体

◆専門家による講義と助言
①インターネット販売による流通効率化、泊食分離販売手法
②旅館ホテルでの特産品のインターネット通信販売と宿泊セールス
の連携

①井門 隆夫 氏
②平山 佐知子 氏

２回

旅館組合の新
規事業として、
特産品通販を
想定

2
青森県

十和田市
経営者
有志

◆地域の３つの宿泊施設の協働による事業再生の取り組みに対し
て専門家による助言
・十和田湖の観光振興の具体策作りへの助言。
・個々の宿泊施設の経営計画と財務改善策の助言。

①②
渡辺 清一朗 氏

２回
３軒が面的再
生を模索

3
石川県
加賀市

団体

◆専門家による助言
・旅館や観光地の商品企画、流通/販売促進に関わる指導と助言
（空き店舗と旅館の協働）
・旅館街の面的再生に関わる指導と助言

①井門 隆夫 氏
②川野　雅之氏

２回

4
石川県
七尾市

団体
◆専門家による助言
・他温泉地における旅館同士の協働ビジネスのノウハウ学習。
・他温泉地における旅館同士の面的再生の事例についての学習。

①渡辺 清一朗 氏 １回

5
山口県
山口市

団体

◆専門家による講義と助言
１．日程　２月８日～９日
２．場所　湯田温泉
３．参加者数　県内から２０-３０名見込み
４．講演内容
（１）旅館の事業再生と地域活性化へ向けて　60分＋意見交換
　全旅連・経営研究委員会顧問経営コンサルタント　渡邉清一朗氏
　・事業再生に向けての経営者の取り組み、これからの観光地と旅
館経営の在り方など
（２）旅館の業務改善の手法と手順について　60分＋意見交換
　サービス経営研究所　代表　大橋秀行氏
　・ワークスケジュール管理、業務手順の分析と改善の手法など

①渡辺 清一朗 氏
②大橋 秀行 氏

２回

6
石川県
金沢市

経営者
有志

◆専門家による講義と助言
・面的再生の課題と対処方法について、東山温泉の事例を参考とし
た助言。

①深田 智之 氏 １回
面的再生の実
証事業

7
石川県
白山市

団体

◆有識者による講義と助言
白山温泉郷としての意識統一、広域連携のための施策
１．アドバイザー制度を活用した講演会の実施によるコンセンサス
づくり
   ・タイトル
   　仮「白山山麓の小温泉地群の旅館の協働による広域連携の在
り方について」
   ・内容
   　５温泉地がこれからどう観光地としての生き残りを図るべきか
 　  温泉資源のアピール手法として白山温泉郷としてのブランドづく
りと個々の温泉地の個性化について
  　 小規模旅館同士での事業協力、商品開発の協働化について
   ・対象　５温泉地の旅館経営者、白山市及び旧５町村の観光行
政関係者、観光協会
   ・講演者　横浜商科大学商学部教授　羽田 耕治 氏
 ２．具体的な検討組織の位置付けと活動開始　ex, 広域連携検討
委員会等
   ・地域での活動をどう進めていくかによる。
 ３．アドバイザー制度活用による第2回検討委員会
   ・内容、同上

①②羽田 耕治 氏 ２回
複数軒による
販売面での広
域連携
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No. 派遣地域

団体/旅
館ホテル
経営者有
志の区別

概　　要
派遣アドバイザー
（①=第１回派遣
 ②=第2回派遣）

派遣
回数

事業想定
（期待される

成果等）

8
福井県
美浜町

経営者
有志

◆専門家による講義と助言
地域の旅館の事業再生について
　従来５軒の旅館が「５社会」として、まとまって活動していた地域で
あり、現在も営業中の３つの旅館に対して、一体再生に向けての取
組助言を行う。

①川野 雅之 氏 １回
３軒が面的再
生を模索

9
長野県

山ノ内町
（渋温泉）

団体
◆専門家による助言
事業再生及び地域の活性化について

①②
渡辺 清一朗 氏

２回
複数軒が面的
再生を模索

10

愛知県
南知多町
（南知多温

泉）

経営者
有志

◆専門家による助言
後方部門のワークスケジュール管理に３軒の旅館が協働して取り
組み予定

①②大橋 秀行 氏 ２回
人時生産性向
上を進展する
基盤整備

11
愛知県
蒲郡市

（西浦温泉）

経営者
有志

◆専門家による助言
料理進行支援システムによる品質向上・生産性向上に３軒が取り
組み予定
客室清掃の作業改善と標準化

①②大橋 秀行 氏 ２回

料理進行を管
理する仕組み
を中核に品質
と生産性を同
時に向上させ
る手法

12

福島県
会津若松市
（会津芦の牧

温泉）

経営者
有志

◆専門家による助言
客室清掃業務の作業改善によるレイトチェックアウトに３軒の大型
旅館が取り組み予定

①②大橋 秀行 氏 ２回
レイトチェックア
ウトの導入

13

静岡県
伊豆の国市
（伊豆長岡

温泉）

経営者
有志

◆専門家による助言
①小旅館のワークスケジュール管理（複数の旅館に呼びかけ中）
②料理進行管理の改善

①②大橋 秀行 氏 ２回
全社的な勤務
線表に基づく
管理体制

14

長野県
山ノ内町

（高天原地
区）

経営者
有志

◆専門家による助言
・事業再生に関する相談
・金融対策

①②
渡辺 清一朗 氏

２回
複数軒が面的
再生を模索

15
兵庫県

湯村温泉
経営者
有志

◆専門家による助言
旅館の生産性向上、運営改善等に係る各種助言と指導
①運営システム構築による生産性向上
②客室清掃の作業改善と標準化

①②大橋 秀行 氏 ２回

部門別標準時
間が確立すれ
ば、料理材料
費率、労働分
配率などの経
営指標と並
び、運営指標
としての活用
が高まり、生産
性向上の目標
設定が図られ
る。

16
長野県

志賀高原
団体

◆専門家による助言
・金融対策
・次世代経営者を含めた事業経営教育

①渡辺 清一朗 氏 １回
複数軒が面的
再生を模索

17
岡山県

奥津温泉
経営者
有志

◆専門家による助言
・事業再生に関する相談
・金融対策

①②
渡辺 清一朗 氏

２回
複数軒が面的
再生を模索

18
長野県
上諏訪

経営者
有志

◆専門家による助言
４軒の旅館による共同仕入れなどに取り組み中
・旅館、地域の事業再生
・生産性の向上、業務改善

①川野 雅之 氏 １回
複数旅館によ
る共同仕入れ

19 秋田県 団体
◆専門家による講義と助言
・マーケティングと販売に関するセミナー、意見交換

①井門　隆夫 氏 １回
複数軒による
販売面での広
域連携
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３．セミナー、アドバイザー派遣時における主な質問事項と回答 

 

◆ 旅館ホテル同士の経営・運営面での協働体制による生産性の向上に関して 

 

Ｑ：旅館ホテル同士の経営・運営面での協働体制の例としてはどのようなものがありますか。 

Ａ：例えば、地域の複数の宿泊施設による送迎バスの共有化、共同仕入れや配送、食事の分

業とセントラルキッチン、清掃業務の共同化等が考えられます。 

 

Ｑ：接客係のパントリー滞留時間を削減するにはどうしたら良いでしょうか？ 

Ａ：現状として、接客係に担当個席を割り当てて料理提供する個人責任制をとっていること

から、後方支援しにくい体制である場合が多いと思います。特に個席単位の後出し料理

の進行具合は第三者につかめないことがネックです。そこで個席ごとの情報および後出

しの進行状況をつかめるように情報整備をすることが大事でしょう。これにより、繁忙

日や混乱が予想される時刻は、この情報を使って食事処の料理進行を管理するデシャッ

プを置くことができるようになり、接客係にゆとりが生まれ、対面サービス時間の増加

につなげることが可能となるでしょう。 

 

Ｑ：食事時間を分散化させるにはどうしたら良いでしょうか？ 

Ａ：一般的に運営スタイルはどの現場もワンパターンの傾向があります。しかし旅館業は繁

閑の波が激しいことは避けられないため、そうした特性に適した２つの体制を作ること

が有効でしょう。繁忙日は３０分単位の予約制にする方が分散化します。しかし標準日

や閑散日はむしろ予約しない方が分散化しやすいと言えます。 

そこで予約時に6時から7時、7時以降という前半・後半予約に切り替えることで、時

間を縛らない顧客サービスへ品質向上を図りながら、他方では過度な集中を避けること

ができるでしょう。 

 

Ｑ：レイトチェックアウトを導入しようにも、客室清掃との兼ね合いという課題をどう解決

するのでしょうか？ 

Ａ：組織及び作業プロセスの改善をすべきです。個々の施設によって、条件は異なると思い

ますが、ここではアドバイスした宿泊施設を例にしてみましょう。 

  ①課題・問題点 

･ あるホテルは10時チェックアウト制をとり、客室清掃時間帯は9時に着手して13時

30分をメドに終了したのち部屋を担当する客室係の責任において 終確認する方

法がとられている。チェックアウト時間より１時間前から作業を着手するため、現

状は作業効率と品質に問題がある。 

･ 布団専門の担当者を配しているため閑散日は手待ち時間が多くなり、待ちきれずに

客室にベルを鳴らして入室するなどサービス品質に問題を抱えていた。 
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･ 特筆すべき点は、清掃係別に責任階を割り当てる階持ち制がとられ、古い縦割り分

業方式である。そうした体質を改善することが課題である。 

･ また清掃用具は、清掃スタッフの判断で購入した家庭用のものを使っており、プロ

の用具は少ない。特にハタキは前近代的な用具で塵が舞い上がる問題があり、化学

モップなど道具・用具の近代化が必要である。 

②解決策 

以下の7つの作業改善を実施し、客室清掃の生産性向上が確認できたのち、レイト

チェックアウトに移行する。 

【１】・標準客室１部屋あたり40分を標準作業時間とする（布団上げ除く）。 

・当日のスタッフの適正配置の原単位とする。 

【２】・階持ち制をやめ、組織として均等に分担する。 

・受持ち階のチームを解散し、新しい組織をつくる。 

・部屋数により全員で均等配分する。 

【３】・レイトチェックアウトにより布団上げを原則しないサービスに変更する。 

・到着案内の客室応対時に、原則上げないことを告げて周知する。 

・夕食後、朝の布団上げの要・不要を 終確認する。 

・布団担当者のシフトを繰り下げ、無駄な待機を減らして生産性を上げる。 

【４】・片付けと仕上げの工程分離。 

・片付けと仕上げの混在を排除し、仕掛かり状態を短縮する。 

・仕上工程は原則１人で１室ずつ完成させる。 

【５】・適切な作業情報を流す。 

・連泊部屋、早出部屋、遅着部屋を適切な時間に指示する。 

・仕上工程（片付工程完了後）は、まず早着部屋を先に着手する。 

・遅着部屋は15時以降も可能とする。 

【６】・清掃用具等の整備。 

・スタッフの頭髪防止およびユニフォームを統一する。 

・専用ダスターを導入する。 

・不潔バケツは衛生バケツと分離するため色別指定する。 

・各種専門洗剤：除菌洗剤、殺菌剤（アルコール）、丹前用消臭除菌剤など。 

【７】・衛生面の強化。 

・トイレ清掃手順を改善する。 

・トイレ担当は衛生手袋（使い捨て）を着用する。 

・仕上工程で 終セットし、便器内の殺菌を施す。 
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写真 塵をまき散らすハタキをやめて科学モップを使う。 

 

 

 

 

 

写真 三角巾を着用して頭髪防止策を行なう。手袋は使い捨てとし、

衛生面もワンランク上の方法をとる。 

 

 

 

 

写真 改善前は手運びが目立ったが、台車を使って部屋順に回収する

など歩行時間を大幅カットする。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：現状の標準勤務シフトは科学的な根拠に基づいて設定したものではありません。午前に

出社して午後まで在社する早番シフトは、仮に午後の客数が少なくても現行の運用では

早上がり調整ができない状況です。逆に午後が忙しい場合も同様の問題があります。 

Ａ：変形労働制に基づく新しい勤務シフトに改善することが課題となるでしょう。まず、午

前（前日のチェックアウト客）と午後（本日のチェックイン客）の客数の組み合わせに

適した勤務シフトを検証する必要があります。例えば早番シフト“Ａ勤務”は午前中に

早上がりする“午前Ａ勤務”と昼から出社する“午後Ａ勤務”に分けることにより、繁

閑の仕事量に応じた体制が整うでしょう。また、繁忙-繁忙、繁忙-標準、繁忙-閑散な

どの組み合わせに適した勤務シフトをパターン化することで、当日の勤務シフトの設定

が容易に行なえるようにすることも必要でしょう。 
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Ｑ：現行の勤務予定表は勤務シフトを記号で表示する手書き表であるため、当日の時刻別の

スタッフ配置を端的に読み取ることができません。また作成者の力量により手配が決定

すること、スタッフが足りない場合のリスクを回避する多め多めの手配が強いことなど

課題が多々あります。 

また、勤務予定表は重要な生産計画表ですが、特にフロント部門は長時間の営業時間

をカバーするため勤務シフトの組み合わせが複雑です。適切な手配の難しいことが課題

です。どうしたら良いでしょうか？ 

Ａ：前述した標準勤務シフトの見直しにより、繁閑に応じた勤務シフトの組み合わせを勤務

線表でパターン化して運用することで、複雑な手配を簡略化することが必要でしょう。 

当日の勤務手配表はエクセルなどを使って勤務線表として表示することにより、当日の

時刻別配置を明確化する必要があります。また当日の合計フロント勤務時間（ｍｈ）に

より客あたりフロント時間（分）を自動計算し、数値目標との誤差を表示して、要員手

配の標準化を図ることができます。 

 

図表．フロント・接客部門の日次勤務表（例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 複数旅館ホテルの事業再生を伴う面的再生に関して 

※個別の方法等詳細については、前章セミナー講義録も参照のこと。 

 

Ｑ：観光地の面的再生とは何ですか？ 

Ａ：今まで別々に進められてきた「観光地の魅力づくり」と「観光産業の事業再生」を、相

互に連携し合いながら、相乗効果を発揮できるように、地域一体で行おうというのが観

光地における「面的再生」の考え方です。 

近年の経済状況・金融情勢の中で、個々の旅館ホテルの事業再生の見通しや再生手法

の選択肢は極めて厳しくなってきており、今後、個別に事業再生を行ったとしても二次

破綻が懸念される状況であります。こうした状況を踏まえ、地域内の複数の宿泊施設等

が協働して、事業の効率化と需給バランスの 適化を図るための方策です。（大野講師） 

 

7時 8 9

5 5 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 2 3

0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2

藤 井 Ｙ2 - - 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 や や や や や や や や

村 川 F - - 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 □ □ □ □ □ □ □ 〓〓

水 口 Ｙ1 - や や や や や や や や や や や や や 〓〓〓〓

4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1

0 4 3 2 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 -1 0 0

野 田 Ｙ2 - - 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 や や や や や や や や

菅 田 S 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 □ □ □ □ □ □ □ □

斉 藤 S 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 □ □ □ □ □ □ □ □

和 田 Ｙ - や や や や や や や や や や や や や や や

山 西 Ｙ - や や や や や や や や や や や や や や や

李 S 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 □ □ □ □ □ □ □ □

雀 Ｙ1 - や や や や や や や や や や や や や 〓〓〓〓

李 S 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 □ □ □ □ □ □ □ □

安 Ｙ - や や や や や や や や や や や や や や や

巻 口 Ｙ

1412 13

フ ロ ン ト

接 客

11

標準差異→

10
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Ｑ：何故、面的再生が重要なのでしょうか？ 

Ａ：現状を改善していくには、「過剰供給の解消」「過当競争による“共倒れ”の防止」「周

辺企業との連携」を図ることが求められており、そのための方法として面的再生の手法

が有効と思われるからです。 

 

Ｑ：観光地での面的再生を行う際の留意点は何ですか？ 

Ａ：重要な点は、「お客様の視点・目線」と、「地域住民にどのような影響を与えるか」を

考え、議論することです。この２点を欠くと、面的再生は上手くいかないでしょう。加

えて、「自分を救って欲しい」という考えではうまく行きません。 

地域再生ということで言えば、旅館だけでなく、仕入れ業者、町のお土産屋、行政の

担当者、地域に愛着があって何とかしなくてはいけないという人達が、手弁当で集まっ

て話し合うことから始めないと、地域再生は出来ません。 初から行政のお金を当てに

した地域再生は全部失敗しています。 

 

Ｑ：面的再生は誰が、どのように進めれば良いのでしょうか？また、賛同しない宿泊施設に

ついてはどうすれば良いですか？ 

Ａ：地域の将来に試行錯誤でも良いので、地域の宿泊施設だけで議論に議論を重ね、進めて

いくべきです。なお、賛同しない旅館を無理して加える必要はありません。単館での再

生で限界が来た時に、面的再生の仲間に加えるか、あるいは買い取る等、臨機応変に考

えれば良いと思います。 

 

Ｑ：今後の温泉街・旅館のあるべき姿はどういったものでしょうか？ 

Ａ：いろいろな考え方があるでしょうが、ひとつ言えることは、縮小するマーケットの中で、

単館での再生策は今後難しいだろうということです。たとえどれ程大きな建物を建てよ

うとも、地域全体での魅力を作っているところに勝つ可能性は低いでしょう。地域や基

幹産業が衰退すれば、地域金融機関も困ってしまいます。地域全体で魅力を創り出し、

事業の効率化と需給バランスの 適化を図ることが需要になってきます。 

 

Ｑ：宿泊施設の債権問題について考える時、どのようなことが必要でしょうか？ 

Ａ：地域性、地域格差、金融機関の性質（政府系か、農協系か、信金信組か、第一地銀か、

第二地銀か、都銀かで対応の仕方が全く違います）等を勘案しながら、リスケジュール、

債権放棄、法的整理等の手段を考え、金融機関と個別に折衝する必要があります。 

 

Ｑ：事業再生の際の留意点は何ですか？ 

Ａ：①手形は切らない、もらわないこと、②民事再生を受け付けてもらえなくなるリスクを

考慮し、税金や公共料金は滞納しないこと、③事業を継続していくためにも、仕入れ業

者の支払いを遅らせないことがまず重要です。 
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Ｑ：金融債務の削減方法には具体的にどのような方法ありますか？ 

Ａ：方法は大きく分けて２つあります。１つがＤＰＯ（ディスカウント・ペイ・オフ）とい

う方法で、金融機関がサービサーやファンドに不良債権として債務処理をし、サービサ

ーやファンドが売りに出したものを買い取る方法です。もうひとつの方法は第二会社方

式です。 

   第二会社方式にはさらに事業譲渡と会社分割の２つのスキームあります。いずれにし

ろ、手法は違っても、事業を移して、キャッシュフローが出るようにして、返せない借

り入れは残して、 終的に破産処理するということです。 

 

Ｑ：金融機関から見た再生手法にはどのようなものがありますか？ 

Ａ：手法としては、「リスケジュール」、「ＤＤＳ負債（Debt Dead Swap）」、「金利減免」、

「債権放棄」「ＤＥＳ（Debt Equity Swap：債務の資本化・株式化）」があります。 

 

Ｑ：会社から見た再生手法の種類としてはどのようなものがありますか？ 

Ａ：法的整理と私的整理があります。一般的に、民事再生法や会社再生法は再生としての法

的整理と呼ばれています。民事再生法にはスポンサー型と自主再生型があります。ＩＣ

Ｃ（国際商業会議所）やＡＥＲ、再生支援協議会を使ったものは私的整理のうちの一つ

になります。 

 

Ｑ：事業再生の手順はどのようになりますか？ 

Ａ：事業再生をする場合、事業再生を専門とするコンサルタント、及び財務の専門家とで事

業再生の話が進んでいきます。キャッシュフローが出ないといけないので、事業の内容

を分析し、どこが弱点で、どこが強いのかを見極めて、どのようにたくさんのキャッシ

ュフローを出すのか、コンサルティングを受けながらアクションプランを作って行って

いきます。そのアクションプランに基づいて完済目処を記した報告書を作成し、実際の

バランスシートを作ります。 

仮に清算するとなると、どれくらいの分配があるか、銀行に返済するかと言うバラン

スシートも作ります。事業計画に基づくキャッシュフローと比較して、再生を行ってい

きます。その手法についてはいろいろあります。金融機関と相談して、その中で手法を

決めていくことになります。 

 

Ｑ：金融機関が、旅館を再生させるかどうかの判断基準は何ですか？ 

Ａ：会社を清算して物件を売却して回収できる金額よりも、会社を存続させてキャッシュフ

ローで返済してもらう金額が多いかどうかが判断基準になります。まず前提としては、

旅館がキャッシュフローを生み出していないと再生が難しいと言うことです。 

加えて、中小企業は債務超過が１０年以内に解消できるかどうか条件になります。さ

らに債務超過解消後に１０年間で返済できるかどうか、トータル２０年で完済できるか

どうかということです。これを目標とした事業改善計画が必要となります。 
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Ｑ：２０年かけても完済が難しい場合はどのような方法がありますか？ 

Ａ：２０年でも困難な場合は債権放棄やＤＥＳ（債務の資本化、劣後ローン等）などによる

再生となります。 

債務超過を１０年で解消するためには、実態のバランスシートで土地や建物に対して

債務超過がどれくらいあるかを見て、今後１０年間の利益で債務超過を解消できるか、

また１０年以内に借入金を完済できる計画を立てないといけません。それが出来るアク

ションプランを練らなくてはならないと言うことです。返済債務が２０年以上となるの

であれば、金融機関と相談と言うことになります。債権放棄か、ＤＤＳか、定額で債権

を譲渡する、等、いろいろな手法があります。いずれにしても、１０年で債務超過が解

消されて、２０年以内に返済しなければなりません。現実にはもう少し短い期間で完済、

ということになります。 

 

Ｑ：地元金融機関は「債権放棄を伴うプランはやったことがない。そんなことをしたら預金

者からクレームがつく」等と言うのですが、それでもできるのでしょうか？ 

Ａ：基本的には問題ありません。それよりもむしろ、債務を削減さえすれば全ての問題が解

決するのか（具体的には、低下する稼働率と収益率をどうやって上げていくのか）、ま

た第二会社への融資先をどう確保するのかの方が、重要になるでしょう。 

 

Ｑ：保証人はどうなるのでしょうか？ 

Ａ：持っている財産の範囲内で責任を追及されます。問題になるのは保証人名義の自宅と思

われますが、結論からいえば、親族等が時価で買い取る方法しか残す（守る）術があり

ません。財産を処分してなお残る債務は、破産をせずとも和解ができる可能性もありま

す。 

 

Ｑ：和解金の調達が難しいのですが。 

Ａ：現状では、自己資金で和解金が調達できる会社はほとんどありません。旅館は装置産業

なので、借金は絶対ゼロになりません。資金調達は銀行からするしかありません。 

この時、民間の金融機関だけでは出口が無いので、日本政策金融公庫が主体的に融資

をする、さらに融資は劣後ローンというシステムを取れるようになりました。１５年の

一括払いで、上限は２億円です。金利は三段階（0.4％、5.3％、9.95％）です。固定金

利ではなく、前年の実績に応じて金利を決めることになっています。利益が上がらなけ

れば、0.4％のままで良く、担保も補償も何も要らないというシステムで、第二会社方

式、サービサーの和解金としても使えます。 
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◆ その他の取り組みに関して 

 

《旅館、ホテルにおける通信販売について》 

Ｑ：地域の特産品を通信販売する際のポイントはありますか？ 

Ａ：単に地域の産品を売るだけでは失敗する可能性が高くなるでしょう。あくまで、経営者

自身が社会のためにできることとして通販を実践し、そのためには「商品を旅館で経験

でき」「ホンモノであり」「そこでしか売っていない」ものを販売するのが良いでしょ

う。 

 

Ｑ：本業以外の分野にも取り組んだ方が良いのでしょうか？ 

Ａ：本業である旅館やホテルの経営と同程度の思いを持つポリシーを「半宿半Ｘ」という表

現で考えてみてはどうでしょうか。「Ｘ」が「通販」になるのであればやるべきでしょ

うし、あるいは何か別のものが入るかも知れません。本業と同程度のポリシーは重要で

す。通信販売の例としては、逗留して癒されるために滞在する東北の湯治宿では、日常

にも癒しを提供するツールとして、独自技術を使った日本オリジナルの小型スピーカー

の通販を行い、成功している事例もあります。 

しかし、ネットショップはその始動期と現在とでは店舗数も急増しており、激戦にな

っていると言えます。比喩的に言えば、黎明期には戦後闇市で何を売っても売れていた

のが、現在は銀座の一等地にお店を構えるようなものです。 

 

Ｑ：ネットショップの運営にあたって、留意すべきことは何ですか？ 

Ａ：ソフトである「人」が一番重要になります。また、モノを売るには、そのモノにまつわ

るストーリーが重要になってきます。 

 

Ｑ：通信販売に関する法制には何がありますか？ 

Ａ：以下の法制が関係します。 

  ●特定商取引法（誇大広告禁止、前払い式販売の承諾通知、等） 

  ●食品衛生法（食品営業許可） 

  ●製造物責任法（ＰＬ法） 

  ●消費者保護法 

 

 

《泉質、効能の表示について》 

Ｑ：温泉の「泉質」「効能」は誘客の決め手になるのでしょうか？ 

Ａ：「ヘルスツーリズム」の一環で健康保養と結び付けて「泉質」を訴求することは十分考

えられます。また、「胃腸に効く」とか特定の疾病に対応した売り方も可能です。ただ、

そうした市場は大きくはなく、基本は「お湯、泉質の良さ」となります。草津の「泉質

宣言」が参考になるでしょう。 
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《イベントについて》 

Ｑ：現在行われている祭り・イベントは一定の整理が必要ではないかと思うのですが、どの

ように整理すれば良いでしょうか？ 

Ａ：一般論として言えば、神事のように、昔から地域の伝統行事として行われているのが「祭」

で、観光誘客とかを目的に比較的新しく行われ始めたものが「イベント」であると言えま

す。問題となるのはイベントの方で、イベントは何らかの目的があって始められているの

で、目的に照らして、 

 ●目的を達成しているイベントは、「存廃」を検討する。その役割は終わったものは廃止

する。依然効果的なものはまだ継続して効果継続を狙う。 

 ●目的を達成していないイベントは、市場の変化、実施内容・方法の問題等々、原因の所

在をきちんと分析議論する。 

 こうした視点に立って、議論・整理することが必要でしょう。 

 

 

《二次交通について》 

Ｑ：二次交通の整備について教えて下さい。 

Ａ：多くは、自治体や観光協会等の負担において整備しているケースが多いです。地域が主

導して開発する「着地型旅行商品」において、タクシーやマイクロバス、中型バスなど

「足」をつけた商品開発を行うことによって二次交通の問題はある程度は改善されるで

しょう。地域内の複数の宿泊施設が各自で行っている送迎バス運行については、効率化

の観点から共同化も考えるべきでしょう。 
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３．成果と所見 

 

● アドバイザー派遣の成果 

 

 アドバイザー派遣を通じて、地域の関係者に刺激を与え、これからの取り組み意欲が向上

したという声は多くの地域から聞かれた。その他、アドバイザー派遣を経て、具体的に各地

域で取り組み始めた内容とその進捗状況、今後の取り組み予定の内容について、以下いくつ

かの項目毎に概観する。 

 

（１） 旅館ホテル同士の経営・運営面での協働体制による生産性の向上について 

 

 南知多温泉、西浦温泉、会津芦の牧温泉、伊豆長岡温泉、湯村温泉等では、地域旅館の協

働による生産性向上ノウハウの蓄積や運営の効率化等に取り組んでいる。 

 

① アドバイザー派遣後に、地域として取り組んだ具体例とその進捗状況 

・ 会津芦の牧温泉では、今回のアドバイスを受け、客室清掃の工程マニュアルを作成

し、標準化に着手した。また清掃用具の見直し等を行ない、現場と協議しながらや

り易い方法に切り替え中である。 

 

② 今後取り組もうとしている例 

・ 南知多温泉では客室清掃や食器洗浄など後方業務の見直し・改善に取り組んできた

が、次のステップは、毎日異なる仕事量に対して適切な要員を手配コントロールす

ることが課題になっている。 

・ 会津芦の牧温泉では、経営者の意識としては、個人利用者の多い新館を早ければ夏

季前までにレイトチェックアウト導入を図る計画である。 

 

（２） 複数の旅館ホテルの事業再生を伴う面的再生について 

 

 十和田湖温泉、湯涌温泉、美浜温泉では、地域の複数の旅館が一体となった再生の試みに

着手した。事業再生を伴う面的再生には旅館同士の財務条件の違い等から、コンセンサスづ

くりの困難も指摘されるが、そうした中で、以下に見る十和田湖温泉のように、もともと地

域の旅館経営者同士で協力するという体制の素地がある地域は、実際の実施段階での第一歩

を踏み出しやすかったと言える。また、金融・財務の基本的な知識の素地や戦略の有無も、

実施段階での進捗状況に影響を与える。 

 

① アドバイザー派遣後に、地域として取り組んだ具体例とその進捗状況 

・ 十和田湖温泉では、アドバイザーと地域の経営者有志で議論を進める中で、事業分

割等、個々の財務的な改善手法が実施されている。もともと地域の旅館経営者同士

で協力するという体制の素地がある。 

・ 湯涌温泉では、経営者の異なる４館による面的再生事業に取り組んでいる。 

・ 渋温泉では、複数の旅館が面的再生を模索する中で、販売面での協働事業から着手

している。 

・ 美浜温泉では、旅館３館による共同開発商品（料理・周辺観光・湯巡りクーポン等）

の開発を協議中である。 

 

② 今後取り組もうとしている例 

・ 美浜温泉では、取引金融機関や顧客が異なるため、まずは個々の財務内容の健全化
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が優先。但し、近い将来の事業承継を考えると、いずれも今の借金を引き継ぐこと

が不可能なため、後継者による１つの運営会社の設立等を、先行する道を模索して

いる。 

 

（３） その他のイノベーションへの取り組み 

 

生産性の向上、面的再生の他にも、本アドバイザー派遣を経て、地域としての新たな方向

性への気付きや異業種連携による取り組み等、新たに取り組み始めた活動が見られる。 

 

① アドバイザー派遣後に、地域として取り組んだ具体例とその進捗状況 

【組織化】 

・ 白山山麓では、本事業をきっかけとして、申請団体にて宿泊部会の組織化を図り、

地元各地域よりメンバーを選抜し、会議を開催している。 

 

【地域企業と宿泊施設による協働取り組み】 

・ 上諏訪温泉では、アドバイザーによるセミナーに参加した４館と、地元金融機関（諏

訪信用金庫）を旗振り役に、地域企業と共同による宿泊プラン（地元の老舗お菓子

屋、造り酒屋などを訪問するプランなど）を実施中。宮坂醸造（神州一味噌）担当

者による『地域活性化活動』の講演会を開催した他、協働の輪を広げるべく、地域

企業への説明を展開中である。 

 

【セミナー等の継続】 

・ 山代温泉では、外部の有識者等を招いて、活性化のセミナーを継続中。『テーマ策

定事業委員会』『賑わい創出事業委員会』『イベント事業推進委員会』の３つの委

員会を発足させ、キャッチフレーズやインバウンドのマーケティング、オリジナル

ツアーの開発、狂言の製作等を、順次進めている。 

 

② 今後取り組もうとしている例 

【新たな方向性への気付き】 

・ 和歌浦温泉では、アドバイザーの講演による勉強会を踏まえ、これからの旅館業は

宿泊の魅力をさらに磨いていくと同時に、「宿泊＋αの何か（ネット通販や農業・

漁業との連携等、後世に伝えたいもの）」が必要であるとの方向性が見えてきてい

る。 

 

【異業種との協働】 

・ 山代温泉では、建設業者等と連携し、同地域内にある休眠中の商店等を、趣のある

店舗や観光案内所等に改装することを計画中である。 

 

【多様な主体による地域ブランドの構築】 

・ 山代温泉では、旅館経営者、市長、日銀支店長、内閣府、大学関係者をメンバーと

した『地域ブランド再生委員会』を設置し、今秋にシンポジウムを開催予定である。 

 

【新たなスキームの活用による取り組みの継続・発展】 

・ 渋温泉では、本事業をきっかけとして、中小企業庁が推進する「着地型地域支援事

業」の補助金を申請準備中である。 

・ 白山山麓では、来年度より地元自治体に協力を仰ぎ、本格的に温泉地の復興を目指

すという方向性が出てきている。 
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● 派遣アドバイザーによる所見 

 

各地域に派遣されたアドバイザーによる所見を以下に項目別に掲載する。 

 

【生産性の向上に関して】 

・ 旅館業の後方業務は科学的な解明が遅れているため運営管理の難しい部門であるが、

人時生産性向上を進展する基盤が整備される。 

・ 食事処は部屋だしスタイルの労務負担軽減を図る目的があるものの、一般的に運営

を大きく転換しているわけではない。料理進行を管理する仕組みを中核に品質と生

産性を同時に向上させる手法が期待できる。 

・ 客室清掃の工程マニュアル作成、標準化への着手、清掃用具の見直し等を行ない、

現場と協議しながらやり易い方法に切り替えていくこと、レイトチェックアウトと

いったテーマは旅館業に共通する課題である。 

・ 遅々として進まなかったレイトチェックアウトは先駆的な旅館が切り開き、業界へ

波及していくことが期待される。 

・ フロント部門のほか接客部門などに勤務線表を広げていくことにより、全社的な勤

務線表に基づく管理体制が整う。勘に頼った手配から科学的な手配手法が導入され

ることから、長時間労働の改善や人時生産性向上が期待できる。 

・ 旅館業界には国際観光旅館連盟が行なっている経営指標があるものの、客あたり時

間指標は重要視されていない。今後、部門別標準時間が確立すれば、料理材料費率、

労働分配率などの経営指標と並び、運営指標としての活用が高まり、生産性向上の

目標設定が図られる。 

 

【面的再生に関して】 

（地域活性化、面的再生の前段となる個別施設の事業再生支援制度の必要性） 

・ 昨今の大変厳しい経済状況下では、資金繰りに苦慮する個別施設は無数に存在する。

観光地の面的再生を行うとき、個別施設の事業再生は無視できない問題である。新

たな制度によるアドバイザー派遣等が可能になり、より多くの観光地の再生が行わ

れることを期待したい。 

・ 観光地の活性化において面的再生の視点が重要であることは言うまでもないが、全

てのケースでその前に個別に抱える諸問題を解決する、もしくは解決に着手するこ

とが必要である。諸問題の中身はほとんどのケースで P/L だけでなく B/S に及んで

いる。これを解決していくには、経営者を覚悟させた上で相応の時間と労力を要す

る。したがってこのことに対応できるように継続支援できるような諸制度の整備が

必要になると思われる。 

・ 地域の活性化には、その前提として個別に抱える問題の解決が必要である。観光地

は疲弊しているところがほとんどで、個別には後継者不足の問題や過剰債務の問題
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など自力のみでは解決困難な問題を孕んでいる。新たな何らかの対策が待たれる状

況である。 

 

（過剰債務の決着へ向けた経営トップの意識改革の必要性） 

・ 各施設とも過剰債務に喘いでいるはずだが、債務処理、一体再生の道筋付けという

根本的な問題を未だ棚上げ（先送り）している模様。営業の強化だけでは抜本的な

解決が図れないので、いずれどこかの旅館が破綻し、残った旅館の経営が成り立た

なくなるという、お決まりの結論に辿り着く可能性もあると思われる。 

・ 温泉街としての魅力を失いつつある地域もある。地元資本で現存する旅館の外観は、

とても客を呼べるものとは言い難い。倒産やＭ＆Ａが数多く生じているにも拘らず、

まだ「自分だけは・・・」とか、「あの人と一緒にやるのは・・・」などと考える

経営陣が多い。一方では、「このままではいけない」という危機意識も強いような

ので、強引に進める“誰か”が引っ張っていけば、大がかりなモデルケースができ

るであろう。地元金融機関の協力も難しくないだけに、一気に進めたいのだが・・・。 

・ 経営トップが旧来の人間関係に縛られて他館との協働に難色を示し、それに対して

後継者が何も言えない状況が続く限り面的再生はなされない。 

 

（地域内での連携へ向けた組織体制作り） 

・ 地域で一番大きな旅館が、現経営者のワンマン体制で運営しているため、連携して

の取り組みがなかなか進まない。後継者も現経営者に意見することさえままならな

い。当面は、個々の再生が中心になりそうである。 

・ 全国でも有名な温泉地ではあるがその疲弊ぶりは想像以上で、中心街の賑わいはな

く寂れつつあるという印象。同業者同士や地域のまとまりもあまりよさそうではな

い。団体型の施設が多く今後ますます苦戦することが予想される。ハードルは高そ

うではあるが、少数でもかまわないので何かひとつの業務でも共同化を実現し、そ

こを突破口に面を広げていければ良いと思う。一日も早い具体的取組に着手したい。 

 

（既存宿泊施設以外の要素による影響等） 

・ Ｍ＆Ａのメッカで、既に多くの外部資本が参入している地域は、これら新規参入の

旅館とどう連携を図るか。そもそも連携ができるかが鍵になる。 

・ 多くの旅館が過剰債務状態にあるため、金融機関が自身の都合で不良債権を処理す

れば、今の動きが徒労に終わる可能性がある。 

・ 地元金融機関が、既に破綻懸念先以下に分類されているであろう債務者に対し、そ

れでもなお償却（債権カット）ができない体力のなさが、光の見えない延命策に輪

をかけている。 
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【個別地域についての高評価】 

（白山山麓：多様な主体の参画・協働・連携による観光まちづくり） 

・ 白山ふもと会の職員、会長はじめ、関係者は熱意に溢れている。アドバイザーとし

て応援したくなる地域である。そもそも合併してできた一つの市の中に、複数の観

光協会がある地域はなかなか協調的行動が取れないことが多いが、当地域は「なん

とかまとまろう」という気概が強く感じられる地域である。＊実際には、イベント

実施等をめぐって、観光協会の一本化は困難な課題であろう。 

・ 白山山麓の各地区の観光協会長も、全国各主要温泉地にみられる主力旅館の経営者

等「地域の名士」的な存在ではなく、比較的壮年の、しかも飲食店等の経営者が目

立つ。こうしたことからすれば「まちづくり型」の観光振興の可能性が高く、管内

では実際に旧村時代からＮＰＯ活動も盛んに取り組まれていることから、「多様な

主体の参画・協働・連携」による観光まちづくりに進んでいくことが大いに期待さ

れ、そうした中で観光地としての活性化も進んで行くものと思われる。 

 

（渋温泉） 

・ 渋温泉は温泉地としてのまとまりがよく、リーダーとなる人材も存在する。地域の

潜在能力も充分あるので本事業のよいモデルケースとなるのではないかと思われる。 


