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　わが国の観光を取り巻く状況は、近年大きく変化しています。観光を成長戦略
の柱、地方創生の切り札として位置づけ、「観光先進国」の実現を目指し政府一丸
となった取り組みを進めているところ、つい数年前まで600万人台から800万人
台の間で推移していた訪日外国人旅行者数は、2017年は2,869万人まで増加
し、その旅行消費額も4兆4,161億円といずれも過去最高となりました。これは、
製品別輸出額と比較すると、１位の自動車、２位の化学製品に次ぐ３位相当の規
模であり、これまでわが国を牽引してきた電子部品や鉄鋼といった名だたる産業
を超えるまでに成長していることがわかります。
　一方で、国内の人口減少は将来的な働き手不足を招くことが懸念され、増加の
一途をたどるインバウンドへの対応やマーケット環境の急速な変化への対応が必
要という観点からも、観光産業における人材確保がますます重要となります。そこ
で、観光庁では、経営人材から現場の即戦力となる実務人材にいたるまで、それぞ
れ異なるアプローチで観光産業の担い手に対する人材育成・強化支援事業を
行っています。
　本書では、とくに慢性的な人材不足が課題となっているホテル・旅館等の宿泊施
設において、ワークライフバランスの実現を目指す「女性」や、定年等で退職した後
も就業意欲のある「シニア層」の方々が活躍し「人材確保」に成功している事例をご
紹介します。本書が実践的なノウハウや知識取得のための一助となれば幸いです。

２０１８年３月
観光庁

観光産業課　観光人材政策室
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事業の目的

「宿泊業の人材確保～ヒントは女性・シニア層の活躍にあり！～」というタイトルで、
人材確保の課題と解決策等を事例を交えて紹介する動画をweb上に公開した。

オンライン講座開始画面

観光庁ホームページ

　本事業では、宿泊業において女性・シニアの方が活躍している事例（以下、先進事例）を調
査し、その取り組みや効果についてオンライン講座やセミナーを通じて広く発信することで、
人材確保対策の参考にしていただくことを目的としております。

スケジュール

オンライン講座配信

セミナー開催

2018年2月8日
Week1バージョン配信

2018年2月9日より全国10箇所にて順次開催
（ランチ＆ティーセミナー）

2018年2月15日
Week2バージョン配信

調査・ヒアリング・分析

コンテンツ制作

3月2018年1月12月 2月

PCやスマートフォン、タブレット等で「いつでもどこでも誰でも手軽に」学ぶことがで
きるオンライン講座を通じて、先進事例の調査結果を発信。

宿泊事業者向け、および求職中の女性・シニアの方向けのセミナーを全国10箇所
で開催。セミナー後、希望者が直接面談できる場を用意した。

（1） 広報活動

ランチ＆ティーミーティング形式を取り入れることにより、
打ち解けた雰囲気でこれからの観光産業での雇用、働き方などに
ついてざっくばらんに意見交換ができるよう工夫した。

講師：近　滋男氏
株式会社JTB総合研究所
人材育成プロデューサー

講師：土橋　ひろこ氏
一般社団法人 CA JAPON代表

（2） ランチ＆ティーミーティング形式

セミナー開始場所と開催日

先進事例を収集し、現地インタビューや専門家への
ヒアリングを通して、取り組みの工夫や経営効果等を分析。
2地域、5施設、計7カ所の事例を選定した。

先進事例の収集・分析1 先進事例を題材としたセミナーの開催3

先進事例を題材としたオンライン講座の実施2

観光庁による冒頭の趣旨説明

事業内容

セミナー開催に先立ち、観光庁ホーム
ページや特設サイトでの告知を行った。
さらに、（一社）日本旅館協会やJTB協定
旅館ホテル連盟などの協力を仰ぎ事業
者の参加を募るとともに、求職中の女
性・シニアに向けては厚生労働省と連携
し、全国のハローワークにちらしを配備
する等、広く案内を実施した。

なるほど、女性やシニアの方々の登用が、人材不足を解消する手立てになるし、地域社会にも貢献できるってわけだね！

ダウンロード
できるちらし

（2）2月14日／札幌

（3）2月19日／博多

（4）2月21日／大阪

（5）2月21日／名古屋

（6）2月22日／広島

（8）2月26日／新潟
（9）2月28日／仙台

（10）3月6日／那覇
（7）2月23日／高松

（1）2月9日／東京

2017年
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実務人材育成・強化事業

3 4



　城崎温泉は主に73軒の小規模旅館で構成されている。
11月から3月が名物の蟹のトップシーズンであり、その資
産価値を守るため「食べ放題」や漁期以外の供給はしてい
ない。近年、古きよき日本の文化が残る情緒ある街並みが
脚光を浴びている。また、個人グループで訪れるインバウン
ドにも人気が高い。

城崎温泉1-1

小規模旅館の集合体という独特の形態

　高度経済成長期、団体旅行が隆盛する中、全国の温
泉地が施設大型化へ投資を繰り返し、土産物屋・飲食
店・遊技場等を内部に取り込んだ結果、温泉街としての
情緒を失い衰退を招いた。一方、城崎温泉は、街そのも
のが観光資産であるという価値観が定着しており、旅館
と街が共存する道を選んだ。個性的な７つの外湯や多様
な飲食店・雑貨屋・遊技場等が生きた街を形成してお
り、湯めぐりや浴衣でのそぞろ歩きなどを楽しめる。

　温泉街そのものが商品というコンセプトのため、旅館や土産物屋の存続問題には敏感である。最近
の例では、経営者の高齢化と後継者難により廃業を余儀なくされた旅館の予約やWebプロモーショ
ンを代行し、女性専用のゲストハウスとして再生させた。

　城崎温泉の旅館協同組合には労務委員会があり、従業員組合と経営者代表による団体協議を行い
昇給や賞与を決定している。これにより、従業員の引き抜きや利害関係の解消、小規模旅館個々では

「街そのものが観光資産」という価値観

旅館協同組合を中心に共存共栄

難しい労働条件・雇用の安定を図るといった取り組みに功を奏している。近年大型レジャーサービス企
業が進出した際にも、豊岡市長を交え、城崎温泉の文化やルールの遵守を求めた。
　個々の利害を乗り越え旅館協同組合が中心となり、行政とも連携し街が一体となった城崎温泉は、
ブランド形成や労務改善に成功し、人材確保に繋がっている。

それぞれの旅館が特色を出しつつも、温泉街としての一体感を醸し出している。

　城崎温泉は、みんなで共存していこうというコンセプ
トで、組合を中心に温泉街が一体となって活動をしてい
ます。単に伝統を守っていこうということだけでなく、廃
業の危機にある旅館やお店に対しては人材の補充やIT
技術を使っての再生を図ったりと、いろいろな努力を惜
しみません。そうした努力が認められて、消防、警察、保
健所、労基署、行政、観光協会等も協力してくれています。
　地域一体となった取り組みが城崎温泉の街づくり、
ブランドを作り上げ、労働環境を守り、人材確保・定
着化に結び付いています。これからは今よりもさらに
多くの女性や高齢者の方に活躍していただきたい
と、考えています。

兵庫県豊岡市

取材を終えてわかった
成功のポイント

● 街全体を大切な観光資産と考える文化が息づいている
● 廃業等を防ぐ体制を整え、事業者のサポートに熱心に取り組んでいる
● 個々の利害を乗り越え、地域一体で働く人々を支えている

高宮 様

城崎温泉旅館協同組合

地域一体で取り組む人材確保1

【エリアの基本情報】

特徴

73 軒旅館数

1300年の歴史を持ち、有馬温泉とともに兵庫県を代
表する温泉街である。7つある外湯めぐりと冬場のカ
ニ料理が名物であり、志賀直哉、有島武郎など、多数
の文豪が来訪したことでも有名。小規模旅館で構成
され、日本的な情緒溢れる温泉街として外国人にも
人気がある。

お話をうかがいました

前理事長
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インタビュー

（取材日：平成30年1月12日）



　野沢温泉には、江戸時代後期から続く自治
組織“野沢組惣代”がある。これは、住人の共有
財産である山林や水源等を守りながら地域全
体の生活を支える活動をする組織であり、現在
は法人化され、温泉やスキー場等の収入を原
資としている。
　高度経済成長期、大旅行時代の訪れにより
旺盛な投資活動が行われ、温泉街の多くが宿
泊施設内に土産物屋や飲食店、遊技場等を囲

い込んだ結果、温泉観光地としての資源の衰退を招いた。
　一方、野沢温泉は外部の大手資本の進出を拒み、多様な商業施設や外湯等を楽しめる情緒あふ
れる街の観光資産を守った。

野沢温泉1-2

江戸後期から続く自治組織

温泉とスキーの街として賑わいを見せる野沢温泉。ここでも少子高齢化は進んでいるが、地域全体で課題解決を図っている。

　野沢温泉は歴史ある温泉地であり、古くから大規模
なスキー場があることでも有名です。しかし、そうした
スケールメリットに安心していては、激動の時代に生き
残れるとは思えません。現に、バブル崩壊以降の人々の
スキー離れでは、大きな影響を受けましたし、他のリ
ゾート地などでは、大規模資本を受け入れすぎたため
に、地元業者や地元民が利益を享受することができず、
ひいては観光地としての本来の魅力を失うといった傾
向があるようです。野沢温泉は、かねてより自治の意識
が高く、地元ありきで出発しながらも、観光客や移住者
とのふれあいを大切にしており、今では外国人とのふ
れあいも増えています。

長野県下高井郡野沢温泉村

取材を終えてわかった
成功のポイント

● 歴史ある自治組織の考えが今も根付いている
● 大資本に頼ることなく、地元の事業者や住民が街の観光資産を守っている
● 観光客や移住者とのふれあいを大切にする柔軟性がある

野沢温泉旅館組合
野沢温泉旅館ホテル事業協同組合

お話をうかがいました

インバウンド需要を取り込む
柔軟性

温泉の持つ観光資源や日本の文化・人・暮らしに興味を持ち、泊食分離のニーズが高いインバウ
ンドが顧客の約2割を占めるまでになった。民宿等の宿泊施設が抱える後継者問題においても、
野沢温泉の文化を愛する海外の事業者が引き継ぎ、新たなプロモーション活動によりインバウン
ド誘致に弾みをつける構造となっている。
　地域一体となった観光資産を守る活動が、結果的に新たなマーケットの開発や人材確保に結び
ついている。

　一方で、野沢温泉には進取の精神もあ
る。スキー場誘致を100年近く前から開
始。リゾート開発された各地のスキー場
とは一線を画し、伝統と文化が息づく趣
のあるスキー場として人気を博した。バ
ブル崩壊後、スキーブーム縮小の影響を
受け旅行客が3分の１に減少したもの
の、近年大胆にインバウンド誘致に舵を
切り、需要をうまく取り込んでいる。野沢

地域一体で取り組む人材確保1

【エリアの基本情報】

特徴

24 軒旅館数

大規模温泉街であるが、スキー客を対象とする民宿やペン
ションも多い。地元の自治組織によって管理・運営される
13箇所の共同浴場（外湯）があり、観光客も安価で利用で
きる。毎年数多くの観光客を受け入れつつも、古くからあ
る共同体としての機能を維持させている。

インタビュー
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片桐  様
専務理事

（取材日：平成30年2月7日）



　従来、ホテルニューアワジでの採用活動は地元
での中途採用が主体であったが、今後のマーケット
構造の変化を踏まえ、平成20年より新卒定期採用
にシフト。しかし、大学・専門学校で開催される会社
合同説明会は、新規参加の枠を得られにくい状況
であった。ここで功を奏したのが、以前から実施して
いる宿泊業への理解、学び支援、業界への貢献を目
的としたインターンシップである。
　インターンシップにより２つの気付きがあった。一
つは、和の文化やおもてなしに対し関心の高い学生の存在。もう一つは、「就職先」「職場」としての旅館
の情報が少ないため、純粋に未知の世界に興味を持って参加する学生が多いということ。学生との交
流を通して彼らのニーズを把握することもできた。

ホテルニューアワジ2-1

中途採用から新卒定期採用の導入へ

　「一人ひとりの長所を見る」が同社の理念。女性のワークライフバランスの実現を促すため、適材適
所への人事、保育所併設といった職場環境の整備等にも取り組む。現在、子育てをしながら幹部社員
として活躍中の女性社員も登場し、目指すべきモデルとなっている。また、社員の改善提案を形にする
組織横断型のプロジェクトも推進中。風通しの良い社風は定着率にもよい効果を与えている。

　当ホテルがお客様に対して訴求しているキャッチフ
レーズに「ありがとう　ただそれだけが、ききたくて」
というものがあります。当ホテルのコンセプトなので
すが、これはまさしく全従業員の気持ちでもあります。
　こうした気持ちをもってお客様に接することができ
れば、ホテルの将来は明るいものになると考えていま
す。そのためにも、従業員の皆さんが気持ちよく働くこ
とができ、特に女性が、結婚や出産など、人生のいろい
ろなイベントにあったとしても、システムでの工夫と、
皆で協力し合うというマインドで、長く働き、能力のあ
る方にはどんどん幹部になっていただきたいと考えて
います。

【エリアの基本情報】

旅館

特徴

117 室

営業形態 客室数

淡路島の東側、洲本温泉エリア内

兵庫県洲本市

立地場所

“くにうみの湯”、“淡路棚田の湯”など、歴史にちなんだ温泉が楽しめ
るほか、全室オーシャンビューで専有露天風呂も付いている。ミシュ
ランガイド兵庫2016特別版では“4レッドパビリオン”を獲得。

取材を終えてわかった
成功のポイント

● 地元での採用から、新卒定期採用への脱皮を図った
● きめ細かな研修やメンター制度で女性のキャリアアップを促進
● 保育所などを設置し、女性が長く働きやすい環境を構築

株式会社ホテルニューアワジ

女性のキャリアアップを促進する独自の教育研修制度を確立

職場環境の整備にも着手

　新卒定期採用に踏み切るにあたり、人材育
成のための仕組みづくりにも着手した。事前研
修、ジョブローテーション、半年研修、キャリア
アップ研修、ジュニアアカデミー（ミドルマネジ
メント向け）、シニアアカデミー（支配人・幹部
社員向け）といった階層別の教育体系を構築。
さらに新入社員に関してはメンター制度をと
り、先輩社員が研修内容を補完した。なお、新

入社員のジョブローテーションは客室係から始まる。いきなり
第一線に立つことは、冒険ともとれる試みだが、「お客様から糧
を得る」経験がキャリア形成をする上で有効であるというねら
いがある。実際、新入社員の熱意は顧客に評価され、モチベー
ションアップに繋がっている。

採用ホームページからも女性の登用に力を入れていることがうかがえる。

2 女性の働きやすさ、やりがいを創出

お話をうかがいました

統括人事課
課長

インタビュー

9 10

前田  様

（取材日：平成29年12月22日）



　札幌から1時間弱、奥座敷、定山渓温泉にある森
の謌は、女性をメインターゲットにした宿泊施設で
あり、年間約4万人が訪れる。「森の物語を堪能す
る」がコンセプトで、レストランに向かう道筋に敷か
れた絨毯には、うさぎの足跡に見立てたデザインが
施されている等、女性建築士による細部のこだわり
が徹底されている。
　日本一とも言われる「食べたいものが何でもあ
る」ビュッフェは、少量多品種の旬素材や飲料を揃
えており、女性のニーズに応えている。食事のみの
利用も可能であり、年間約5万4千人が少し贅沢なランチを楽しむ。その人気は留まらず、最近は札
幌市内にレストランを開店し盛況を極めているほどである。ロングステイのインバウンドに向けたプ
ロモーションにも力を入れており、徐々に注目されつつある。

森の謌2-2

コンセプトの徹底と、女性客のニーズを
捉えたサービスの提供

　当館は女性のお客様をメインターゲットとしてお
り、女性のお客様に愛されるためには並々ならぬ努力
が必要であることを知っています。気持ちよく過ごし
ていただくためには、きめ細かなサービスの徹底が必
要であり、それを実現するのは、しっかりした経営ビ
ジョンの浸透、戦略にあります。何か課題を発見した
ら、セクショナリズムで責任を押しつけるのではなく、
すべては複合化しているという前提で、１日以内で改
善の結論を出す。そういった文化が形成されていると
ころが当館の強みであり、従業員がやりがいをもって
働ける素地にもなっていると思います。

お話をうかがいました

【エリアの基本情報】

旅館

特徴

54 室

営業形態 客室数

札幌市南西方向の定山渓温泉エリア内

北海道札幌市

立地場所

「おとぎ話に出てくるような、豊かな森の物語を。」と謳い、豊かな自然
の中でのリゾートライフを提供する。価格競争に走ることなく、女性客
を意識したプランが充実している。

取材を終えてわかった
成功のポイント

● 女性目線を取り入れたビジネスモデルの確立
● 全従業員に経営意思を伝える
● 部署横断的に課題に対処し、やりがいのある職場を形成

鎌田  様
支配人

鶴雅ホールディングス株式会社
鶴雅リゾートスパ 森の謌

　同社は、初代の女性支配人により、現在の
ビジネスモデルが確立された。宿泊商品以外
にも「日帰り入浴＋ランチ」商品を販売してお
りフル稼働となるため、従業員のマルチタスク
化を図るべく部署異動が短いスパンで行われ
る。また月に一度、外部講師を招いて全従業

従業員のマルチタスク化や
独自のおもてなし標準を確立

　経営ビジョンの浸透や情報共有を目的とした全体集会を、2ヶ月に1度、全従業員が各自の勤務シ
フトに応じて参加できるよう1日3回×2日間開催しているという。会社の経営意思やありたい姿を示
すことで、従業員一人ひとりの果たすべき役割が明確になるとともに、他部署の理解や部署間の連
携強化に繋がった。一方、課題に対しては複合的な要因があるとし、全部門のミドルマネジメント層
が集まり議論し、1日以内で解決策を出すという方策をとっている。責任の押し付けはしない。日ごろ
から一緒に働く仲間のよい所を認め、声を掛け合い、顧客からの評価を表彰することで「褒める文
化」の醸成にも努めている。

経営ビジョンやありたい姿を明示し、スタッフ一丸となって目標に向かう

2 女性の働きやすさ、やりがいを創出 員を対象とした研修を行い、ホスピタリティをはじめメイクの仕方や歩き方に至るまで、女性客を意識
した独自のおもてなし標準を身につけるための育成プランを実践している。

高質なサービスは徹底したディスカッションと一人ひとりの高い意識から生まれる。

インタビュー
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（取材日：平成30年2月9日）



　鎌先温泉の湯主一條はかつて、白石蔵王に位置す
る湯治場であった。この１０年あまりの間に、湯治場
時代の建物をそのまま活かしながら客室数を３分の
１に縮小し効率化を図るとともに、付加価値を提供
することで客室単価を３倍にし、結果的に売上げを
倍増させた。他館が真似のできない個性が煌めく高
級和風旅館へと変貌を遂げたのである。
　この宿を語る上で「逆転の発想」という言葉が欠か
せない。平面図を持って歩いても迷うほど複雑な構造
の建物は「一條の杜探検」、同様に駐車場から伸びる急な上り坂は「一條の杜の旅の始まり」と銘打つ。
現代では貴重な古い湯治場の趣を伝える建物や間接照明、オブジェ等は物語性のある空間を演出し、
魅力的な宿泊体験の提供に成功している。

湯主一條3-1

　当館はもともとは、「本館＝湯治客」「別館＝観光

客」と分かれていたのですが、時代とともに湯治客が

減少し、一時期の経営は深刻な状況でした。世代交代

を契機に本館を洒落た個室料亭に変え、お客様目線

で客室備品を揃えたり、アンケートに耳を傾け、都度

改善し続けた結果、ようやく「人気の宿」と言われるま

でになりました。そして念願であった、客室のある別

館を総リニューアルすることができたのです。当館で

は女将がしゃしゃり出ることはなく、スタッフとともに

親身になってサービスに努めます。こうした姿勢がお

客様にも新鮮に映っているようですし、従業員同士の

連帯感にもつながっていると思います。

お話をうかがいました

【エリアの基本情報】

旅館

特徴

24 室

営業形態 客室数

白石市の鎌先温泉のエリア内

宮城県白石市

立地場所

創業約600年。かつての湯治湯時代から続く老舗であり、釘を使わない日
本古来の木造本館は国の有形登録文化財に登録されている。本館は現在、
古き良き趣はそのままに、内装などを大幅に変更し、個室料亭として人気を
博している

取材を終えてわかった
成功のポイント

お客様へのサービス品質向上のための研修などにも力を入れている。

　さらに、ルーティン化していた仕事を見直し、サービス品質に支障をきたさないところで徹底
的にムリ・ムラ・ムダを省いた。例えば、台車を使って運搬する動線上にある段差を無くし、器の
破損率低減や料理崩れを軽減、パントリーを整理整頓しミス防止や在庫の適正化を図った。業
務改善による生産性向上を図ることで、労務環境の整備につながっている。
　宿のブランド構築と働きやすい労務環境づくりは、働き手にとっての強力な動機付けとなっ
ている。

働きやすさとブランド力の向上がプラスの連鎖に

旅館の常識に囚われず、数々の改革に着手

● 大広間やカラオケなど、いわゆる「旅館の常識」に固執しない改革を断行
● 徹底して独自路線を貫き、ブランド化を実現
● 台車の動線一つにも気を配り、働きやすさと利益率の向上を追求

【減らしたこと】
ー和食
  （天ぷらは別注）
ー着物
ー浴衣（スパウエアに）
ー団体客
ー和室

【取りやめたこと】
ー湯治（自炊等）
ー日帰り入浴
ーランチ
ーカラオケ
ー部屋食
ーコンパニオン
ー大広間
ー番頭・仲居
ー旅館の常識
（業界の常識を疑う）

【増やしたこと】
ー広告出稿
ー禁煙部屋
ーサービススタッフ
ー食材原価
ーベッドの客室
ーリピーター
ー宿泊プラン
ー名前を呼ぶ習慣
ーお一人様

【加えたこと】
ー個室料亭禁煙部屋
ー料理ブランド
   （森の晩餐）
ーエントリーブランド
　（基本style）
ー物語性
    （森・タイムスリップ）

旅館の常識に挑戦した改革

3

時音の宿　湯主一條

インタビュー
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一條 様
二十代目

（取材日：平成30年1月19日）

「働いてみたい」というブランドを構築



　城西館は高知市内に位置する都市型旅館で
ある。売り上げは、宿泊が3分の１、残りが宴会や
ウエディング等のバンケット需要という構成に
なっている。高度経済成長期以降、都市型旅館
は苦戦を強いられた。ビジネス需要はビジネスホ
テル、バンケット需要はシティーホテルへと移る
過程で利用者は減少。そんな中、城西館は巧み
な経営手法で荒波を乗り越え、繁盛施設となっ
ている。

城西館3-2

　当館は土佐に生まれて140年、創業以来、皇族のご

常宿として、また多くの各界の名士をお迎えしてきた実

績があります。しかし、高知県内でも都市部にあること

などから、都市型施設としてどのような方向に指針を定

めるべきか、かなり迷う時期がありました。結論として

は、由緒や歴史は大切にしつつも、働く人が最も重要で

あり、それによって、館の行方も決まってくるということ

に気付きました。少子高齢化時代、働き手の確保はます

ます難しくなってきます。当館も、女性の積極登用や定

年延長などで、優秀で幅広い人材の確保に努め、社員

とそのご家族を含めて一丸となって進んでいこうと考

えています。

お話をうかがいました

【エリアの基本情報】

旅館

特徴

62 室

営業形態 客室数

高知市の中心街、県庁や高知公園に近接

高知県高知市

立地場所

明治7年創業の老舗旅館。高知城の城下町を眼下に望む展望露天風呂が人気
であり、坂本龍馬ファンもよく訪れるという。高知市の中心街にあるため、都市
型宿泊施設の性格を併せ持つ。

取材を終えてわかった
成功のポイント

都市型旅館が苦戦する中、
和の佇まいとサービスが好評を博す

育成プログラムや参加型マネジメントの導入でモチベーションアップ

　採用活動においてもプロジェクトチームを立ち上げ、学校訪問や説明会を実施するほか、担当教員
と信頼関係を構築し、就職後のミスマッチを防止するためにも業界についてざっくばらんに話をした。
地元就職志向のある学生にターゲットをしぼり取り組んだ結果、2016年度は採用数「ゼロ」であった
が、2017年は合計11名（大卒3名、高卒7名、和食調理1名、うち8名が女性）の採用に成功した。

新卒定期採用「ゼロ」からの脱却

● 社員の質の向上が何より大切であると考えた
● 採用活動では担当教員との関係を強化し、ミスマッチ防止に努めている
● 女性の積極登用や定年延長などの対策を盛り込んでいる

藤本 様

取締役
宿泊営業部長

3「働いてみたい」というブランドを構築

　同社は都市部に位置するがゆえに、他業種と厳しい労働力確保競争に直面することとなる。その
ため、早くから定着率にこだわり、社員のモチベーション向上に着手した。具体的には、毎年1月に全
館休館日を設け、全社員とその家族を招いた新年会を開催。新年度の経営方針を示し、目標達成の
ためのプロセスや指標を明確にする。個々の社員の主体的な取り組みや結果に対しては、評価や

フィードバックを行い、社員自身が成長を実感できるようにすることでモチベーションアップを図っ
ている。
　新入社員は、宿泊・宴会・フロント３部門を1年間かけて経験する。複数の仕事を理解するとともに
他部署への感謝の気持ちを育む。さらに、マルチタスク化により繁忙時間帯の異なる部署間で相互に
助け合うことができるようにし、業務量の平準化に努めている。
　さらに、経営目標に寄与するプロジェクトを社員に任せる参加型マネジメントを実践。例えば、
「飲料一新プロジェクト」では、女性客に喜ばれる高知ならではのゆずを使った飲料を開発するなど、
現場の知恵や工夫を汲み入れながら進行している。

いきいきと働く社員
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株式会社　城西館

インタビュー

（取材日：平成29年12月19日）



　湯の社ホテル志戸平は、高度経済成長期に大旅
行時代の需要をとらえ、湯治場から団体旅行施設へ
と転換し繁盛施設となった。しかし、バブルが崩壊し
デノミ基調の厳しい時代を迎え、顧客の嗜好も団体
ツアーから個人グループ旅行に変化し、新たな戦略
を図る必要が出てきた。効率のよい団体ツアー客の
おもてなしに秀でた従業員は、個々の顧客ニーズに
対応したおもてなしへと切り替えを迫られたのであ
る。
　コミュニケーションの原則として、「自分が変われば
相手も変わる」「立ち位置が変われば周り（の見え方）
も変わる」という考え方がある。従業員の心模様は顧
客に伝わるとし、同社は“感謝の文化”の導入に取り組んだ。全従業員を部門に関わらずチーム編

成し、「ありがとうの詩」を書くワークショップ
を定期的に開催したのである。当初は戸惑
いの声が多く聞こえてきたが、粘り強くチー
ムで話し合いを重ねるうちに、「家族にありが
とう」「共に働く仲間にありがとう」「お客様に
ありがとう」と感謝の対象を変え、最終的に
は詩集が完成した。後に製本し、各客室に配
備しているという。

湯の杜 ホテル志戸平4

　かつての大規模団体旅行全盛の時には、いかに効率
よく、一定レベルでのサービスをミスなくこなすか、そ
こが勝負でした。今は全く違います。お客様が何を求め
てこの館に来てくれるのか、そこを考えないとダメなん
です。これはもう、設備や技術といったことではなく、心
の奥底から湧き出る感動を素直に表現し、それをお客
様と自然に分かち合えるかどうかといったことになると
考え、みんなで「ありがとうの詩」を書くことを始めまし
た。根気よく続けることで、意外な自分に出会い、仲間
の違った面を見ることができる、貴重な機会となりまし
た。この活動によって、感謝を素直に表現できる下地が
できたと思います。

お話をうかがいました

【エリアの基本情報】

旅館

特徴

180 室

営業形態 客室数

岩手県内陸部の花巻市 花巻南温泉峡
志戸平温泉エリア内

岩手県花巻市

立地場所

多彩な風呂、ウォータースライダーのある温水プール、本格的ベーカリー体験
ができるパン工房、宮沢賢治の世界を学べるファンタジーシアターなど、工夫
に富んだ施設である。

取材を終えてわかった
成功のポイント

久保田 様
取締役

「ハード」から「ハート」への転換

　おもてなしが向上することで顧客は満足し、「ありがとう」の気持ちをさまざまな形で返す。素晴
らしい顧客との信頼関係を築いた先には、従業員のやりがいやモチベーション向上という好循環
が待っている。組織内でも感謝の気持ちを伝え合うことは仕事を進める潤滑油となり、パート
ナー企業や関連団体との関係性にもよい効果が波及する。このような相乗効果を生む職場は、働
き手にとっての評判も高く、人材確保に成功するのである。

顧客ロイヤリティ向上による相乗効果

● 感謝の気持ちの浸透が、ロイヤリティ向上と人材確保につながった
● 全従業員で取り組んだ「ありがとうの詩集」づくりが経営理念の体現に
 

問題は先送りせず、部門の垣根を超えた
ミーティングで解決を図る。かつての団体
ツアー客全盛時とは違うマインドで運営
されている

4 顧客ロイヤリティ向上による従業員のモチベーションアップ

志戸平温泉 株式会社

インタビュー

17 18

（取材日：平成30年1月31日）
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宿泊業の人材確保
～ヒントは女性・シニア層の活躍にあり！～

近　滋男 
田村寿浩

講師　　　株式会社 ＪＴＢ総合研究所 人材育成プロデューサー

冒頭挨拶　観光庁 観光産業課 観光人材政策室　参事官

ONLINE
SEMINAR

オンライン講座
講義資料（抜粋）

Week2 期間 ： 平成30年2月15日～3月15日

Week1 期間 ： 平成30年2月8日～3月15日

宿泊業の未来を考える
マーケットは拡大基調で、未来は明るいが、労働力確保に厳しい
環境に備える必要がある

新たな視点での労働力へのアプローチ
潜在労働力としての「女性・シニア層」等、様々な視点での労働力
へのアプローチが必要である

従業員のモチベーション向上の手法
モチベーションの構造を考えることにより、その有効活用を図る

地域一体となった協力体制で人材確保 ～働きやすさを実現～
城崎温泉の、地域一体となった取り組みの成果から、その有効性を
考える

女性の働きやすさ・やりがいを創出
ホテルニューアワジの、定期新卒採用への転換、定着率向上、女性
にとっての働きやすさ・やりがいの仕組みづくりからその有効性を
考える

働いてみたいというブランド構築
湯主一條の、湯治場時代のハードを活かしつつ、戦略的にホテルサー
ビスを取り入れ高級和風旅館へと生まれ変わった過程から、働き手
にとって 「ここで働きたい」というブランド構築の重要性を考える

顧客ロイヤリティ向上による相乗効果
湯の杜ホテル志戸平の、“ありがとう”の文化の導入を契機にした
顧客ロイヤリティ向上による、モチベーションアップ等の効果につ
いて考える

採用活動における戦略の重要性
城西館の、採用の危機に直面した際の取り組み、入社後の定着率向
上のための育成プログラム、参加型マネジメントについて考える

まとめ
労働力減少の中、唯一拡大し活力のあるシニア層に着目するとと
もに、厳しい労働力獲得競合の時代を迎える中、人に対する投資
の重要性を確認する

1-1

1-2

1-3　

男性

女性

受講総数

受講者アンケート（抜粋）

1,106人

オンライン講座に、あなたの考え方や行動に
対して影響を及ぼしそうな点はありましたか？

「あった」と回答した方の具体回答

受講状況

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

シニア世代でも働ける場所があること。また、それがAIでは対応できない分野であること。
これからの地域づくりと人材育成についてどう考えていくのか、将来に向けた見通しの中でどのように課題を克服し、自分
たちの強みを発見してそれを活かして行けば良いのかという点。
観光業界における成功事例について知ることが出来た点。
若手に対する教育。特に一過性ではない体系的な教育プログラムの必要性について認識を新たにした。
宿泊業の人材難の打開策は、他の業界でも活用出来ると思った。モチベーションアップの取組も参考になった。
いかに従業員の動機付けをしていくかの仕組み、現状把握からの改善策のヒントをつかめた。

●
●

●

●

●

●

あった
61%

なかった

n=230

39%

受講登録数（人）
受講登録構成比
他講座平均

10代以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 男性集計

2人
0.2%
1%

2.8% 5%
11% 7%

5%
2%

49%
%

31人 55人 133人 148人 121人 50人 540人

9% 13%
12%
15%

13% 11%

受講登録数（人）
受講登録構成比
他講座平均

10代以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 女性集計 その他

3人
0.3%
1%

5% 7%
5% 2%

1%
0%

36%
%

51人 76人 107人 113人 39人 7人
15%
14%

170人396人

6% 7%
10%
7%

10% 4%

Q



セミナーに参加されていかがでしたか？

良い
34%

たいへん
良い
52%

普通
12%

無回答
2%

セミナー参加後、宿泊業に対するイメージは変わりましたか？
【働きたい女性・シニア層】

「時間、休日にメリハリがつけられる働き方ができる」「働きや
すそう」「やりがい、モチベーションを感じられる」といった好転の
意見が多かった

イメージが
変わった

イメージは
変わらない
30%

その他
3%

67%

21 22

全国セミナー

会場の様子

ランチとお茶を取りながら。

事業者と、求職者が対面し、
直接問合せ、意見交換できる場を
ご用意しました。

「観光業・宿泊業ってどんな産業？どんな職場？」
「実際に働くために知っておくといいことは何？」

当日スケジュール

参加者の声（アンケートから抜粋）

10:30～12:00

12:00～13:00

13:00～14:00

「人材確保のヒントは、女性・シニアをいかに活かすかにあり！」

働きたい女性・シニア向け
セミナー

個別相談
（※希望者のみ）

宿泊事業者向けセミナー

業界についての
質問から、雰囲気や
待遇まで、聞きたい
ことは盛りだくさん！

セミナーに参加した理由は？
【宿泊事業者】

働きたい方との面談会があるので、採用につながる人材との出会いがあるかと思い参加した
女性やシニア層の人材確保をもともと考えており、そういう方達がどのような働き方を望んでいるかを知りたくて参加した

セミナーで得た内容を社内にフィードバックし、シニア採用につなげたいと考え参加した

人材確保・定着において苦労している点は？

【宿泊事業者】

【宿泊事業者】

・募集をかけても応募がない

・新卒の定着率が悪く、3年未満で離職するケースが多い

・人事スタッフのレベルアップ

人材確保・定着において工夫している点は？

●女性・シニアの活用

  ・子育てや介護などのライフイベントがあっても、

　 キャリアを途切れさせないようにしている

　・定年者の再雇用を実施

●教育、育成

　・フラットな人間関係づくりに主眼をおいた社員教育

　・メンター制度を取り入れ、新入社員、管理職を

　　階層別に研修している

セミナー参加前、宿泊業に対して

どんなイメージを持っていましたか？

【働きたい女性・シニア層】

「働く時間が長い、休みがとれない」等、労働時間や休日に

関するものが多くあげられた　また「賃金が安い」といった

待遇面や「上下関係、お客様への気遣い」などの声もあった

東京会場でのスナップ

2月9日（金）

福岡会場でのスナップ

2月19日（月）

名古屋会場でのスナップ

2月21日（水）

TOKYOTOKYO

FUKUOKA

NAGOYANAGOYA

FUKUOKA

イメージがない
55%

良い
イメージ
21%

良くない
イメージ
24%

n=33

n=33

n=65

【宿泊事業者】

・働きたい方の意向等が理解できた

・一般の方と直接話をする機会が設けられていて、

  すごく貴重な時間だった

【働きたい女性・シニア層】

　・複数の宿泊施設の方とお話ができて良かった

　・具体的な質問ができて良かった

　・宿泊業で働くことのメリット、デメリットをよく知ることができた

　・観光産業で働くイメージが具体的になった

観光産業課 観光人材政策室 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3　URL: http://www.mlit.go.jp/kankocho/

2018年3月発行　許可なく複製を禁ず

編集・作成　株式会社 JTB総合研究所
観光庁

本冊子は、観光庁より 株式会社 JTB総合研究所が事業を受託し編集・作成しています

〒105-0014  東京都港区芝 3-23-1  12 階　URL： http://www.tourism.jp/
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