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第1部：観光庁挨拶

14:00~14:05（5分） 観光庁挨拶（地域における観光産業の実務人材確保・育成事業について）
 観光庁参事官（観光人材政策担当） 田渕 エルガ

第2部：事務局説明

14:05~14:15（10分） 地域における人材確保・育成のポイント
 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアマネージャー 林 真依

第3部：地域実証成果報告

14:15~15:35（80分）
※20分×4地域

4実証地域からの成果報告
 黒川温泉観光旅館協同組合
 蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策事業化協議会
 湯田川温泉観光協会
 湯田中渋温泉郷人材開発協議会

第4部：実証地域とのネットワーキング

15:35~16:00（25分）
4実証地域とのネットワーキング
※実証事業者ごとにブレイクアウトルームを作成します。各ルームをご自由に移動できますので、ご関
心のある地域のルームにお入りください。

本日のプログラム



観光庁挨拶
観光庁参事官（観光人材政策担当）
田渕 エルガ
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観光人材の育成・確保について



令和３年度 地域における観光産業の実務人材確保・育成事業

研修の実施 勤務体制の整備

事業概要

本事業の取組みの成果として、各地域の取組みをナレッジ集にまとめ、
他の地域でも取り組めるように横展開を行い、観光産業における課題の解決を図る

現状と課題

観光業界における人手不足は深刻であり、今後さらに拡大するインバウンド需要に応えるためには、人材の確保・定着が不可欠

➢課題１：人材の確保 人材が不足しているか

・宿泊業においては、約8割の
企業が人手不足に陥っている

・有効求人倍率も年々増加して
おり、全産業に比べ3倍近く
となっている

➢課題2：人材の定着

日本商工会議所 令和元年「人手不足等への対応に関する調査」
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全職業

接客・給仕の職業（宿泊業・飲食業等の接客にかかる職業）

労働力の確保が必要

・宿泊業においては、離職率が
約3割となっており、働きや
すい魅力的な職場となってい
ない

誰もが働きやすい職場への
変革が必要

（倍）

厚生労働省 令和元年「職業安定業務調査」 厚生労働省 令和元年「雇用動向調査」※グラフ上段は2019年度調査、下段は2018年度調査

81.8%

79.2%

78.2%

75.4%

72.7%

72.0%

60.5%

57.7%

43.1%

宿泊・飲食
業

介護・看護

運輸業

建設業

情報通信・情報サービス
業

その他サービス
業

卸売・小売
業

製造業

金融・保険・不動産
業

27%

0%

10%

20%

30%

建
設

製
造

情
報
通
信

運
輸
・
郵
便

卸
売
・
小
売

金
融
・
保
険

不
動
産
・
物
品
賃
貸

学
術
研
究
・
専
門
技
術

宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
・
娯
楽

教
育
・
学
習
支
援

医
療
・
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
（
そ
の
他
）

有効求人倍率 離職率

◆観光産業の潜在労働力の確保・定着における課題解決に資する検討会を実施
特に地方部の宿泊施設・旅館における確保・定着後のキャリアパスや人材活用の在り方等を検討

◆全国４地域において、人材の確保・育成に関するモデル事業の実施
（女性活躍・就職氷河期支援に焦点を当てた地域について、優先採択）
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＜ 取組の主な内容 ＞
・女性が働きやすい職場環境整備に向けて、休日託児の実施
・短時間しか働けない方を対象にした勤務体制の整備
・複数の旅館が一体となった育成研修の実施 等



北海道エリア
【中核人材育成・強化事業】（社会人向け講座実施）

●小樽商科大学
： 観光産業の中核を担う経営人材育成講座アドバンスコース

東北エリア
【中核人材育成・強化事業】（社会人向け講座実施）

●青森大学：実践から学ぶ自然環境資源を生かす体験型観光商品の開発手法

【実務人材確保・育成事業】（人材の採用・定着に関するモデル事業の実施）

●乳頭温泉組合（R1・2年度）
●一関温泉郷協議会（R2年度）
●湯田川温泉観光協会（R2・3年度）

中国・四国エリア
【中核人材育成・強化事業】（社会人向け講座実施）

●山口大学
： SDGｓによる山口県のスポーツ観光

●愛媛大学
： 愛媛県・四国の儲かる観光サービス業を担う
中核人材育成プログラム

北陸信越・中部エリア
【中核人材育成・強化事業】 （社会人向け講座実施）

●北陸先端科学技術大学院大学：観光コア人材育成

●信州大学： ユニバーサルフィールド・コンシェルジュ養成

【実務人材確保・育成事業】（人材の採用・定着に関するモデル事業の実施）

●蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策事業化協議会（R2・3年度）
●湯田中渋温泉郷人材開発協議会（R3年度）

関東エリア
【経営人材育成事業】 （観光MBAの実施）

●一橋大学：ホスピタリティ・マネジメント・プログラム

【中核人材育成・強化事業】（社会人向け講座実施）

●横浜商科大学
：MICEビジネス中核人材育成

●東洋大学
：ホスピタリティ産業における女性活躍と組織作り

●明海大学
： 地域の観光産業の強化を担う宿泊施設のための中核人材教育

【実務人材確保・育成事業】（人材の採用・定着に関するモデル事業の実施）

●草津温泉観光協会DMO人材育成部会（R1年度）
●栃木県観光物産協会（R1年度）

近畿エリア
【経営人材育成事業】 （観光MBAの実施）

●京都大学：観光経営科学コース

【中核人材育成・強化事業】 （社会人向け講座実施）

●滋賀大学
： ウエルネスツーリズムプロデューサー養成講座

●関西国際大学
：ツーリズムプロデューサー養成

●和歌山大学
：観光・地域づくり

九州エリア
【中核人材育成・強化
事業】
（社会人向け講座実施）

●大分大学
：宿泊業の伝統と経営革新

●鹿児島大学
：世界自然遺産によるエコツアー
DMO形成のための中核人材育成

【実務人材確保・
育成事業】

（人材の採用・定着に関する
モデル事業の実施）

●黒川温泉観光旅館
協同組合（R2・3年度）
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観光産業における人材育成事業実施エリア



事務局説明
（地域における人材確保・育成
のポイント）
PwCコンサルティング合同会社
公共事業部
シニアマネージャー 林 真依
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＜参考＞申込者の属性
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• 成果報告会申込者の属性は、「観光業関係者」が76.5%で最も多く、次いで、「その他の立場の方」（観光業以外の業界で働い
ている方や、大学生等）が20.0%、「これから観光産業で働きたいと考えている方」が3.5%である

• 観光業関係者の方が所属する団体は、「旅館」が25.0%で最も多く、次いで、「DMO」が22.7%、「ホテル」が14.8%と続く

 申込者の属性（n=115）  うち、観光業関係者の所属団体種別（n=88）
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＜参考＞成果報告会への参加目的

• 成果報告会への参加目的は、「実務人材の育成に係る取組を知りたい」が66.1%で最も多く、次いで、「実務人材の確保に係る取
組を知りたい」が60.0％、「実証地域の取組でどのような成果が出たのかを知りたい」が47.0%と続く

※その他の回答例：
• 観光産業と地域づくり(関係性づくり・共創)について知りたい
• 現実的で継続性のある資金源の確保について知りたい

 参加目的【複数回答可】（n=115）
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実証地域との協業を検討している

観光産業でどのような活躍の場があるのかを知りたい

観光産業でどのようなキャリアを歩めるのかを知りたい

観光産業でどのような働き方ができるのかを知りたい

観光産業においてどのように潜在労働力の確保に取り組んでいるかを知りたい

実証地域の取組でどのような成果が出たのかを知りたい

観光産業における実務人材の確保に係る取組を知りたい

観光産業における実務人材の育成に係る取組を知りたい 【66.1%】

【60.0%】

【47.0%】

【33.0%】

【21.7%】

【16.5%】

【16.5%】

【2.6%】

【3.5%】
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人材の活躍を実現するために必要なのは、8つのアクション
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地域の目指す姿の策定

必要な人材像の特定

関心の醸成

入職意欲の醸成

採用活動

自己実現の機会の提供

働き方改革

学習機会の提供

地域全体として目指す姿（ビジョン）を策定する

目指す姿を実現するために、各宿泊事業者における経営戦略を踏まえて必
要な人材像を特定する

SNS等で、活躍する人材や地域の魅力を発信する

インターンシップなどを通じて、働く魅力を感じてもらう

必要な人材像に合う人材を採用する

学んだことを、旅館の業務や地域貢献・地域発展のための取組に活かし、
成長や成功の体験を積むことができる機会を提供する
短時間勤務、兼業・副業等の制度整備や、無駄な業務・残業の削減など、
働き方改革を行う

地域内の他の旅館等と連携しながら、教育・研修等によるインプットの機
会を提供する

定義

確保

育成

• 人材の活躍を実現するにあたっては、地域のビジョンの策定～働き方改革まで、大きく8つのアクションがポイントとなる
• 各要素の上流のアクションは全体を俯瞰して考えられる地域（組合等）が、現場に近いアクションは個別の状況をよく知る各宿泊事
業者が主体となって取り組むなど、地域と宿泊事業者がチームとなって取組を進めていくことが重要である

要素 アクション 概要 主体

地域

：主となって取り組むもの
：サポートとして取り組むもの凡例

宿泊
事業者
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ポイントは、定義⇔確保⇔育成のサイクルをぐるぐるまわしていくこと
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単発型 サイクル型

定義

確保

育成

必要な人材像が定
義されず、適切なター
ゲット選定及び情報
発信ができていない

研修や業務が受け身
になり、活躍する人
材が育たず、魅力あ
る好事例の発信がで
きない

他地域を単に模倣し
た制度や研修、会社
都合による業務分担
により、必要な人材が
育たない

定義した人材像から
ターゲットを明確化し、
ターゲットに合わせた
地域の魅力発信が
できている

必要な人材像の定
義に照らして研修や
業務の設計・提供が
できることから、効果
的に育成できる

活躍する人材が増え、
魅力的な人材や業
務の事例が生まれ、
更に人材が集まる

成果や現場感覚を
踏まえて、地域のビ
ジョンや必要な人材
像をより具体的に
バージョンアップでき
る

人材確保・育成の取組が単発的に実施され、
活躍する人材が生まれづらい

定義を決め、それに基づいて人材確保・育成に取り組むことで、
活躍する人材が持続的に生まれるサイクルが回る

• 人材確保・育成の取組により、活躍する人材を持続的に輩出できるような仕組みを構築することが重要である
• 活躍する人材を持続的に輩出するためには、地域の目指す姿及びその実現のために必要な人材像を定義した上で、人材確保・育
成の取組を実施し、活躍する人材が新たに人を呼び込む、「サイクル型」の仕組みを回すことがポイントになるのではないか

定義

確保

育成
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＜参考＞（観光業関係者の方）所属組織又は地域における人材確保・育成に関する課題

• 観光業関係者の方の所属組織又は地域における人材確保・育成に関する課題は、「組織/地域として目指す姿が明確になっていな
い」が40.9%で最も多く、次いで、「目指す姿に到達するための経営戦略が明確になっていない」及び「経営戦略に基づく必要な人
材像が明確になっていない」がそれぞれ36.3%である

※その他の回答例：
• 行政の人材不足や専門人材雇用に関する理解不足
• 離島のため人材確保や人材交流が困難
• 適切な人材の確保

 人材確保・育成に関する課題【複数回答可】（n=88）
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11.その他
10.働きやすい職場環境を整備できていない

9.観光産業で働く人材に自己実現の機会を提供できていない
8.観光産業で働く人材に学びの機会を提供できていない

7.観光産業で働く人材と、今後のキャリアについて話し合えていない
6.採用活動でのマッチングが上手くいっていない

5.観光産業への入職意欲を醸成することができていない
4.就職候補者等に、観光産業に対する関心を持ってもらえていない

3.経営戦略に基づく必要な人材像が明確になっていない
2.目指す姿に到達するための経営戦略が明確になっていない

1.組織/地域として目指す姿が明確になっていない 【40.9%】
【36.3%】
【36.3%】

【15.9%】
【20.5%】

【22.7%】
【18.2%】

【29.5%】
【21.6%】

【23.9%】
【3.4%】
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【黒川】黒川塾を中心とした人材活躍サイクルモデル
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『2030年ビジョン』
の策定

第2期黒川塾

経営者向け研修

活躍する人材等の
記事・動画の制作

受け入れ人材研修
・インターン

 外部講師・専任ディレクターと組合の研修部が連携し、次世代リーダー候補に対し1年を通した研修を実施
 自分自身のできることと課題をベースに、周りを巻き込み実践する「マイプロジェクト」等、自ら行動して活躍する人材を育成

 インターン生を受け入れる人材（黒川塾
の卒業生）が魅力の伝え方を考え、イン
ターンから採用の流れを強化

 黒川塾の卒業生や受講生が新しく
実施した魅力的なサービス等を記事
や動画で紹介

 地域内での、能力があるが短時間しか働けない方
を対象にした勤務体制の整備

 ビジョンに沿った人材の確保、確保のための取
組への投資の重要性への理解醸成

 30の宿が団結しつつ、競いながら質を高める文化
を創出

 「地域が人を育て人が宿を創る」を信条にした地域
を背負う人材育成の環境づくり

 人材確保・育成の取組の成果や現場感覚を踏ま
えて、長期的にビジョンを具体化

黒川塾を中心とした人材活躍サイクルモデル

短時間勤務者の
採用・制度の整備

：核となる取組からのつながり凡例

定
義

確
保

育
成

黒川塾などの地域特性や課題を反映した独自の人材育成事業を展開し、自ら行動し活躍
する人材を生み出すことで、受け入れ体制を充実させつつ、次の人材を呼び込むことができる
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【蓼科】休日託児を通じた活躍女性とのつながりを中心とした人材活躍サイクル
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休日託児による活躍する女性とのつながりを中心とした人材活躍サイクル

定
義

確
保

育
成

休日の託児拠点を運営することで、観光産業で活躍する女性とのつながりが生まれ、そのつ
ながりを活かして、入職意欲を高める情報発信等を実施する

躍女広場

休日託児

地域と学びの
プログラム

 「日本一女性が活躍する観光地域」を目指し、女性が安心して
働き続けられる文化を構築

 人材確保・育成の取組の成果や現場感覚を踏まえて、長期的に
ビジョンを具体化

子ども目線の
魅力発信

意識調査

 観光産業で活躍する女性
が自身の仕事に関するワー
クショップを実施し、観光産
業への入職希望者に働く
魅力を発信

 観光産業で活躍する女性へ
のインタビューのリーフレット・ポ
スターを制作

 市民館等に掲示し、地域の方
に働く女性の魅力を発信

 子育て中の女性が休日も安心して働ける
よう、休日の託児拠点を運営

 利用する親子とのつながりを活かして、観
光産業の魅力を発信する取組を実施

 宿泊事業者の経営層・スタッフに対する女性
の労働環境に関する調査から、課題を特定し
打ち手を検討

 託児拠点の子どもたちが、
宿泊事業者で働く両親へ
のインタビュー、動画制作を
行い、子ども目線で宿泊業
の魅力を発信

女性が働き続け
られる文化構築
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【湯田川】企画持ち込み型インターンを中心とした人材活躍サイクル
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企画持ち込み型インターンを中心とした人材活躍サイクル

定
義

確
保

育
成

湯田川のファンをインターンとして採用し、自身の“得意”を持ち込んで地域で活躍してもらう
ことで、地域の魅力向上と次の人材確保につなげる

体験型研修

企画持ち込み型
インターン

専門人材の採用

HP・SNSでの
発信・交流

教育ビデオ作成

イベント

地域内兼業

 HP・SNSでビジョンや旅館・人材紹介、イベントの様子を高頻度で発信
ライブ配信アプリでファンと地域の人材が対話できる機会を創出

 湯田川の魅力に惹かれ
地域でやりたいことがあ
る方が兼業として携われ
る事業者とのマッチング
等のサポート

 インターン生による研修や、地域の歴史・文化に
まつわる動画を制作

 社員が魅力あるサービスを提供できるようにする
ための教育ビデオとして活用

 ファンの関心が高い日本酒や
SDGsをテーマにした体験型研修
で、ファン目線でのサービス提供を
学ぶ

 湯田川の魅力に惹かれた専門人
材をインターンイベントの運営サ
ポートで採用。実績を残したイン
ターン生は専門人材となり継続的
に地域の取組に従事

 湯田川の魅力を生かしたイベントをインターン生が持ち込
み、企画・実行。イベントの様子はSNSでの発信や社員
向け研修に活用し、ファンづくり・人材育成に寄与

ビジョンの策定
 SNSを中心にファンコミュニティを形成し、ファンが人材を呼び、
人材がファンを増やす温泉街を目指す

 人材確保・育成の取組の成果や現場感覚を踏まえて、長
期的にビジョンを具体化
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【湯田中渋】教育プログラムを中心とした人材活躍サイクル
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教育プログラムを中心とした人材活躍サイクル

定
義

確
保

育
成

旅館MBA支配人養成講座及びフォローアップによる教育プログラムを通して、管理職として
必要な知見の習得→実践→定着の機会を提供し、即戦力として活躍する人材を育てる

16

管理職登用やりたいこと
支援制度 HP・動画制作

教育講座の
実施 観光系の学部を持つ大学

と連携して、旅館経営に必
要なことを包括的に学ぶこ
とができる「旅館MBA支配
人養成講座」を実施

 教育プログラムの内容や当日の様子を記
事・動画で紹介

教授陣による
フォローアップ

 プログラム修了者に対して
教授陣がフォローアップする
ことで知識が定着

必要な人材像
の特定

 教育プログラムの受講者を中心に管理職に
登用。業務遂行にあたって追加で必要な知
見等があれば、教育プログラムを改善

 経営者が経営に集中できるよう、実務を取り
仕切る管理職レベルの人材育成を目指す

 人材確保・育成の取組の成果や現場感覚を
踏まえて、長期的にビジョンを具体化

 やりたいことがある社員に対して、経験を積ま
せる機会を提供。業務遂行にあたって追加
で必要な知見等があれば、教育プログラムを
改善
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「横」と「斜め」のキャリアがこれからのポイントに

いまの職場の中で職階の階段を登っていく／専門性を深め
ていく
（例：リーダーやマネージャーになっていく、〇〇のプロとして経験を
深めていく）

3つのキャリア

いまの職場の中で、異なる職種を経験／協業していく
（例：現在は仲居だが一定期間〇〇を経験する、仲居の仕事を
続けながら時間の2割は〇〇の業務も行う）

地域内外の関係団体の中で／と一緒に経験を積み、地
域への社会貢献や、地域の特色を生かした宿づくりに必要
なスキルや経験、幅広い視点を得る
（例：他の旅館や温泉協会、DMO等との人事交流やPJT協働）

①縦のキャリア

②横のキャリア

③斜めのキャリア

• 現状、特に中小規模の旅館をはじめとした多くの宿泊事業者で、メンバーのキャリア形成に係る取組が不十分であり、それが人材の
確保・育成・活躍を推進する上での課題となっている

• 他方、職場内のみで多様な経験を提供したり職種・職階を増やしていくことは現実的でないケースも多い
• 職種や職場・地域内外にとらわれない、「横」・「斜め」方向での柔軟なキャリア形成の取組を進めていくことが重要と考えられる

1

旅館等

レストラン 農家
DMO

温泉組合

旅館

ホテル

2

3

職場内 地域内 地域外



地域実証成果報告
➀黒川温泉観光旅館協同組合
②蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策
事業化協議会
③湯田川温泉観光協会
④湯田中渋温泉郷人材開発協議会



実証地域とのネットワーキング
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時間 15:35-16:00 (25min)

実証地域の方
• 事務局にて各地域ごとのルームを作成し、実証地域の方を振り分けます
• 参加者がブレイクアウトルームに入りましたら、ネットワーキングを開始してください

参加者の方

• 参加希望の実証地域のルームへ移動ください
• 途中で別のブレイクアウトルームに移動いただけますので、複数の実証地域とネットワーキング
が可能です

• 飛び入り参加OKです！

ネットワーキングの実施方法について

• このあと25分間のネットワーキングイベントを実施します
• ご興味がある実証地域のブレイクアウトルームにご自身で選択してにご入室ください
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２

ネットワーキングは原則「ミュートON・カメラON」
でご参加いただけますと幸いです
※ご発言の際にミュートをOFFにしてください

※ブレイクアウトルームのタイトルはZOOMの仕様上、短縮して記載しておりますので、予めご了承ください。

１

「ブレイクアウトルームに参加」から参加希望の
実証地域のルームへ移動ください
※途中でルームを変更する場合は「別のブレイクアウト
ルームを選択」から変更ください

※ミーティングを退出してしまった場合は、もう一度
ZOOMリンクより参加ください

※メインルームは事務局用のため、ネットワーキングにご参加
の方は、いずれかの地域のルームにお入りください

１

２

移動方法とお願い

黒川

湯田川

湯田中渋

蓼科

1. 黒川に参加しますか？
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Agenda
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# 項目 頁数

1 地域の概要 p.3-6

2 今年度事業における各取組の内容・成果 p.7-22

3 今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性 p.23-24

4 本日のご参加者へのメッセージ p.25-26



地域の概要
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協議会名 黒川温泉観光旅館協同組合

組合構成員
（黒川温泉旅館組合） 事務局長 北山元／研修部長 後藤麻友／事業部長 北里有紀
（MAEDA LD OFFICE） 前田優

モデル性
黒川塾などの地域特性や課題を反映した独自の人材育成事業を展開し、自ら行動し活躍する人材を生み出すこ
とで、受け入れ体制を充実させつつ、次の人材を呼び込むことができる

目的
• 黒川クオリティを担保しつつ、インターンから採用へのフローを強化

• 社員のキャリアプランの多様化とスキルアップによる旅館運営の強化・効率化

アクション

地域の目指
す姿の策定

必要な人材
像の特定

関心の醸成

入職意欲の
醸成

採用活動

自己実現の
機会の提供

働き方改革

学習機会の
提供

定義

確保

育成

要素 今年度事業の取組

2030年ビジョンの策定

経営者向け研修

第2期黒川塾

短時間勤務者の採用
短時間勤務制度の整備

抱えていた問題

地域として人材領域の課題に長期的視点でどのよう
に取り組んでいくべきか、旅館としてどのような人材を
採用していくべきか、その認識がそろっていない

自分のできることに気づき、自ら行動を起こして活躍す
る人材が少ない

旅館内での業務に閉じがちで、地域内の他の旅館の
者と交流・議論できる場が少ない

地域内の、能力があるが短時間しか働けない者の受
け入れ体制が不十分である

受け入れ人材研修・インターン

短時間勤務者の採用
活躍する人材等の記事・動画の制作

地域内の全ての旅館が人材の重要性を認識できてい
るわけではない

毎年、地域・各旅館の魅力を伝えるインターン等を実
施できる体制が整っていない

この地域で働くことの魅力や、得られるものを、十分に
伝え切れていない

取組概要
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取組
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

インターン

採用動画制作

女性従業員紹介
記事

短時間勤務体制
つくり・採用

経営者向け研修

第２期黒川塾

6/30 
受け入れ
研修①

インターン
中止

１本目撮影

２本目撮影

掲
載

検証

１本目

２本目
掲載

短時間勤務体制つくり

地元人材の採用活動

6/
30 
①

7/
14 
②

1/12
⑤

12/8
③

12/22
④

2/9
⑥

10/4 検証研修内容検討

10/1 
②

10/27 
③

9/8 
意見
交換

ジョブ型人材活用事例
インタビュー取材

2/16
④発表

取組スケジュール

10/8 
全体
会議

募集
旅館募る

ページ
制作

編集



取組体制
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関係図

南小国町
SMO
南小国

黒川温泉観光旅館協同組合

学生 / 観光客

協力 協力

グライドアーツ
スタジオ他

旅館 講師
MAEDA LD

OFFICE • 育成・採用ノウハウ

• 研修プログラム開発
• 受け入れ研修
• 短時間勤務体制つくり
• 黒川塾

• 経営者研修

講習依頼外注 外注

講習

インターン
実施

HP・SNSでの

情報発信
インターン
サポート

凡例
：本事業における契約範囲
：契約関係外



今年度事業における
各取組の内容・成果
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【黒川塾 第２期のスケジュール及び取組内容】

「黒川温泉採用情報サイト」掲載
https://www.kurokawaonsen.or.jp/recruit/

・事業目的（テーマ）
価値を創れる人財になる、考動できる人財になる。
（次世代リーダーの育成・キャリア観の醸成）

・全６回
【第1回】6月30日（水）オープニング・チーム形成
【第2回】7月14日（水）黒川の食と循環（食と地域性）
【第3回】12月8日（水）入湯手形の製作背景を知る（地域文化）
【第4回】12月22日（水）キャリア形成・マイプロジェクト
【第5回】1月12日（水）ライティング講座 聞く・書く・伝える
【第6回】2月9日（水）最終発表会

取組内容 黒川塾 第２期の実施

【取組の背景・課題】

• 地域の人材領域における課題としては、若者の非定着（早期離職）がある。その理由として「キャリア
を築けない」「将来が不安」というキャリアパスの問題が大きく影響している。

• この問題に関しては、キャリアパスの構築ではなく、現環境下での従業員の意識改善（日々の仕事への
意味づけ）が重要であるという仮説のもと、各旅館の若手リーダー候補を集め、昨年度から“be型”（ど
うあるべきか）に特化した研修プログラムを実施。

• まずはその層の意識を変えることにより、上下（経営者・新人スタッフ）にもその影響・効果を波及さ
せていくことを狙いとしている。

取組①：地域を担う次世代リーダーを育てる『黒川塾』



【取組のポイント】
① “be型”の人材育成カリキュラム
徳島県神山町の地域人材育成事業『神山塾』や星野リゾートのチューター制度を参考に、全6回の研修を
通して「自身はどうありたいのか」「キャリアとは」を問うカリキュラムとしている。
最終課題として旅館に価値をもたらすアウトプットの機会を設けることで、小さな成功体験を得て、
リーダーの行動・意識が変わっていく。

② 地域同期化
全6回の研修をメンバー固定とすることで、塾の参加者は擬似的な「同期社員」となり、塾生の行動・意識
変化が、他のメンバーの刺激となり成長を促す。また卒塾後は、同期としての横・次の期の塾生を迎える
先輩としての縦のつながりが生じ、コミュニティが作られることにより、離職率の低下が期待される。

【工夫・留意した点】
• 座学・フィールドワーク共に、「旅館でのOJTでは経験できないこと」を意識している。

• 仕事観・キャリア観などの価値観に変化をもたらすには、感情の揺さぶりを生じさせる機会提供が大切
だが、各塾生にとって何がそれに該当するかはそれぞれであるため、地域文化理解・クリエイティブ要
素・自分と向き合うことなど、研修の軸をしっかり設けながらも体験コンテンツにバリエーションを持
たせている。

9



参考）黒川塾 第２期 最終発表会

→ 塾生の変化・主体性・アイデアが、地域・旅館を変える原動力になる。

やまびこ旅館
野崎 泰雅

旅館組合事務局
佐藤 葵
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• 塾生の意識変容率については、研修の前と後において意識がプラスに向上した比率が73.9％と大幅に向上した。特に差異が大き
かった➕4（質問項目に対して研修前は1点だったが研修後は5点になった）の項目は、「手形の取り組み・背景」「研修への参加

意識」「旅館のフォローアップ体制」の３つ。旅館のフォローアップが向上したという点は昨年には無かった変化であり、旅館内
部にも「黒川塾」の影響力や人材育成における意識の変容がみられた。

• Q15にある、「3年後も働いている意欲があるか」の項目では5名がプラス評点となる。黒川塾が定着という観点からも貢献できて
いる。

成果

取組①：地域を担う次世代リーダーを育てる『黒川塾』
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取組内容 『受入人材育成研修』の実施等

【取組の背景・課題】

• 黒川温泉においても、人材の確保は直近の重要課題だが、採用接点の工夫があまりなされていないという
のが現状であった。中でも、インターンシップを「高稼働時の人員」としか捉えていない旅館が多いこと
から、インターンシップに対する考え方と、各旅館の受け入れ体制に変化を持たせる必要があった。

【受入人材育成研修のスケジュール及び取組内容】

「黒川温泉採用情報サイト」掲載
https://www.kurokawaonsen.or.jp/recruit/

・事業目的
① 人を育てる・人に向き合う“リーダーとしての意識”の醸成
（若手のキャリアを考え、指導することのできる人材の育成）

② 旅館の魅力を内外（従業員・お客様）に伝えることのできる
人材の育成

・全４回
【第1回】6月30日（水）オープニング

「インターンシップの役割−ファンづくりの視点−」
【第2回】10月 1日（金）「インターンシッププログラムの設計⑴」
【第3回】10月27日（水）「インターンシッププログラムの設計⑵」
【第4回】 2月16日（水） 最終発表会（フィードバック）

取組②：インターンシップ等の受け入れ体制の強化



冨波 真樹
「みんなの人事」人事代行コンサルタント／ほめ育ナビゲーター

【取組のポイント】
そのジャンルに特化した専門性のある「地域の課題解決に強い人材」をしっかりと登用することで、
地域や現場の実情を反映した有意義な学びの場を作ることができる。（地域へのノウハウの提供）

参考）中嶋 希実（黒川塾第5講）
フリーライター 「日本仕事百科」などの地域求人媒体を担当

13

【前田 優】
各旅館の魅力を反映したプログラムづくりの
必要性と、企画の整理法を解説・指導

【冨浪 真樹】
自身の設計したインターンシップ事例をもとに、
ファンづくりの視点をどのようにプログラムに
落とし込むかを解説・指導

【工夫・留意した点】

• 人材採用の専門家を県外から招き、黒川塾を昨年卒塾したリーダー層・経営者層に対し、このテー
マによる研修を並走して同年にしっかりと行うことで、旅館内での波及効果を高めることを狙いと
した。

• また、インターンシップ＝高稼働時の人員補填ではなく、未来のお客様やスタッフなどの“旅館の
ファンをつくること”の意識付けにカリキュラムの比重を置いた。
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取組内容 『黒川温泉 おもてなし体験インターンシップ 2022』の実施（開催中止）

※2022年1月24日〜27日で開催する予定で募集を開始。
早期に定員を満たしたが、新型コロナウイルスの感染拡大
防止の観点から開催を断念。

【インターンシップ実施旅館】
3旅館 奥の湯／旅館山河／御客屋旅館 定員6名

【インターンシップ内容】
開催日程：2022年1月24日(月)～27日(木) 3泊4日

「SMOUT」参加者募集掲載

黒川温泉旅館組合 SMO南小国

広報支援
【企画主体】

黒川温泉旅館組合

おもてなし体験インターンシップ

各旅館 各旅館 各旅館

⚪インターン・人材育成担当者の確立
⚪旅館の個性を反映した採用接点
（インターンシッププログラム）の確立

⚪合同インターンシッププログラム実施
ノウハウの確立

・企画設計書（広報資料）
・実施設計書
・広報連携／ネットワーク（大学等）

取組②：インターンシップ等の受け入れ体制の強化



おもてなし体験インターンシップ 2022

【１日目】 【２日目】 【３日目】 【最終日】

11:00 肥後大津駅集合
（熊本方面参加者）

12:45 黒川温泉 風の舎集合

13:00 プログラム開始
＠黒川温泉べっちん館

・南小国町と、その取り組み
について（SMO南小国）

・黒川温泉の取り組みの紹介
（黒川温泉旅館組合）

・受入宿の紹介

⚪交流会実施（夕食を兼ねる）

9:00 参加者お迎え

9:30 プログラム2日目開始
＠黒川温泉べっちん館

10:00 各旅館での
おもてなし（旅館業務）
体験開始

21:00 1日目 体験終了

※ 希望者は各旅館の温泉
を体験する

6:30 参加者お迎え

7:00 プログラム３日目開始
各旅館での
おもてなし（旅館業務）
体験開始

18:00 ３日目体験終了

9:00 参加者お迎え

9:30 プログラム最終日開始
＠黒川温泉べっちん館

インターンシップの振り返り
（ワークショップ）

各旅館経営者からの
フィードバックなど

⚪昼食懇親会

13:00 プログラム終了

【取組のポイント】

① 旅館側の受入負担を減らすため、地域性・黒川温泉の理解、参加者間の交流促進、学びの落とし込み等を
黒川温泉のプログラムとして一括して行う。

②「受入人材育成研修」と連動させることで、各旅館の次世代リーダー達が、旅館の特徴や魅力を反映した
オリジナルのインターンプログラムを企画。企画を通して、旅館側が自社のメリットや強みを見出し、
採用や人材育成の課題を現場レベル（自分事として）で考えることに繋がる。
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（Q１とQ２の意識の変化とはどのような変化ですか）

・人材育成のスケジュールを明確にし、スタッフと共有して見守る感じで職場体験していただくという気持ちが変化したと思う

・人間関係、仕事全般、重心にならないように

・スタッフそれぞれの特性を見て長所を伸ばす取り組みをすることで、旅館全体のレベルアップがはかれると思います

・以前はインターンはどこか他人事ととらえていたがその人についてしっかり考えられるようになった。なかなか人は来てくれないので「うちに来て欲しい」と
いう気持ちが出すぎてしまう。そこを抑えてその人の人生を考えたり、当館の特徴を説明したりしたいと思えたことが大きな変化

・人材育成への意識が以前よりもてた。実際に後輩ができたので今後どう接していくか学べた。インターンを自分自身が経験がなく、未知なことだったので理解
を深める経験となりました

・今まではああしようこうしようと感覚的に捉えることが多く、もっといろんな面からしっかりと考えないといけないと思った。反省、改善することがたくさん
ある。まだまだだと思うようになりました

・リーダー観、いかに自分や自社のビジョンを可視化するかに着目していたが、人材のそれらを可視化することで始めて動かせる部分があると知った。難しい。

・従業員、同僚の価値を思い知らされたと同時に依存させないパートナーシップの作り方の大切さを体感した

成果

• 受講者の意識変容率については、研修の前と後において意識がプラスに向上した比率が81％と大幅に向上した。研修を通じて、インター

ンが採用接点の重要な位置を占めること、そのような取り組みを自分ごととして考えられるようになったことなど、参加者のインターンに対す

る姿勢の変化がコメントから伺えた。

• プログラム内容に関しては、インターンは社長が関わるべき重要な取り組みである、格好良くみせるよりもありのまま多様な視点で知っても

らうべきなど、戦略的に検討できるようになった。

取組②：インターンシップ等の受け入れ体制の強化
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【公式採用サイト新規コンテンツのスケジュール及び取組内容】

「黒川温泉採用情報サイト」掲載
https://www.kurokawaonsen.or.jp/recruit/job/interview-list.php/

《採用動画》
公開）2021年12月2日（木） 採用動画（ロングバージョン）

2021年12月2日（木） 採用動画（ショートバージョン）

《「黒川温泉で働く人材」インタビュー記事》
公開）2022年2月8日（火）

【黒川温泉で学び、働く】佐藤葵・田中彩恵
公開）2022年2月8日（火）

【黒川温泉×地域で働く】河津美奈子・當房こず枝

＊新型コロナ予防の観点から取材が延期となった

取組内容 採用動画2本、”黒川温泉で働く人材”記事4本の制作・公開

【取組の背景・課題】

• 大手採用情報サイトは、一元的な管理フォーマットでの採用情報発信になるため、採用活動に多額の費

用をかけているわりに居住環境や給与面では都市部の企業に対抗できないという課題があった。

• そのため黒川温泉で公式の「採用情報サイト」を構築することで、黒川温泉で働き、暮らすという等身

大で正確な情報を具体的に発信できるようになり、旅館で働きたい方、地域で生活したい方にダイレク

トに届けられるようになった。

• 本取組では、プラットフォームである「採用情報サイト」のコンテンツ強化を行い、採用増加につなげ

る。動的な情報で黒川温泉の世界観を認知させるための採用動画2本と、黒川温泉での女性の活躍を紹

介するインタビュー記事を4本制作して公開した。

取組③：公式採用情報サイトの魅力強化と採用拡大



【工夫・留意した点】
《採用動画》
• ロングバージョンは、インタビューを軸に2名の女性従業員を起用。１人目は女性の取締役副社長で「経

営者」の立場から、求める人物像や採用のポイントなど、２人目は仲居兼人事マネージャーの女性従業
員で、「年が近しい先輩」の立場からのアドバイスやここで働く想いなどを映像にまとめた。

• また県境の里山地域ということもあり企業説明会等でよく質問にあがる「休日の過ごし方」に関しても
お二人の過ごし方を話していただいた。

• ショートバージョンは、5名の現場従業員を選定し、自らの業務や仕事観が伝わる映像と、各人の夢を一

言コメントいただく総集編のような映像にした。幅広い職域や一人一人の異なる夢を理解してもらうこ
とで、自分もここで何かができるという期待感を醸成した。

《「黒川温泉で働く人材」インタビュー記事》

• インタビュー記事の取材、編集、制作は「日本仕事百貨」の中嶋希実さん。長年のインタビュースキル
を活かした上質な記事を納品いただくとともに、「黒川塾」の研修を中嶋さんへ依頼することで、取
材・編集・記事作成スキルを塾生が学ぶ機会を設定した。

• 取材テーマの一つは「黒川温泉で学び、働く」。黒川塾に参加している女性従業員2名を選定。黒川温泉
ではOJT以外にも学び、研修の場が充実していること、またその研修を通じた2名の意識の変化や仕事へ
の反映などリアルが伝わる記事にした。

• 「“黒川温泉×地域”で働く」では、黒川温泉で働く方ではなく、黒川温泉のニーズに沿ったスキルを持ち
旅館に提供している地域在住の女性個人事業者を2名選定。ここでは黒川温泉には多様なスキルを受入れ

る素地があること、地域の女性が自らの技能を活かして働ける環境があるということが伝わる記事にし
た。

【採用動画ロング】 【採用動画ショート】
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成果

現在、動画・記事の公開以降にエントリーした求職者6名に、動画や記事の閲覧に関するリサーチをか
けています。

数値／令和4年2月25日現在

テーマ 氏名 ページビュー数 平均滞在時間 直帰率 離脱率

働き、暮らす
田中彩恵 77 1:09 50.00% 25.97%
佐藤葵 31 1:40 100% 19.35%

黒川温泉×地域
河津美奈子 31 0:40 0.00% 12.90%
當房こず枝 18 1:34 100% 22.22%

《「黒川温泉で働く人材」インタビュー記事》

内容 視聴回数 総再生時間 平均視聴時間 平均再生数 インプレッション
インプレッション

クリック率

採用動画ロングバージョン（05:07） 271 10.8 2:23 46.8% 2,705 4.2%
採用動画ショートバージョン（01:04） 188 2.1 0:41 65.5% 1,457 5.9%

《採用動画》

取組③：公式採用情報サイトの魅力強化と採用拡大



20

【短時間勤務人材体制つくり・採用スケジュール及び取組内容】

「黒川温泉採用情報サイト」掲載
https://www.kurokawaonsen.or.jp/recruit/parttime/

●9月8日（水） 研修部所属の旅館から現状聞き取り
●10月8日（金） 全体会議で声かけ、アンケート依頼
●10月中 アンケート実施、参加旅館確認
●11月中 参加旅館から情報収集
●12月初旬〜中旬 ウェブサイト構築
●12月18日（土） ウェブサイト公開・募集開始
●12月末 コワーキングスペースMOGに

希望旅館のみ求人情報を掲示

取組内容 短時間勤務のニーズ確認と該当する人材の採用

【取組の背景・課題】

• 各旅館が慢性的な人材不足の中で、正社員として一日拘束ではなく、一日のうち短時間でも働ける人材
を求める意見が多くあり、またすでにそのような働き方を実践している旅館が多くある。

• 一方で、結婚・出産・転職などのフェーズチェンジを経ても、隙間時間を活かして働きたい方、スキル
を活かして主体性を発揮したい方がおられる。

• そのような互いの課題感を補うように旅館組合の採用サイトプラットフォームでマッチングする機会を
設定する必要があると考えた。今回、旅館から現状の聞き取り調査を行って、短時間勤務人材を募集す
る体制をつくり、採用活動を実施した。

取組④：短時間勤務人材体制つくり・採用
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【工夫・留意した点】

短時間勤務人材の募集の場合、物理的に地域に住む通勤圏内の方々が主な対象となる。本取組で温泉街の
採用ニーズを集約することができたが、公式サイトだけでの告知では対象者に届きにくいため、クチコミ
での声かけや、SMO南小国が運営するコワーキングスペースの「採用掲示板」に希望宿を掲示してもら
うなどリアルでの接点を増やす工夫をしている。

成果

番号 旅館名
現在
採用数

募集
人数

掲載
済み

募集内容 将来的な課題

1 旅館A 1 2 掃除・布団敷き・調理関係・皿洗い 部署ごとに足りていないところがある

2 旅館B 3 未定 部屋掃除・接客・フロント・当直・外回り 人手不足

3 旅館C 2 未定

4 旅館D 2 3 洗濯・外回り・配膳・回収、ベットメイク 長いと続かない・・

5 旅館E 8 5 部屋掃除

6 旅館F 5 2 チェックイン前の部屋掃除、準備、チェック・布
団敷き・温泉温度管理

現スタッフの高齢化

7 旅館G 2 3 清掃・フロント・接客（配膳） 人手不足でない時の方が珍しい

8 旅館H 1 2 朝食の配膳、準備・清掃 人口減少による働き手不足のため

9 旅館I 4 3 配膳、皿洗い 派遣社員の手配が難しくなっているので

10 旅館J 3 4 ①洗浄機による皿洗い18:30-21:00    
②清掃10:00-14:00 今と同じ

11 旅館K 3 2 コロナが収束してインバウンドが活発になればお
客様の宿泊予約が増える見込み

12 旅館L 9 3
清掃業務（客室や風呂場など）。客室の入れ込み
等の準備
布団敷き。旅館と飲食店の調理補助と皿洗い

旅館と飲食店ともに人手のいる時間がはっきりし
ているので

13 旅館M 0 未定 未掲載 配膳、厨房補助（仕込み）、風呂掃除（夜間）
ピンポイント且つ専属の業務内容が増えてきてい
るので

14 旅館N 2 1 未掲載
風呂掃除11:00-15:00    布団敷き・食器洗い18:00-
21:00 ずっと人手不足

15 旅館O 3 5 未掲載 部屋の掃除、セット 営繕、配膳の手伝い

合計 48 35 12

ページビュー数 滞在時間 離脱率

248 0:47 10.89%

まだエントリーはありません。公式採用サイトで情報の集
約化は実現できたので、地域住民への認知をオンライン・
オフライン両面で活動していく。

＊数値／令和4年2月25日現在
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取組内容 『経営者向け研修』の実施 2021年10月4日

①人材育成と評価査定制度
前田 優

②人材の採用の活かし方
冨浪 真樹

【取組のポイント・成果】
人材育成や評価査定（給料の問題）というセンシティブな課題であったことから、この研修自体の即時効果は
期待できないが、「経営者研修」×「黒川塾」「経営者研修」×「受入人材育成研修」という取組の関連
において、経営者から理解の声や評価をいただく機会が見られた。また、昨年度は本事業に参加をしていなか
った旅館の新規参加が見られたのは、以後への意識の広がりを期待できるものである。

【新規参加旅館】

《黒川塾》 新規2旅館
《受入人材育成研修》 新規1旅館
《経営者研修》 新規1旅館
＊その他、人材育成担当・支配人、など
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【取組の背景・課題・目的】

• 採用接点を強化し、人材の育成を行っても、それを旅館経営者が正しくマネジメントしなければ、若者
の非定着（早期離職）の課題は解消には繋がらない。

• 女性・若者が働く環境を整えるだけでなく「３フェーズキャリアモデル」から「マルチフェーズキャリ
ア」に時代が移行する中で、機械的な年次による評価査定ではなく、結婚・出産、転職等を経た後で
も、スキルを活かして主体性を発揮し、旅館に貢献する者に対して正しい評価査定をすることが、働き
やすい環境を実現し、かつ地域の人材の育成・確保に繋がっていく。

取組⑤：経営者層の意識変化を促す



今年度事業で得た示唆
及び取組の発展の方向性



今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性
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今年度事業で得た示唆 取組の発展の方向性

• 黒川温泉人材領域の広報・発信の連携

旅館組合の機能として、研修部・広報部などの４つの
部と事務局に分かれているが、各部局での広報連携が
不十分。人材領域に関する関心が広がってきている
このタイミングで、連携体制を構築する必要がある。

• 旅館組合内での広報管轄の整理と、研修部・広
報部・事務局間での広報連携体制の構築

• 地域を跨いだ（ex 湯布院など）連携強化の可能
性を模索し、交換研修のトライアルを実施

• 経営者向け研修など、人材領域に関する経営者
への意識変容の機会強化

• 従業員キャリアパスの拡張

• 研修事業の継続的な仕組み化

• 「黒川温泉採用情報サイト」の主体的（積極的）
な運用と、人材領域の宣伝活動の予算化。

• 「黒川塾」の完全自走化に向けての仕組みづく
りと、研修実務人材の確保

現在の「黒川塾」等の研修事業は、現体制（研修部長
の担当責務や研修部員の献身、専属のディレクターが
留まっている）の環境要因が大きい。このような研修
事業が継続できるよう、予算も含む体制の仕組み化お
よび研修実務を担う人材の育成が重要になる。

地域内での従業員キャリアパスを拡張する仕組みが「黒
川塾」等の研修事業に留まっており、決して十分とは言
えない状況にある。地域外交換研修など、バリエーショ
ンを増やしていく必要がある。一方で、キャリアパスに
おける経営者の意識改革にも着手していく。



本日のご参加者への
メッセージ



本日のご参加者へのメッセージ

26

地域における人材関
係の担当者の方へ

就職等希望者の方へ

黒川温泉にとって、やはり直近の課題１つは「働く人材の確保」ですが、

観光人材の持続可能性（地域で人を育てる・地域でキャリアを築く）を大
切にし、中長期的にお客様はもちろん、この職種に関わる人材から“選ばれ
る”ための仕組みづくりを行うことが重要だと考えます。

そのため、中長期的視点で人材領域の課題に取り組む地域との情報交換を
行い、地域間での共創関係を積極的に築いていきたいと考えています。

【連絡先】 黒川塾等の人材育成事業について
担当： 研修部 前田 優

（MAEDA LD OFFICE プランナー)
Mail: bizstylist.0816@me.com
Tel: ０９０-１８２０-７６４８

【連絡先】 黒川温泉の取組について
担当： 事務局長 北山 元
Mail: info@kurokawaonsen.or.jp
Tel: ０９６７-４４-００７６

「地域×観光」というジャンルは、今後の日本を支える産業として重要で
あり、その中でも“人材領域”（能力開発）には大きな可能性があると私た

ちは考えています。そのため、黒川温泉は、貢献の意識を持ち、自分で考
えて価値を創ることのできる人材を増やすための研修・キャリアサポート
に力を入れています。

自身を成長させる場所・機会として、黒川温泉に興味を持ってもらえると
嬉しいです。（「黒川温泉採用情報サイト」をぜひご覧ください）

mailto:bizstylist.0816@me.com
mailto:info@kurokawaonsen.or.jp
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蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策
事業化協議会

この先30年続く日本一女性が活躍する観光地域づくり

2022/03/02
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1 地域の概要 p.3-6

2 今年度事業における各取組の内容・成果 p.7-23

3 今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性 p.24-26
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地域の概要



取組概要
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協議会名 蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策事業化協議会

構成員 休日子育てシェアハウス山ん家 矢島 麻優美 半田 晴奈 吉村 紗恵

モデル性
休日の託児拠点を運営することで、観光産業で活躍する女性とのつながりが生まれ、そのつながりを活かして
情報発信等を実施する

目的 ママが安心して働き続けられるような文化と制度の構築

アクション

地域の目指
す姿の策定

必要な人材
像の特定

関心の醸成

入職意欲の
醸成

採用活動

自己実現の
機会の提供

働き方改革

学習機会の
提供

定義

確保

育成

要素 今年度事業の取組

女性活躍に係るビジョンの発信

子ども目線の魅力発信

休日託児

抱えていた問題

女性が働くことを受け入れない文化が地域に残ってい
る

女性が安心して働き続けられるような制度が整備され
ていない

地域と学びのプログラム観光産業への関心や入職意欲を持つ女性が少ない

意識調査

躍女広場
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取組スケジュール

取組
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

子ども目線の魅
力発信

地域と学びのプ
ログラム

躍女広場

休日託児

従業員と経営層
への意識調査

取材

（大人・
子ども）

印刷

展示準備

配布
10/6
展示
①

11/7
展示②

アンケー
ト集計

ヒア
リング

集計・
分析

質問項目設計
（定性・定量）

調査(6施設)・
ヒアリング

集計・
分析

対応
策

マネタイズなどの
施策検討

施策実行

検
証

改
善

検
証

改
善

検
証

改
善

動画
撮影
（ママ）

配信
編
集

講
座
①

検証

7/20 ①
②

【中止】
③ ④ 検証

講
座
②

11/9
市長
報告

動画
撮影
（パパ）

編
集



取組体制
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凡例
：本事業における契約範囲
：契約関係外

関係図

茅野市
ちの観光
まちづくり
推進機構

蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援策
事業化協議会

地域の親子世帯

各蓼科
エリア

宿泊施設

• 採用関連協力
• 展示・掲示協力

市民館提供

富岡史棋
デザイン室

業務委託

意識調査

休日子育て
シェアハウス

山ん家

• 託児事業
• 躍女広場
• 地域と学びのプログラム
• 子ども目線の魅力発信

外注

躍女広場の
アートディレクション等

情報発信



今年度事業における
各取組の内容・成果



取組①：子ども目線の魅力発信
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取組内容
子どもの目線で親の地域の職場や魅力を発信することで、子どもの地域愛の醸成や将来の担い手の育成につなげる。子どもが
動画作成をし、YouTubeで発信することで、子ども目線での観光業の職場の魅力の再発見と対外的な観光地域の魅力UPを図る

【取組の背景・課題】
• 子どもが親の仕事を改めて知る機会や見聞きす

る機会が少ない
• 観光地域において地域内にどのような仕事やそ

の魅力があるか子どもたちに伝わっていない

【スケジュール及び取組内容】
• ２組の親子に協力してもらい子どもが親の職場

（ホテル）にサプライズ取材
• 魅力的なYouTubeにするために企画の立て方

や動画の撮影編集などを地元のプロから教わる

【工夫・留意した点】
• 取材、撮影、編集まで子どもがすべて行う

（大人は仕上げのみ）
• 市長に子ども達から直接最終報告
• 子ども達にとって、地域×親の仕事という身近な

題材で、いつも見てるだけのYouTubeを作成す
るというアクティブラーニングの機会の創出
（観光教育）

子どもニュースin白樺湖・車山
「ドッキリ！働くパパを取材！」

https://youtu.be/oPu_k97iQFA

https://youtu.be/oPu_k97iQFA


取組①：子ども目線の魅力発信
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～30年後の地域を作る子どもたちが、自分の住む地域の仕事や魅力を知り地域で活躍していくために～

①地元のTV制作プロデュー
サーに企画の作り方を学び
役割を決める

②地元の動画カメラマンに動画の撮影方法
と編集方法を学ぶ

③親の働く職場へサプライズ
取材＆撮影

④動画をつなぎ合わせて編集



取組①：子ども目線の魅力発信
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市長報告の様子/子ども達からも報告
地方創生・移住促進に繋がるとの感想も

長野日報

NHK信州 LCV諏訪

http://vod.lcv.ne.jp/iPhone/detail?movid
=10007086&pg=0&channelname=LCV

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nag
ano/20211110/1010020485.html

成果 YouTube再生回数328回 各メディアで取り上げて頂く

子どもが親の働くリアルな姿を垣間見る貴重な機会に。また、出来上がった動画を通して身近な大人（父親）がどんな仕事をどんな思いでし
ているのかを子ども同士知ることができた。ただの職場見学よりも有意義というお声や小学校の授業で取り入れてもいいのではという感想も

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvod.lcv.ne.jp%2FiPhone%2Fdetail%3Fmovid%3D10007086%26pg%3D0%26channelname%3DLCV%26fbclid%3DIwAR3U_osPnY3cFJCt2gCNMnFs8DZ8iF6cujY7YFcTjxuIblkSm3yUy3gMIC8&h=AT2vQu4bcnPb5EAMfPNYzKjo3bkDjO4xlqxqhbyyS3bA70xY-lPsk0Avf7mzDnSdy1ZmrTXdNUG0nd1rcdnP72LtH1GFtgDPvmytVMOZIPBhg6KbT3eDwpApGxUrF4s3HbUZRA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Flnews%2Fnagano%2F20211110%2F1010020485.html%3Ffbclid%3DIwAR3dvUuyAsK_aMTYzYJYY_i6XS1sFcSl9wbOwM_t_f_ky9WCdBOnVdI2SHA&h=AT2vQu4bcnPb5EAMfPNYzKjo3bkDjO4xlqxqhbyyS3bA70xY-lPsk0Avf7mzDnSdy1ZmrTXdNUG0nd1rcdnP72LtH1GFtgDPvmytVMOZIPBhg6KbT3eDwpApGxUrF4s3HbUZRA
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取組内容
地域の観光事業に従事している女性が講師となり、観光地域を知り、体験できるプログラムを実施。同時に現職の女性
と宿泊業に興味のある女性の座談会を行う。告知チラシの裏面には、周辺宿泊施設の合同募集と休日の託児のお知らせ
をセットで提示する

【取組の背景・課題】
• 観光産業の魅力やエリアの特性を直接知って頂

ける機会が少ない
• 観光エリアが市街地から離れている為、勤務先

の候補として選ばれづらい

【スケジュール及び取組内容】（全４回）
• 7月20日：フラワーアレンジメント

（講師：柿澤 美香氏/所属：C23）
• 8月24日：八島湿原のんびり山さんぽ

（講師：石田 幸子氏）→中止
• 11月17日：白樺樹皮細工の基本の形をつくって

みよう
（講師：渡部 ゆかり氏/所属：信州白樺クラフト
製作所）

• 12月10日：テーブルマナー講座
（オーベルジュ ラ・メイジュ）

【工夫・留意した点】
• ワークショップの案内の裏面に採用情報と休日

の託児環境をセットで紹介
• 当日参加者同士の座談会・交流会を実施
• 時間帯を平日昼間にすることで、女性が参加し

やすくなっている

採用情報 採用情報

託児情報 託児情報

取組②：地域と学びのプログラム
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成果 ワークショップ参加計１８名 採用情報問い合わせ件数２件 採用０件
ワークショップ参加者アンケート（３WS合算結果）

【自由回答※抜粋】

・白樺の寿命や守る活動を知れて、ワークショップで作っ
た品も素敵で、興味深い時間でした

・この地域の白樺の歴史と現在の取組、白樺の効果効能
も知る事ができ白樺樹皮細工をますます作りたい気持ち
になりました。

・子連れでも気軽に参加できるワークショップってなかな
かないので、ぜひ今後も開催してほしいです。

・参加者さん達とこんなにおしゃべりができる場なんだと
感じました

・色んな人がその人の能力を発揮して教えたり、教わった
りのいい循環ができるといいなあと思います。

34%

13%
40%

13%

観光業で働いてみたいと思ったか

どちらともいえない

とても思った

まあまあ

少し

13%

67%

20%

観光業に興味関心が湧いたか

どちらともいえない

とても興味をもった

まあまあ

13%

27%

27%

33%

参加者年齢

31～35歳
36～40歳
41～45歳
46～50歳

観光業に興味関心が湧いたかという質問に対して「とても興味をもった」が約７割であり、ワークショップを通して観光業に興味関心を持ってい
ただくことができた。採用に対する問い合わせもあったが、やはり休日の就業が難しく採用に結びつかなかったのが課題。新規採用はハード
ルが高い為、いかに辞めずに続けてもらうかが鍵

取組②：地域と学びのプログラム



取組③：躍女広場
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取組内容
地域の宿泊業を中心に活躍している女性にフォーカスしたリーフレットを作成。採用情報も載せる。茅野市民館や山間地のイベン
トで掲示・展示・案内
【課題】
• 当該エリアで働き続ける女性のロールモデル

が少ないと思われている（特に子育て世代）
• 各宿泊施設で働いている女性同士が横で繋

がり情報交換する場面が少ない
• 未来の地域を担う子ども達にも、実際に働く女

性の姿を見てもらう機会が少ない

【スケジュール及び取組内容】
• 『躍女とおしゃべり』…2日間にわたり、当地域

で暮らし働く方たちの座談会を実施
• 『躍女に会いたい！』…子どもたちが現場で働

く女性に直接インタビュー
• 『躍女とお仕事！』…24施設掲載/採用情報も
• パンフレットの情報を起点とし、各場所で展示

も行い直接の広報活動を行う（茅野市民館、
JC男女共同参画イベント、湖畔の時間）

【工夫・留意した点】
• パンフレットは６,０００部配布/周辺施設、

Instagram、facebookにも展開
• 採用情報６件掲載
• 子育て世代の採用ニーズの発信と同世代の

活躍で背中を押す

躍女広場
パンフレットPDF

躍女とお仕事（全24施設）



14

躍女とおしゃべり！

躍女に会いたい！

広い観光地域内でこれまで繋がりがなかった同業者の女性同士が悩みや
喜び、よりより観光地域の未来にむけて意見交換をする機会の創出

親が観光業に携わる家庭の子どもが、別の宿泊業で働く女性に取材とイン
タビューを行う

取組③：躍女広場
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躍女広場＠茅野市民館イベントスペースにて

物理的距離を縮めるため市街地エリアでの展示会を開催。これまでに接点のなかった方たちとの出会いの場所

躍女広場＠青年会議所主催/男女共同参画イベントにて

男女参画のまちづくりに興味のある方が集まるJC
イベント『女性の笑顔諏訪圏プロジェクト』での出展

7月には同プロジェクト内で諏訪市女性市長
金子さんと、女性の元副県知事の中島さんとご一緒に
「男女参画」がテーマの講演会にパネラーとして出席

取組③：躍女広場
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【自由回答※抜粋】

・私は男性ですが、女性活躍が至極当たり前に評価される社会にしていかな
ければならないと改めて思った
・皆さんがキラキラしているのが伝わってきた
・女性が活躍していてとても素敵だと思った
・これからもっと女性が活躍できることを願います
・様々な活動を通して地域と産業の結び付きを期待できると感じた
・躍女とお仕事、躍女とおしゃべりが良かった
・女性が元気にお仕事や子育てされているのは地域の元気になると思います
・お母さんお父さんが安心してお仕事出来るように今後も頑張ってください
・女性活躍はとてもありがたい 大変でも「良さ」を感じて幸せそう
・「躍女」・・・いい言葉ですね

・色々な選択が出来る中で 多少の不便があってもこの地で楽しく暮らすこと
の良さや意味を感じた
・女性が活躍していることを知り 頑張ろうと思った
・同じ地元で頑張って活躍している女性がたくさん居て誇りに思います！
・私も頑張ろうと思えました！ありがとうございます
・活躍を見ていると同じお母さんとしてとても元気をもらえます
・女性が働く時代がきたなと思った（小学５年生）
・子育て仕事の両立をされている躍女の方々に感心しました
・躍女のコメントに地域愛を感じ エールを送りたいと思いました！
・私も女性経営者なので関わりたいと思いました
・素晴らしい活動を知ることができて良かった
・若い人たち 大変ですが頑張ってください またPRしてください

・ペンションやホテルの紹介が良かったです 写真がいっぱいでわかりやす
かったです

・働く母に育てられ女性活躍に違和感はありません 政治も含めてもっと女性
が活躍する社会になってほしいです
・活動を知らなかったので頂いたパンフを読んでみたいと思った
・観光業で働いてみるのも楽しそうだなと思いました

・夫が観光業なので会社の社宅で子育てをスタートしました 社宅のお子さん
と賑やかに子育てしましたが「働く」のは出産まで 子どもが学校に上がる前
には生活拠点を市街地に移しました。ママパパ頑張って！当事者の知恵・ア
イデアとパワーで！

取組③：躍女広場
アンケート回答者の約６割の方に、観光業で働いてみたいと
感じて頂くことができた。また観光業に興味が湧いた方は
約８割にも上った。地域の中で実際に活躍する方の発信を
することで関心を持ってもらう層のすそ野を広げることができた。
たまたまいらした観光客へのPRにも繋がるという副産物にも
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■上記以外で印象的だった反応があれば具体的に記載をお願いします

• 取材して頂いたフロントスタッフより、チェックイン時にお客様から「見ましたよ」のお声がけや、お伺いしたお店でも声をかけられ
たり、幸せな気持ちになりましたとの事です。

• 創業して間もない弊社ですが、地元の企業としてパンフレットに掲載されていたことで、「頑張っているね！」と言って頂くことがで
きました。

• 明るく前向きな情報が多くわくわくしました。
• 会員制のために当施設を知らなかった方にも知っていただける機会となり、ありがたいです。
• 写真を見たよと喜んで声を掛けてもらいました
• 予約した後に、たまたま展示を見たと言う方がいらっしゃいました。

■その他、女性活躍の為に地域でこんな取組があればいい等、率直なご意見ご感想あればお願いいたします。
• 週末に安心してお子様を見て頂ける託児所が、蓼科湖近辺にあれば良いかなと思います。
• なぜ女性活躍と言う言葉が出たか、そもそも論から学ばせるセミナーを行政中心で開催すべきと思います。
• 労働生産人口が減少し続けると言う確定未来に対して、何も感じず、意味がわからない方に対する数多い。啓蒙(セミナー)が必

要と考えます。
• 男女平等という事は、男性の所得が減り女性の所得が増える。そもそも共働きが前提で家庭が成り立つ。 だから女性が子育て

しながらも活躍できる環境が求められます。 そこにフォーカスした環境整備を整えた市町村に移住が集まると感じます。

• 活動に際し、これからも全面的に応援させて頂くと同時に、全面的にご協力をさせて頂きます！！引続き今後ともよろしくお願い
いたします！！

• 子供の学校・習い事の送迎で時間の制約が生じています。有料でも良いので送迎サービスがあると助かります。

取組③：躍女広場
掲載事業者様からのアンケートでは、パンフレット見て頂いた方に興味関心を持っていただいた、応援の声を頂いたという回答が約７割だっ
た。地元の観光業、宿泊施設にどんな人がいるのか身近に感じてもらえる第一ステップになったと考えられる。採用に繋がらなかったのは、
配布箇所が限定的だったことに加え採用情報（データ）が少なかったことにも起因しているのではないかと思われる

採用件数０件（問い合わせ１件）
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取組内容
学童や保育園など行政サービスが休みの土日祝日に「事業者×行政×地域住人」での「子育てシェア拠点」を置き、キャリアの維
持と新しい雇用（採用）を生みだす。今年度より早朝シフトの導入。また併せて休日託児の仕組みを持続可能なものにする為のマ
ネタイズの方法の検討や自治体からの更なる支援と協力を得るためのアプローチを行う

【課題】
• 蓼科エリアでは行政の休日の保育・学童サー

ビスがない
• 休日（繁忙期）に働けないことから、結婚、子育

てを機に女性たちが観光業を辞めてしまうケー
スが多い

• 課題を持った当事者（母親）が3年前より立ち上
げた休日の託児拠点を運営

【スケジュール及び取組内容】
• 未就学児はファミリー・サポート・センター事業

を利用しての託児
• 土日祝、お盆、年末年始等の休日で保育園・学

童のサービスがない日に実施
• 9:00～17:00（希望で早朝シフト対応）

【工夫・留意した点】
• 自分たちの住む観光地域を知ることができるよ

うな、課外活動やイベントなども実施
• メインの託児は子どものことを理解している現

役保育士に依頼
• 出来るだけ兄弟姉妹の縦割りで一カ所で預か

れるような仕組みを目指す（ファミサポ）

取組④：休日託児



繁忙期を支える、休日の託児拠点について

～子育てしながら働き続けられる観光地域を目指して～

観光業に従事する母親達が休日の託児がなく、働き続けられな
い課題に対して立ち上げた、休日の子どもの預かり拠点。子ど
もを真ん中にした働く女性の横の繋がりで、単なる託児ではな
く地域の特色を活かした支えあいでの展開。

親が観光業に従事していても自分の住む観光地域のことを知
らない子どもが多くおり、将来の地域の担い手として育てる
ために、地域の方に理解・ご協力頂き様々な「地域と学びの
プログラム」を実施

この地域でしか体験できない蓼科ならでは、湖畔ならではの
四季折々の自然体験ができる休日の託児を展開。休日の仕事
で子どもを預ける母親の罪悪感軽減のため、ここでしかでき
ない思いっきり自然に親しめる経験を提供

https://www.yamanchi.com/

観光地域で働く女性が主体となって「暮らして働
く」の情報発信の場『山ん家フェス』の企画運営。
「住んでよし！働いてよし！遊んでよし！」をテー
マに、当地域は観光業の女性が活躍している地域、
働きながら子育てしやすい地域というPR。未来を

担う子ども達が地域愛を育む目的も含め会場マップ
や好きなことものを書いてもらい、広報・宣伝に活
用したり、出店の企画から当日運営まで携わる。蓼
科ならではの体験ブースのほか、活躍女性のトーク
セッション、移住促進、子育て支援の出店等



取組④：休日託児

20

開所日数：４月～１月 ３９日

利用人数：２０９人（のべ）

在籍年齢 ０歳 1歳 2歳 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 合計
在籍人数 2人 0人 4人 1人 6人 3人 4人 2人 9人 2人 1人 2人 36人
備考 ※ファミリー・サポート・センター事業利用

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 合計
開所日数 2日 1日 4日 9日 0日 2日 6日 8日 5日 2日 39日
子ども人数
（のべ）

10人 14人 14人 50人 0日 16人 23人 49人 27人 6人 209人

備考 ※長野県/茅野市の新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベルにより開所・閉所を調整（諏訪圏域レベル4でクローズ）

【自由回答※抜粋】
・送迎つき（バス）の託児があると良い
・未就学も一緒に気軽に預けられる仕組みが必要。送迎が整えば広範囲で困っている人に利用してもらえるかも。
・兄弟が多いので、兄弟割引とかあったら嬉しいなと思います。
・世間がもっと子育ては母親だけでなく父親もするものだと認識すべき
・都会から子どもたちを呼んで、日中は地元の子も都会の子も一緒に山ん家で遊んで 夜は地元の宿泊施設に泊まってもら
うようにすると山ん家も宿泊施設も潤うし 夜子どもたち同士で遊んでもらえれば働くお母さんも気が楽になるかなと思いま
した。

休日の託児拠点があったので、安心して働けた。後ろめたさも軽減され働き続けることができる
という声を頂いた。コロナ禍での制限をかけながらの開所だったためもう少し開所してほしいという
声もあった
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取組内容
それぞれの下意識にあるものを調査しギャップを知り、女性活躍の為に必要なハード面・ソフト面を探る

意識調査詳細
【調査日時】
2021年11月～2022年２月
【調査方法】
対面で聞き取りor封書にて回答依頼
【調査施設】
蓼科エリア６施設（ホテル・保養所・会員制ホテル・観光関連事業所等）
【調査に使用したアンケート】
改訂版ダイバーシティー経営診断ツール
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/sienturu.html
（経済産業省発行/ダイバーシティ経営実践のための各種支援ツールより）

【課題】
• 女性活躍を地域内で推進していく中で、この地域で健やかにイキイキと長く働き続けるための

障壁がいくつかあると感じ、その原因、理由を理解し、次の施策に繋げる必要性

【スケジュール及び取組内容】
• 下記の意識調査詳細を参照

【工夫・留意した点】
• エリアの特性を全体的に把握する為、エリアの中でも規模や宿泊スタイル等さまざまなところに

ご協力いただいた
• 集計の際に個々の施設の回答に注視せず、全体の合算でエリア特性がみられるように行った

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/sienturu.html
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調査結果（６施設集計）
カテゴリー

設問
番号

設問 Aに近い
ややAに
近い

ややBに
近い

Bに近い

経営方針

1
A.高付加価値製品・サービスによる競争力強化
B.他社よりもコスト面で優位に立つ

現在 33% 53% 13% 0%
今後 33% 47% 20% 0%

2
A.新規事業の開拓を重視
B.既存の事業の継続・強化を重視

現在 6% 29% 24% 41%
今後 29% 41% 12% 18%

3
A.海外マーケットを重視
B.国内マーケットを重視

現在 0% 0% 6% 94%
今後 6% 6% 29% 59%

4
A.事業展開にあたってはスピードを重視
B.事業展開は慎重に行う

現在 6% 24% 47% 24%
今後 24% 18% 47% 12%

カテゴリー 設問番号 設問
当てはま

る

やや
当てはま

る

あまり当
てはまら

ない

当てはま
ら
ない

平均点数
(4点満点)

経営者の
取組

経営姿勢・
経営理念

1 多様な人材（属性※、キャリア・経験、働き方など）が活躍することを経営理念として位置づけている 26% 57% 17% 0%

2.06 

2 
多様な人材（属性※、キャリア・経験、働き方など）が活躍する組織となることが、属性や働き方等に関わらず
全ての社員に浸透している

4% 52% 39% 4%

3 経営者（経営幹部）と社員が信頼関係を構築できるよう、経営者は社員と向き合っている 9% 52% 26% 13%

4 
経営者（経営幹部）は、多様な役割、階層、職能から提供された情報を考慮することがよりよい問題解決に繋が
ることを理解し実践している

4% 48% 43% 4%

経営戦略
5 今後のビジネス展開が明確になっている 5% 64% 18% 14%

6 経営方針を実現させていくにあたり、属性※や働き方等に関わらず全ての社員に説明し理解を得ている 4% 35% 52% 9%

人材戦略 7 経営方針を実現させていくうえで、必要な人材のイメージが明確になっている 4% 48% 43% 4%

人事管理
制度の整備

多様な人材
の活躍に資
する人事管
理制度の整
備

1 各業務のマニュアル作成などを通して、業務情報を共有できる体制を整えている 26% 57% 17% 0%

2.58 

2 多様な人材（属性※、キャリア・経験、働き方など）の採用を積極的に行っている 13% 57% 30% 0%

3 社員の今後の仕事やキャリアの希望などを踏まえ、能力開発に投資（時間、予算等）している 0% 30% 61% 9%

4 昇進・昇格の基準が明確になっている 5% 27% 55% 14%

5 社員の働き方の柔軟性（多様性）を高めるための制度が整備されている 18% 27% 45% 9%

現場管理職
の取組

多様な人材
の活躍に資
する職場管
理

1 部下に各自が担当する仕事の目標と位置づけを組織目標と紐づけ、わかりやすく説明している 5% 57% 38% 0%

2.53 

2 部下の残業時間の長短や勤務形態にかかわらず、その能力にあった仕事を割り振っている 9% 50% 32% 9%

3 部下のキャリアの希望を理解したうえで、その実現に資する仕事を提供している 5% 36% 59% 0%

4 部下と業務の進捗状況を個々に把握している 9% 45% 36% 9%

5 時間や場所にとらわれない柔軟なワークスタイルが実現できる職場づくりをしている 0% 41% 45% 14%

6 部下の属性※にとらわれない公正な人事評価を行っている 5% 59% 32% 5%

組織風土
多様な人材
の活躍を促
す組織風土

1 社員の属性※や役職、働き方等によらず、休みを取りやすい環境になっている 23% 45% 18% 14%

2.64 

2 社員は自分の意見を気兼ねなく発言できる環境である 9% 64% 27% 0%

3 異なる意見や価値観・考え方を尊重し合える環境である 4% 52% 35% 9%

4 業務内外で多様な人材を交えた活発なコミュニケーションが行われている 9% 50% 36% 5%

5 管理職層と経営層が意思疎通を行い、多様な人材のマネジメントを行っている 10% 33% 48% 10%

成果
経営上の成
果

1 個々の社員が活躍してきたことによって経営上の成果が出ている 9% 59% 32% 0%

2.28 2 この1-2年、必要な人材を採用できている 0% 50% 32% 18%

3 この1-2年、離職者（定年退職以外）は比較的少ない 0% 19% 33% 48%

※属性：ここでは性別、国籍、中途採用、年齢、勤続年数等を指します。

緑セル…各項目で割合の高い箇所 赤い矢印…ギャップの傾向がみられそうな部分 黄セル…エリア施策の検討余地あり
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成果 エリア特性として下記の点が推察され、今後蓼科エリアで活かしたいポイントが
浮かび上がった

【蓼科エリアでの女性活躍推進に今後に繋げたい、活かしたいポイント】
• 託児以外の観点で地域内で「女性が活躍している」とは改めてどのような状態を指すのかを定義する機

会が必要→各職場での管理職の割合UPなのか、地域内での意思決定層を増やすのか…等
• 地域内での女性の職場外での露出、交流、意見交換できる機会を増やす
• 気兼ねなく発言できる環境からのステップアップとして、尊重しあえる、理解しあえる風土へと地域内で具

体的にできる施策に繋げる取組を検討する
• 地域を横断した研修などのスキルアップ・能力開発の機会が必要の可能性がある

【トピックス抜粋】
• 3拍子の各項目（経営者の取組、人事管理制度の取組、現場管理職の取組）の平均点（4点満点中

2.60,2.58,2.53）がいずれもほぼ同じスコアになった点は非常に興味深い
• つまり、それぞれの視点で見たとき（視点を想像したとき）に実は大きなギャップは生まれていなさそう
• ほとんどの組織で多様な人材が活躍することは経営理念として位置づけられているが、それが全ての社

員に浸透しているかや、経営者が多様な人材より情報を得てより良い問題解決に繋げているかについて
はまだ伸びしろがある

• 能力開発への投資が弱い。このことが女性の活躍に与える影響はあるのか
• 自分の意見を気兼ねなく発言できる環境ではあるとの回答は多いが、異なる意見や価値観・考え方を尊

重しあえる環境である、について半数弱がそうでないと回答
• 多様な人材のマネジメントについてはネガティブ回答が半数強。マネジメントの育成機会はあるのか？



今年度事業で得た示唆
及び取組の発展の方向
性
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新聞掲載・ニュース報道 －女性が働き続けることへの情報発信ー

マスコミ報道により、身近な観光地で働く女性への注目度と課題への理解を地域の幅広い世代に伝え深めるきっかけに。
また、TVではNHK長野で放映して頂いた。地域で実際に働く女性のメンバーの顔が見えることで、
地域の中でこの課題に取り組んでいる事や活動・事業内容に対する興味関心を高める機会となっている。
また、昨年度の取組の中でDMOとの接点が生まれ、今年は新しく女性目線のマイクロツーリズム事業を発足。協働で新

しい視点での事業をスタートできた。また、観光地域内の託児機能としてのクローズアップもあり、立科町と共同で子
連れ/親子ワーケーションへのチャレンジも実施。新しい協働プロジェクトが増えてより蓼科エリア内での『観光地×女
性』ブランディングが一層推進されている



今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性
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今年度事業で得た示唆 取組の発展の方向性

• ビジョン『この先３０年続く日本一女性が活躍
する観光地域づくり』について

→蓼科エリアにとってどんな状態が女性が活躍
している状態なのかの改めて協議、目線合わせ、
目標設定が必要

• 働く女性自身がどんな状態が活躍していると考えるか
• 役職者・管理職の割合の定義、働き方の柔軟性の検討
• 女性のキャリアパスのイメージや、育成機会の形成

• 子どものいる地域=３０年先の未来が見据えられ取り組

めるポテンシャルがある認識。子どもと共に取り組む施
策の継続

• 観光業×働く×地域の広報・PRの方法の工夫（メディア
の露出方法や自分事としての露出の機会）

• 施設を超えたエリアの中で、研修機会や育成機会の醸
成→悩みの共有やスキル・情報共有

• 地域に必要不可欠な課題は行政のサポートも不可欠→
行政とのタイアップ方法も模索し続ける

• 誰がエリアの中でリードし続けるか、運営し続けるか主体
者を決め、またしっかりサポートできる伴走者の設置を行
う

• 観光業の「やりがい」や「楽しさ」がまだ未経
験者やエリア内で伝わりきれていない。『従
事したい』と思う情報をさらに出す必要性

• 地域を横断した学び・成長機会・仲間づくり
の必要性

• 繁忙期の働く母親を支え、地域の取組の核
となる「休日託児」の継続の為の資金繰りと
永続可能な仕組みづくり



本日のご参加者への
メッセージ
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地域における人材関
係の担当者の方へ

就職等希望者の方へ

• 『地域×事業者×行政』でつくる観光エリアならではの休日の託児拠点
の立ち上げ方

• 施設横断の活躍女性に関する広報ＰＲの仕掛け方
• 地域の未来を担う子どもの育成と巻き込む方法について
• この先30年続く女性が活躍する観光地域づくりについて

など、一緒に考えてトライできる仲間（エリア）が増えたら心強いです！

• 移住者も多いエリアで、様々な地域から来た方と交流できます。共感し
合えたり、助け合いながら生活できる環境も魅力的です

• 自然豊かな環境でのびのびと子育てしながら仕事ができる地域です

【連絡先】蓼科観光事業者向け「女性活躍」支援事業化協議会
担当：休日子育てシェアハウス山ん家 矢島

Mail: info@yamanchi.com
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# 項目 頁数

1 地域の概要と昨年度の取り組み p.4-11

2 今年度事業における各取組の内容・成果 p.13-22

3 今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性 p.24, 25

4 本日のご参加者へのメッセージ p.27



地域の概要と
昨年度の取り組み



湯田川温泉(山形県鶴岡市)について
約100mの道路沿いに8軒の旅館があります。

4



湯田川温泉(山形県鶴岡市)について

5地域における観光産業の実務人材確保・育成事業
5



湯田川温泉では、コンパクトな温泉街と城下街とともに歩んできた歴史を
生かし、地域文化が伝わるおもてなしを提供する事でリピーターやファン
を生んできた。
この良さを伝えていくため、現代のコミニケーションに合わせてSNSを

用いた新しい形でファンと繋がる事で、ファンが人材を呼び、人材がファ
ンを増やす温泉街になる事を目指す。

SNS

湯田川温泉の未来像

6



昨年度の取り組み１：SNSファンネットワーク

アンバサダーとともにInstagramでファンとのネットワークを構築した。
温泉女子

イラストレーター

押しキャラ

美食家

https://www.instagram.com/yutagawa_onsen/
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地域における観光産業の実務人材確保・育成事業

確保/採用

https://youtu.be/Tj8R_U7fV-I
昨年度の取り組み２：「働く人」PV



地域における観光産業の実務人材確保・育成事業

定着/育成

昨年度の取り組み３：教育ビデオ
https://youtu.be/HcdLUAKHIm4



取組概要
協議会名 湯田川温泉観光協会

協会構成員
庄司 丈彦(つかさや旅館)、大滝 研一郎(九兵衛旅館/珠玉や)、斎藤 良徳(ますや旅館)、庄司 庸平(隼人旅館)、
太田 百合(理大夫旅館)、阿部 公和（湯殿庵）、今野 浩美(仙荘)、伊藤 卓朗(NPOやまいろ)

モデル性 ファンが集い、スキルを活かして働ける環境・制度の構築

目的
• コアファンを通じたコミュニティの拡大

• 自身のスキルを活かして、自分に合った形で働く人材の確保

10

今年度事業の取組

ビジョンの策定

HP・SNSでの発信・交流

地域内兼業

企画持ち込み型インターン

抱えていた問題

地域内の旅館全体で目指すビジョンが言語化されて
おらず、各旅館が一体となって人材確保・育成の取組
を行うことができていない

教育ビデオ作成

体験型研修
湯田川のファンが関心を持っていることや、更にファン
を獲得するための学習機会が少ない

湯田川のファンコミュニティとの繋がりが弱まっている

湯田川のファンで、湯田川でやりたいことがある方が
集まるような仕組みがない

専門人材の採用

地域内兼業
能力があり、湯田川でやりたいことがある方が活躍で
きる機会がまだ少ない

旅館業に携わりながら自身のやりたいことにも取り組
める制度がない

アクション

地域の目指
す姿の策定

必要な人材
像の特定

関心の醸成

入職意欲の
醸成

採用活動

自己実現の
機会の提供

働き方改革

学習機会の
提供

定義

確保

育成

要素
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取組スケジュール

取組
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

魅力発信サイトの
構築

SNSファンコミュ
ニティの拡大

専門人材の採用

企画持ち込み型
インターン

地域内兼業

研修

SNS投稿（アンバサダー含む）

サイト構成/
投稿主体検討

検証 改善 検証 改善

万博運営

アプローチ/面談 インターン 効果
検証

教育ビデオ１本目作成（スマホ写真）
効果
検証

体験型研修の構想

旅館従業員への活躍の場の提供

コンテンツ制作

適宜アップロード

イラスト展 イラスト展@高円寺

受入準備

アプローチ/面談 インターン受入準備

インターン受入準備/公募

継続的に仕掛けづくり

イラスト展

イラスト展@高円寺

まん延防止等
重点措置期間

熱燗

教育ビデオ２本目作成（種田山頭火）

SEO対策、
SDGs

写真x2 写真x2

写真x2 写真x2

アクティビ
ティ開発



12

取組スケジュール

取組
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

魅力発信サイトの
構築

SNSファンコミュ
ニティの拡大

専門人材の採用

域外人材のイン
ターン

地域内兼業

研修

SNS投稿（アンバサダー含む）

サイト構成/
投稿主体検討

検証 改善 検証 改善

万博運営

アプローチ/面談 インターン 効果
検証

教育ビデオ１本目作成（スマホ写真）
効果
検証

体験型研修の構想

アクティビ
ティ開発

旅館従業員への活躍の場の提供

コンテンツ制作

適宜アップロード

イラスト展 イラスト展@高円寺

受入準備

アプローチ/面談 インターン受入準備

インターン受入準備/公募

継続的に仕掛けづくり

イラスト展

イラスト展@高円寺

まん延防止等
重点措置期間

熱燗

教育ビデオ２本目作成（種田山頭火）

SEO対策、
SDGs

写真x2 写真x2

写真x2 写真x2

インターンによる取り組みを多面的に利用し、実施効果を高めた。



取組体制
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凡例
：本事業における契約範囲
：契約関係外

関係図

地域内
企業

宿泊
施設

地域内外の方々

鶴岡市

湯田川温泉観光協会

• 実施支援

• 研修
• 人材紹介

• 業務委託

• コーディネー
ター派遣

• 映像制作

• 地域内兼業

NPO
やまいろ

• サイト構築による情報発
信

• 情報発信内容検討
• 交流イベントの実施

• 専門人材採用
• 域外人材インターン

• 地域内兼業

• 地域内兼業



今年度事業における
各取組の内容・成果



取組１：魅力発信サイトの構築
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湯田川の魅力を伝える情報を観光協会HPにまとめ、情報を見つけやすくした。
背景・課題

SNSでは継続的に見てもらいたい情報でも
発信から時間が経つとファンが辿り着くのが難
しいという課題があった。

スケジュール・取組内容
昨年8月から記者の選定を始め、本年2月ま

でに21本の記事を作成した。また、Instagram
での情報発信と並行して、Clubhouseや
Pocochaによる音声配信による双方向コミニ
ケーションを試した。

工夫・留意点
昨年度構築したファンとの繋がりを利用し、

湯田川の良さをよく知っている人に執筆を依頼
した。また、地域内兼業として関わっていただ
くことで、事業終了後も継続的に依頼できる関
係性を築いた。

SNSで興味を持ったトピックを、本サイト
で詳しく知るという流れを意識した。(記事の
質+相互リンク)

Instagramフォロワー数は634から1,139と
なり、新たなプラットフォームを使う事で湯田
川温泉を全く知らなかった人からもフォローし
てもらえるようになった。 https://www.yutagawaonsen.com



取組１：魅力発信サイトの構築
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本事業で執筆した記事が掲載されいるページが多く見られている。

アンケート結果③

アンケート結果①

アンケート結果④

アンケート結果➁

2021年7月か
ら2022年1月
までに表示さ
れたページ数。
本事業で執筆
した記事が掲
載されている
ページが多く
見られている。

2021年7月のHPアクセス数 2021年11月のHPアクセス数

2022年1月のHPアクセス数



17

目的
リアルイベントによりSNSファンコミュニ
ティとの信頼関係を高めたい。
ファンによるSNS投稿を通じてフォロワーを
増やしたい。

スケジュール・実施内容
• 7月の毎週末、物販、フード出店、ワーク
ショップ、フリマなどが行われた。

• 延べ12日間で2700名以上が主に地元鶴岡市
から来場し、普段足を運ばない人も多かっ
た。

• 湯田川地域のSNS投稿が急増した。
インスタグラム:
#湯田川温泉 100件以上(平時は10件/月、現
在3458件)

• フォロワーは大きく変化しなかった。

工夫・留意点
• 馴染みの薄い地元の人でも足を運びやすい
ように、市内のイベントに出店経験のある
人たちに参加してもらった。

• フード出店を複数確保した事が好評だった。
• 継続的なアクセス増には繋がらない。

取組２：SNSファンコミュニティの拡大
温泉街をあげたイベントを開催し、多くの来場者およびSNS投稿を得た。
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・専門人材新規雇用(予定数3名)
雇用者１ イベント運営、お土産開発(Tシャツ)
雇用者２ 子供自然体験プログラムの提供
雇用者３ イラストレーター、イベント運営 ← インターン後に採用！

・地域内兼業(予定数5名)
兼業者１(旅館との兼業) SNS担当
兼業者２(飲食店との兼業) イベント運営
兼業者３(行政との兼業) HP構成、記事執筆
兼業者４(旅館との兼業) noteでの歴史情報発信
兼業者５(農家との兼業) 農業体験プログラムの構築

取組３&５：専門人材採用&地域内兼業
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取組４：企画持ち込み型インターン(１)
上原ふみや(イラストレーター)による地域紹介イベント
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取組４：企画持ち込み型インターン(１)
上原ふみや(イラストレーター)による地域紹介イベント
背景
• 昨年度はアンバサダーとしてイラストを多数制作した。
• イラストレーターとして独立を目指している。

目的
• これまで制作したイラストで個展を開催し、独立への足がりを
作りたい。

活動内容
• 温泉街紹介イベント「湯田川温泉と女の子展」をつかさや旅館
にて開催(イラスト制作は含まない)

• イラスト、ペン原画、写真、設定をセットで展示
• 2日間で約60名来場(湯田川地域の方も多数来場)
• Instagramによるライブ配信を実施
• ワークショップを開発：ハンコで作るオリジナル手拭
• イラストを使った湯田川温泉グッズを開発：Tシャツ等
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活動内容
• インターンでの成果を受け、専門人材として雇用
• 「湯田川温泉と女の子展」を高円寺(東京都)で開催
• 2日間で115名来場
• 「湯田川温泉について知らない人ばかりだったが、興味を持っ
て話を聞いてくれた」「年上の方からの反応が特に良かった」
「イラストだけでなく湯田川で購入できる漬物や”おくるみ”に
も興味を持ってもらえた」

取組４：企画持ち込み型インターン(１)→雇用
上原ふみや(イラストレーター)による地域紹介イベント@高円寺(東京都)
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取組４：企画持ち込み型インターン(２)-１
飯野高拓(フォトグラファー)によるスマホ撮影講座
背景
• 近隣の酒田市出身で東京で活躍中。
• 本事業を知った本人から売り込みがあった。

目的
• 地域創生のために撮影ノウハウを広めたい！

活動内容
• スマートフォンで印象的な写真を撮る方法の講習会
• 関係者5名が受講→撮影して教育ビデオを作成した。

https://youtu.be/Tofus7WkFYs
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取組４：企画持ち込み型インターン (２)-１
飯野高拓(フォトグラファー)による撮影スポット(アングル)開発
• SNSへの投稿とお客様の記念撮影を意識した構図を多数教えてもらった。
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目的(2回目)
• 1回目で気づいた事、思いついた事を
試したい。もっと伝えたい。

活動内容(2回目)
• 宿泊客の記念撮影講習
• スタッフ向け写真撮影講習
• 近隣の散策スポットの写真撮影
• 在来野菜の撮影
• 地元酒蔵での撮影
• 情報発信のアドバイス
• Instagramライブ配信

取組４：企画持ち込み型インターン(２)-２
飯野高拓(フォトグラファー)による撮影と情報発信に関する多角的アドバイス
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背景
• 昨年度開いた情報発信講座の講師
• SNSにおける効果的な情報発信方法を
趣味で研究している

• まとめアカウントでフォローワー2.2万人
SNS総フォロワー3万人

• 県内のカフェのメニュー開発やYouTuber
のアドバイザーとしても活動

目的
• 「温泉・旅館・観光」分野に挑戦し、
県外向け情報発信ノウハウを得たい。

• 地元の経済に貢献する活動をしたい。

活動内容
• 2月に1泊2日の現地ヒアリングを行い、コ
ロナ禍および長期的な状況を把握してもら
い、フォロワーを増やすための投稿方法を
分析してもらった。

• 2ヶ月間湯田川温泉観光協会の
Instagramアカウントを共同運用する。

取組４：企画持ち込み型インターン(３)  / 公募
山形カフェ管理人(SNS研究家)によるSNS情報発信研究
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取組６：教育ビデオ作成１
「簡単！スマホ写真講座！！」 https://youtu.be/Tofus7WkFYs

インターンの飯野氏が開いたスマート
フォンで簡単に印象に残る写真を撮るた
めの講座のうち、基礎の部分を参加して
いない人でも理解できるように分かりや
すくまとめました。この動画で学ぶ事で、
飯野氏による作例を参考に見栄えのする
写真を撮りやすくなります。
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取組６：教育ビデオ作成２
「山頭火の心を癒した湯田川温泉」 https://youtu.be/k9PmhTS9Hts

湯田川温泉の梅林公園に句碑のある種
田山頭火(俳人)について、鶴岡高専の森
木三穂先生に湯田川を訪れた経緯と出来
事を文献調査していただき、インタ
ビュー形式で教育ビデオを作成しました。
山頭火の生い立ちと人柄、湯田川温泉

との関係を分かりやすく解説することで、
馴染みの薄い自由律俳句が表す情景の理
解を助けます。
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写真：お客さんから記念撮影を依頼される場面を想定して、各旅館でスマートフォンを用いて撮影体
験を行いました。

SEO：検索エンジンで表示されやすくする方法を学び、実際に「湯田川温泉」でGoogle検索した際
に、湯田川温泉観光協会のHPが最初に表示されるように調整しました。

SDGs：SDGsの具体的な活動例を学び、温泉旅館でできるSDGsについて考えて各旅館の取り組みに
反映させました。

熱燗：基本的には冷やして提供している日本酒(地酒)について、温度別に温めた際、また、一度温め
てから冷ました際の味の変化を体験し、旅館でのオペレーションに合わせて熱燗で提供する方
法やそのメリットを検討しました。

取組６：体験型研修
お客さん目線での体験型研修を行うことで、伝える技術を学び、従事者の就業
意欲が高まった。



今年度事業で得た示唆
及び取組の発展の方向性
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企画持ち込み型インターン
・金銭的にも労力的にも弾力的な運用が期待できる。
・域内人材への良い刺激になっている。
・フリーランスのワーケーションやプロボノと組み合わせる事で体系化できる可能性がある。

イベント開催によるSNSファンコミュニティの深化
・大きなイベントを頻繁に行う事は労力的に難易度が高い。
・イベントによる情報発信効果は大きいが継続性は無い。
・小規模な企画持ち込みPop upイベントは誘致しやすい。
・新しいインターネットツールを使うことで、新規のファンと深く繋がれる可能性ある。

SNSやHPでの魅力発信
・フォロワー数は伸びは少なくなってきた。
・域内人材と上記のような域外人材を組み合わせる事で事業終了後も継続できそう。
・プラットフォームはニーズとリーチを考え定期的に検討する必要がある。

域内の協力
・本事業に参加してもらい映像やイベント、体験型講習会など記憶に残る成果が出た事で、域内から
新しい企画に参加・協力してくれる人が増えた。

取り組みの定着に向けて
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必要条件
・オンラインで自分たちがやりたいコトを発信する。
・受信者が親近感を覚えるようなファンネットワークを形成する。顔が覚えてもらう。双方向性は必
須では無い。

・情報発信の協力者を募る。例) アンバサダー制度、投稿キャンペーン、投稿数に応じたバッジ付与
など。

・ファンネットワークに対して企画の持ち込みを呼びかけるとともに、面白そうな事をやっている
フォロワーに声をかける。

・お互いの目的やメリットを確認し、企画内容や負担を調整する。パートナーとして対等な(お互い
に必要部分を持ち出すが受益者でもある)条件にする事が重要。大事な事は文面で確認する。

・企画終了後のフォローアップを考える。例）イラストの展示管理とグッズ販売での協力、情報提供
など。

やってはいけない事
・温泉街の実態を反映しない形でのフォローワー数の追求。例）過度に豪華な料理や特別に装飾した
風景の写真ばかり載せるなど。

・商業的に出来上がっている企画の購入。予算規模が大きくなりがちで、参加者から共感が生まれに
くいため、小さな温泉街には不向き。

・自らの特徴と合わない活動の推進。ファンである第三者を招いて、やる気のある当事者中心に活動
方針を定期的に確認すると軌道修正しやすい。

本事業のモデル化(横展開)に向けて



本日のご参加者への
メッセージ
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地域における人材関
係の担当者の方へ

就職等希望者の方へ

• 小規模な温泉街や観光地が新しい取り組みを始める際の計画づく
りや情報発信、運営についてノウハウを提供できます。

• 関係人口を増やす取り組みを行なっている団体、プロボノを推進
している団体、伝統から学ぶエグゼクティブ教育を行なっている
団体などと連携できると、相乗効果が生まれると考えます。

• 湯田川温泉では、開湯1,300余年と言われており、神事と花街文化
が融合した湯田川温泉神楽が残るなど、伝統文化を感じる事がで
きます。

• 鶴岡市は、伝統野菜と郷土料理が数多く受け継がれており、日本
で初めてユネスコの食文化創造都市の認定を受けました。

• 豊かな歴史と生きた伝統文化を学びたい人、その魅力を自らの言
葉で発信したい人と一緒に働きたいです。

【連絡先】
担当：庄司丈彦
Mail: yutagawa@kuheryokan.com
Tel: 090-2461-7264 



ご清聴ありがとうございました
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Agenda
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# 項目 頁数

1 地域の概要 p.3-6

2 今年度事業における各取組の内容・成果 p.7-14

3 今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性 p.15-16

4 本日のご参加者へのメッセージ p.17-18



地域の概要



取組概要

4

協議会名 湯田中渋温泉郷人材開発協議会

協議会構成員 石坂 大輔、湯本 孝之

モデル性
旅館MBA支配人養成講座及びフォローアップによる教育プログラムを通して、管理職として必要な知見を習得
させ、実践の機会を与えることで、即戦力として活躍する人材を育てる

目的 就職氷河期世代を管理職候補として育成・採用し、経営の担い手を確保

アクション

地域の目指
す姿の策定

必要な人材
像の特定

関心の醸成

入職意欲の
醸成

採用活動

自己実現の
機会の提供

働き方改革

学習機会の
提供

定義

確保

育成

要素 今年度事業の取組抱えていた問題

教育プログラム（旅館MBA支配人養成講座
及びフォローアップ）、HP・動画制作

やりたいこと支援制度

管理職人材が不足しており、経営者が実務も担わざる
を得ず、経営を考える時間がない

管理職として活躍する上で必要となるマネージメント等
の知見を学べるプログラムがない

教育プログラム（旅館MBA支配人養成講座
及びフォローアップ）

宿泊業に関心を持つ人材が少ない

宿泊業で働きたいと考える人材が少ない

管理職登用スタッフレベルの社員が、裁量と責任を持って業務を
実施する機会が少ない



PwC 5

取組スケジュール

取組
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

教育プログラム

動画制作

HP制作

やりたいこと支援
制度

管理職登用

プログラム構築

募集

実
施

検
証

振り返り

動
画
制
作

掲載 検証

HP
制
作

掲載 検証

登用
基準
確立

選
考

登用 検証

制度確
立

選考・条件
擦り合わせ

選定
検
証



取組体制

6

凡例
：本事業における契約範囲
：契約関係外

関係図

就職氷河期世代(外部＆従業員)

湯田中渋温泉郷人材開発協議会

宿泊施設

立教大学、淑徳大
学、高崎経済大学

（一社）観光教育・
インターンシップ

センター

• 連携支援

• 情報提供、
広報

• プログラム開発
• 講師派遣

• リカレント教育
• プログラム開発

• やりたいこと支援制度構築
• 管理職登用制度構築

リカレント教育情報発信(動画・HP)

フォローアップ、登用

湯田中温泉温泉観光協会、長野県観光部、長野県観光機構



今年度事業における
各取組の内容・成果



取組①：旅館MBAプログラムの開催

8

取組内容

授業風景

NHKの取材が入りました

宿泊施設の管理職を育成するプログラム開催

【背景・課題】
人材不足により経営者が現場のオペレーションに組み込まれて
いることから「経営」にリソースを割けない状況が当地では起こっ
ている。

また従業員のキャリアプランを描けないのが課題である。「社長」、
「女将」、「それ以外」の枠組みであると、若手はキャリアをステッ
プアップできず、転職してしまう現状がある。

【取組内容】
旅館経営に必要な理論の集中講義

【スケジュール】
2021年8月30日(月)～9月3日(金)

【参加者】
観光関係 17名
金融関係 3名
公務員 2名
学生 2名
その他 1名



取組①：旅館MBAプログラムの開催
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取組内容



取組①：旅館MBAプログラムの開催

10

成果：参加者の満足度は高く、有料化しても開催可能と思われる

【満足度②】他の人におすすめしますか？10→1の順



取組②：従業員のやりたいこと支援制度創設

11

取組内容

複業を積極的に認める制度を創設

【背景・課題】
田舎で働く人の中には「その土地で働くこと」、
「自分のペースで働くこと」にプライオリティを置
いている人が多くいる(キャリアステップアップを
求めていない)。
その人たちに安定的な収入を提供し、かつ本来
やりたいことを認める制度を作ることで人材の定
着を図る。

【取組内容】
複業を会社として積極的に認める。
動画制作

【制度設計】
週3～4勤務の正社員・契約社員の雇用契約を
作成。

【動画制作】
実際に複業を行っている従業員にインタビューをし、
当地では実際に行われている働き方であるとプロ
モーションを行う。



12
2022/01/23



取組②：従業員のやりたいこと支援制度

13

成果：制度として整備し利用する従業員が増加

事例1 旅館ｘカメラマンxYoutuber

旅館で働きながらyoutuberやカメラマンの仕事を増や
していき、現在ではドローンメーカーから商品の提供を
受けるなどプロとして活動している。また、カメラマンの
仕事がない時には旅館の従業員として働くなどして収
入を安定させる。旅館側から撮影を依頼することもあ
る。

クラフトビールを作りたい旅館とクラフトビールを作りたかっ
た従業員による新規事業の立ち上げ。旅館は従業員に対
してクラフトビール製造のノウハウを学ぶための時間と環境
を提供し、従業員はクラフトビールの製造を中心とするも繁
忙期には旅館の従業員として働く計画。

事例2 旅館ｘクラフトビール醸造



取組③：HP制作・動画制作

14

取組内容

旅館MBA参加者募集HP制作
授業内容アップロード

【取組内容】
参加者を広く募集するためにHP制作を行った。
また参加者が振り返りをできるようにYoutube
に動画をアップロードした。

【背景課題】
どういう人をターゲットに募集しているかをわか
りやすくするために動画を作成しＨＰで公開した。



取組③：HP制作

15

成果：Youtubeで参加者に対し公開中

新しい働き方(パソナ)

宿泊業の業務改善(亜細亜大学那須教授)

国立公園の活用(環境省)

観光商品の価格戦略(日本スキー場開発) 



今年度事業で得た示唆
及び取組の発展の方向
性



今年度事業で得た示唆及び取組の発展の方向性
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今年度事業で得た示唆 取組の発展の方向性

• 受けやすいプログラム
今回は一日8時間ｘ5日のプログラムだったため、
参加できる人が限られていた。
・オンラインであれば普段なかなか呼べない講
師陣を呼べるので授業を拡充できる。

• オンライン授業の拡充

全国各地から参加できるようにオンラインでのみプログ
ラムを開催する

• 参加者の多様性

宿経営者が多かったので、他の業種からの参加者を増
やすためにSNSの活用など広く募集する

• 統一契約書の作成

支援制度を推進する事業者で統一の契約書を作成し、
取り組みやすくする。

• 経営者の学び直し

今労働者は何を求めているのか、自分の考えが偏って
いないか外部講師の授業を受ける。

• 人材育成マニュアルの作成

管理者になるために必要なスキルの洗い出しと習得方
法のマニュアル化

• 認証制度の創設

管理者に必要なスキルをプログラム化し、修了したら大
学等からCertificateを発行してもらう。

• やりたいこと支援制度の拡充
経営者の覚悟が足らない
従業員の中にはフルタイム以外での働き方を求
める者も多くいた。

• 人材育成する時間の確保
各事業者で人材育成する時間をしっかりとって
いない。
各旅館では「新卒を一人前の社会人に育て、将
来幹部候補にしたい」という考えを持っているこ
と。



本日のご参加者へのメッ
セージ
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地域における人材関
係の担当者の方へ

就職等希望者の方へ

• 管理職を養成するプログラムが形となりました。他の地域でも横展開し
たいと考えています。多くの地域に参加していただくことで講座内容も
もっと充実させられます。一緒に人材教育していきませんか？

• 地域全体として実務人材の育成や新しい働き方の取り組みを行ってい
る湯田中渋温泉郷です。将来キャリアをステップアップしたい人も、自分
らしい生き方をしたい人も両方とも募集しています。一緒に働きましょ
う！

【連絡先】
担当：石坂大輔
Mail: kanko-jinzai@te-ic.com
Tel:  050-3580-0266
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