
 



１月に発生した、中国を発端とする新型コロナウイルス感染症問題は、

ＷＨＯのパンデミック宣言、アメリカの非常事態宣言に発展しました。

２月下旬、旅館・ホテルへの予約キャンセルが殺到し、新規予約の発

生も止まり、売上目途がたたない状況です。  

２月末、安倍首相の催事の自粛、不要不急の外出の自粛、学校休校

の要請後、交通機関、旅館・ホテル、結婚式場、外食産業、そして全産

業を揺るがす事態に発展しました。政府は緊急融資、雇用調整助成金、

フリーランス支援など、さまざまな施策を打ち出しました。  

 

３月 13 日には改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が成立し

ました。株価の暴落を踏まえて前例にない経済対策も打ち出すとのこ

と、この混乱が世界の叡智と努力によって終息することを確信します。 

 

このような過去に経験のない深刻な状況において、どのように対処

すべきか？多数のお問い合わせをいただいています。  

内容は身近なことから経営管理そして資金繰りや企業の存続にかか

わることまでさまざまです。そこで個別の提言をまとめました。  

貴社の経営方針、状況に合わせてひとつでも採用いただき、お役に

立てば幸いです。 (本稿は 3 月 20 日時点の情報等によっています ) 

 

旅館・ホテルはどうすべきか（本レポートの要約と目次）  
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旅館・ホテルから世界を元気に！  頑張ろうニッポン！  

悲観論からは何も生まれない！  を合言葉に提言申し上げます。  
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新型コロナウイルス感染症対策  緊急提言  

旅館・ホテルから世界を元気に！頑張ろうニッポン！  

 

 

１．安全・安心に配慮した運営を継続する  

 

新型コロナウイルス感染症が話題になり始めた１月時点では、フロ

ント係がマスクをしていると「お客を疑うのか」とお叱りを受けてマ

スクを外したとの報告をいただきました。   

３月になるとマスクをしていないと、お客様から「不衛生だ」との

声をいただくようになりました。マスクは自分のためでなく、相手の

ために着用するという考え方が広まってきました。  

 

クラスター (集団 )感染についても、  

 ①密閉空間で換気が悪い  

 ②多くの人が密集している   

 ③密接距離での会話や発声を行う    

などの３条件が揃うライブハウスなどはリスクが高いと報道されて、

外食産業や旅館・ホテルでも対策として、  

 ①２方向の窓を開けて風通しをよくする  

 ②お客様同士の席を少し離す  

 ③お客様との応対にはマスクを着用する (少し離れて ) 

など、さらに安全・安心に配慮することが必要になりました。  

 

（１）スタッフのマスク着用でお客様に安全安心感をもっていただく。 

 

そのためのお願い文表示も各旅館・ホテルで工夫されています。  

簡潔なよい例を紹介します。  

 

スタッフがマスクを着用している場合がございます。 

お客様と従業員の健康安全に配慮したものでございます。 

ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 



（２）消毒用ハンドポンプを置く 

 

これも当初は「病院のようだ」というご意見もありましたが、今で

は「安心だ」とのお声をいただき、当たり前になりました。玄関ドア

エレベーター乗降ドア前、レストラン入口、トイレなど要所に置きま

す。各テーブルにミニポンプを置いて好評の喫茶店もあります。  

 

（３）手洗いおすすめのお願いを表示する 

  

共用トイレ、客室トイレなどにも消毒用ポンプを置き、手洗いお薦

めのお願いを表示します。施設の姿勢を示して安心感を持っていただ

きます。  

 

（４）マスク、消毒液は手づくりでも可能です 

 

マスク・消毒用ハンドポンプは大増産中とのことですが、品切れの

場合は、マスクは紙タオルやガーゼで手作りします。消毒用ハンドポ

ンプも次亜塩素ナトリウム液を希釈して中身を作成できます。(新聞や  

ネットでも紹介されています ) 

 

（５）食事提供場所に配慮する 

 

①個室レストラン利用に加えて、料理を運びやすい客室を料理提供

部屋として使う旅館もあります。客室稼働が下がっているので有

効です。  

②レストランのテーブル配置も可能なかぎり離す工夫をします。  

③薄い垂れ幕を天井から垂らして仕切り風に見せる方法もあります。 

 

（６）ビュッフェ（バイキング）方式の料理提供に配慮する 

 

ビュッフェ (バイキング )方式を敬遠される声もありますので、  

①アルコール消毒スプレーを入口だけでなく、ホール内にも置く  

②食事が終わったテーブルをその都度スプレー消毒する  

③料理を取るトングを頻繁に取り換える  

④料理を盛りつけた皿をこまめにきれいにする  



⑤料理が１／４くらいになったら、次の皿と換えて清潔感を保つ  

⑥お客様が少ない日には盛付皿を小さくしてこまめに盛りかえる  

⑦スタッフがライブキッチン用の透明マスクを着用する  

⑧当面の間、食事をセット (コースや定食 )形式で提供する  

☆料理提供方法についてはさまざまな工夫・改善の余地があります。 

 

まずはやってみて、お客様の反応を観察し、ご意見もいただいて、  

工夫・改善を重ねる必要があります。  

 

 

２．当面の販売促進策 

 

まずは売上対策をします。５項目を提案します。  

 

（１）予約データの推移を可視化し経営者と幹部で共有して活かす 

 

月別の予約状況の前年同月比、前々年同月比は予約速度表で報告さ

れます。さらに毎日の先々の予約計とキャンセル計も報告されます。

これをチェックして経営者と幹部は共有し先行の判断に活かします。  

 

（２）毎日の新規発生とキャンセルの件数計と客数計を把握する 

 

①電話直予約、②自社ＨＰ予約、③ＯＴＡ予約、④リアルＡＧ予約

それぞれに件数と人数の新規予約発生数とキャンセル数をその日ごと

に集計します。  

①～④の各プラスと各マイナスの差し引き合計は、通常は年間総件

数・総客数の 0.5％～２％くらいのプラスの数字です。周辺のイベント

報道やテレビ紹介でこの数字は増加します。  

地震や台風による地域の被害状況や交通網の障害等が報道されると

キャンセルが多くなり、マイナスの数字となります。  

 

この数字の表またはグラフの推移をみて、直ＨＰ上でのお知らせ、

自社ブログのコメント表現を変えます。天災等の被害を受けられた地

域の方々へのお見舞い・励ましをお伝えし、自社の近況をお知らせし

ます。（ここに重要なノウハウがあります）  



（３）今、売れることをする 

 

①このような時期でも、地域によっては日帰りが堅調な旅館もあり

ます。日帰りプランに着目します。  

②若い人・カップル向けの宿泊プランも企画します。（３月時点では

卒業旅行の需要に着目した旅館もありました）  

 

（４）積極販促を始めるタイミングに備える 

(プラン・売り方を複数準備しておきます) 

 

天災等の場合、被害状況にもよりますが、新規予約発生数とキャン

セル数の差がマイナスの状況が数日間続いたあと、プラマイゼロ前後

の推移になり、やがて普段のプラス状況に近くなります。この時点で、

準備しておいた積極販売のプランを「応援・お見舞い感謝プラン」と

してＷＥＢ上にアップします。このタイミングの判断が重要です。「旅

行をしている場合かよ」から「よっしゃ！行ってみよう」という思い

になる時をどう判断するかです。  

 

今回は２月初旬からキャンセルが出はじめ、中旬くらいから合計数

字はマイナスになり、２月 20 日以降とりわけ安部首相の「催事の自粛」

「不要不急の外出自粛」」「春休みまで休校」の要請三連発と「クラス

ター感染」の報道でキャンセルが大幅に増えました。  

地域とその旅館のブランド力と営業方針で差がありますが、団体依

存度の高い旅館、宴会の多い旅館では３月・４月の見込みは前年比 3

割から７割減になりました。個人・グループ客の多い旅館でも２割か

ら 6 割減、個人客主体の旅館でも 1 割から 5 割減になったようです。  

さらに大半の旅館で５月以降の予約が発生していない状況です。現

状は日々の予約計がプラマイゼロ近くの旅館が多いようです。  

春休み近くになれば「外出自粛疲れ」「孫を連れて旅行」の人も出は

じめて、合計数値は凸凹ながらもプラスに転じてくると考えます。  

３月 13 日時点ですでに臨時休校を 15 日までにする市町もあります。 

☆外出自粛疲れにアピールするプラン (孫とじいじの旅行、二人でのん

びり )など複数のプランを作成しておきます。  

 

新型コロナウイルス感染症の影響がお客様心理にどこまで反映され



るか？現時点では未知数ですが、悲観論ばかりではジリ貧になります。

積極販促活動の準備はしておきます。  

 

（５）ネット販促を工夫する 

 

このような状況でも、少しでも売上確保をするには、とりあえずは

ネット対策が有効です。そのためにも、ネット販促の知識・技術を高

めることが必要です。ネットコンサルの活用も検討します。  

日々の予約データの新規予約数とキャンセル数の差し引き計がプラ

スになる時点をチェックしながら、お客様の動向と最適な売り方をＷ

ＥＢ上で探ります。  

観察力・洞察力・創造力が必要です。執念も必要です。  

 

どのような言葉を使ったプランを、どのように説明し、どのような

写真を使うか？いくらにするか？人数縛りをどうするか？を詰めます。 

そのプランを直ＨＰ優先にするか？  ＯＴＡにも開放するか？  

そのプランをどの宿泊日に設定し、いつアップして、いつ外すか？

この判断も重要です。それらを小まめにできるのがネット販促です。  

 

ＷＥＢデータも使って判断します。  

そのためにも、お客様が自館に予約されるまでにネット上でどのよ

うなキーワードで検索されているか？  どのような動線を辿っている

か？を分析します。これらのために、グーグルアナリティクスやナビ

ゲーションサマリーという仕組みを使います。最近ではグーグルビジ

ネスを使うと有効との声もあります。  

ネット販促の知識・技術を活用することが必要です。リョケン・Ａ

ＡＰ・プロフィックスに問い合わせいただければ、お役に立ちます。  

 

また、近隣旅館、他地区の繁盛旅館のプラン設定やその旅館のクチ

コミ評価、その旅館の売れ行き状況 (先行予約可能状況 )をＯＴＡサイト

内と直ＨＰの空室状況でも参考にさせていただきます。そして、こま

めにネット上の在庫調整・プラン名・価格の修正を行います。  

 

根気と手間も必要です。いつの世でも、デジタル時代でも「商い (あ

きない）繁盛のコツは飽きないこと」です。  



３．必要なら縮小営業(計画営業)に取り組む 

 

予約が伸びない状況ではそれなりの対応が必要です。  

 

（１）大規模旅館・ホテルでは客室の一部を不使用にする(棟別、階別) 

  

高い客室稼働が望めない予約状況 (日程 )では棟単位または階ごとに

客室を不使用とします。これにより閑散としたイメージを和らげると

ともに少しでも水道光熱費の節約・清掃担当人員の節約を図ります。  

 

（２）客室の一部を会食場で使用する 

   

レストランなど、大勢の人と同じ会場での食事を敬遠される方もい

ます。個室会場が不足する場合にはサービス動線・客動線を検討して

客室を食事会場とします。可能ならば「食事お部屋 (別室 )出しプラン」

としてアップ料金にします。 (１人 2,000 円～3,000 円位？ ) 

 

（３）１泊朝食プランでの販売もする 

 

①旅館の外での夕食が可能な地域で、②朝食をレストラン提供かバ

イキング対応をしている場合には、１泊朝食付きプランを設定します。 

外部の料理屋かレストランで席を確保できる場合には時間を設定し

て送迎無料も検討します。 (送迎費用は室料アップでカバーします ) 

 

（４）計画的全館休業日を設ける 

 

予約がない日、見込めない日は１～２ヶ月前に全館休業日とします。 

 

（５）雇用調整助成金を活用する 

(1 月 24 日以降の休業計画書の事後提出が 5 月 31 日まで可能です) 

 

計画的休業を活用して取り組みます。この制度は、事業活動の縮小

を余儀なくされた企業の雇用の継続を図るために、労使間の協定にも

とづいて、雇用調整をする事業者を助成するものです。  

手続きはハローワーク・労働局に問合わせがベターです。  



①対象者は雇用保険に加入していることが条件です。  

 （４月１日～６月 30 日の休業は非加入者も対象）  

②全館休業や部分休業による休業扱いした人を対象とします。  

③休業は全日でも短時間（一斉休業の場合）でも可能です。  

(シフト表が必要 )。  

④休業手当は労使協定で定めます。 (日額の 60～ 75％等 ) 

⑤会社側が休業手当を支給すれば、その金額の２／３が国から会社

に雇用調整助成金として支給されます。 (３月 20 日時点 ) 

 ４月１日～６月 30 日の休業は４／５となります。（解雇を行わな

い場合は９／10）（４月１日時点）  

※手続きについては、どの程度の休業になるかの確認と従業員への説

明が重要です。（東日本大震災時とは助成の内容が変更されています） 

 

 

４．土俵の中央で相撲を取る 

 

（１）売上・損益の見通しを立てる(可能ＧＯＰを想定する) 

 

厳しい状況ですが、厳しいなりに売上計画・損益計画を作成します。  

通常通りの価格設定は難しく、客室稼働率も下がりますので、売上

想定も厳しくなります。  

このような状況下で自館の商品グレード、方針に見合う満足感を提

供していく場合には、料理・サービスの提供、客室清掃・セットの役

割分担、連携、協力を継続できるようにします。  

 

緊急時ですから、料理献立を１種類から３種類くらいに限定するこ

とで、価格以上の価値を提供する工夫もします。  

コロナ自粛で高級食材が値下がりしていますので、小規模旅館では

それを活用する方法も検討できます。  

設定 (理論 )原価率は当面の営業方針をもとに、販売価格と料理方針・

原価額により再設定します。売上減少に応じて人件費、営業費（ネッ

トを含む送客手数料等）、リネン費、水道光熱費等の業務費の節約も工

夫します。  

(売上計画・損益計画は事態の進展により修正することが必要です ) 
 



上記想定に基づき、売上計画、原価計画、人件費計画、営業費計画、

業務費計画、管理費計画、償却前営業利益計画、経常利益 (損失 )計画を

作成し、可能ＧＯＰ (営業利益＋減価償却費）を算定します。  

 

また、借入金の利払いと約定通りの元金返済に必要な資金を合計し

て、必要ＧＯＰを算定します。  

必要ＧＯＰ以上に可能ＧＯＰを確保することができればベターです。 

 

（２）資金繰り計画を立てる(入りは控えめ出(いず)るは多めに) 

 

売上計画、利益計画では入りは控えめ。出 (いず )るは少し多めに見積

もり、安全な収支計画を立てます。  

約定通りの利払い、元金返済を前提に資金繰り計画を立て、資金の

過不足をチェックします。  

可能ＧＯＰと必要ＧＯＰでも概ねチェックできます。  

 

（３）緊急資金は少し余裕をみて借りる 

 

売上計画、損益計画にもとづいて資金繰り計画を立てます。先の見

通しが立ちにくい状況では、国から示されている緊急制度融資の借入

れをします。  

できれば日本政策金融公庫の資金を直接借入れすることをお勧めし

ます。融資希望が殺到することが見込まれますので、速やかに進める

ことが必要です。 (施策は時々更新されていますので確認が必要です ) 

 

(1)(2)の資料作りに時間を取られるようでしたら、取りあえずおおま

かな収支計画で申請します。  

 

①セーフティネット貸付 (日本政策金融公庫 )の活用  

 

この貸付は企業が外的な要因により売上減少・業況悪化しているが

中長期的には回復し発展が見込まれる中小企業者の経営基盤強化を支

援する融資制度です。使い道は運転資金と設備資金があります。  

融資限度は①中小企業事業部で 7.2 億円、②国民事業部で 4,800 万

円、基準金利は①は 1.11％、②は 1.91％、貸付期間は変動です。  



新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置により、令和

２年２月 14 日に要件が緩和され、「売上額が５％以上減少」の数値に

こだわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて対象となりまし

た。  

 

②衛生環境激変対策特別貸付  

 

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、

一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しく支障をきたしてい

る生活衛生関係営業者の経営安定を図る貸付制度です。  

旅館業、飲食業および喫茶店営業を含む事業者が対象です。  

 

新型コロナウイルス感染症の発生により、①最近１ヶ月の売上額が

前年または前々年比で 10％以上減少しており、今後も減少が見込まれ

るが、②中長期的には業況の回復が見込まれることを要件にして、運

転資金を融資します。  

融資額は 1,000 万円、旅館業は 3,000 万円、基準金利は 1.91％で、振

興計画の認定を受けた同業組合の組合員は基準金利－ 0.9％です  

 

③新型コロナウイルス感染症特別貸付制度  

 

さらに政府は３月 10 日に緊急対応策の第２弾として、個人事業者を

含む中・小規模事業者向けに実質無利子、無担保で融資する「新型コ

ロナウイルス感染症特別貸付制度」を 5,000 億円規模で創設すると発

表しました。  

 

このような緊急融資を活用して、土俵中央で相撲が取れる体制を維

持します。  

 

安定した状態で、旅館の改善・改革に取り組み、将来の戦略方向、

戦略転換、場合によっては事業縮小、事業転換、会社売却も視野に入

れます。 (現預金の余裕がないと判断を間違えやすくなります ) 

 

 

 



５．借入金返済計画見直しの考え方 

 

ピンチになった時にどうするか？  

借入金の返済計画の見直しが必要になったらどのように考えるか？  

 

（１）金融機関との信頼関係を大切にする 

 

金融制度は信用を前提にした仕組みです。そして金融機関も商売で

あり、ビジネスです。担当者の立場にも組織にも配慮して対応するこ

とが大切と考えます。  

約束は守る、借りたお金は返す、信用はすべての基礎と考えます。   

 

（２）返済計画変更の方法例 

 

①元金返済の棚上げ、利息支払いの棚上げをする  

 

東日本大震災の際、災害救助法適用地域では、政府系金融機関が元

金返済と利息払いについて、６ヶ月の棚上げを発表しました。国は同

地域の民間金融機関にもこれに準じた支援・緩和策を求めました。  

 

これで多くの旅館も一息ついて安泰でした。しかしこの安堵感で借

入金返済についての緊張感が薄れた旅館・ホテルもありました。  

棚上げをやむを得ず行う場合は、金融機関に信義を尽くして行いま

す。そして経営改善・改革を重ねて、④を目指すことをお勧めします。  

 

②リスケ (月返済額の減額、借入期間の長期化への変更 ) 

 

多くの旅館では棚上げしていた借入金をリスケし、月返済額を減額

して返済は楽になりました。しかし利率は少し下がっただけ、あるい

は既往と同じ利率でした。低金利の時代にも関わらす、リスクに見合

う利率として高い利率が据え置かれたままでの期間延長でした。  

この方法を取る場合には金融機関に利率の支援もお願いします。  

 

 

 



③借入本数をまとめて伸ばすリスケ (適正利率で交渉する ) 

  

従来の借入金を複数まとめて月返済額を減額する提案もされます。

その多くの新利率は既往と同じか若干下がる程度です。  

借入金が減らないまま収益力が低下していますので、従来通りの利

率では少ししか軽くなりません。この方式をとる場合にも、支援利率

にしていただくように、粘り強く交渉する必要があります。  

 

④約定返済と新規の低利融資の繰り返し（反復融資）   

 

約定通りの返済をして、完済したらそれと同額または何割かを新規

に借入れをします。  

完済した借入金の利率は２～３％であっても、新規の借入金を１％

以下くらいで借入をします。借入金が順次、低利に入れ替わっていき

ますので、金利負担は年々低下し、経常利益が増加します。  

そのためには、手元の現預金を引き続き厚くしておきます。可能Ｇ

ＯＰ額にもよりますが、年間返済額の２～３倍以上、あるいは月商の

３～４ヶ月以上の現預金を維持します。手持ち資金を厚くする努力も

します。 (折返し融資と呼ぶ場合もあります ) 

 

これが可能になる旅館は、  

1) フル償却をして経常利益を計上している  

2) 債務超過でない        

ことが前提です。  

そうでない場合にも、経営実績報告と経営計画を定期的に行うこと

により、これに近い方法をとっている旅館もあります。  

 

（３）緊急融資を受ける 

 

新型ウイルス感染症の先行きが不透明な現状では、政府が追加で打

ち出した実質無利子・無担保の緊急融資を受けて、負担の軽い借入金

で手持ち資金を厚くしておくことをおすすめします。  

ただ、実質無利子・無担保の条件の貸付け枠がどこまであるか疑問で

す。難しい場合には、低利 (１％以下 )・長期 (７～10年以上 )での資金調

達を心掛けます。（融資条件の最新情報を確認ください）  



（４）取引金融機関の構成 

 

今まで多くの旅館・ホテルの設備投資の資金調達に協力してきまし

た。資金繰り対策にも協力してきました。  

その経験と多くの事例から見て取引金融機関の構成は、会社の規模

にもよりますが、日本政策金融公庫を軸に、政府系金融機関と地元金

融機関２行の計４行または３行の組み合わせがベターのようです。  

 

６．今だからこそ、やるべきことに取り組む （９項目の例） 

 

（１）５Ｓに取り組む 

 

５Ｓは品質向上、能率向上、生産性向上の基本です。  

①全社で整理・整頓・清掃・清潔・躾の意義を再確認します。  

②部門単位で整理・整頓に取り組み、各部門の成果を写真で掲示し

整理・整頓方法を習慣化します。定期的に振り返ります。  

 

（２）全社員での清掃活動を行います 

 

旅館・ホテルに限らずサービス業の基本は清掃の徹底です。  

①５Ｓのうち、清掃に全社員で取り組みます。  

②進入路から館内各所、バック部門、事務部門、ゴミ処理、従業員  

通用口まで清掃担当・清掃頻度・清掃レベルの目標を決めます。  

③共用部分は清掃範囲と清掃担当チームを部門単位で割り振ります。 

④清掃意識の向上と沈滞感の閉塞を解消するために  

“清掃コンクール (互いに参考にして、励みにする )”を検討します。 

 

（３）メンテナンスに取り組みます 

 

全面休業または部分休業をチャンスとして、今まで懸案であった修

繕に取り組みます。  

①電気系統 (受電・変電 )、エレベーター（部品交換）、ボイラー・熱交

換器、濾過機等の修繕に取り組みます。  

②給湯配管・給水配管等の部分取替等も検討します。  

③エアコンのフィルター清掃にも取り組みます。  



 

（４）ブランド向上のために商品力向上に取り組みます 

 

ブランド向上は企業にとって重要課題です。体系的におこなうチャ

ンスとして取り組みます。  

①ブランド向上とは、わかりやすく言えば、その旅館にこそ泊まり

たい。満室なら空いている日に合わせて泊まりたいと思っていた

だける魅力がある旅館にすることです。  

②ブランド向上、商品力向上に運営レベルで取り組める課題を整理

します。  

(水回りなどの改装、アメニティの向上、料理・サービス向上等 ) 

③課題に優先順位をつけて実行計画 (なにを、いつまでに、だれが、

どこまで行うか )を作成し、実行し、進捗をチェックしていきます。 

 

（５）サービスの仕組みの向上に取り組みます 

 

ブランド向上に必要なサービスの仕組みも改善します。  

 

①予約、確認、お迎え、チェックイン、ご案内、食事提供、チェック

アウト、お見送り、送迎バスなどの節目ごとに現状のサービス方

法を確認し、必要により見える化・文書化します。  

②上記の節目ごとに必要によりマニュアルを改訂します。確実な  

サービス実行のためにチェックリストを作成し、ロープレも行い

ます。（文書・絵コンテに基づいて動画の作成も検討します）  

 

（６）一人三役の仕組みに再挑戦する 

 

一人三役の取り組みに挑戦したが、定着に苦労している例が多いよ

うです。取り組み方を工夫します。  

 

①部門によっては一人三役の仕事を担当します。  

1) 主業務は主担当が責任者として行う仕事   

2) 副業務は部門内の同僚が不在時、繁忙時に自動的に協力する仕事  

3) 応援業務は部門を超えて応援先の繁忙時に出向いて手伝う仕事  

とします。  



 

②副業務は自分の仕事として普段からできるようにしておきます。  

 

③応援業務の仕組みとお互いのマナーを決めておきます。  

 

 (例 ) 

1) 応援を受ける側は、応援してほしい作業の目的と内容、タイミ  

ング例を箇条書きでシートにします。 (タイトル、年月日入り ) 

2) 余裕のあるときに、応援を受ける側が、応援をしてくれる部門  

の担当者にシートにもとづいて教えます。  

3) 応援をする側は予定された時刻に行き「今から応援に入ります」、   

終了時には「応援終わります」と声をかけます。  

4) 応援を受けた側は始めと終わりに依頼と感謝の言葉を掛けます。 

5) 応援に行った側は役職が上でも行った先の指揮下で働きます。  

 

（７）教育訓練を行う 

 

今だからこそできる教育訓練を行います。  

 

①ブランド向上、生産性向上に重点をおいた内容にします。  

②教育訓練の内容と進め方を雇用調整助成金の要件と照合します。  

③ハローワーク・労働局に事前に確認することをお薦めします。  

④認められれば教育訓練費が１人１日当り 1,200 円加算されます。  

 

（８）改善メモ活動に取り組む 

 

今だからこそ取り組みたいのが改善メモ活動です。  

 

①ブランド向上、商品力向上、生産性向上、５Ｓ活動の実践にともな

い改善活動を行います。  

②小さなこと、身近なことから改善に取り組み、結果を簡単なメモ   

で報告します。  

③改善メモ報告の募集・回収・審査・評価・表彰・改善大賞への仕組

みを作ります。  

④改善の気づき、着眼、改善方法、改善メモの記入方法の勉強会を   



開催します。  

 

（９）経営管理業務を充実させる 

 

旅館・ホテルの経営者は忙しすぎます。旅館運営に関わる業務、会

社としての業務、業界の仕事、地域の役割など様々です。  

多くの経営者は、欠席できないさまざまな会合、緊急に処理せざる

を得ない仕事に追われています。退職者補充に追われる人もいます。

あるいは資金繰りの苦労に追われる方もいます。今日・明日の緊急度

の高い作業をして、仕事をした気になってしまう場合あります。  

 

限られた人材・時間を有効に使い会社の存続・業績向上・発展に向

けた重要度の高い仕事を優先させたいと考えます。  

以下のようにしていくことが、重要度が高い仕事といえます。  

 

①建物・設備機器の長期メンテ・更新計画で急なダウンを防止する。  

②急な退職者が出ても運営に支障になることを避ける仕組みを作る。 

③人を育てる、評価する、組織を改革する、戦略的人事に取組む。  

④商品 (施設 ,価格 ,サービス )力、集客力、ブランド力を高めていく。  

⑤建物の更新投資、戦略的投資、長期計画を作成し、毎年更新する。  

⑥天災・未曾有の事態に備えるＢＣＰ計画を作成し、毎年見直す。  

⑦収益力、自己資本比率等を向上させ、現預金の備えを厚くする。  

 

しかし、これらの仕事は今日・明日の仕事としては緊急度が低いと

して後回しにされがちです。この事態を乗り切ったあとは、  

緊急度は低いが重要な仕事を実践することにより、緊急度の高い仕

事に振り回されることを少なくすることです。  

 

大局を見据えて  仕事のやり方を改革することが重要です。  

 

７．この危機意識を改革のチャンスとして取り組む   

  

土俵中央での相撲を取る考え方で経営を行い（p.8）、  

今だからこそやるべきことに取り組んで（p.13）、  

経営基盤を強化し、ブランドを高めていきたいと考えます。  



この取り組みが幹部・社員個々・組織の成長の糧となるように  

取り組んでいきたいと思います。  

 

旅館・ホテルから世界を元気に！  頑張ろうニッポン！   

 

 

（株式会社リョケン  木村臣男）  

 


