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年頭所感
2020 年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
皆様のご信任を得て、昨年 6月から二期目に入りま
したことは喜びであるとともに、より身を引き締め精進
して参りますので、引き続きご支援ご協力をよろしくお
願いします。これまでも副会長 (ブロック会長)、47都
道府県組合理事長、そして全国の組合員の皆様に支
えられながら、さまざまな課題解決に向けた取り組み
ができましたことを感謝申し上げます。
また、昨年も大きな風水害や台風といった自然災害
に見舞われ、被害を被られた地域の皆様には心からお
見舞い申し上げます。
近年の大災害を見てみますと、地球温暖化等の影
響を受けてか異常気象が常態化しつつあり、全旅連と
して全国都道府県を網羅する 行政との防災協定 の
締結！、自然災害に強い旅館ホテルづくりに邁進して
いくことが地域社会への貢献であり、如いては世界に
日本の旅館ホテルのサービスクオリティをアピールする
ことにもつながると確信しております。
さて本年は、東京オリンピック・パラリンピックとい
う国際ビッグイベントが開催され、より多くの外国人観
光客が訪れることになります。これは、我が業界が世
界に日本のおもてなしサービス、旅館ホテルの宿泊業
を売り込む好機でもあります。
振り返れば一期目は、住宅宿泊事業法（民泊新法）
に対する対応と、人手不足解消に向けた外国人材の
受入体制づくりに追われましたが、各委員会の委員の
皆様によるご努力により、一定の成果が出たものと
思っています。
しかしながら、まだまだ道半ばであり、業界を取り巻く
環境は激しく変化して参りました。
このような環境の変化の中で、現在も全旅連全体
の7割強を占める中小規模宿泊施設の活性化を取り上
げ、一期目に設けた「小規模施設活性化委員会」を二

期目には「中小宿泊施設観光総合
対策委員会」へと再編成いたしま
した。何よりもその委員会の中に、
観光庁の観光産業課が準備段階
から参加いただきましたことは、
昨年度行った全旅連の定款変更による大きな守備範
囲の拡大によるビジネスモデルの実証と思っており、
秋田県男鹿市の男鹿温泉郷、熊本県阿蘇市の内牧温
泉、群馬県吾妻郡中之条町の四万温泉をモデル地域
として選定し、その地域に沿った活性化に取り組んで
まいります。本プロジェクトの主人公は地域の中小宿
泊事業者の皆様です。正に全旅連の組合員による事
業として良きものを生かし、地域に沿った新しい文化
を取り入れながら元気になっていただきたいと願って
います。
また、住宅宿泊事業法も施行から３年を目処に法につ
いて見直す可能性がありますので、来年度までには課
題を顕在化させるとともに、その課題解決に向けた同法
の改正について整理し、他団体を巻き込みながら宿泊
団体として国に対し要望を出したいと考えております。
さらに、外国人材についてはスケールメリットを生かす
ことで、調達コストの低減化や手続き等の効率化といっ
た整理、さらには適正な情報発信をしたいと思います。
そのためにも、全旅連が一つになり、常に精進を重
ねながら高邁な精神のもと進んでいくことが我が国の
宿泊業だけでなく、観光産業を国の基幹産業として位
置付けることになることをご理解いただき、さらなる御
指導、御鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、本年が皆様にとりまして素晴ら
しい一年になりますことを祈念致しまして、ごあいさつ
といたします。
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
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全旅連委員会開催
全旅連シルバースター部会経営研究委員会
全旅連シルバースター部会（中村実彦部会長）経
営研究委員会（伊藤隆司委員長）は、11 月 21 日、栃
木県塩原温泉「湯守 田中屋」
（田中三郎社長）にて、
同館の視察を兼ねて「旅館ホテルのバリアフリー化
促進事業」
（令和元年度生活衛生関係営業対策事業）
の第２回委員会を開催した。シルバースター登録施
設でもある「湯守 田中屋」
（客室数 23 室）の施設見
学については、田中社長自ら客室等を案内して回
り、バリアフリー化した部分を委員に説明した。
施設見学後は、本事業に協力している一般財団法
人国土技術研究センターより、本年度末に作成・配
布するマニュアルの内容案について説明を受け、現
地調査やアンケート調査の結果をどのように反映
していくかを協議した。続いて、次回の現地調査に
ついて話し合い、1 月 20 日に千葉県千葉市の「京成
ホテルミラマーレ」を視察し、翌 21 日に全旅連会議
室にて第３回委員会を開催することを決めた。

人材不足対策・職場環境改善対策委員会

あいさつする（左）観光庁小熊
参事官。（右）多田会長

11 月 22 日、第 2 回人材不足対策・職場環境改善対
策委員会（工藤哲夫委員長）が開催され、観光庁小
熊弘明参事官から宿泊分野における特定技能外国
人の受入れ等について説明を受けた。特定技能につ
いては、これまでに日本国内で 2 回、ミャンマーで
1 回宿泊業技能測定試験が実施されており、試験合
格者と受け入れ先施設（旅館・ホテル）とのマッチン
グが課題となっている。観光庁では特定技能外国人
受入れセミナーを全国10ブロック（計12回）開催し、
制度の周知に努めている。
また、技能実習についても説明、宿泊業の技能実
習 2 号移行職種追加については、すでにパブリックコ
メントを実施し、2回目の専門家会議を開催、業界団
体における施行試験実施に向けて動いている。次の
専門家会議で了承が得られれば、業界団体から認定
申請書等を提出し、厚生労働省において技能評価試
験の認定、審査基準の決定後、主務省庁において技
能実習法施行規則の改正を行っていくことになる。
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会議の様子

田中社長

「湯守 田中屋」全景

客室について説明する田中社長

介助しやすいよう浴槽を挟んで
二つの入口を設けた客室内浴室

手すりが設置された車椅子対応の
客室内トイレ

全旅連「特定技能外国人求人情報」サイトのご案内
日本国内で4月と10月に、
また、
ミャンマーで10月27日
に宿泊業技能測定試験が実施されました。
この試験に合
格した外国人
（合格者 計728名）
を対象とした旅館ホテル
の求人情報を閲覧できるサイト
「特定技能外国人求人情
報」
を開設しております。
組合員施設様は、
是非ご登録い
ただき、
求人情報を掲載してご活用ください。
特定技能外国人求人情報
会員登録ページ

全旅連「特定技能外国人求人情報」
サイト

https://recruit.yadonet.ne.jp/
registration/

https://recruit.yadonet.ne.jp/

①特定技能外国人求人情報会員登録ページから登録後、
求人情報掲載が可能。
②パスワード等により宿泊業技能測定試験合格者のみ
閲覧可能なためセキュリティ面でも安心。
③合格者は求人情報登録施設への電話ではなく、
本サイ
トから直接エントリーが可能。
※特定技能外国人求人情報会員登録ページは、
「宿ネット」組合員専用ページにもリンクがあります。
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/
平成 27年より永年にわたり同委員会（旧労務委員
《訃報》会）
の委員を務められた鈴木吉郎氏（静岡県熱海市
山木旅館）におかれましては、去る10月2 日ご逝去されました。
謹んでお悔やみ申し上げますとともに、
ここにお知らせいたします。

全旅連委員会開催
中小宿泊施設観光総合対策委員会
中小宿泊施設観光総合対策委員会（井上善博委員
長）は12月４日、令和元年度第 6 回目の委員会（全旅
連役員、観光庁観光産業課の多田浩人課長、楽天の
「目標」には外国人観光客の誘致に関する文言
担当者で構成）を開催し、全 旅 連と地域が連携し、 「目的」
を記している。また、事業メニューでは、個々の事業
地域主導で進める「賑わい観光創造モデル地区」事
名・事業主体などを明確にし、課題と対処方法、事業
業については、第 1 回目となる秋田県男鹿市・男鹿温
メリットなどを端的にまとめている。また、それぞれの
泉郷、群馬県中之条町・四万温泉、熊本県阿蘇市・内
取組内容については「外から内を見る」目線から生ま
牧温泉、の各モデル地区の概要について再確認した
れた新たな取組みも提案されている。
あと、中心議題となった「賑わい観光創造モデル地区
今後はこのアクションプランを3 地区に諮ってもら
のアクションプラン案」について協議した。
い、
削除するもの、あるいは、追加するものなどの取
モデル地区の 3 地区が選定され、これまでにそれぞ
り計らいをもって最終的に完成されたモデル地区事業
れの地区から提出されたチェックシートに基づいて現
アクションプランとし、次回委員会の開催日となる1月
地での視察と検討会を実施してきたが、今回の会議
9日には 3 地区の代表者の出席を得て、キックオフミー
では、全旅連によるそれぞれの地区におけるアクショ
ティングを実施していくとしている。
ンプランの素案が示された。
委員会の会議では、
「賑わい観光創造モデル地区」
アクションプランは企画・計画・戦略の実施プランを
事業の目的や目標に「訪日外国人旅行客の地方誘致」
明確にした企画書。同案では具体的な施策内容とその
も大きく謳っていることから、
「インバウンド受入対応
実施期間を定め、どのような手順で何に手をつけるの
試案について」も議題とされ、
「訪日外国人観光客を
かという道筋をおおまかに設定している。それぞれの
地域内に誘客するには海外 OTA（オンライン・トラベ
プロジェクト名は、何れも英語で「OGA NAMAHAGE
ル・エージェント）の活用も有効な方法」との意見など
PROJECT」
「SHIMA BLUE PROJECT」
「ASO
UCHINOMAKI PROJECT」
（いずれも仮 称）とし、 がだされた。

経営基盤調査研究委員会
12 月 9 日、経営基盤調査研究委員会（山本清藏委
員長）が開催された。同日に全旅連協定商社会入会
審査会も行われたが、今回は、入会申込のあった株
式会社ダイブの面談審査を行い、その後に審査会を
開き令和 2 年 1月 17日に開催される正副会長会議に
て入会承認を諮ることとした。
次に、委員会としての議事進行に移った。令和 2
年 6 月 11 日（木）に下関生涯学習プラザで開催され
る第 98 回全旅連全国大会（山口県）の開催概要およ
び、同日に山口県国際総合センター（海峡メッセ下
関）で開催される展示会や、全国大会記念誌広告協
賛の内容について確認を行い、今回も協定商社をは
じめとして旅館・ホテル向けの商材を扱う業者に広
く募集を行うことを決めた。
続いて、公益社団法人 日本下水道協会との災害時
における宿泊施設の情報提供に関する議題では、会
議に参加した日本下水道協会より協会の概要等の
説明を受けた。協定では、地震等の災害により下水
道施設の復旧調査といった支援活動の際、必要性が

あれば営業可
能な宿泊施設
の情報を提供
するというも
ので、この内容
の 確 認 を 行 っ 委員会の様子
た。この協定は
本年 6 月に公益
社団法人日本
水道協会と結
んだ協定にそ
の ま ま 基 づ い 全旅連協定商社との懇談・懇親会の様子
た内容となっている。
また、一般社団法人全国建物診断サービスから火
災保険の申請代行サービスの案内があった後には、
多田会長、野澤会長代行、大木副会長、佐藤常任顧
問も交えて、株式会社日本政策金融公庫との意見交
換を行った。委員会終了後には、赤坂四川飯店にて
全旅連協定商社との懇談および懇親会を行い、来年
度においても旅館業界の発展を目指して相互に協
力関係を築くことを確認した。
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令和２年度税制大綱が政府与党で決定

「循環式浴槽における
レジオネラ症防止対策マニュアル
について」の改正

令和２年度税制改正大綱が 12月12日政府与党によ
り決定した。２年度税制改正の主要は ①デフレ脱却と
経済再生 ②投資や賃上げを促すための措置 ③連結決
算の見直し ④中小企業等の支援、地方創生等に配慮し
た様々な施策を盛り込んだものとした。
当連合会としては、消費税の外税表示の恒久化、入
湯税の使途の限定、事業所税の軽減、交際費について
の非課税、土地建物の固定資産税の抜本的な見直しに
ついての要望活動を行ったが、消費税転嫁対策特措法
については、令和３年度税制改正で議論されることが予
想される、また固定資産税についても３年に１度の見直
しをすることから令和３年度税制改正で要望活動を行
う。交際費等の 50％を損金不算入の特例措置について

厚生労働省

省庁便り

9月に「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正
について」により、公衆浴場における衛生等管理要領
等が改正され、
「公衆浴場における浴槽水等のレジオネ
ラ属菌検査方法について」により、公衆浴場における
浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法が策定されました。
これらの改正等を踏まえ、今般、
「循環式浴槽にお
けるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」も改正
されました。
この改正内容については、下記 URL の厚生労働省
HPにて確認ができますので、ご参照ください。

は、需要喚起や経済活性化等を図るため２年間の延長

厚生労働省ホームページ

が認められた。

衛生管理要領・マニュアル

その他では、
「中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価格の損金算入措置の特例措置」及び「中小企業・
小企業事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措
置」について２年間の延長が認められた。

レジオネラ対策のページ

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の
改正について（令和元年12 月17日新旧対照表）など
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000124204.html

被用者保険適用拡大に関する要望について
被用者保険適用拡大の制度改正について、政府は
被用者保険（厚生年金、健康保険）の適用範囲につ
いて令和 2 年度の通常国会にて、現行の規模要件を
段階的に現行の「従業員500人超」の事業所について、
2022 年 10 月に「従 業 員 101 人 以 上」、2024 年 10 月
に「従業員 51 人以上」へ拡大する制度改正を検討し
ている。本改正は、パート・アルバイトなど短時間労

働者も対象となり、
「週 20 時間以上勤務かつ月額賃
金 8.8 万円以上」となっており、旅館業界では短時間
労働者が多いため、制度改正となると被用者保険の
事業主負担の増加となる。全旅 連ではアンケート調
査を、都道府県組合を介して組合員へ実施し、その
結果を基に厚生労働省年金局へ要望を行う。

＜適用企業規模要件の改正案（厚生労働省の提示）＞
企業規模要件の変更により、パート・アルバイト等（短時間労働）も、新たに厚生年金、
健康保険に加入することになる。⇒事業主は、保険料の事業主負担が増加する。

（現在）

従業員数 ５００人以下事業所

（改正案）

５１人以上事業所

（従業員数：週労働時間が通常労働者の３／４（30 時間）以上の者）

①
②
③
④

パート・
アルバイト
（短時間）

週 20 時間以上勤務
月額賃金 8.8 万円以上
勤務期間 1 年以上見込み
学生以外

国民年金、国民健康保険加入
（従業員が保険料負担）
（厚生年金・健康保険加入も可能）
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① 週 20 時間以上勤務
② 月額賃金 8.8 万円以上
③ 学生以外

厚生年金、健康保険 強制加入
（従業員、事業主が保険料折半）

第22回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
優秀賞

優秀賞

和倉温泉旅館協同組合

湯之助の宿 長楽園

「『災害時における宿泊施設などの提供に関する協定』
締結への取り組み」

「混浴露天風呂『活用方法の多様性』と『顧客満足度向
上策』の同時追求」

和倉 温泉旅館協同組合（石川県）は、地元自治体の

島根県玉造温泉の「湯之助の宿 長楽園」
（長谷川浩

七尾市と災害時における宿泊施設の提供で協定を締結

司代表取締役社長）は平成30年に創業150周年を迎え

した。災害発生時に一般の避難所では集団生活が困難

た出雲・玉造温泉の老舗旅館。日本一の広さを誇る源

となる高齢者、妊婦、乳幼児、障害者など要配慮者を受

泉掛け流しの手堀式の混合露天風呂を今は気兼ねなく

け入れる。

気軽に入浴ができ、さらに、親子連れや三世代などの家

近年、異常気象や天変地異などを原因とする災害が
多発し、和倉温泉も平成19年の能登半島地震で大きな

族揃っての入浴も多くし、宿泊者の誰もが心から楽しん
でもらえるよう入浴方法を一新させた。

被害を受けている。だが、今日まで防災協定に関する取

同館の混浴露天風呂「龍宮の湯」は120坪あり、一度

組みがされておらず、今回、市から災害時における協定に

に50人は楽に入れるという大きさ。女性は湯浴み着、男

ついての相談を受け、締結に向けて取 組むこととなっ

性は紙パンツを着用することで大露天風呂での入浴を

た。組合員施設は、災害時における二次避難所（旅館の

楽しめるようにした。夜はライトアップし、幻想的な空間

建物が新耐震基準に適合した施設）として、旅館の客室

となる。

のほか、食事や入浴施設を提供。受入れ期間は原則１カ
月以内とした。
協定書の作成にあたっては全旅連に問い合わせ、全

2015年7月には島根県では唯一となる「ピンクリボン
認定 旅 館」となった。女性用の湯浴み着をいち早く導
入。これはピンクリボン公式湯浴み着で肌触りの良い厚

国各地における協定に関する事例情報を収集し、協定書

手の素材で、サイズ丈も複数用意し、乳がんをはじめ、

のサンプルデータを基に作成した。避難者(要配慮者)を

身体に何らかの病を患っている人も気兼ねなく、心ゆく

引き受けた際に発生する宿泊経費は熊本県地震の災害

まで入浴を楽しめるようになっている。湯浴み着を着用

時の対応を参考に、災害時発生直前までの適正価格を

しての入浴者は開始以来5万人が利用しているが、
ピンク

基準とし、市と協議することにしたほか、組合員には新

リボン対象者は約1割にのぼる。

耐震基準に適合した棟の確認や大広間、宴会場など協

また、同館は150周年を機に露天風呂に入浴したまま

力可能な部屋の情報を提供してもらって組合がこれをま

鑑賞できる「ロテンブロシアター」を開設。露天風呂内の

とめ、協定 書と共に提出。平成30年10月12日に締結を

建物の一部を活用し、障子4枚分、160インチという大ス

行った。

クリーンで、神話の舞台となった出雲の成り立ちや松江

組合では「災害はいつ発生するか分からない。まさか

の歴史など観光を促進する動画や子どもが楽しめるア

の時に備えるため、今後も地域と連携をとりながら、災

ニメを上映している。
これは毎日4回1時間ほどの上映

害へ備えていきたい」と語り、また「現在は訪日外国人

で、開始以来、宿泊者約2万人の8割にあたる1万6000人

観光客に対しても、災害時への支援体制を構築していく

が見ているという。
「家族みんなで入浴できる露天風呂

ことが課題となっており、今後は和倉温泉も『人に優し

で、家族の絆をより深めるキッカケとなってほしい」と同

い地域の宿』として併せて取組んでいく考えだ」と述べ

館。親子そろっての温泉体験はいつまでも心に残る思い

ている。

出となるだろう。

ピンクリボン公式湯浴み着

左から、県電気工事工業組合理事長、
谷本知事、
多田石川県組合理事長

日本一の広さを誇る露天風呂

障子4枚160インチに映る
映像
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第23回

応募受付中！

「人に優しい地域の宿づくり賞」
「人に優しい地域の宿づくり賞」
とは

この賞は、地域の旅館ホテル（個人参加可）や旅館
ホテル組合が参加又は主催する活動で、高齢者等を
はじめ、全ての人々に優しい配慮がなされており、地元
の団体やボランティアグループ等が、協力しておこなう
下記のジャンルを対象とします。そして、その中から選
考委員会が審査し、
「厚生労働大臣賞」、
「全旅連会長
賞」をはじめ名誉となる賞を贈るものです。

実施要領
対象ジャンル
１．特性を生かした活動（温泉、料理、まちづくり、滞在型等）
２．経済の活性化（情報技術（IT）、施設、地域貢献等）
３．歴史・文化の振興（イベント・祭り、趣味等）
４．環境づくりの推進（緑化、清掃、リサイクル、環境保全等）
５．スポーツの振興（体操、ゲートボール、健康増進等）
６．福祉の充実（健康、設備、サービス・接遇、ボランティア等）
７．国際化の推進（インバウンド、インフラ整備等）
８．省エネ・節電の取り組み
（冷・暖房の対策、蛍光灯やLED
照明への交換等）
９．労働生産性の向上（従業者のやりがい向上、業界・地域へ
の影響度等）
10．その他、人に優しい地域の宿づくり活動と認められるもの
応募方法
令和元年度（平成 31年 4月1日〜令和 2 年 3月31日）に
実施した活動について、都道府県旅館ホテル生活衛生同業
組合に活動の概要及び内容の特徴が示されている写真を添
えてお申し込み下さい（エントリー料は無料）。また、参考と
して新聞等の紹介記事やパンフレット類がありましたら添付
して下さい（コピー等の資料はＡ４判に統一）。なお、電子メ
ールでの応募も受け付けておりますので、
「宿ネット」より応
募用紙をダウンロードして写真や参考資料のデータと一緒
に全旅連のメールアドレスまでお送り下さい。
※原則として、ご提出いただいた資料の返却はいたしません。
応募締切
令和 2年 3月31日消印まで有効
後 援
厚生労働省
選考のポイント
１．いきがい ２．おもいやり ３．よろこび ４．あたたかさ
５．やすらぎ
表 彰
令和 2年 6月11日
第98回全旅連全国大会（山口県）において表彰
●ＵＲＬ（宿ネット）http://www.yadonet.ne.jp/
●全旅連メールアドレス ajra@alpha.ocn.ne.jp

【オリジナル エンブレム】
受賞施設又は団体には
オリジナルエンブレムが提供
されるので、
インターネットや
印刷物等に掲載して一般
消費者の認知度アップが
期待できます。
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ノロウイルスなど食中毒予防のために衛生管理で対策を！！
日頃からの衛生管理により、安
全な食事をお客様に提供すること
は、食中毒の予防につながります。
平成30年（2018年）6月13日に
食品衛生法等の一部を改正する
法律が公布され、製造・加工、調
理、販売等を行う全ての食品事業
者を対象として、
ＨＡＣＣＰに沿っ
た衛生管理が制度化されることと
なり、全旅連では公益社団法人日
本食品衛生協会の協力を得て、
「旅館・ホテルにおける
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 手引書〜宿
泊者に提供する夕食・朝食を対象に〜」
（カラーＡ4判／
64頁）
を作成いたしました。
（2019年3月発行）
本手引書は都道府県組合宛に配布してありますが、
研修会開催のテキストとして追加をご希望の組合様に
はお送り致しますので、本連合会までご連絡ください。
また、
「宿ネット」
にＰＤＦファイルにてアップされていま
すので、
こちらもご活用ください。
「宿ネット」組合員専用ページURL:
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/index.html

HACCPの食の安心・安全・五つ星事業（HACCP型）
日本食品衛生協会食の安心・
安全・五つ星事業（HACCP型）
では
「旅 館・ホテル 業における
HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理手引書」
（全旅連）
に
対応した食品衛生管理計画・記
録簿※1を作成しました。
五つ星事業では、
日々行って
いる食品衛生対策5項目※2（食
品衛生管理項目）
についての実
施 状 況 等をプレート
（「食 の 安
心・安全・五つ星店」
：A3サイズ）=写真=で店頭 に掲
示し、消費者が安全・安心に飲食または購入する際の、
店舗選びの目安となるよう本事業を実施しています。
※2 食品衛生管理記録実施店（※1食品衛生管理計画・記録簿（HACCPの手引
書に対応）への記録）計画・記録）
、従事者の健康管理実施店、食品衛生講
習会受講店,衛生害虫等の駆除対策、食品賠償責任保険加入店

腸内細菌検査、
ノロウイルス検査
旅館・ホテル組合員特別価格のご案内
腸内細菌検査
（検便）

ノロウイルス検査

腸チフス菌、 RT-PCR法による
検査項目・ サルモネラ菌、
パラチフスA菌、
赤痢菌、 遺伝子増幅法検査
方法
腸管出血性大腸菌O-157
３〜５営業日

１〜３営業日

金

※組合員特別価格
300円/1検体
（税別）

※組合員特別価格
検査料金 2,950円/1検体
（税別）
検査容器代 50円/1検体
（税別）

考

お客様でご負担
検体送料は、
定期的実施分 検体送料は、
（宅配便クール冷蔵
は弊社で負担いたします。 願います。
追加実施分は、
お客様でご 指定）
負担願います。

報告日数
料

備

検 査申込 書
ダウンロード

全旅連公式HP
「宿ネット」
組合員専用ページ
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/

お 申 込・
お 問 合 せ

JFE東日本ジーエス株式会社 食品衛生調査センター
TEL：044-328-2788 FAX：044-333-1655
http://www.eisei-chosa.com/

全旅連会議開催

経 営 ワンポイントアドバイス

「まんすりー」経営改善講座

【12月
４日（水）
●全旅連中小宿泊施設観光総合対策委員会
９日（月）
●全旅連総務会
●全旅連経営基盤調査研究委員会
●全旅連協定商社会入会審査会
●全旅連協定商社会との懇談・懇親会
於：赤坂四川飯店（東京都千代田区）
１２日（木）
●全旅連青年部常任理事会 他
於：北こぶし知床ホテル＆リゾート（北海道斜里郡）
今後の予定
＜１月＞
１７日（金）
●第 4回全旅連正副会長会議
２０日（月）
●全旅連シルバースター部会現地調査
於：京成ホテルミラマーレ（千葉県千葉市）
２１日（火）
●全旅連シルバスター部会経営研究委員会
＜２月＞
２月１９日（水）
●旅政連支部長会議
●全旅連理事会
於：都道府県会館（東京都千代田区）
●旅政連全国の集い
於：赤坂四川飯店（東京都千代田区）

お知らせ
次号 3 月号は、令和 2 年 3 月 1 日の発行
となります。
※本号は１・２月合併号です。2 月1日の発行はありません。

渡邉
渡邉 清一朗
清一朗

「2020を斜めに見てみたら」
2020 年が始まった。東京オリンピックというお祭りは
あるものの、アメリカ大統領選挙、それに絡む米中の冷
戦、中露北韓の不穏な動きなど、国家レベルでの不安定
要素には事欠かない。緩やかに回復してきたかに見える
経済状況にも、昨年の消費増税によるダメージがボディ
ブローのように効いてきており大きな変化があるのかも
しれない。そこで今回は、年頭に当たって過去50 年間を
振り返り、経済にダメージを与えた事柄をたどってみた
い。するとあることが見えてくる。
1973年、第一次オイルショック
1979年、第二次オイルショック
1991年、バブル崩壊
2001年、ITバブル崩壊
2008年、リーマンショック
2009年、日経平均平成期最安値
2010年、日本航空破綻
2011年、東日本大震災
なんとなくではあるが、緩やかに回復していた経済状
況が10 年前後の期間を経て急激に落ち込んでいること
がわかる。そして、街角景気に目を向けると、俗にいうブ
ローカーやペテン師が元気を取り戻しさらに跋扈するよ
うになってくると経済がおかしくなり始めるということと
連動する。大きな詐欺事件もそれに伴って起こっている。
1988 年〜 1991年、2006 年〜 2008 年あたりはその傾向
が顕著で、都心のホテルのラウンジなどでそれとわかる人
たちをよく見かけた。2014年のアベノミクスピーク以降も
同じような状況になっていることに気づく。近年の不動産
ミニバブルは周知のとおりだがそろそろ陰りが見えてきた。
今年から来年にかけては環境が激変する可能性が高い
と心に刻み、やるべきことを間違わずに日々を送りたい。
本年もよろしくお願い致します。
質問・相談は
質問・相談は
watanabe@yadonet.ne.jp
（090-3322-7208）
watanabe@yadonet.ne.jp携帯
携帯
（090-3322-7208）
または、
全旅連事務局
（03-3263-4428）
までどうぞ。
または、
全旅連事務局
（03-3263-4428）
までどうぞ。

〜 宿泊･サービス産業に向けた ホスピタリティ と フードサービス の商談専門展示会 〜

第４8回 国際ホテル・レストラン・ショー
2020年2月18 日（火）〜 21 日（金)
〜 インバウンド市場に対応する製品・サービスに特化した企画展示 〜

インバウンドマーケットＥＸＰＯ２０20
2020年2月18 日（火）〜 21 日（金)
2500を超えるブースの出展が決定。多様化するニーズに対応するための提案、
人手不足を補うヒントなど、
各ゾーンの展示、
セミナーをお見逃しなく。幕張メッセ
（1〜8ホール）
にて皆様をお待ちしております。
最新情報・セミナー参加申込は、
ＨＣＪ公式ホームページをご覧ください。
http://www.jma.or.jp/hcj/
※招待券
（団体来場登録）
お問い合わせ先… 各都道府県旅館組合または全旅連
（03-3263-4428）
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全旅連協定商社会誌上賀詞交歓

全旅連協定商社会
年頭のご挨拶
全旅連協定商社会には、
35社の協定商社が加入して
います。
各商社がそれぞれの専門
性を活かして旅館・ホテル営
業に役立つ、有効な商品を取
り揃えております。
本年もご愛顧賜りますよう
お願い申し上げます。

謹 賀 新 年 ２０２０
旧年中は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
本年もご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

《取扱サービス》
らく通with
勤務シフト作成お助けマン

株式会社 丸八真綿
取扱商品
丸八真綿製品

寝具製造・販売

最高の想い出を
夢でもう一度見る。
おもてなしの寝具による、
至福の眠りによって。
明けましておめでとうございます。
素敵な客室つくりのお役に立てるよう、
想いのこもった寝具を、
皆様と一緒に作って参ります。
本年もどうぞ、宜しくお願い申し上げます。

二〇二〇年

（フリーダイヤル）
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全旅連協定商社会誌上賀詞交歓

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます
本年も倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます
令和2年

元旦

楽天株式会社 コマースカンパニー
プレジデント
トラベル事業長

武 田 和 徳
髙 野 芳 行

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス

旅館・ホテル向け団体保険制度

全旅連保険

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を
申し上げます。
本 年も皆 様 に安 心と安 全をお届 け
で きるよう取り組 んで まい る所 存 で
ございますので、何卒昨年同様のご愛顧を
賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と益々のご発展を心より
お祈り申し上げます。
※
「全旅連保険」
の詳細につきましては
代理店：全旅連事業サービス
☎0120 087 484までお問合わせください。

東 京 海 上日 動 火 災 保 険 株 式 会 社

旅行業営業部 営業第一課
〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-16
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旧年中は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます︒

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り申し上げます︒

株式会社シーナッツ
代表取締役社長 山 田 英 樹

東京都港区芝浦三丁目一二番七号
住友不動産田町ビル四階
電 話 〇三 ‐
六八三五 八
- 四一〇 代
(表

〒108-0023

本年も変わらぬお引き立ての程︑宜しくお願い申し上げます︒

子

謹賀新年

全旅連協定商社会誌上賀詞交歓

)
宿泊施設の 宿泊施設による 宿泊施設のための 予約・販売管理システム

謹賀新年
旧 年 中 は 格 別 の ご 愛 顧 を 賜 り、
誠にありがとうございました。
ご期待にお応えできるサービス
提供ができるよう、今後も社員
一同邁進して参ります。
本年もなにとぞ宜しくお願い申
し上げます。
ヤフー株式会社

〒102-8282
東京都千代田区紀尾井町 1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

10 まんすりー全旅連情報 2020. 1--2

全旅連協定商社会誌上賀詞交歓

謹 賀新年
本 年もよろしく
お 願 い申し上げます

電気料金見直しでコスト削減！
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年もご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

試算希望の方はフリーダイヤルまで

0120-983-037

全旅連求人サイトサポートセンター

HR ソリューションズ株式会社

https://ryokanhotel-job.net/
TEL：03-3548-8749 FAX：03-3548-8864
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全旅連協定商社会 名簿
（株）トランスネット
ソニー生命保険（株）

ホテル旅館向け各種インタ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１−３−１ 三恵ビル８F
ーネットソリューション販売 営業企画部 廣重 隆

TEL 03-6891-7200

生命保険コンサルティング 〒100-0004 東京都千代田区大手町１−７−２ 東京サンケイビル３１Ｆ
他
東京中央ＬＰＣ第３支社部長 中野秀嗣

TEL 03-4334-5203

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 損害保険
（株）丸八真綿
サントリービバレッジ
ソリューション（株）

丸八真綿寝具販売他

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1−28−1
専業・マーケット開発部 市場開発室 担当次長

FAX 03-6686-1039
FAX 03-4334-5213
TEL 03-5789-6450

橋本博史

〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町81-7
ホテル旅館事業部 副課長 玉木信安

〒107-0051 東京都港区元赤坂1−2−3 赤坂見附MTビル3階
ソフトドリンクメーカー
清涼飲料用自動販売機の設置 広域法人営業本部 専任部長 冨田裕樹

FAX 03-5789-6449
TEL 028-663-6166
FAX 028-663-6238
TEL 03-3479-1541
FAX 03-3479-2060

〒100-6640 東京都千代田区丸の内１−９−２ グラントウキョウサウスタワー TEL 03-6835-6240
旅行営業統括部 営業推進部 営業企画グループ 酒井宏明
FAX 03-6834-8784

（株）リクルートライフスタイル

旅行雑誌じゃらん、
じゃらんnet等

（株）セラミックテクノロジー

客 室 木 部 白 木 再 生、各 種 〒414-0055 静岡県伊東市岡１２７４−９
浴場等の各種再生
松坂博行

TEL 0557-48-6026

旅館ホテル客室等のリフォ 〒163-0833 東京都新宿区西新宿2−4−１ 新宿ＮＳビル
法人営業部法人営業推進課 全旅連担当顧問 田﨑裕治
ーム・新築

TEL 03-3349-8044

ミサワホーム㈱

FAX 0557-38-6557
FAX 03-4570-5668

カラオケ機器（DAM）
音響・映像関連機器

〒141-8701 東京都品川区北品川５−５−２６
営業統括本部 特販営業部 営業2課 エリアマネージャー 関口雅弘

TEL 03-3280-6821

（株）コジマ

家電製品全般

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3−28−13 池袋西口共同ビル8階
営業本部営業部 法人営業室 主任 原 智一

TEL 03-6907-3116

（株）エクシング

カラオケ機器販売（JOYSOU 〒105-0011 東京都港区芝公園2−4−1 芝パークビルＢ館8F
ND,UGA）音響・映像関連機器 営業本部 直販営業部 担当副部長 近藤美佐雄

（株）第一興商

FAX 03-3280-0862
FAX 03-6907-2996
TEL 0120-141-224
FAX 03-6848-8186
TEL 03-5537-3491

旅館賠償責任保険

〒104-0061 東京都中央区銀座5−3−16
旅行業営業部 営業第一課 副主任 米永有希

AIG 損害保険（株）

組合員向各種損害保険

TEL 03-6848-8835
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4−3−20 神谷町ＭＴビル6F
中小企業セグメント営業部 アソシエーション開発推進ユニット 大平美菜子 FAX 03-6689-2025

楽天（株）

予約サイト楽天トラベル等

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1−14−1 楽天クリムゾンハウス TEL 050-5817-3369
トラベル事業 国内営業部 ジェネラルマネージャー 永冨文彦
FAX 03-6670-5253

（株）宿泊予約経営研究所

web集客コンサルティング

〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2−2−1 横浜ランドマー TEL 045-227-6505
クタワー20F 新規営業本部 営業推進室 統括マネージャー 北薗勇人
FAX 045-227-6507

（株）シーナッツ

予約・販売管理システム
ＴＬ−リンカーン

〒108-0023 東京都港区芝浦3−12−7 住友不動産田町ビル4階
システムソリューション本部 営業G 宮崎恵利香

TEL 03-6835-8420

（株）JTB（るるぶトラベル）

宿泊予約サイト
るるぶトラベル

〒140-8602 東京都品川区東品川2−3−11 JTBビル17階
Web販売部 国内旅行統括部長 山口健一

TEL 03-5796-5856

東京海上日動火災保険（株）

協
賛

ヤフー（株）

FAX 03-5537-3471

FAX 03-5476-8898
FAX 03-5796-5986

「Yahoo !トラベル」
による 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1−3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー TEL 03-6898-3466
集客支援提案
予約統括本部 営業本部 トラベル営業部 森 浩一
FAX 03-6685-0080

ＫＮＴ−ＣＴホールディングス（株） 宿泊予約サービス
e宿（いーやど）

〒163-0235 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル39F
国内旅行部 岡 哲生

TEL 03-5325-8536
FAX 03-5325-8560
TEL 03-5796-5649

（株）JTBビジネスイノベーターズ

クラウド型業務システム、自社ＨＰ予 〒108-0075 東京都港区港南1−6−31 品川東急ビル7階
約決済システム、外貨取扱支援など 営業推進部 田中美月

（株）ネクシィーズ

ＬＥＤ照明、業務用冷蔵庫、空調な 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20−4 ネクシィーズスクエアビル TEL 03-6415-1210
どの省エネ商材のレンタル事業 サービス企画課業務推進係 井場裕紀
FAX 03-3770-2307

（株）エス・ワイ・エス

自社ＨＰ予約エンジン「OPTIMA」 〒107-0062 東京都港区南青山5−10−2 第2九曜ビル3F
宿泊料金比較サイト連携サービス「DRS」 営業部 若島直人

（株）Ctrip International Travel
Japan
日本テクノ（株）
（株）パラダイムシフト
（株）アビリブ

中国インバウンド予約サイト 〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-4-9 戎橋ビル9階
ホテル事業部 統括部長 有田壮志
「Ctrip」

FAX 03-5796-5690

TEL 03-3486-1070
FAX 03-3486-1071
TEL 06-6210-2367
FAX 06-6210-2369

高圧電気設備保安管理・点検 〒163-0651 東京都新宿区西新宿1−25−1 新宿センタービル51階 TEL 03-5909-5389
電気料金削減コンサルタント 営業推進部 ＭＣ・東日本営業課 係長 相川 淳
FAX 03-5909-5379
オールインワン業務支援ソフト 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1−3−6 パラダイムシフトビル TEL 03-5825-9970
「レップチェッカー」
営業部 部長 古瀬路里
FAX 03-5825-9971
WEBサイト制作、自社ＨＰ予 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6−35−3 コープオリンピア7F
約エンジン「予約プロプラス」 常務取締役 WEB事業統括本部 本部長 水野真寿

TEL 03-6712-6018
FAX 03-6712-6019

旅館・ホテルリフォーム
新築、造園

100-8270 東京都千代田区大手町1−3−2 経団連会館
住宅・建築事業本部 市場開発部 副部長 細田譲二

TEL 03-3214-3860

（株）ミツウロコヴェッセル

高圧電気、動力（低圧）電
気、従量電灯電気の販売

〒104-0031 東京都中央区京橋3−1−1 東京スクエアガーデン
電力・都市ガス営業部 課長 石井万正

TEL 03-3275-6316

（株）かんざし

TEL 03-6261-7447
OTAプラン作成等一括管理「かんざしクラウド」 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル 3F
OTAくちこみ一括管理「くちこみクラウド」 セールス本部 宿泊セールスチーム チーフマネージャー 神山真一郎 FAX 03-6261-7448

（株）三洋

寝具（掛け布団・マットレス） 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2−8−10 ORIX恵比寿西ビル3F TEL 03-5459-2330
のレンタル
コンフォートグリーン事業部 営業主任 山本宜央
FAX 03-5459-2340

（株）ショウエイ

浴場用ろ過装置と省エネシ
ステムおよび見える化

〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎2−6
営業1課 課長 長谷川秀法

大建工業（株）

機械すき和紙材の畳

〒101-8950 東京都千代田区外神田3−12−8 住友不動産秋葉原ビル TEL 03-6271-7600
市場開発部 澤田幸伸
FAX 03-5296-4041

HRソリューションズ株式会社

求人情報掲載サイト「旅館 103-0023 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング10F TEL 03-3548-8212
ホテルでおしごと.net」
企画統括室 藤本英樹
FAX 03-3548-8864

三菱電機ビルテクノサービス（株）

エレベータ設備・管理

〒116-0002 東京都荒川区荒川7−19−1
首都圏第一支社 業務部 副部長 倉場和紀

TEL 03-3803-7319

マッサージチェア

〒108-0023 東京都港区芝浦3−2−16 田町イーストビル1F
商経営業部 企業担当ユニット 鈴木哲治

TEL 03-3769-6600

住友林業（株）

推
奨

（株）フジ医療器

FAX 03-3214-3861
FAX 03-3275-6354

TEL 044-589-1601
FAX 044-589-1602

FAX 03-3803-5234
FAX 03-3769-6601
（令和2年1月1日）

