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青年部臨時総会開催／省庁だより
第23回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
新型コロナ感染防止対策マニュアル／シルバースターキャンペーン
会議開催／経営ワンポイントアドバイス／協定商社会名簿

山 口︑下 関︑湯 田︑
萩︑岩 国 各 市 の ゆ る
キャラが登場した山口全県あげての
歓迎ステージ

第98回「全旅連全国大会inやまぐち」開催

コロナ禍で式典はインターネットでライブ配信

「国民への癒しと安らぎの提供に専心する」
と宣言
「コロナに負けない持続可能な宿を目指そう」が決議

全旅連は 9月 24日、山
口県の「海峡と歴史のま
ち」下関市生涯学習プラ
ザ で 第98回 全 国 大 会 を
開催した。今年は新型コ
ロナウイルス感染症防止 あいさつする多田会長と開会のことばを
のため無観客で行われ、 述べる宮川山口県理事長
正副会長や中国ブロックの組合理事長など役員の出席
に限定した式典の模様は、組合員には You Tubeでライ
ブ配信して伝えた。
開催県を代表して宮川力理事長が「想像外の厳しい
状況に陥り、残念ながらライブ配信の形での開催と
なったが、全旅連の名のもとに、これからも力を結集
すれば必ずやこの難問を乗り超えることができると信
じている。配信にはそうした気持ちを込めて発信して
いきたい」と開会のあいさつを述べた。
多田会長は「コロナ禍の中、全旅連は何ができるの
か、どんな行動を起こすべきか、また全国から寄せら
れる悲痛な声にどう答えるべきかに全力を傾注してき
た。旅館ホテルの政治連盟のネットワークをフルに活
用し、観光産業振興議員連盟の国会議員団、都道府県
観議連の先生方、そして関係省庁に働きかけ、要望書
を提出したほか、宿泊4団体が一丸となって関係会議
で窮状を訴えてきた」と今春からの活動について報告。
そして、その結果得ることができた金融から始まり、
各補助金制度や税制の免除など政府が打ち出した様々
な支援制度について説明した。
多田会長はまた国の Go Toトラベルキャンペーンにつ
いては「これは疲弊した観光業界を立て直すための一
筋の光として進められたものであり、自民党総裁選の
菅義偉候補の出陣式（9月8日）でも民間人代表として
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全国大会の開催に当たっ
て祝辞を寄せた前内閣総
理 大 臣 であり、地 元 選 出
の安 倍 晋三 衆議 院 議 員、
山口県 の村岡 嗣 政 知事、
下関市の前田晋太郎市長

出席した鈴木青年部長が応援演説の中で Go Toトラベ
ル事業などの実現に力を尽くした菅氏に心からの賛辞
を述べているものであるが、これは、われわれ業界に
とっても大きな力を示していかなくてはならない重要
な事業となっているものだ」と述べ、広く組合員の支
援と協力を求めたほか、
「私たちは世間に必要とされる
業界にならなくてはならない」とし、
「現在進行中の自
治体との災害協定はその一環であり、これはあと5県
を残すのみとなった」と説明。加えて、
「コロナ禍にお
いては自然災害時に避難所の密を避けるため、国から
は一次避難所の役割を持ってほしいと期待されてい
る」と報告。最後に「新型コロナによって過去に経験の
ない状況を迎えているが、事業の存続に強い意志を持
ち続けて突き進もうではないか」と結んだ。
次に大会開催に当たっての祝辞が披露され、前内閣
総理大臣であり地元選出の安倍晋三衆議院議員の「私
は我が国の発展のため、輝く日本の創造のため、観光
立国を目指しており、みなさまには大いに飛躍され、
大きく発展されることを期待している」
、村岡嗣政山口
県知事の「この大会を契機に業界の活性化と観光産業の
振興、さらにはウィズコロナ時代における新しい旅のス
タイルの普及と定着が図られるよう期待する」、そして、
前田晋太郎下関市長の「下関市においてもコロナウイ
ルスを賢く恐れながら行動するという新しい行動様式
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全旅連常務理事・理事合同研修会開催
厚労省、観光庁の担当者が講演

2講演は「コロナウイルス対策」と「支援策」がテーマ

GoToトラベルでの東京解禁でアンケート実施へ

写真左から大会宣言
と決議を読み上げる
木 村 氏 と 永 山 氏︑万
歳三唱を発声する皆
美 氏︑閉 会 を 述 べ る
福田氏

「福島 県 が 一丸
となってお迎え
した い」と あ い
さつする小井戸
福島県理事長

写 真左からあいさつする
多田会長、
「コロナ対 策」
で
講 演を行う厚労省の成 松
課長、
「コロナの影響と支援
策」について語る観光庁の
多田課長

全旅連常務理事（各県理事長）
・理事合同研修会が
9月 23日、山口県山口市湯田温泉の「西の雅常盤」で
開催された。多田会長は「コロナとしっかりと対峙
し、みんなで力を合わせればこの緊急事態という試
練もプラスに変えて希望の持てる出口をうることが
出来ると確信している」と述べ、支援と協力を求め
た。研修会では 2 つの講演が行われた。
【生活衛生関係営業における新型コロナウイルス感染
症対策】厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課の
成松英範課長が講演。生衛業の景気と売上の動向、
を念頭におき、独自の経済対策の推進に努めてい
特別貸付や資本性ローンなどの資金繰り支援策の概
る。みなさまの更なる発展並びに新型コロナ感染症
要、旅館・ホテルにおけるコロナ対策として宿泊中
の早期収束、そして観光業はじめ世界経済の力強い
の旅行客等が感染症にかかった場合などの対応、現
回復を祈念する」とした3氏のあいさつが読み上げ
場の宿泊事業者と保健所との連携、宿泊施設におけ
られた。
る新型コロナ対応ガイドラインなどについて解説。
山口県のやまぐち農林振興公社への緑化推進基
【宿泊産業における新型コロナウイルス感染症に
金の贈呈が行われたあと、表彰式に移り、厚生労働
よる影響と支援策について】観光庁観光産業課の多
省医薬・生活衛生局長表彰の13名、全国生活衛生
田浩人課長が講演。コロナ禍における宿泊数や客室
同業組合中央会理事長感謝状の32名、全旅連会長
表彰（永年勤続表彰）の役員50名、職員2名、そして、 稼働率の推移、宿泊業界への影響、各種支援制度、
雇用調整助成金の申請方法を紹介した説明動画、軽
「人に優しい地域の宿づくり賞」の受賞者が配信画
症者等向け宿泊療養施設の確保、宿泊施設に対する
面上にテロップで紹介され、受賞者全員が読み上
アドバイザー派遣事業、基本的ストレスフリー環境
げられた。
整備事業、地域旅館の面的再生に向けた政策などに
続いて、木村龍史広島県理事長が読み上げた「現
ついて解説した。
下の厳しい経営環境を乗り切り、新型コロナウイ
【ウィズコロナ調査研究会の取り組み】全旅連ウィ
ルスにより疲弊した国民に癒しと安らぎを提供す
ズコロナ調査研究会
（大木正治座長）は金融、税制、
ることに専心する」などの大会宣言と永山久徳岡山
旅行需要喚起、地域振興、法令についての対策を進
県理事長が読み上げた「新型コロナウイルスに負け
めていく。現在は、
「訪日外国人旅行者、国内旅行者
ない持続可能な宿を目指そう」など10項目の決議を
の安全・安心な旅行環境の整備」と「国内旅行等の需
採択した。
要喚起の推進と拡大」
を挙げており、大木座長は新
式典は進み、次期全国大会の開催地となる福島
たなアンケートの取組みとして、東京が解禁となっ
県の小井戸英典理事長が「万全の対策で福島県が一
丸となってみなさまをお迎えしたい」とあいさつ。 てどのような状況になっているかについて調査する
ため 10月末か 11月初めに再度アンケートを実施し、
そして大会を祝して、皆美佳邦島根県理事長の発声
多くの組合員の声をとりまとめて今後の全旅連の
で万歳三唱が行われ、福田稔山口県副理事長が「全
方針に反映していきたいとしている。大木座長は
旅連全国大会in山口」の式典の終了を告げた。
ライブ配信という先例のない全国大会となったが、 「様々な課題については『自助・共助・公助』をもって
解決していく取組みが必要である」と述べ、コロナ
YouTubeトップページの検索窓に「YADONET」と
禍を打破するスローガンを掲げ「全力、前進、全旅
入力することによって、式典は幾度となく聴取でき
連頑張ろう！」のガンバローコールが行われ、意思
るものであり、山口県大会はしっかりと心に刻むこ
統一が図られた。
とができる大会となった。
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「スパ＆ウエルネスジャパン2020」開催
シルバースター部会長の中村氏がセミナーで講演

テーマは「オンライン化で温泉地を元気に」
ワ―ケーション、EC、オンラインツアーの動きを語る

セミナーで講演する中村氏
（左）と北出氏▶

全旅連シルバースター部会の中村実彦部会長は
9月17日、東京ビッグサイト（青海展示場）で行われ
た国内唯一のスパ専門展示会「スパ＆ウエルネス
ジャパン2020」で「オンライン化で温泉地を元気に」
と題して行われたセミナーで講演し、温泉家でスプ
リングラボ合同会社 CEO の北出恭子氏と共に、コ
ロナ禍で大打撃を受けた観光業で今新たな動きを
見せているワーケーション、EC（電子商取引 )、オ
ンラインツアーなどについて語った。
中村氏はコロナ禍にあって途絶えてしまった収
入を埋めるために行った地元長野県の EC による地
域の特産品の販売事例について紹介しながら、
「EC
（オンライン）は従来の小売りとはまた違う新たな
人との繋がりを生むものである」と語ったほか、
ワーケーションについては「ワークとバケーション
を組み合わせた造語。観光地やリゾート地で働きな
がら休暇をとる過ごし方で、働き方改革と新型コロ
ナウイルス感染症の流行に伴う『新しい日常』の奨
励の一環として位置づけられているもの」とした上
で、地元長野の白馬村でこのほど開設されたワーク
ステーションについて解説したほか、テントやキャ
ンプ道具を持参しなくてもキャンプ体験を楽しむ
ことが出来るグランピング（
「魅力的な」というグ
ラマラスとキャンピングを組み合わせた造語）施設
のオープンについても語り、
「これはホテル並の快
適なサービスを受けながらぜいたくなアウトドア
体験を楽しめるもので、リゾートならではのワー
ケーション施設といえるものだ」と説明した。
北出氏はコロナ禍での温泉地の取組みについて
述べ、インターネット環境があればいつでもどこで
も楽しむことができる「疑似旅行」であるオンライ
ンツアーについて解説。別府温泉（大分県）の「ま
ち歩きオンラインツアーの配信」
、琴平バス（香川
県）の「仮想バス旅（添乗員や他の参加者とのコミュ
ニケーションもオンライン会議アプリの ZOOM を
使ったオンラインバスツアー）
」
、長野県昼神温泉の
「日本一のバーチャル星空を楽しむ VR 映像」
、黒川
温泉の「スマホ湯（スマホひとつで 33 軒の温泉に入

◀展示会場の全旅連ブースで
シルバースター登録施設をPR

浴気分を味わえる Web サイト）
」などの事例を挙げ、
「そこにはリアルでは行けないところにも行けると
いうバーチャルがリアルを超えている楽しみもあ
る」と語った。
中村氏はオンラインツアーについては「知らない
で旅行に行くと 1 から学ばなくてはならない。オン
ラインで情報を入手しておけば様々な計画をたて
ることができ、リアルの旅はより充実したものにな
る。また、旅行前、旅行後の EC 販売にもつながるも
のだ」と述べ、オンラインツアーの持つ魅力と楽し
み方について語った。

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、9月
17日、全国旅館会
館４階会議室にて、
「従業員の衛生水準等向上による
消費者保護の推進」
（令和 2 年度厚生労働省生活衛
生関係営業対策事業）として、多言語衛生管理マニュ
アル 作 成 委員会（第１回）を開 催した。本 事 業は、
2019 年 3月に公益社団法人日本食品衛生協会の協力
により「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」を発行したが、今回も同
協会の協力を得て、旅館ホテルの外国人労働者を含
む従業員向けの多言語衛生管理マニュアルを本年度
末に作成・配 布する。同協会よりマニュアルの内容
案について説明を受け方針を決定し、マニュアルに反
映するために外国人労働者を受け入れている旅館ホ
テルの多い愛媛県道後温泉を１回目の現地調査先と
して決定した（11月4日に実施予定）。
続いて、本年度の「人に優しい宿」シルバースター
キャンペーン（11月1日〜 2021年 2月28日）について
協 議し、例 年 同 様、賞品が当たる応 募 ハガキ 付 の
キャンペーンチラシ（カラー A5 判）を作成・配布する
ことを決定した（関連記事 6 頁）。
このほか、観光庁による、バリアフリー対応に取り
組む観光施設を認定する制度の創設について、事務
局より報告した（観光庁では認定する仕組み案につい
て 10月1日から30 日までパブリックコメントを実施）。
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全旅連青年部令和 2 年度臨時総会開催
次期部長に星永重氏（福島県・藤龍館）を選出
Keep trying「挑戦し続ける青年部」を掲げる

Zoomを使って行われた臨時総会。
鈴木部長と握手を交わす次期青年
部長予定者の星氏（右）

全旅連青年部（鈴木治彦部長）は９月 16 日、令和
2 年度臨時総会を大分県別府市の別府国際コンベン
ションセンター「ビーコンプラザ」で開き、青年部次
期部長に星永重副部長（福島県会津湯野上温泉・花
鳥華やか風月の宿藤龍館）を選出した。星次期青年
部長予定者は、第 19 代井上善博青年部長の時から
６期連続で出向。今期は政策担当副部長として鈴木
青年部長を支えている。
鈴木部長は「活動が制限された 2 年間になろうと
しているが、それでもこのコロナ禍で私たちは、や
れること、やれないこと、そして特に非常時こそ業
界が一致団結して前に進まなければならないとい
うことの大切さなど多くのことを学ぶことができ
た。次期 2 年間も厳しい大変な時期を迎えることに
なるが、みなさまには新部長とともにまた新しい青
年部を確立していくことを切に望んでいる」と述
べ、協力を求めた。
星氏は立候補に当たっての所信表明では、
「青年
部を通して自分が自信を持ってできること、やって
きたことは失敗を恐れず、諦めずに挑戦し続けてい
くという『Keep trying』をスローガンに掲げ、5 つ
の活動方針を進めていきたい」とし、今後宿泊業に
おける政策活動の重要性は非常に高いものになる
とした「基幹産業として日本経済を牽引する政策提
言」、青年部員の増強および若い世代に宿泊業経営
者を目指す者を増やすことを目的とした「自立した
組織体制の強化」
、最も適した販路バランスを全国
の宿泊施設が選べるよう情報発信と提案に努める
とした「流通販路における多様性の拡充とマッチン
グの提案」、コロナ禍の中で、宿泊 4 団体が同じ方向
を向いて業界発展を目指すことが重要であるとし
た「雇用維持をはじめとする宿泊 4 団体、他業種と
の連携強化」そして、デジタルマーケティングが主
流となり、小規模の企業でもより精度の高い、自力
での広報・集客活動が可能となっている状況に対応
した「ＩＴ戦略時代に適した広報情報活動」の 5 つ
の活動を挙げている。
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新型コロナウイルス支援ポータルサイトの開設
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター（以
下全国指導センター）では、生活衛生業者が活用する
ことができる新型コロナウイルス感染 症に係る支援
施策に関する情報発信を強化することにより、公的
支援施策及び都道府県指導センターにおいて展開さ
れる専門家による相談・支援活動の有効活用を促進
することを目的に、
ポータルサイトを開設いたしました。
ポータルサイト内の、
「もらう・かりる・使える支援
制度」では、雇用調整助成金、持続化給付金、家賃
支援 給付金、融資 制度 (日本 政策金融公庫 )、都道
府県別公的支援などについて、
「感染拡大防止対策」
では、全国指導センター作成の感染拡大防止対策パ
ンフレットや業種別ガイドライン・チェックシートなど
が閲覧、情報収集できる内容となっています。また、
都道府県指導センターでの専門家による相談・支援
の問い合わせにも対応しています。
ポータルサイトの URL は下記の通りとなりますの
で、ご参照ください。
新型コロナウイルス支援ポータルサイト
URL: https://www.seiei-shien.jp/

省庁便り

国税の特例猶予に関する納付等
国税庁
国税の特例猶予につきまして、既に特例猶予を
受けられた方は猶予期限までに納付していただく
必要がありますが、この期限までに納付が困難な
方には、税務署において所定の審査を行った上で、
他の猶予制度を適用できる場合があります。
特例猶予を受けられた納税者の皆様において猶
予期限内の納付と猶予期限内の納付が困難な場合
には所轄の税務署（徴収部門）へ早めにご相談くだ
さい。
参考：国税 庁 HP 新型コロナウイルス感染症緊急
経済対策における税制上の措置
URL：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
kansensho/keizaitaisaku/index.htm
猶 予 制度に関する個 別のお問 合 せについては、
所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。
【受付時間】8：30 〜 17：00（ 土日祝除く。）
下記国税庁 HP にて税務署の所在地を調べられま
す。
URL：https://www.nta.go.jp/about/organization/acc
ess/map.htm

第 23 回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
全旅連シルバースター部会長賞

優秀賞

山口県旅館ホテル生活衛生同業組合湯田支部
「湯田温泉活性化プロジェクト 豊富な温泉でおもてなし」

塩原温泉旅館協同組合
「塩原DCCプロジェクト ※「D=ディスカバー（発見する）・
C=コミュニケーション（意思疎通）・C=コネクト（繋がる）」

山口市の湯田温泉は山陽路随一の湯量を誇る名湯
として知られている温泉。7カ所ある源泉から１日に

塩原温泉旅館協同組合（栃木県）
は地域連携を強化

約 2000トンもの天然温泉が湧出。その豊富な温泉を

し、地域の活力を向上させるために女将の会を主体と

活用して街中には足湯が 6カ所、誰もが自由に飲むこ

した「塩原 DCC プロジェクト」を立ち上げた。
「DCC」

とができる飲泉所が 2カ所設けられているが、今回は

は「ディスカバー（発見する）
」
「コミュニケーション（意

温泉の魅力をもっと発信したいと山口県旅館ホテル

思疎通）
」
「コネクト（繋がる）
」の頭文字で、
「お客様を

生活衛生同業組合湯田支部が「湯田温泉活性化プロ

迎える自分たち旅館の女将や若手従業員、市役所の

ジェクト」をスタートさせた。

職員らが温泉郷内の魅力を再発見し、横の繋がりを

同プロジェクトが取り組んだのが、アルカリ性単純
温泉で、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴の湯田温

密にして、温泉街の活力を向上させたい」という思い
が込められている。

泉に着目したアイテムの考案だった。そして、多くの

バブル崩壊から約 30 年。団体旅行をする企業がひ

人に湯田温泉を知ってもらおうと誕生させたのが、湯

たすら減少し続け、
観光客が落ち込むなか、
同プロジェ

田温泉の源泉からくみ上げた温泉水の「ゆだうるる」

クトは、温泉街の活性化への道を探るために活動を進

という温泉ミスト、同じく温泉水がたっぷり含まれた

めた。活動期間は月1回（繁忙期の 8 月を除く）
。地域

パック「ゆだうるるフェイスマスク」
、そして、無香料

おこし協力隊、まちめぐり案内人、温泉街の飲食店、

で男性にもおすすめの自然派リップ「ゆだうるるリッ

お菓子店、観光施設が関係機関として協力した。

プクリーム」
。これらは「ゆだスパシリーズ」として現
在展開中だ。

実施したことは名所・旧跡・観光施設の視察、飲食
店・菓子店での飲食、また宿泊施設等の見学。温泉郷

商品化させるまでには、湯田温泉で美肌になっても

の B 級グルメ「スープ入り焼きそば」を味わったり、

らおうと、若女将をはじめ各施設の従業員と幾度とな

史跡鍾乳洞「源三窟」などの観光名所を巡ったりした。

く座談会を開催。また、一般女性（湯田温泉で活動し

同プロジェクトの具体的成果としては、多くの関

ていない OL や主婦たち）総勢 100人を超すみなさん

係者と共に現状を体験することで課題や対策が共有

に協力を仰ぎ、たくさんの思いが込められた湯田温泉

できるようになったこと、また、次回予定の観光施設

発のお土産品となった。

や飲食店へ案内書、実施画像、参加者名簿をわたすこ

ボトルデザインはこの地方で語られる白狐伝説にち

とで目的意識の共有化が図られたことなど。また、新

なんで素敵な白狐があしらわれているが、ネーミング

たな発見となったことは、観光施設の利用状況や不

からこうしたデザインに至るまですべて女性で考えら

整備箇所等の確認ができ、マンパワー（ガイド）を加

れた一品となっている。

えることで、お客様に満足してもらえることに気付

旅館売店を中心に販売しているが、湯田温泉以外で

いたこと。実際には観光施設や飲食店などに一度も

も販売できるよう販路拡大中だ。今では山口市のふる

行ったことがない人が多く、観光客に安心してお金

さと納税返礼品として起用されており、
「ゆだうるる」

と時間を使える雰囲気や仕組みの整備を図っていき

は幅広く湯田温泉をPRしている。

たいとしている。

温泉施設での 温泉講話
体験のようす

湯田温泉街に
6カ所ある足湯

「天皇の間記念公園」
視察のようす

温泉水をたっぷり含んだ ミスト と フェイスマスク
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『新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル』発行
全旅連では、
厚生労働省の補
助金を受けて、
「宿泊施設にお
ける新型コロナウイルス対応ガ
イドライン」に沿った冊子
「旅館
ホテルにおける新型コロナウイ
ルス感染防止対策マニュアル」
を作成、
11月中に全ての組合員
施設に直接発送する。
制作にあ
たっては厚生関係を担当しているシルバースター部
会（中村実彦部会長）
、
衛生用品を扱う東京サラヤ
株式会社、
監修に株式会社健康予防政策機構代表
の岩﨑惠美子医師（元厚生労働省仙台検疫所長）
の協力により発刊。岩﨑先生には本マニュアルを教
材に、令和 2 年度都道府県組合事務担当者研修会
（11月20日開催予定）
での講演が予定されている。
マニュアル（カラー A4 判16頁）
の内容は、新型コ
ロナウイルスの基礎知識から宿泊施設の感染対策
まで、
３章で構成されている。
１、
新型コロナウイルス感染対策の基礎知識

『新しい宿泊のエチケット』チラシ等作成配布
全旅連では、新型コロナウイルス感染症の国
内での広がりが未だ収束を見せない中、政府に
おいて進めている「新しい日常」の行動様式に
基づいて、旅行中の感染リスク対策、マスク着
用エチケット、部屋の換気、手洗い、手指消毒な
どを旅行者に呼び掛ける『新しい宿泊のエチ
ケット』のチラシ、ポスター、卓上POPを製作し、
11 月には組合員施設に発送をいたします（下記
画像参照）。
これら製作物を
館内にて掲示を行
って宿泊客にご案
内 い た だ き、
「新 し
い宿泊」の行動様式
の啓蒙にご協力のほ
どよろしくお願い申
【卓上POP】
し上げます。

1-1 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）とは
1-2 新型コロナウイルスはどのように感染するの？
1-3 一般衛生管理を前提とした感染対策について

２、
行政が推奨する消毒・除菌手法
2-1 手や指などのウイルス対策
2-2 モノへ付着したウイルス対策

３、
宿泊施設の感染対策
3-1 感染対策の考え方 ①健康状態の確認 ②感染
が疑われる場合 ③感染対策の徹底
3-2 施設の感染対策について ①入館時、チェックイ
ン・チェックアウト時 ②客室 ③トイレ ④大浴場
⑤食事処 ⑥共用（娯楽）施設 ⑦休憩室
3-3 清掃等の作業

「人に優しい宿」キャンペーンスタート！！
「人に優しい宿
（シルバー
スター登録施設）
」
では、
高
齢者や障害のある方はもち
ろん、全ての人にご満足い
ただけるよう、登録施設同
士が切磋琢磨しサービスの
【キャンペーン応募ハガキ付チラシ】
向上に努めております。
今回、その活動の一環として、アンケートに答え
ると、抽選で 100名様に「旅行券（5000 円）
」が当たる
「人に優しい宿」
シルバースターキャンペーン（2020年
11 月 1 日〜 2021 年 2月 28 日（当日消印有効）を実施
し、キャンペーン応募ハガキ付チラシ（右上）を作成
してシルバースター登録施設を PR します。
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【ポスター】及び【チラシ】
【チラシ裏面】
新しい旅行スタイルのキホン
等を掲載

安心・真心・優しさで 選ばれる宿になりませんか
シルバースター登録制度は、急速に進んでいる日本の高齢化社会
に対応するため、業界から自主的に起こった制度です。年々、高齢者
人口が増加し、高齢者の宿泊施設へのニーズが高まることは当然で
あり、全旅連ではそうしたニーズに十分対応できる旅館・ホテルを数
多く整備する事が業界全体の発展につながると考えています。
シルバースター登録制度がスタートし平成 5 年 9月の第一号店誕
生から、今では北海道から沖縄まで全国の施
設が登録を受け、
「優しい心」を示すマークを
掲げています。
全旅連では、シルバースター登録制度を広く
内外への周知を図るとともに、厚生労働省の
協力を受けながら推進しています。
ぜひシルバースターにご登録いただき、ハー
ド・ソフト両面の整備と充足にお役立てください。
◎しおりは、各都道府県旅館ホテル生活衛生同業組合までご請求ください。
◎お問い合わせは、
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会まで。

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目5番5号全国旅館会館4階
tel.03-3263-4428 fax.03-3263-9789 URL：http://www.yadonet.ne.jp/

全旅連会議開催

経 営 ワンポイントアドバイス

【10月】
９日（金）
●全旅連総務会
於：ホテル小柳（新潟県湯田上温泉）
１４日（水）〜１５日（木）
●全旅連女性経営者の会 (JKK) 定例会議
於：泉慶（新潟県月岡温泉）
２２日（木）
●全旅連青年部常任理事会 他
於：琴参閣（香川県仲多度郡琴平町）
２３日（金）
●令和２年度生活衛生功労者表彰式典
於：ホテルニューオータニ（東京都千代田区）

令和２年度秋季全国火災予防運動
実施期間：11月9日（月）〜 15日
（日）
統一標語：その火事を 防ぐあなたに金メダル

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

検査項目・ サルモネラ菌、腸チフス菌、 RT-PCR法による
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
報告日数

３〜５営業日

１〜３営業日
※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）

料

金

※組合員特別価格
300円/1検体（税別）

備

考

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

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/

「まんすりー」経営改善講座

渡邉
渡邉 清一朗
清一朗

「ある生き様」
沖縄でクルーズ船の誘致事業を活発に行っていた 30
代の男性社長。昨年までの好業績を受け事業の多角化
に取り組んでいた。そんな矢先、コロナ禍で根幹事業が
吹っ飛んでしまった。数か月間は寝る時間もないほど資
金繰り対策に忙殺された。環境が元に戻ることは期待
できないと腹をくくり、事業多角化の一環として始めた
ファクタリング業を当面の根幹事業に据え今を生きてい
る。簡単な事業ではないが残ってくれた従業員と共に必
死の毎日を過ごす。その顔には数か月前の曇りはない。
しっかりと前を向く瞳が光っている。
東京で 50 億円規模のプライベートファンドを運営する
30 代のファンド運営者。多角的に投資を行ってはいたも
のの、やはり若干のダメージは否めなかった。しかし、
いち早くFX( 外国為替証拠金取引) 取引を多角投資の中
心に据えたことが奏功し、前年を上回る運用実績を上げ
ている。車、ブランド品、貴金属などに興味のない彼は
若手芸術家の育成のために財団を組成し私財を投入し
ている。ここ三年が勝負だとぐんぐん前に進む。
札幌や東京で 2016 年ごろから簡易宿所やゲストハウ
ス事業を積極的に展開していた40 代の男性。2018 年に
民泊新法が施行されたときには「そろそろこのビジネス
も見切り時ですかね」と言っていたことを思い出す。「オ
リンピックまで続けないともったいない」との周りの声を
よそに「オリンピックの時には今とは違う楽しい事業を
仕掛けますよ」と2019 年中ごろにはすべての事業を売却
してしまった。世の中が何となく沈んでいるように感じ
る今、不動産市場の価格下落を見据える彼は、チャンス
到来ですねと爽やかに笑っている。
それぞれの会社や個人にとって今目の前にあるコロナ
禍や経済状況は自分のせいではないかもしれない。し
かし、少なくとも明日以降の未来についてはすべて自分
の責任と心に刻み進んでゆきたい。
質問・相談は
watanabe@yadonet.ne.jp 携帯（090-3322-7208）
または、全旅連事務局（03-3263-4428）までどうぞ。
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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

FAX 03-6686-1039
FAX 03-4334-5213

TEL 03-5789-6354
〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1−28−1
マーケット開発部 市場開発室 経営支援センター 担当部長 渡辺 恵一郎 FAX 03-5789-6449
TEL 028-663-6166

（株）丸八真綿

丸八真綿寝具販売他

〒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

（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

〒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）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 法人推進課 早川唯克
ーム・新築

TEL 03-3349-8044

ミサワホーム（株）

FAX 028-663-6238

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 佐々木可菜

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

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15階
Web販売部 戦略担当部長 伊藤 清

TEL 03-5796-5666

東京海上日動火災保険（株）

協

（株）JTB（るるぶトラベル）

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
予約統括本部 営業本部 トラベル営業部 森 浩一
集客支援提案
FAX 03-6685-0080

〒108-0075 東京都港区港南1−6−31 品川東急ビル7階
（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 営業推進部 営業推進ユニット ユニット長 宇留島博史
約決済システム、外貨取扱支援など

TEL 03-5796-5649
FAX 03-5796-5690

（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

TEL 03-3486-1070
FAX 03-3486-1071

（株）Ctrip International Travel 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 TEL 06-6210-2367
ホテル事業部 統括部長 有田壮志
「Ctrip」
Japan
FAX 06-6210-2369

日本テクノ（株）
（株）パラダイムシフト
（株）アビリブ

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 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル12F TEL 03-6712-6018
約エンジン「予約プロプラス」 西日本営業部 野邊紗矢香
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 03-6271-7791
畳材部 得永昭弘
FAX 03-5296-4064

HR ソリューションズ（株）

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

住友林業（株）

（株）ダイブ

旅館・ホテル向け人材サービス 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-1 新宿セブンビル１０F
「リゾートバイトダイブ」
取締役 山本卓嗣

推

三菱電機ビルテクノサービス（株） エレベータ設備・管理

奨

（株）フジ医療器

マッサージチェア

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

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

TEL 03-6311-9833
FAX 03-5656-9459

〒116-0002 東京都荒川区荒川7−19−1
首都圏第一支社 業務部 参事 正村宗一郎

TEL 03-3803-7319

〒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

FAX 03-3803-5234
FAX 03-3769-6601
（令和2年11月1日）

