
（株）トランスネット

ソニー生命保険（株）

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

（株）リクルート

（株）セラミックテクノロジー

ミサワホーム（株）

（株）第一興商

（株）コジマ

東京海上日動火災保険（株）

AIG損害保険（株）

楽天グループ（株）

（株）宿研

（株）シーナッツ

（株）JTB（るるぶトラベル）

ヤフー（株）

（株）ネクシィーズ

日本テクノ（株）

（株）パラダイムシフト

住友林業（株）

（株）ミツウロコヴェッセル

（株）かんざし

（株）三洋

（株）ショウエイ

大建工業（株）

HRソリューションズ（株）

（株）ダイブ

（株）クリップス

（株）ヤギ

（株）ASK

（株）ピアトゥー

（株）QFPay Japan

三菱電機ビルソリューションズ（株）

（株）フジ医療器

（株）エス・ワイ・エス

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－３－１ 三恵ビル８F 
営業企画部　廣重  隆　 
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル３１Ｆ  
東京中央ＬＰＣ第３支社部長　中野秀嗣

〒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　谷  賢治

〒465-0045 愛知県名古屋市名東区姫若町25
第一営業部　玉木信安

〒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 
旅行営業統括部 営業推進部 営業企画グループ　酒井宏明　

〒414-0013 静岡県伊東市桜木町2－2－19    
松坂博行

〒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　五十嵐忠勝

〒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　関口雅弘

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2－49－7 池袋パークビル5F
営業本部 法人営業部 法人・企画管理室 主任　原  智一

〒100-0004 東京都千代田区大手町１－5－1 大手町ファーストスクエアWEST9F  
航空宇宙・旅行産業部 旅行営業室 副主任　田中早映子

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4－3－20 神谷町ＭＴビル6F
ディストリビューション部門　大平美菜子

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1－14－1 楽天クリムゾンハウス
トラベル事業 ホテル旅館コンサルティング部 ジェネラルマネージャー　永冨文彦

〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2－2－1 横浜ランドマークタワー20F  
取締役　坂本真士

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

〒140-8602 東京都品川区東品川2－3－11 JTBビル7F
国内仕入戦略部　松村高太郎　 

〒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
トラベル統括本部 営業部　小林孝志

〒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
業務本部 営業企画課　佐々木  龍

〒100-0004 東京都千代田区大手町2－6－4 TOKYO TORCH常盤橋タワー24階
ホテル事業部　翟  峰（サイ ホウ） 

〒163-0651 東京都新宿区西新宿1－25－1 新宿センタービル51F
営業推進部 ＭＣ・東日本営業課 課長　相川  淳

〒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
営業部 部長　古瀬路里　 

〒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　杉本貴一

〒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

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3－2－6 丸元ビル 3F
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

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2－8－10 ORIX恵比寿西ビル3F
コンフォートグリーン事業部 営業主任　山本宜央

〒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

〒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
畳材部　得永昭弘

〒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
顧客価値創造本部 カスタマーサクセス推進部　桜庭悠斗

〒160-0022　東京都新宿区新宿1－14－12 玉屋ビル2F
外国人人材サービスユニット ゼネラルマネージャー　菅沼  基

〒950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西2－29－15 ピュアコートベル3F
WEBサポート事業部　金子  悟

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18－15 
マテリアル事業本部 第三事業部 311課 販売課長  上村  秀

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-8-5 NXビル4F
営業部 主任　成田篤志

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1－8－3 丸の内トラストタワー本館20F
営業推進室　宮本史彦

〒103-0027 東京都中央区日本橋1－3－13 東京建物日本橋ビル5F
営業本部 第一営業部 部長　伊藤秀男

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1－10－5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F
取締役　杉　泰宣

〒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

〒141-0031 東京都品川区西五反田3－7－10 アーバンネット五反田ビル1F
営業本部 法人営業部 法人営業ユニット　鈴木哲治

〒107-0062 東京都港区南青山5－10－2 第2九曜ビル3F
吉野直樹
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ホテル旅館向け各種インター
ネットソリューション販売

生命保険コンサルティング
他

旅行雑誌「じゃらん」
「じゃらんnet」 等

客室木部白木再生、各種
浴場等の各種再生

旅館ホテル客室等のリフォー
ム・新築

カラオケ機器（DAM）
音響・映像関連機器

家電製品全般

旅館賠償責任保険

組合員向各種損害保険

予約サイト「楽天トラベル」等

web集客コンサルティング

予約・販売管理システム
ＴＬ－リンカーン

宿泊予約サイト
るるぶトラベル

「Yahoo !トラベル」による
集客支援提案

オールインワン業務支援ソフト
「レップチェッカー」

旅館・ホテルリフォーム
新築、造園

マッサージチェア

エレベータ設備・管理

旅館ホテル専用求人情報掲載サイト
「旅館ホテルでおしごと.net」

人材サービス「リゾートバイトダイブ」
「宿泊業界のための外国人求人ナビ」

Web予約サイトコントローラー「ねっぱん＋＋」
Web販売支援サービス

機械すき和紙材の畳

高圧電気、動力（低圧）電
気、従量電灯電気の販売

OTAプラン作成等一括管理「かんざしクラウド」
OTAくちこみ一括管理「くちこみクラウド」

寝具（掛け布団・マットレス）
のレンタル

浴場用ろ過装置と省エネシ
ステムおよび見える化

自社ＨＰ予約エンジン
「OPTIMA」

高圧電気設備保安管理・点検
電気料金削減コンサルタント

中国インバウンド予約サイト
「Ctrip」

ＬＥＤ照明、業務用冷蔵庫、空調な
どの省エネ商材のレンタル事業

損害保険

丸八真綿寝具販売他

（令和5年1月1日）

全旅連協定商社会 名簿
03-6891-7200
03-6686-1039
03-4334-5203
03-4334-5213
03-5789-6450
03-5789-6449
052-701-3386 
052-703-1424
03-6835-6240
03-6834-8784
0557-48-6026
0557-38-6557
03-3349-8044
03-4570-5668
03-3280-6821
03-3280-0862
03-6907-3116
03-6907-2996
03-6250-6022

03-6848-8835
03-6689-2025
050-5817-3369
03-6670-5253
045-227-6505
045-227-6507
03-6835-8420
03-6772-1002
03-5796-5816
03-5796-5254
03-6898-2393
03-6685-0800
03-6415-1210
03-3770-2307
03-6373-0811
03-6262-7667
03-5909-5389
03-5909-5379
03-5825-9970
03-5825-9971
03-3214-3860
03-3214-3861
03-3275-6316
03-3275-6354
03-6261-7447
03-6261-7448
03-5459-2330
03-5459-2340
044-589-1601
044-589-1602
03-6271-7791　
03-5296-4064
03-3548-8212
03-3548-8864
03-5657-3030
03-5657-3031
025-290-5540
025-241-7836
03-3667-4410
03-3667-4471
042-523-4649
050-3728-5505
03-6275-1075

03-6262-1616
03-6262-1617
03-5276-6601

03-3803-7319
03-3803-5234
03-5719-2017
03-5719-6859
03-3486-1070
03-3486-1071

（株）丸八真綿

（株）Trip.com International 
       Travel Japan

空間除菌消臭エアマット、オー
ガニック繊維によるタオル等

スカパー！法人向有料放送契約
およびIPによる外国語放送の契約
公式サイト検索予約「STAY NAVI」
スマートフォンを利用したチェッ
クイン、チェックアウトサービス
エレベーター・エスカレータ・他
昇降機の保守管理、更新工事
キャッシュレス決済システム
インバウンドを中心としたプロ
モーションサービス

ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス（株）
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2023年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
　昨年は、全旅連全国大会が100回目（100周年）とい
う記念すべき年を迎え、コロナ禍にもかかわらずたく
さんのご来賓をお迎えし、無事開催できましたことは、
沢山の方々のご協力、ご支援の賜物であり、改めてお
礼申し上げます。
　また、このことを契機に新たな100年先を全旅連が
一歩踏み出したことは、私にとって望外の喜びでもあ
ります。
　新型コロナウイルスの波が繰り返される中で、「全
国旅行支援」や「地域一体となった観光地の再生・観
光サービスの高付加価値化事業」等の補助金メニュー
によって観光業界もようやく回復の兆しが見え始め、
目的を失いかけた私たちにとって喜ばしいことではあ
りますが、まだまだ予断を許さない状況であります。
　こうした中、私にとっては本年が3期6年の総仕上
げの年となり、長くもあり短くもあったと感じられる
年月でした。思い返せば全旅連として民泊問題に始ま
り、自民党観議連をはじめとする与党との連携強化、
厚生労働省関連はもとより、観光庁の観光立国推進の
一翼を担う組織になったこと。さらには人手不足対策
のための外国人の受け入れのための特定技能制度や技
能実習生２号の創設などにも尽力しました。一方任期
後半は、最大の難関でもある世界中を巻き込んだ新型
コロナウイルス（COVID-19）によるパンディミック
は、社会はもとより私たち観光業界に大きな打撃を与
え、今日に至っています。未だ収束していない中では
ありますが、諸問題に遺恨を残すことなく任期満了ま
でやり遂げたいと思います。

　振り返ってみると私自身が全旅
連と関わって約四十年という時が
過ぎ、人生の大半を全旅連に関わる
ことができましたことは、私の人生
にとって良き出会いであり大きな
誇りであります。
　「時代は移ろいゆくもの」といわ
れますが、その時間の流れの速さや変化に焦燥感や
不安と闘いながら、全国の組合員の皆様と共に前に
向かって進んでまいりました。これからの100年、我が
国の人口は減少し続け、2048年には１億人を割って
9,913万人となり、2060年には8,674万人になると推計
されています。当然、国内観光客市場も縮小し続ける
ことになります。これらを背景に宿泊業界が抱える税
制、金融、諸法の改正といった諸問題に加え、サービ
スの国際化、決済システムの多機能化、さらには生産
性向上も含めたＤＸ化の整備、食品ロス対策やプラス
チックの資源循環などＳＤＧｓへの対応等々に積極的
に取り組まなければなりません。
　こうした状況の下、全旅連という共助機能をさらに
強く進めていかなければなりません。そして１団体と
しての活動では非力であってもコロナ禍で業界が学ん
だように業界団体として力を合わせれば、新たなスタ
イルや展開が起こるものと信じております。
　最後になりましたが、長きにわたって広がった新型
コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた全ての
皆様に、心からの哀悼の意を捧げます。また、何より
もどん底まで落とされながらも必死で戦ってきた全国
の組合員の皆様には敬意を表したいと思います。
　本年が皆様にとりまして良き年になり、今後ますま
す皆様が成長発展いたし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

会　 長 多 田　計 介
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青年部が世界民泊協議会を日本に誘致／省庁便り
第25回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
全旅連会議開催／経営ワンポイントアドバイス／
全旅連協定商社会誌上賀詞交歓
全旅連協定商社会名簿

5
6
7

12

年頭所感　
第5回全旅連正副会長会議開催／
全旅連会長選挙に関するお知らせ
旅館ホテルにおける食品ロス対策マニュアルの作成に向けて現地調査
全旅連委員会開催
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旅館ホテルにおける食品ロス対策マニュアル旅館ホテルにおける食品ロス対策マニュアル
の作成に向けて現地調査の作成に向けて現地調査

全旅連シル
バースター部会
（渡邊幾雄部会
長）経営研究委
員会（伊藤隆司
委員長）は、11月
22日、「旅館ホ
テルにおける食品ロス対策事業」（令和４年度厚生労
働省生活衛生関係営業対策事業）として、第１回現
地調査を実施した。本事業は旅館ホテルにおける食
品ロス対策マニュアルを本年度末に作成・配布する
もので、１回目の視察先はSDGsを体感できるフレ
ンチのフルコースで、食品ロス削減などを目指した
メニューを提供している東京・飯田橋「ホテルメト
ロポリタンエドモント」のSDGs体験メニュー試食及
び総支配人と総料理長からのヒアリングを行った。
最初に、執行役員調理部長の岩崎均総料理長よ
り、自然環境や社会にできる限り負荷をかけずに生
産される「サステナブルフード」の説明を含めたフ
ランス料理のフルコースについて説明を受けた。
コースメニューは、　①玉葱とベーコンのパンペルデュ   
②ダチョウのタルタルと山葵のムース　③北海道産有
機かぼちゃ“くりりん”の冷たいスープ　④金目鯛の
ソテ　神楽南蛮味噌とバルサミコのヴィネグレット   
⑤信州鹿のポワレ  ポルトソース　⑥バニラ風味の
リ・オ・レとエキゾチックフルーツのソース  マンゴー
ソルベと共に　⑦コーヒーと小菓子。
続いて、取締役の松田秀明総支配人からホテルが
実践する食品ロス削減によるSDGsへの取り組みに
ついて説明を受けた。具体的な取り組み事例では
もったいないメニューの開発・展開、普段は捨てて
しまう魚のあらを使用したスープや野菜の皮や葉を
使用したサラダ、規格外りんごを加工した特製ジャ
ムなど、効果として生ごみ量の削減ができた。また、

松田秀明総支配人

試食の様子

「ホテルメトロポリタンエドモント」をヒアリング

岩崎均総料理長

「mottECO（モッテコ）」の案内表示

mottECO
認証紙製の
容器

多
田
会
長
も
参
加
し
た

現
地
調
査
団

全旅連にて会議の様子
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〒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/

安心・真心・優しさで 選ばれる宿になりませんか安心・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施設募集中！

2022年4月1日からは、レストランや宴会場の利用
客から希望があれば環境に配慮した認証紙製の容
器を渡し、自己責任で食べ残しを持ち帰っていただ
く取り組み「mottECO（モッテコ）」を実施して食品
ロス・ゴミの削減と食べ残したものは自分で持って
帰る文化の普及と啓発を図っている。
現地調査終了後は、全旅連会議室にて会議を開
き、マニュアル作成に協力している株式会社オレン
ジページより、11月4日～15日まで「オレンジペー
ジ」読者らを対象に「旅行時の食事に関するアン
ケート調査」を実施し、現在集計中であるとの報告
があった。また、マニュアル作成に反映させるた
め、旅館ホテル向けのWebアンケートも実施する
ことを決めた（下記QRコード）。続いて、次回の現
地調査先について協議し、旅館においてフードロス
削減に努めている、熊本県人吉温泉「清流山水花 あ
ゆの里」のサスティナブルな運営について、1月中
旬に視察することになった。

食品ロス問題のアンケートのお願い
旅館ホテルにおける食品ロス
対策のマニュアルを作成する
にあたり、左記のQRコードか
らWebアンケートにご協力を
お願いいたします。
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全旅連会長選挙に関するお知らせ
令和５年度は全旅連役員改選期にあたります。このため、会長選挙管理委員会では、10月11日に第1回
委員会を開催し、「全旅連会長選挙に関する内規」第２条に基づき、立候補に関する要綱を作成、10月12日
に立候補受付を告示しました。この結果、2名の方から立候補届が提出されたため、12月1日に第2回委員
会を開催し、提出書類を審議、受理いたしました。立候補者は2名のため、選挙を行うこととなりました。
投票に関する告示につきましては、選挙権者である全旅連理事の皆様に12月12日付にて郵送しております。

　（１）投票（開票）日時　　令和5年2月9日（木）　全旅連理事会14：30（旅政連支部長会議13：30）

　（２）投票（開票）場所　　都道府県会館101会議室（全旅連理事会席上）

【立候補者】（届出順）

現　福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合　理事長
現　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　常務理事
現　全旅連情報デジタル化推進委員会　委員長
元　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　副会長
平成21・22年度　全旅連青年部長（第19代）

現　愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合　理事長
現　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　副会長
現　全旅連ポストコロナ調査研究委員会　委員長
元　全旅連シルバースター部会長（初代）
平成5・6年度　全旅連青年部長（第11代）

氏　　名：大 木 正 治
生年月日：昭和26年1月10日
屋　　号：ホテル葛城

おお き しょう　じ

氏　　名：井 上 善 博
生年月日：昭和43年10月25日
屋　　号：ほどあいの宿 六峰舘

いの うえ よし ひろ

令和4年度第5回全旅連正副会長会議が12月
8日、全旅連会議室で開催され、議事は会長選挙管
理委員会からの報告等の報告事項、第102回全旅連
全国大会（2024年）の開催地に関する件等の協議事
項、全旅連理事会及び旅政連支部長会議の開催日
時・場所についての審議事項となった。
会長選挙管理委員会の塚本委員長は、12月1日

開催の選挙管理委員会において立候補届出書類を
審査した結果、井上善博氏と大木正治氏の2名を立
候補者として受理したと報告。選挙日は令和4年度

第2回理事会の席上（投票用紙開票）となっている。
続いて、第26回「人に優しい地域の宿づくり賞」、

万博を契機とした観光推進ネットワーク会議、入浴
着を着用した入浴の可否等の調査協力、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（「第3
版」はオミクロン株の特性を踏まえた上で、本ガイ
ドラインが合理的な内容となるよう見直された）、
温泉資源の保護に関するガイドラインヘのパブ
リックコメント、第100回記念全旅連全国大会（東
京）の収支決算、今後のEV充電設備についての報
告、そして、ポストコロナ調査研究委員会、各ブ
ロック会、全旅連青年部からの報告が行われた。
協議事項の「第102回全旅連全国大会（2024年）

の開催地として立候補した北海道ホテル旅館生活
衛生同業組合」、そして、旅政連令和4年度活動概
況、収支報告並びに令和5年度の活動方針案に「①
全国を対象とした旅行支援の期間延長と必要な財
源措置を求める、②債務返済負担の軽減及び資金繰
り支援の継続・拡充と「事業復活支援金」と同様の
支援策を講じるよう努める、③建物に関しての償却
資産の短縮と土地評価の抜本的見直しに努める」と
した新規活動方針と令和5年度収支予算（案）また、
審議事項の「全旅連理事会及び旅政連支部長会議の
開催日時・場所（令和5年2月9日、都道府県会館で
の開催）」は承認された。

旅政連の令和5年度の新規活動方針などを承認
第102回全旅連全国大会開催地候補に北海道

選挙管理委員会が2名の会長立候補者を受理選挙管理委員会が2名の会長立候補者を受理
令和4年度第5回正副会長会議を開催令和4年度第5回正副会長会議を開催

あいさつのあと議
事の進行を務める
多田会長

2 まんすりー全旅連情報 2023.1-2



旅館ホテルにおける食品ロス対策マニュアル旅館ホテルにおける食品ロス対策マニュアル
の作成に向けて現地調査の作成に向けて現地調査

全旅連シル
バースター部会
（渡邊幾雄部会
長）経営研究委
員会（伊藤隆司
委員長）は、11月
22日、「旅館ホ
テルにおける食品ロス対策事業」（令和４年度厚生労
働省生活衛生関係営業対策事業）として、第１回現
地調査を実施した。本事業は旅館ホテルにおける食
品ロス対策マニュアルを本年度末に作成・配布する
もので、１回目の視察先はSDGsを体感できるフレ
ンチのフルコースで、食品ロス削減などを目指した
メニューを提供している東京・飯田橋「ホテルメト
ロポリタンエドモント」のSDGs体験メニュー試食及
び総支配人と総料理長からのヒアリングを行った。
最初に、執行役員調理部長の岩崎均総料理長よ
り、自然環境や社会にできる限り負荷をかけずに生
産される「サステナブルフード」の説明を含めたフ
ランス料理のフルコースについて説明を受けた。
コースメニューは、　①玉葱とベーコンのパンペルデュ   
②ダチョウのタルタルと山葵のムース　③北海道産有
機かぼちゃ“くりりん”の冷たいスープ　④金目鯛の
ソテ　神楽南蛮味噌とバルサミコのヴィネグレット   
⑤信州鹿のポワレ  ポルトソース　⑥バニラ風味の
リ・オ・レとエキゾチックフルーツのソース  マンゴー
ソルベと共に　⑦コーヒーと小菓子。
続いて、取締役の松田秀明総支配人からホテルが
実践する食品ロス削減によるSDGsへの取り組みに
ついて説明を受けた。具体的な取り組み事例では
もったいないメニューの開発・展開、普段は捨てて
しまう魚のあらを使用したスープや野菜の皮や葉を
使用したサラダ、規格外りんごを加工した特製ジャ
ムなど、効果として生ごみ量の削減ができた。また、

松田秀明総支配人

試食の様子

「ホテルメトロポリタンエドモント」をヒアリング

岩崎均総料理長

「mottECO（モッテコ）」の案内表示

mottECO
認証紙製の
容器

多
田
会
長
も
参
加
し
た

現
地
調
査
団

全旅連にて会議の様子

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
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安心・真心・優しさで 選ばれる宿になりませんか安心・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施設募集中！

2022年4月1日からは、レストランや宴会場の利用
客から希望があれば環境に配慮した認証紙製の容
器を渡し、自己責任で食べ残しを持ち帰っていただ
く取り組み「mottECO（モッテコ）」を実施して食品
ロス・ゴミの削減と食べ残したものは自分で持って
帰る文化の普及と啓発を図っている。
現地調査終了後は、全旅連会議室にて会議を開
き、マニュアル作成に協力している株式会社オレン
ジページより、11月4日～15日まで「オレンジペー
ジ」読者らを対象に「旅行時の食事に関するアン
ケート調査」を実施し、現在集計中であるとの報告
があった。また、マニュアル作成に反映させるた
め、旅館ホテル向けのWebアンケートも実施する
ことを決めた（下記QRコード）。続いて、次回の現
地調査先について協議し、旅館においてフードロス
削減に努めている、熊本県人吉温泉「清流山水花 あ
ゆの里」のサスティナブルな運営について、1月中
旬に視察することになった。

食品ロス問題のアンケートのお願い
旅館ホテルにおける食品ロス
対策のマニュアルを作成する
にあたり、左記のQRコードか
らWebアンケートにご協力を
お願いいたします。
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全旅連会長選挙に関するお知らせ
令和５年度は全旅連役員改選期にあたります。このため、会長選挙管理委員会では、10月11日に第1回
委員会を開催し、「全旅連会長選挙に関する内規」第２条に基づき、立候補に関する要綱を作成、10月12日
に立候補受付を告示しました。この結果、2名の方から立候補届が提出されたため、12月1日に第2回委員
会を開催し、提出書類を審議、受理いたしました。立候補者は2名のため、選挙を行うこととなりました。
投票に関する告示につきましては、選挙権者である全旅連理事の皆様に12月12日付にて郵送しております。

　（１）投票（開票）日時　　令和5年2月9日（木）　全旅連理事会14：30（旅政連支部長会議13：30）

　（２）投票（開票）場所　　都道府県会館101会議室（全旅連理事会席上）

【立候補者】（届出順）

現　福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合　理事長
現　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　常務理事
現　全旅連情報デジタル化推進委員会　委員長
元　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　副会長
平成21・22年度　全旅連青年部長（第19代）

現　愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合　理事長
現　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　副会長
現　全旅連ポストコロナ調査研究委員会　委員長
元　全旅連シルバースター部会長（初代）
平成5・6年度　全旅連青年部長（第11代）

氏　　名：大 木 正 治
生年月日：昭和26年1月10日
屋　　号：ホテル葛城

おお き しょう　じ

氏　　名：井 上 善 博
生年月日：昭和43年10月25日
屋　　号：ほどあいの宿 六峰舘

いの うえ よし ひろ

令和4年度第5回全旅連正副会長会議が12月
8日、全旅連会議室で開催され、議事は会長選挙管
理委員会からの報告等の報告事項、第102回全旅連
全国大会（2024年）の開催地に関する件等の協議事
項、全旅連理事会及び旅政連支部長会議の開催日
時・場所についての審議事項となった。
会長選挙管理委員会の塚本委員長は、12月1日

開催の選挙管理委員会において立候補届出書類を
審査した結果、井上善博氏と大木正治氏の2名を立
候補者として受理したと報告。選挙日は令和4年度

第2回理事会の席上（投票用紙開票）となっている。
続いて、第26回「人に優しい地域の宿づくり賞」、

万博を契機とした観光推進ネットワーク会議、入浴
着を着用した入浴の可否等の調査協力、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（「第3
版」はオミクロン株の特性を踏まえた上で、本ガイ
ドラインが合理的な内容となるよう見直された）、
温泉資源の保護に関するガイドラインヘのパブ
リックコメント、第100回記念全旅連全国大会（東
京）の収支決算、今後のEV充電設備についての報
告、そして、ポストコロナ調査研究委員会、各ブ
ロック会、全旅連青年部からの報告が行われた。
協議事項の「第102回全旅連全国大会（2024年）

の開催地として立候補した北海道ホテル旅館生活
衛生同業組合」、そして、旅政連令和4年度活動概
況、収支報告並びに令和5年度の活動方針案に「①
全国を対象とした旅行支援の期間延長と必要な財
源措置を求める、②債務返済負担の軽減及び資金繰
り支援の継続・拡充と「事業復活支援金」と同様の
支援策を講じるよう努める、③建物に関しての償却
資産の短縮と土地評価の抜本的見直しに努める」と
した新規活動方針と令和5年度収支予算（案）また、
審議事項の「全旅連理事会及び旅政連支部長会議の
開催日時・場所（令和5年2月9日、都道府県会館で
の開催）」は承認された。

旅政連の令和5年度の新規活動方針などを承認
第102回全旅連全国大会開催地候補に北海道

選挙管理委員会が2名の会長立候補者を受理選挙管理委員会が2名の会長立候補者を受理
令和4年度第5回正副会長会議を開催令和4年度第5回正副会長会議を開催
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事の進行を務める
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全旅連委員会開催全旅連委員会開催
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2023年2月7日（火）～ 10日（金）

2000を超えるブースの出展を予定。多様化するニーズに対応
するための提案、旅館のスマート化、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。東京ビッグサイ
ト（東展示棟）にて皆様をお待ちしております。
来場事前登録・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。https://jma-hcj.com

～ 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51回 国際ホテル・レストラン・ショー

スムーズな入場のために事前の来場登録を推奨します。

経営基盤調査研究委員会経営基盤調査研究委員会
経営基盤調査研究委員会

（山本清藏委員長）は12月
8日に全旅連協定商社会と
の懇談会を、翌日9日には委
員会を開催した。12月8日
には、赤坂四川飯店にて正副会長、同委員会委員、
青年部員らと全旅連協定商社会との懇談会を開催
し、意見交換や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。
12月9日の委員会では、生活衛生関係営業の活性
化や振興を図るため厚生労働省が令和4年度事業と
して行う業績回復支援事業について、（株）リクルー
トのじゃらんnet内および楽天グループ（株）の楽天
トラベル内でのキャンペーン内容、全旅連女性経営
者の会（JKK）が1月に行う街頭PR活動、YouTube
の全旅連公式チャンネル「YADONET」に投稿され
ている日本の宿プロモーション映像の動画再生数
増加施策などの説明がされた。また、本年4月1日
に施行となったプラスチック資源循環促進法によ
りプラスチック廃棄削減の取組みの調査の実施を
決めた。その他、第100回記念全旅連全国大会にお
ける展示会、大会記念誌広告実績の報告がされた。

政策委員会 警察庁との意見交換会政策委員会 警察庁との意見交換会
12月9日、政
策委員会（小関
吉左衛門委員
長）は、当委員
会で作成する
「風営適正化法
に関するガイ
ドライン」について所轄官庁である警察庁から指導
を仰ぐため、意見交換会を行った。
このガイドラインにおいて、風営適正化法は人々
の静かな日常生活を守るために必要不可欠な法律
であることを理解してもらうと同時に、この法律が
宿泊施設の営業を規制するものではないことを改
めて周知する。そして自館の飲食提供サービスが
「接待」ではなく、「接客」行為であるならば、風営法
の許可は返納が可能であることを説明する。
政策委員会ではこのガイドラインが宿泊業界の
自浄作用を促し、宿泊業界の社会的地位を高めるた
めの指針となるよう議論を重ねている。
警察庁からは、風営適正化法に携わる人員は制限
されるので、宿泊業界による自主的啓蒙活動は歓迎
するとの見解を頂き、ガイドラインの内容について
も逐次アドバイスを頂けることとなった。

人材不足対策・職場環境改善対策委員会人材不足対策・職場環境改善対策委員会
12月13日、第3回の委員会

（石田浩二委員長）を開催した。
昨年度から人手不足の現状
や採用方法、外国人材の調達
方法や採用する場合の注意
点、さらには受け入れのための職場環境の改善策に
ついて調査研究を行ってきた。今回は、それらの調
査研究の集大成として「報告レポート（案）」を作成
することとなり、その内容について協議した。人口
減少化社会の到来により労働力が不足している現
状の中で、まずは日本人雇用を優先しながら補完的
に外国人を受け入れる等の意見やお宿単位での受
け入れではなく、業界団体や地域単位での受け入れ
についても協議がなされた。また、青年部が8月に
実施した第２回宿泊事業者向け「外国人材の雇用に
関するアンケート」の調査結果も紹介された。
今回の意見等を取りまとめ、２月中旬までに同レ
ポートを完成させることとなった。

全旅連「特定技能外国人求人情報」サイトのご案内全旅連「特定技能外国人求人情報」サイトのご案内

※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/

　全旅連では、技能測定試験に合格した外国人が旅館ホテ
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。

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　

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/

全旅連青年部（星永重部長）は11月30日から12月
2日の3日間、鮒鶴京都鴨川リゾート（京都市）で世
界各国のホテル協会が加盟する「世界民泊協議会」＝
『Global ReformBnB』が開催するGlobal ReformBnB 
Forum in KYOTOを誘致し、開催支援を行った。
今回の会期中では、STR（Short Term Rental、民

泊）業界に関するガイドラインを更新し、本フォーラム
へは初参加となるアジアのホテル協会（中国、香港、
韓国、カンボジア）の意見も新たに取り入れた。
会としては世界20か国の旅館・ホテル協会が出席

し、日本開催ということもあり、アジア諸国の存在感が
強い会となった。また、オンラインでも50名の参加と
なり、本会全体では250名以上の出席者が集まり、観
光や宿泊業界に関する課題などについて話し合った。
今後のGlobal ReformBnBでは、世界共通のガイド

ラインを制定する事を目的とし、更なるブラッシュアッ
プを図るとともに、宿泊客やSTRの施設オーナーの身
元を明確にするための統一プラットフォームの構築
と、その情報を政府と共有し、より適正な管理体制
の構築を目指す。
また、Global ReformBnBの役員メンバーは本会の

開催される前日（11月29日）に全旅連青年部の部長・
副部長と共に観光庁を訪問し、池光崇審議官に表敬
訪問を行った。さらに、12月2日には、鈴木貴典・京
都府副知事や、柿沼宏明・国土交通省観光庁観光産
業課課長をゲストスピーカーとして迎え、関係者以
外の出席も可能としたオープンな場として、宿泊事
業オーナーだけでなく、その従業員や飲食店事業者、
観光経済などを学ぶ学生、教師など観光に関わる人
に広く出席してもらえる場で、日本の宿泊業界に関
する法整備の推移や、今後の宿泊・観光産業が成長
するために取るべき選択などについてプレゼンテー
ションを行い、星部長が謝辞、門川大作京都市長があ
いさつを行った。

民泊業界に関するガイドラインを更新
青年部の支援でプレゼンテーションの実施も

京都で違法民泊問題を議論する国際会議開催京都で違法民泊問題を議論する国際会議開催
青年部が世界民泊協議会を日本に誘致青年部が世界民泊協議会を日本に誘致

令和４年度第２次補正予算成立する令和４年度第２次補正予算成立する令和４年度第２次補正予算成立する
12月2日、中小企業支援としての資金繰り支援など
が盛り込まれた令和４年度第２次補正予算が成立しま
した。主要項目は下記のとおりとなります。
１）借換保証制度等保証料補助
新型コロナウイルス感染症の影響で債務が増大
した中小企業の返済負担軽、新たな資金需にも
対応できるよう民間ゼロゼロ融資からの借換
需要への対応、借換や新たな資金需要にも対応
する補償制度等
（対象要件）
補償限度額：1億円　
保 証 期 間：10年以内
措 置 期 間：5年以内等
要       件：売上高又は利益率の一定の減少

参考　資金繰り支援
中小企業 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/

yosan/r4/r4_shikinguri.pdf

中小企業庁省庁便り省庁便り

京
都
で
行
わ
れ
た
国
際
会
議
で
の
み
な
さ
ん

－令和５年度税制改正大綱－
　12月16日令和5年度税制大綱が政府与党におい
て決定した。1月開催の通常国会に於いて衆参本会
議において審議・可決される。全旅連の要望事項は、
「固定資産税の軽減」「消費税の外税化」「入湯税の
使途の限定」「交際費の非課税化」「事業所税の廃
止」等要望を行い「交際費課税については」来年度
の見直しにあたり要望活動を執り行った。これ以外
は国税・地方税共に税収が厳しい状況下、令和５年
度税制改正では要望事項が見送られた。

－宿泊施設における新型コロナウイルス対応
　ガイドライン一部改訂（第３版）－

　第3版の作成にあたっては、オミクロン株の特性
を踏まえた上で、平時への移行のプロセスの一環と
して感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点か
ら、ガイドラインが合理的な内容となるよう見直しが
行われました。ガイドライン第3版は全旅連公式HP
「宿ネット」組合員専用ページにて閲覧ができます。
全旅連公式HP「宿ネット」組合員専用ページ
URL: http://www.yadonet.ne.jp/info/member/index.html
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全旅連委員会開催全旅連委員会開催
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2023年2月7日（火）～ 10日（金）

2000を超えるブースの出展を予定。多様化するニーズに対応
するための提案、旅館のスマート化、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。東京ビッグサイ
ト（東展示棟）にて皆様をお待ちしております。
来場事前登録・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。https://jma-hcj.com

～ 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51回 国際ホテル・レストラン・ショー

スムーズな入場のために事前の来場登録を推奨します。

経営基盤調査研究委員会経営基盤調査研究委員会
経営基盤調査研究委員会

（山本清藏委員長）は12月
8日に全旅連協定商社会と
の懇談会を、翌日9日には委
員会を開催した。12月8日
には、赤坂四川飯店にて正副会長、同委員会委員、
青年部員らと全旅連協定商社会との懇談会を開催
し、意見交換や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。
12月9日の委員会では、生活衛生関係営業の活性
化や振興を図るため厚生労働省が令和4年度事業と
して行う業績回復支援事業について、（株）リクルー
トのじゃらんnet内および楽天グループ（株）の楽天
トラベル内でのキャンペーン内容、全旅連女性経営
者の会（JKK）が1月に行う街頭PR活動、YouTube
の全旅連公式チャンネル「YADONET」に投稿され
ている日本の宿プロモーション映像の動画再生数
増加施策などの説明がされた。また、本年4月1日
に施行となったプラスチック資源循環促進法によ
りプラスチック廃棄削減の取組みの調査の実施を
決めた。その他、第100回記念全旅連全国大会にお
ける展示会、大会記念誌広告実績の報告がされた。

政策委員会 警察庁との意見交換会政策委員会 警察庁との意見交換会
12月9日、政
策委員会（小関
吉左衛門委員
長）は、当委員
会で作成する
「風営適正化法
に関するガイ
ドライン」について所轄官庁である警察庁から指導
を仰ぐため、意見交換会を行った。
このガイドラインにおいて、風営適正化法は人々
の静かな日常生活を守るために必要不可欠な法律
であることを理解してもらうと同時に、この法律が
宿泊施設の営業を規制するものではないことを改
めて周知する。そして自館の飲食提供サービスが
「接待」ではなく、「接客」行為であるならば、風営法
の許可は返納が可能であることを説明する。
政策委員会ではこのガイドラインが宿泊業界の
自浄作用を促し、宿泊業界の社会的地位を高めるた
めの指針となるよう議論を重ねている。
警察庁からは、風営適正化法に携わる人員は制限
されるので、宿泊業界による自主的啓蒙活動は歓迎
するとの見解を頂き、ガイドラインの内容について
も逐次アドバイスを頂けることとなった。

人材不足対策・職場環境改善対策委員会人材不足対策・職場環境改善対策委員会
12月13日、第3回の委員会

（石田浩二委員長）を開催した。
昨年度から人手不足の現状
や採用方法、外国人材の調達
方法や採用する場合の注意
点、さらには受け入れのための職場環境の改善策に
ついて調査研究を行ってきた。今回は、それらの調
査研究の集大成として「報告レポート（案）」を作成
することとなり、その内容について協議した。人口
減少化社会の到来により労働力が不足している現
状の中で、まずは日本人雇用を優先しながら補完的
に外国人を受け入れる等の意見やお宿単位での受
け入れではなく、業界団体や地域単位での受け入れ
についても協議がなされた。また、青年部が8月に
実施した第２回宿泊事業者向け「外国人材の雇用に
関するアンケート」の調査結果も紹介された。
今回の意見等を取りまとめ、２月中旬までに同レ
ポートを完成させることとなった。

全旅連「特定技能外国人求人情報」サイトのご案内全旅連「特定技能外国人求人情報」サイトのご案内

※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/

　全旅連では、技能測定試験に合格した外国人が旅館ホテ
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。

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　

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/

全旅連青年部（星永重部長）は11月30日から12月
2日の3日間、鮒鶴京都鴨川リゾート（京都市）で世
界各国のホテル協会が加盟する「世界民泊協議会」＝
『Global ReformBnB』が開催するGlobal ReformBnB 
Forum in KYOTOを誘致し、開催支援を行った。
今回の会期中では、STR（Short Term Rental、民

泊）業界に関するガイドラインを更新し、本フォーラム
へは初参加となるアジアのホテル協会（中国、香港、
韓国、カンボジア）の意見も新たに取り入れた。
会としては世界20か国の旅館・ホテル協会が出席

し、日本開催ということもあり、アジア諸国の存在感が
強い会となった。また、オンラインでも50名の参加と
なり、本会全体では250名以上の出席者が集まり、観
光や宿泊業界に関する課題などについて話し合った。
今後のGlobal ReformBnBでは、世界共通のガイド

ラインを制定する事を目的とし、更なるブラッシュアッ
プを図るとともに、宿泊客やSTRの施設オーナーの身
元を明確にするための統一プラットフォームの構築
と、その情報を政府と共有し、より適正な管理体制
の構築を目指す。
また、Global ReformBnBの役員メンバーは本会の

開催される前日（11月29日）に全旅連青年部の部長・
副部長と共に観光庁を訪問し、池光崇審議官に表敬
訪問を行った。さらに、12月2日には、鈴木貴典・京
都府副知事や、柿沼宏明・国土交通省観光庁観光産
業課課長をゲストスピーカーとして迎え、関係者以
外の出席も可能としたオープンな場として、宿泊事
業オーナーだけでなく、その従業員や飲食店事業者、
観光経済などを学ぶ学生、教師など観光に関わる人
に広く出席してもらえる場で、日本の宿泊業界に関
する法整備の推移や、今後の宿泊・観光産業が成長
するために取るべき選択などについてプレゼンテー
ションを行い、星部長が謝辞、門川大作京都市長があ
いさつを行った。

民泊業界に関するガイドラインを更新
青年部の支援でプレゼンテーションの実施も

京都で違法民泊問題を議論する国際会議開催京都で違法民泊問題を議論する国際会議開催
青年部が世界民泊協議会を日本に誘致青年部が世界民泊協議会を日本に誘致

令和４年度第２次補正予算成立する令和４年度第２次補正予算成立する令和４年度第２次補正予算成立する
12月2日、中小企業支援としての資金繰り支援など

が盛り込まれた令和４年度第２次補正予算が成立しま
した。主要項目は下記のとおりとなります。
１）借換保証制度等保証料補助
新型コロナウイルス感染症の影響で債務が増大
した中小企業の返済負担軽、新たな資金需にも
対応できるよう民間ゼロゼロ融資からの借換
需要への対応、借換や新たな資金需要にも対応
する補償制度等
（対象要件）
補償限度額：1億円　
保 証 期 間：10年以内
措 置 期 間：5年以内等
要       件：売上高又は利益率の一定の減少

参考　資金繰り支援
中小企業 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/

yosan/r4/r4_shikinguri.pdf

中小企業庁省庁便り省庁便り

京
都
で
行
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た
国
際
会
議
で
の
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さ
ん

－令和５年度税制改正大綱－
　12月16日令和5年度税制大綱が政府与党におい
て決定した。1月開催の通常国会に於いて衆参本会
議において審議・可決される。全旅連の要望事項は、
「固定資産税の軽減」「消費税の外税化」「入湯税の
使途の限定」「交際費の非課税化」「事業所税の廃
止」等要望を行い「交際費課税については」来年度
の見直しにあたり要望活動を執り行った。これ以外
は国税・地方税共に税収が厳しい状況下、令和５年
度税制改正では要望事項が見送られた。

－宿泊施設における新型コロナウイルス対応
　ガイドライン一部改訂（第３版）－

　第3版の作成にあたっては、オミクロン株の特性
を踏まえた上で、平時への移行のプロセスの一環と
して感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点か
ら、ガイドラインが合理的な内容となるよう見直しが
行われました。ガイドライン第3版は全旅連公式HP
「宿ネット」組合員専用ページにて閲覧ができます。
全旅連公式HP「宿ネット」組合員専用ページ
URL: http://www.yadonet.ne.jp/info/member/index.html
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全旅連協定商社会
年頭のご挨拶

　全旅連協定商社会では、
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。

今後の予定

渡邉 清一朗

ワンポイントアドバイス経 営

渡邉 清一朗
「まんすりー」経営改善講座

質問・相談は
sero-1117@giga.ocn.ne.jp  携帯（090-3322-7208）
または、全旅連事務局（03-3263-4428）までどうぞ。

「新年が始まる」
2023年が始まる。この国を覆った混沌がそろそろ秩序へ

と移り変わることを願いながら身の回りを整頓する。そこに
は新しいものと古いものが混在しているが、古いものの味
わいは格別だ。
就職記念に会社からもらった革のケースに入った小さな

印鑑。当時の実印。その役目は大きな後釜に譲ったが、今で
も普通に活躍している。結婚前にもらった革の長財布。いつ
もカバンの中に入っているので今でも現役。たくさん入れた
ことがないことも長持ちの秘訣だろうか。結婚した時に頂い
たロックグラスとワイングラス。普段使いされている割には
長持ちしてくれている。
1度目の転職の時に買った名刺入れ。銀行員時代に使って

いたものがぼろぼろになっていたので銀座で購入した。明る
い茶色だったものがあめ色に変わって光っている。2度目の転
職の時に仕入れた深い緑色をしたカードケース。中が少しべ
とついたりしたときはベビーパウダーを薄く塗れば復活してく
れる。4度目の職業替えのころ、今から十数年前に買った黒い
革の靴。靴は履きつぶして何ぼと思っていたのはずいぶん昔
の話。夏用、冬用、春秋用、雨用と揃えて履くたびに手入れし
しばらく休ませてやると高価なものでなくても５年や10年働
いてくれる。30数年人生を共にした赤い車は昨年末九州の後
輩に引き取ってもらったが、きっと元気にしているだろう。
人が生きてゆくため、会社を経営してゆく為には人・物・

金・情報は欠かすことができない。新しい人と出会い、新し
い物を駆使し、ニューマネーを投入し、溢れる情報の中から
必要な情報を選択してしっかりと前に進みたい。しかしその
時、自分の根本を支えてくれるのは、気の置けない仲間、使
い慣れたギア、心の貯金、培ってきた経験、そして家族なん
じゃないかと思う。暖かさに包まれた良い年にしたい。

【12月
１日（木）
●第２回全旅連会長選挙管理委員会
６日（火）
●全旅連女性経営者の会（JKK）役員会
８日（木）
●全旅連正副会長会議
９日（金）
●全旅連経営基盤調査研究委員会
●全旅連政策委員会
１３日（火）
●全旅連人材不足対策・職場環境改善対策委員会
●全旅連青年部常任理事会 他 ～14日（水）
　於：ホテルグランヴィア京都（京都府京都市）
２１日（水）
●全旅連ポストコロナ調査研究委員会

1月25日（水）
●全旅連正副会長会議
2月9日（木）
●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

全旅連会議開催全旅連会議開催第25回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介

優秀賞
みくに隠居処

「越前加賀海岸国定公園内で初となるユニバーサル
アクティビティ事業の実施」

優秀賞
岡山ビューホテル

「地域に根差した子育て家庭支援ホテル」

文化財保護法や自然公園法が改正される今日、従来
の「守る」のみに主軸を置いた制度設計から「活用し守
る」という新たな概念で文化財や自然環境を保護し、次
世代に継承していくことが社会に求められるように
なってきているとし、みくに隠居処（福井県坂井市）では、
全ての人々にやさしい配慮をしたユニバーサルアク
ティビティを開発し、実施することで、観光地としての
受け入れ環境整備はもちろん、地域のおもてなし力の
向上を図りたいと、越前加賀海岸国定公園内で初とな
るユニバーサルアクティビティ事業に取組んだ。
一般社団法人Comapthの力を借り解決方法を共に模
索した結果、日本屈指の釣りポイントとして有名な福井
県坂井市内の三国エリアにある国の重要文化財（平成
15年指定）であり、明治三大築港の一つである三国港突
堤を活用した、ユニバーサルアクティビティとしての「海
釣り体験教室」を開くことができた。そして、実際に重要
文化財である堤防を活用することで、文化財保護や保
全に関するガイドはもちろん、海ゴミなど自然環境保全、
釣りのルールやマナーなどを体験することでもれなく学
べる内容へと昇華させた。なお、本アクティビティは、高
齢者が孫と一緒に安全に参加できるよう、特別な訓練を
受けたインストラクターを参加人数に応じて適切に配置
し、地元区長会、漁協、まちづくり協議会など様々な地
域団体等と調整、連携した上で適切に実施している。ま
た、本アクティビティは障がい児の社会参画推進の一環
としても実施し、福祉業界からも高く評価を受けており、
「ふくいユニバーサルツー
リズムアワード2021」にも
ノミネートされている。
「今後は、越前加賀海岸
国定公園内で最大規模の
自然公園を活用したキャ
ンプや磯場遊び体験等の
新たなユニバーサルアク
ティビティの開発を進め、
最寄りの宿泊施設の利用
者も気軽に参加できるよ
う受入拡充と体制構築を
進め、宿泊業界全体が盛
り上がっていくよう計画し
て行く」と述べている。

岡山市内のホテルの中でも歴史があり後楽園と岡
山駅の中間点のハブ的位置に在る岡山ビューホテル
（岡山市）では、1階が駐車場という強みを生かし車で
来るビジネス客や観光客がターゲット。1年に1フロ
アずつ改装を進め、「靴を脱ぐ、床に座る、集う」とい
う独自のコンセプトの部屋を提案。公共交通機関を利
用しにくい小さなお子様連れファミリー客に対しても
ベッドから落ちる心配のない布団部屋を用意するなど
イノベーションを継続中だ。館内直営レストラン「和
洋旬彩だいにんぐ五感」では岡山県内の生産者を応援
し共同メニュー開発やイベントを定期的に開催。
コロナ禍で打撃を受けて生活困窮しているひとり
親家庭をはじめとする子育て家庭を宿泊や食事に招
待してなかなか取れない家族時間を創出していくなど
地域社会と繋がり、自立していける支援を行っている。
そのためにホテルオリジナルのエシカル商品を販売
し、この売上の一部を子育て家庭支援に使っている。
開発には地元の企業や生産者、就労支援施設などと

タイアップして他では手に入れられないエシカル商品
を生み出し、これを岡山だけでなく、全国ひいては世界
へと販路拡大していくことによりこうした社会問題を
一人でも多くの人に認知してもらい、子育て家庭への
応援者を増やしていきたいと同ホテルでは考えている。
こうした取り組みが評価され、「おかやまSDGsアワー
ド2021」、「おかやましんきんSDGsアワード2021」を
ダブル受賞（いずれも宿泊業界で初受賞）している。
同ホテルの代表取締役の上野宏一郎さんは「私は2代

目経営者で、子供の頃ホテル
開業で忙しく、疲れた父や母の
顔を見ていると、話したいこと
も話せず家では心を閉ざした
寡黙な少年になっていました。
人のぬくもり、家族の幸せとい
うのを人一倍求めていたよう
に感じます。だから
子どもも頑張ってい
る、親も笑顔になれ
る社会に憧れていま
す」と語る。同ホテル
の子どもの世界にも
目を向けた経営コン
セプトがいい。

第25回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介

釣り方はもちろん、ゴミの不法投棄や
観光公害についても説明する

釣った魚は厨房を活用し
限定ランチとして提供

約30名の子どもたちを集めた
「子ども食堂」の様子

ホテルオリジナルのエシカル商品

全旅連協定商社会誌上賀詞交歓

第26回「人に優しい地域の宿づくり賞」
　実施要領および応募用紙は、「宿ネット」の組合員
専用ページよりダウンロードできます。多くの応募を
お待ちしております。
▶「宿ネット」組合員専用ページ
　http://www.yadonet.ne.jp/info/member/
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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誌上賀詞交歓

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

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。

謹賀新年
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（フリーダイヤル）

〒414-0055 静岡県伊東市桜木町２-２-１９

旅館・ホテル向け団体保険制度

全旅連保険
新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受けられている組合員の皆様に心より
お見舞い申し上げます。
今後も皆様の安心と安全をご提供
すべく努力して参ります。
引き続き宜しくお願い申し上げます。

※「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（株）
☎0120 087 484までお問合わせください。

航空宇宙・旅行産業部 旅行営業室
〒100-0004　東京都千代田区大手町1-5-1

8 まんすりー全旅連情報 2023.1-2
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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。
本年もご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

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

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別の御高配を賜り

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。

空間除菌消臭エアマット、
オーガニック繊維によるタオル等

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町18－15 

株式会社 ヤギ
取扱商品

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別の御高配を賜り

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。

エレベーター・エスカレータ・
他昇降機の保守管理、更新工事

〒103-0027
東京都中央区日本橋1－3－13
東京建物日本橋ビル5F

ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス株式会社
取扱商品

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別の御高配を賜り

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。

キャッシュレス決済システム
インバウンドを中心としたプロモーションサービス

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1－10－5 
KDX虎ノ門一丁目ビル11F

株式会社 QFPay Japan
取扱商品

全旅連協定商社会誌上賀詞交歓 全旅連協定商社会誌上賀詞交歓
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お知らせ

※本号は１・２月合併号です。
     2月1日の発行はありません。

　次号3月号は、令和5年
3月1日の発行となります。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別の御高配を賜り

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。

公式サイト検索予約「STAY NAVI」
スマートフォンを利用したチェックイン、
チェックアウトサービス

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1－8－3 
丸の内トラストタワー本館20F

株式会社 ピアトゥー
取扱商品
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（株）トランスネット

ソニー生命保険（株）

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

（株）リクルート

（株）セラミックテクノロジー

ミサワホーム（株）

（株）第一興商

（株）コジマ

東京海上日動火災保険（株）

AIG損害保険（株）

楽天グループ（株）

（株）宿研

（株）シーナッツ

（株）JTB（るるぶトラベル）

ヤフー（株）

（株）ネクシィーズ

日本テクノ（株）

（株）パラダイムシフト

住友林業（株）

（株）ミツウロコヴェッセル

（株）かんざし

（株）三洋

（株）ショウエイ

大建工業（株）

HRソリューションズ（株）

（株）ダイブ

（株）クリップス

（株）ヤギ

（株）ASK

（株）ピアトゥー

（株）QFPay Japan

三菱電機ビルソリューションズ（株）

（株）フジ医療器

（株）エス・ワイ・エス

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－３－１ 三恵ビル８F 
営業企画部　廣重  隆　 
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル３１Ｆ  
東京中央ＬＰＣ第３支社部長　中野秀嗣 
〒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　谷  賢治

〒465-0045 愛知県名古屋市名東区姫若町25
第一営業部　玉木信安

〒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 
旅行営業統括部 営業推進部 営業企画グループ　酒井宏明　

〒414-0013 静岡県伊東市桜木町2－2－19    
松坂博行 
〒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　五十嵐忠勝 
〒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　関口雅弘 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2－49－7 池袋パークビル5F
営業本部 法人営業部 法人・企画管理室 主任　原  智一  
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－5－1 大手町ファーストスクエアWEST9F  
航空宇宙・旅行産業部 旅行営業室 副主任　田中早映子  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4－3－20 神谷町ＭＴビル6F
ディストリビューション部門　大平美菜子

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1－14－1 楽天クリムゾンハウス 
トラベル事業 ホテル旅館コンサルティング部 ジェネラルマネージャー　永冨文彦

〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい2－2－1 横浜ランドマークタワー20F  
取締役　坂本真士

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

〒140-8602 東京都品川区東品川2－3－11 JTBビル7F
国内仕入戦略部　松村高太郎　  
〒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
トラベル統括本部 営業部　小林孝志  

〒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
業務本部 営業企画課　佐々木  龍 
〒100-0004 東京都千代田区大手町2－6－4 TOKYO TORCH常盤橋タワー24階
ホテル事業部　翟  峰（サイ ホウ） 

〒163-0651 東京都新宿区西新宿1－25－1 新宿センタービル51F
営業推進部 ＭＣ・東日本営業課 課長　相川  淳

〒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
営業部 部長　古瀬路里　  
〒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　杉本貴一

〒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

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3－2－6 丸元ビル 3F
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

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2－8－10 ORIX恵比寿西ビル3F
コンフォートグリーン事業部 営業主任　山本宜央

〒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

〒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
畳材部　得永昭弘

〒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
顧客価値創造本部 カスタマーサクセス推進部　桜庭悠斗

〒160-0022　東京都新宿区新宿1－14－12 玉屋ビル2F
外国人人材サービスユニット ゼネラルマネージャー　菅沼  基

〒950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西2－29－15 ピュアコートベル3F
WEBサポート事業部　金子  悟

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18－15 
マテリアル事業本部 第三事業部 311課 販売課長  上村  秀

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-8-5 NXビル4F
営業部 主任　成田篤志

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1－8－3 丸の内トラストタワー本館20F
営業推進室　宮本史彦

〒103-0027 東京都中央区日本橋1－3－13 東京建物日本橋ビル5F
営業本部 第一営業部 部長　伊藤秀男

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1－10－5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F
取締役　杉　泰宣

〒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

〒141-0031 東京都品川区西五反田3－7－10 アーバンネット五反田ビル1F
営業本部 法人営業部 法人営業ユニット　鈴木哲治

〒107-0062 東京都港区南青山5－10－2 第2九曜ビル3F
吉野直樹
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ホテル旅館向け各種インター
ネットソリューション販売

生命保険コンサルティング
他

旅行雑誌「じゃらん」
「じゃらんnet」 等

客室木部白木再生、各種
浴場等の各種再生

旅館ホテル客室等のリフォー
ム・新築

カラオケ機器（DAM）
音響・映像関連機器

家電製品全般

旅館賠償責任保険

組合員向各種損害保険

予約サイト「楽天トラベル」等

web集客コンサルティング

予約・販売管理システム
ＴＬ－リンカーン

宿泊予約サイト
るるぶトラベル

「Yahoo !トラベル」による
集客支援提案

オールインワン業務支援ソフト
「レップチェッカー」

旅館・ホテルリフォーム
新築、造園

マッサージチェア

エレベータ設備・管理

旅館ホテル専用求人情報掲載サイト
「旅館ホテルでおしごと.net」

人材サービス「リゾートバイトダイブ」
「宿泊業界のための外国人求人ナビ」

Web予約サイトコントローラー「ねっぱん＋＋」
Web販売支援サービス

機械すき和紙材の畳

高圧電気、動力（低圧）電
気、従量電灯電気の販売

OTAプラン作成等一括管理「かんざしクラウド」
OTAくちこみ一括管理「くちこみクラウド」

寝具（掛け布団・マットレス）
のレンタル

浴場用ろ過装置と省エネシ
ステムおよび見える化

自社ＨＰ予約エンジン
「OPTIMA」

高圧電気設備保安管理・点検
電気料金削減コンサルタント

中国インバウンド予約サイト
「Ctrip」

ＬＥＤ照明、業務用冷蔵庫、空調な
どの省エネ商材のレンタル事業

損害保険

丸八真綿寝具販売他

（令和5年1月1日）

全旅連協定商社会 名簿
03-6891-7200
03-6686-1039
03-4334-5203
03-4334-5213
03-5789-6450
03-5789-6449
052-701-3386 
052-703-1424
03-6835-6240
03-6834-8784
0557-48-6026
0557-38-6557
03-3349-8044
03-4570-5668
03-3280-6821
03-3280-0862
03-6907-3116
03-6907-2996
03-6250-6022

03-6848-8835
03-6689-2025
050-5817-3369
03-6670-5253
045-227-6505
045-227-6507
03-6835-8420
03-6772-1002
03-5796-5816
03-5796-5254
03-6898-2393
03-6685-0800
03-6415-1210
03-3770-2307
03-6373-0811
03-6262-7667
03-5909-5389
03-5909-5379
03-5825-9970
03-5825-9971
03-3214-3860
03-3214-3861
03-3275-6316
03-3275-6354
03-6261-7447
03-6261-7448
03-5459-2330
03-5459-2340
044-589-1601
044-589-1602
03-6271-7791　
03-5296-4064
03-3548-8212
03-3548-8864
03-5657-3030
03-5657-3031
025-290-5540
025-241-7836
03-3667-4410
03-3667-4471
042-523-4649
050-3728-5505
03-6275-1075

03-6262-1616
03-6262-1617
03-5276-6601

03-3803-7319
03-3803-5234
03-5719-2017
03-5719-6859
03-3486-1070
03-3486-1071

（株）丸八真綿

（株）Trip.com International 
       Travel Japan

空間除菌消臭エアマット、オー
ガニック繊維によるタオル等

スカパー！法人向有料放送契約
およびIPによる外国語放送の契約
公式サイト検索予約「STAY NAVI」
スマートフォンを利用したチェッ
クイン、チェックアウトサービス
エレベーター・エスカレータ・他
昇降機の保守管理、更新工事
キャッシュレス決済システム
インバウンドを中心としたプロ
モーションサービス

ジャパンエレベーターサービス
ホールディングス（株）
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　2023年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
　昨年は、全旅連全国大会が100回目（100周年）とい
う記念すべき年を迎え、コロナ禍にもかかわらずたく
さんのご来賓をお迎えし、無事開催できましたことは、
沢山の方々のご協力、ご支援の賜物であり、改めてお
礼申し上げます。
　また、このことを契機に新たな100年先を全旅連が
一歩踏み出したことは、私にとって望外の喜びでもあ
ります。
　新型コロナウイルスの波が繰り返される中で、「全
国旅行支援」や「地域一体となった観光地の再生・観
光サービスの高付加価値化事業」等の補助金メニュー
によって観光業界もようやく回復の兆しが見え始め、
目的を失いかけた私たちにとって喜ばしいことではあ
りますが、まだまだ予断を許さない状況であります。
　こうした中、私にとっては本年が3期6年の総仕上
げの年となり、長くもあり短くもあったと感じられる
年月でした。思い返せば全旅連として民泊問題に始ま
り、自民党観議連をはじめとする与党との連携強化、
厚生労働省関連はもとより、観光庁の観光立国推進の
一翼を担う組織になったこと。さらには人手不足対策
のための外国人の受け入れのための特定技能制度や技
能実習生２号の創設などにも尽力しました。一方任期
後半は、最大の難関でもある世界中を巻き込んだ新型
コロナウイルス（COVID-19）によるパンディミック
は、社会はもとより私たち観光業界に大きな打撃を与
え、今日に至っています。未だ収束していない中では
ありますが、諸問題に遺恨を残すことなく任期満了ま
でやり遂げたいと思います。

　振り返ってみると私自身が全旅
連と関わって約四十年という時が
過ぎ、人生の大半を全旅連に関わる
ことができましたことは、私の人生
にとって良き出会いであり大きな
誇りであります。
　「時代は移ろいゆくもの」といわ
れますが、その時間の流れの速さや変化に焦燥感や
不安と闘いながら、全国の組合員の皆様と共に前に
向かって進んでまいりました。これからの100年、我が
国の人口は減少し続け、2048年には１億人を割って
9,913万人となり、2060年には8,674万人になると推計
されています。当然、国内観光客市場も縮小し続ける
ことになります。これらを背景に宿泊業界が抱える税
制、金融、諸法の改正といった諸問題に加え、サービ
スの国際化、決済システムの多機能化、さらには生産
性向上も含めたＤＸ化の整備、食品ロス対策やプラス
チックの資源循環などＳＤＧｓへの対応等々に積極的
に取り組まなければなりません。
　こうした状況の下、全旅連という共助機能をさらに
強く進めていかなければなりません。そして１団体と
しての活動では非力であってもコロナ禍で業界が学ん
だように業界団体として力を合わせれば、新たなスタ
イルや展開が起こるものと信じております。
　最後になりましたが、長きにわたって広がった新型
コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた全ての
皆様に、心からの哀悼の意を捧げます。また、何より
もどん底まで落とされながらも必死で戦ってきた全国
の組合員の皆様には敬意を表したいと思います。
　本年が皆様にとりまして良き年になり、今後ますま
す皆様が成長発展いたしますことを祈念致しまして、
ごあいさつといたします。
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