課金収入が減り︑運営が厳しくな

数が年々減少し︑それによって賦
破できないのではないか︒例えば

改善を行わなければ今の状況は打

営者が発想の転換︑よほどの経営
いか︒

とに挑戦する心意気が必要ではな

日︑大分県
っている︒特に︑固定費である事
サラリーマンが一時的にボーナス

全国旅館生活衛生同業組合連合会︵全旅連︶は６月
別府市のビーコンプラザで第
務局経費の問題で頭を痛めている
を２倍︑３倍もらっても︑それで
難しい問題だ︒

ひとつのメリットになったのでは

旅館・ホテルもあり︑組合加入の

の手数料によって︑新規加入した

と思っている︒また︑実質的にこ

業のスキームを変えていかなけれ

とではなく︑もっと根本的に︑事

げて︑コストを下げる︑というこ

ではない︒一時的に売り上げを上

品で名物を作り︑全国に販売した

増やしたり︑地域の農産物や工芸

には︑観光客を呼んで交流人口を

かけるだろう︒地域活性化のため

齢化がその動きにますます拍車を

地方は過疎化しており︑少子高

佐藤

う考えるか︒

異業種の参入についてはど

世界同時不況に伴い︑旅館・ホテル業界も厳しい経営環境にさらさ
所が多い︒この集金事務代行の収

台までを

宿泊５団体はイギリス
ばならない︒

回全国大会を開く︒昨年後半からの

れているが︑追い討ちをかけるように新型インフルエンザの問題が
入が役に立ってもらえれば幸いだ
年のローンを返せるわけ

発生︑予断を許さない状況が続いている︒山積する難問にどう立ち

のＢＢＣ方式︵受信機
ないかと思っている︒

契約を加算︶︑ＮＨＫは２台目以
系の見直しを行っているが︑次の

ＮＨＫは３カ年計画で受信料体

を行い︑その集大成をレポートに

た︒２年間︑先進地の視察や研究

ネスモデル 研 究 部 会 を 立 ち 上 げ

その参考にと思い︑我々はビジ

ことが必要だ︒

ればならない︒地域が一体になる

り︑農︑商︑工の連携を図らなけ

佐藤
１契約とし︑その後５台ごとに１

年︑

向かうのか︒全旅連の佐藤信幸会長︵山形県・日本の宿古窯︶に聞

本社・森田淳︶

いた︒︵全国旅館会館で︶
︵聞き手
会長任期の１期２年が間もなく終
了する︒
降の受信料を半額にするという基
タイミングでも引き続き︑ＢＢＣ

いう感じだ︒
方式を採用するよう訴えていく︒

が︑観光の問題は昨年
ば︑手数料を払う︑ということで︑

信料の集金事務を代行してもらえ

こともあり︑業界団体で会員の受

は︒

らされている︒会長としての見解

ホテルは︑いまだ厳しい状況にさ

異業種の参入問題︒既存の旅館・

旅館・ホテルの金融問題や

だし︑人件費をどのぐらいかける

ル業は比較的自由だ︒食材は自由

決まっているが︑我々旅館・ホテ

製造業の場合はある程度材料が

いろいろな考えがあると思った︒

る︒見ていて︑

のノウハウがあ

ころはそれなり

くいっていると

が︑経営がうま

布すると思う

今度の総会で配

してまとめた︒

一代では築けない︒何代も掛けて

先人の努力のおかげだ︒観光地は︑

どこの観光地も︑今があるのは

ったら数年後には引き上げていく

テルに影響を与え︑たくさん儲か

産︑大量販売でまわりの旅館・ホ

ている︒地域に貢献せず︑大量生

を払って︑地域の活性化に寄与し

旅館組合や観光協会に入り︑会費

もらえるか︒既存の施設は地域の

し︑地域全体の活性化に協力して

業が︑どこまで地元の事情を理解

そのような中で︑新規参入の企

本方針で︑今も一歩も譲らない︒

た観光庁︑温泉排水の問題は環境
実質︑会員の負担軽減になるとい

わりを持ってい

省︑経営再生の問題は中小企業庁︑
うことで︑先頃この案で合意した

厚労省とのつな

れる不景気の中で︑我々にとって

まだまだある︒固定観念にとらわ

モノ︑カネを効率的に使う方法は

かも経営者の裁量で自由だ︒ヒト︑

女性同士が困っていることをズバ

れば観光地の将来はないと思う︒

我々がその努力を重ねていかなけ

努力があって現在がある︒今後も

現在の観光地を育ててきた︒その

がりは当然深い

他の４団体は本部で集金し︑全

厳しい状況はまだ続きそうだ︒不

れずに︑自由な発想で︑新しいこ

ッと︑率直に述べ︑意見を返して

月にでき

所管官庁は厚生
旅 館
労働省だから︑
経 営

こと︒全旅連の

だと再確認した

る生活総合産業

食の問題は農林水産省と︑いろい

旅連は都道府県組合で集金事務を

良債権化している旅館は多い︒経

とだと思う︒もちろん︑それぞれ

いる︒あのように自分の思いを素

ということでは困る︒

ろな省庁との間で︑こちらからの

様々な分野の問題を︑全旅連の
行うことにした︒県では︑組合員

構築︑徹底的な情報開示を図って

の宿で相当 勉 強 し て い る と 思 う

広報戦略︑金融などの部会・委員
期目に入る︒新しい期に重点的に

政策について︑観光庁との意見交

も否定できない︒全旅連としても︑

うなるか︒毒性が悪化する可能性

新型インフルエンザがこれからど

今︑問題になっている

験をＪＴＢ協定旅館ホテル連盟と

旅館・ホテルのおもてなし検定試

試験を実施しているが︑そのほか

その理解度を測るネット上の検定

の衛生管理マニュアルを作成し︑

旅館・ホテルの厨房や浴場など

のマニュアルは基本的なものを示

会社によって違うと思う︒全旅連

たい︒衛生管理のやり方などは︑

も︑組合員の積極的な参加を促し

易ではないだろう︒全旅連として

思う︒

ているからだろう︒素晴らしいと

同士がよほどの信頼関係で結ばれ

直に伝えられるというのは︑会員

取り組みたいことは︒

換を行った︒厚生部会では︑施設

しっかりとした対応をしていかね

上げたところだが︑ここでは厚生

このほど︑その対策本部を立ち

ホテルの経営者と従業員が衛生管

名目は検定だが︑要は︑旅館・

旅館３団体で実施する︒

で︑組合員の皆さまのきたんのな

付いた点があれば改善していくの

したものだが︑内容について︑気

いと思う︒

力は必要だ︒連携を取っていきた

その意味でも︑青年部とＪＫＫの

た取り組みを行わねばならない︒

佐藤

の安心安全管理マニュアルやネッ

では︑懸案だった親会と青年部の

い意見をうかがいたい︒

観光政策・税制部会では︑観光

トによる安心安全管理検定試験の

ばならない︒

協定商社会の統合を実現した︒一

理やもてなしについて勉強し︑理

日に大分県で全国大
解を深めて も ら お う と い う も の

営者の会︵ＪＫＫ︶という組織が

先日

んにお願いしようと思っている︒

年部の直前部長の永山︵久徳︶さ

は広報部門の部会の責任者を︑青

い︶インターネットの分野︒次期

のは︑我々年配の人間が弱い︵笑

青年部に一番期待する

﹁不景気だから人が少なくて当た

の中であれほどの数の出向者だ︒

人︒今は２千人を切っている︒そ

たが︑当時の全国の部員数は３千

が青年部長の頃もそのぐらいだっ

者は１５０人ぐらいだという︒私

かけて︑何とか多くの皆さんに来

今度の大会もできるだけ動員を
ていただいて︑盛大に開催できれ
厳しい時代はこれからも続くと

青年部長の井上︵善博︶さんと

思う︒今︑連携という話をしたが︑

はすでに何度も話をしており︑青
親会の事業についても青年部に協

ばと思っている︒
力してほしいと伝えている︒青年

自分ひとりではできないことも︑
組合員みんなが集まれば解決でき

になっているのだが︑拝見すると

私のところにもメールが届くよう

ひ︑見てほしい﹂ということで︑

報交換をしており︑﹁会長にもぜ

だ︒会員同士がメールで活発な情

ます︒

たい︒皆さまのご協力をお願いし

い︑新しいことに挑戦してまいり

ともに手を取りあい︑協力しあ

ば︑力はさらに倍加すると思う︒

団体とも連 携 を 持 っ て 取 り 組 め

るし︑我々だけでなくほかの業種︑

なかなかすごい中身だ︵笑い︶︒

ＪＫＫは︑皆が本当に一所懸命

い︒

部とは常に情報交換をしていきた

年部の事業に親会は協力するし︑

の分野に力を入れようと思う︒

り前﹂ということはないのだ︒

員が来ていて驚いた︒今期の出向

が︑会場からあふれるぐらいの部

東京であった

青年部の総会が

佐藤

ッセージを︒

会が開かれる︒全国の組合員にメ

６月

労働省の方とか︑関係の方々と話

という組合員の

全旅連には青年部と女性経
し合いをして︑対応策を決めたり︑

てきた︒

不安心理を少し

新
型
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青年部の協力を得ながら︑ネット

佐藤

か︒

ある︒それぞれとどう連携を図る

対策本部でしっかり

だ︒このような取り組みはいいこ

は︑全旅連など宿泊５団体が受信

懸 案 のＮＨＫ受 信 料 問 題
料の﹁取りまとめ﹂を行うことで

めに︑連絡網の

でも和らげるた

定的な解決をみた︒

会員の負担軽減を図るという︑暫

﹁何をしたらいいか分からない﹂

つひとつ着実に︑問題をクリアし

我々は今までの既成概念を超え

製作︑立ち上げ︒総務・財務部会

んばっていただいた︒

会で︑部会長・委員長を中心にが

ビジネスモデル研究︑総務・財務︑

・税制︑厚生︑シルバースター︑

お願いごとがあったりした︒
各部会で対応してきた︒観光政策

総会の承認を経て︑会長２

が︑全スタッフに徹底するのは容

１００年に一度といわ

わけだ︒

"

いこうと思う︒

佐藤

お願いごとや︑逆に相手方からの

ＮＨＫ
﹁ＢＢＣ方式﹂譲らず
受信料
発想の転換 が必要

ただ︑ＮＨＫは集金人を廃止する

長いようで短かったと
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山積する難問に立ち向かう全旅連
佐藤信幸会長に聞く

