わが国の
宿泊産業における平準化

まず業態別の変動係数は観光地

に立地する旅館・リゾートホテルが

０・１５３～０・１５５と大きいのに

対して、都市に立地するホテル、特

に平日はビジネス客、週末は観光レ

ジャー客という２つの客層を組み合

わせることができるシティホテルは

０・０６６と小さいことが分かる。

次に、観光地の立地別による季節

変動（月別変動）を、気候条件が厳

しく大都市から距離が遠い北海道、

同様に気候条件が厳しく、大都市

からの距離が中程度である長野県、

の滞在需要開拓の方策について考察

の要因による差異を、観光庁「宿泊

の距離などである。そこで、これら

条件、旅行発生地である大都市から

レクリエーション資源の特性や気候

観光地側の要因は、その土地の観光

高齢化などの社会構造である。一方、

慣、および経済のサービス化や少子

事に基づく休日・休暇制度や旅行習

ョン・民宿などの小規模施設が多い

見て取れる。特に、長野県はペンシ

る冬季のオフの影響が大きいことが

野県・北海道であり、気候条件によ

較する。季節変動が大きいのは、長

が冬でも温暖な沖縄県を例として比

かな大分県、大都市から距離は遠い

ない鳥取県、気候条件が比較的緩や

条件は中程度であるが地元人口が少

大野 正人

する。

旅行統計調査」をもとに、宿泊施

ことも変動幅が大きい要因であろう。

高崎経済大学地域政策学部教授

大都市から一泊圏に位置する神奈川

季 節変動が発生する要因は、市

設の業態別、および旅館の立地別に

一方、大都市に近い神奈川県の旅

県（箱根など）
、大都市からの交通

常に指摘されている。ここでは、観

場側と観光地側の双方に存在する。

需要変動の差異を変動係数として

で宿 泊 産 業の生産 性が低いことは

一方、わが国のサービス産業の中

の差となって表れている。

ルと観光地の旅館・ホテルの稼働率

宿泊産業ではこの影響は都市のホテ

営は常に需要変動の影 響を受ける。

という特性を持つことから、その経

光地の旅館・ホテルを例として需要

市場側の要因は、わが国に共通する

季節変動の現状

観光地の旅館・
ホテルの
需要変動の現状

変動と生産性の関係性、およびこれ

見たものが表１である。

館の変 動は全国 平 均を下回ってお
四季の特 性や、生活 行 事や会社行

サービス業は生産と消費の同時性

需要の平準化と旅館・ホテルの生産性向上に
関する考察
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らの課題の解決策としての観光地で
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1

1

3,001

2,025

11,320

3,702

3月

266

205

83

39

88

339

3,482

2,435

12,787

4,249

4月

176

149

69

33

70

324

2,979

2,084

12,077

4,042

5月

273

212

72

44

76

284

3,544

2,267

12,503

4,166

6月

335

169

58

35

55

310

3,094

2,085

11,794

4,000

7月

433

225

66

46

69

401

3,624

2,562

13,452

4,142

8月

473

376

98

69

93

455

5,014

3,403

14,668

4,519

9月

411

201

68

48

73

411

3,501

2,503

13,276

4,074

10月

428

207

62

56

78

398

3,638

2,532

13,944

4,317

11月

299

167

75

63

91

344

3,645

2,424

13,840

4,243

12月

297

174

66

49

73

333

3,162

2,261

12,790

3,937

ピーク比率

12.0 %
（8月）

14.7 %
（8月）

11.6 %
（8月）

12.5 %
（8月）

10.2 %
（8月）

11.0 %
（8月）

12.0 %
（8月）

11.9 %
（8月）

9.6 %
9.2 %
（8月） （8 月）

ボトム比率

4.5 %
（4月）

5.8 %
（4月）

7.5 %
（1月）

6.0 %
（4月）

7.7 %
（4月）

6.1 %
（1月）

7.2 %
（1月）

6.9 %
（1月）

6.9 %
7.1 %
（1月） （1月）

客室稼働率

44.0 %

22.5 %

40.7 %

39.2 %

39.7 %

66.1 %

33.4 %

52.3 %

69.5 %

変動係数

0.257

0.263

0.149

0.238

0.135

0.165

0.153

0.155

0.088

75.7 %
0.066

注：ここではオフに低価格の団体客（学生団体や高齢者団体）を和室定員一杯に詰め込むことによる稼働率向上の影響を排除
するために、宿泊人数ではなく稼働客室数の変動を見ている。したがって、宿泊人数で見るとこの変動幅はもっと小さくなる。
出典：2013年（平成25年）1-12月 観光庁「宿泊旅行統計調査」

変動係数＝標準偏差／平均

ことによる平日宿泊の増加などによ

296

地の魅力度やそこに立地する宿泊施

71

小さいのは温泉都市である別府、魅

38

り、交通条件がその要因と考えられ

64

り需要変動を緩和する一助となって

225

設の特性（特に施設規模）の影響が

289

力の高い宿泊施設が集積する由布

3,470

2月

る。また、沖縄県のリゾートホテル

48,859

10,578

いる。

153,028

1,956

表れている。

28,537

2,991

院の存在が大きいためであると考え

41,675

251

は必ずしも変動が小さいとは言えな

4,146

71

さらに、いずれの立地・業態でも

908

35

られる。このように観光地ごとの季

554

63

いが、ボトム月の１月のみが突出し

844

243

ピークは８月、ボトムは４月、１月

2,553

269

節変動は特に冬季の気候条件と大

3,949

1月

都市からの交通条件に加えて、観光

年計

て低いものの他の月は比較的安定し

（単位：千室）

北海道 長野県 神奈川県 鳥取県 大分県 沖縄県
全国
全国
全国
全国
（旅館） （旅館） （旅館） （旅館） （旅館） （リゾートH） （旅館） （リゾートH）
（ビジネスH）（シティH）

ている。また、大分県の季節変動が

表１ 旅館の立地別・宿泊施設の業態別・月別稼働客室数の変動

表２ 国内宿泊観光旅行の旅行出発日の変動

0.74%

5.1%

0.57%

３. 年末年始（12/30-1/3）

5日

8.2%

1.64%

6.3%

1.26%

４. 土曜日（上記1-3除く）

43日

17.7%

0.41%

13.6%

0.32%

５. 日曜・祝祭日（上記1-3除く）

53日

14.7%

0.28%

11.3%

0.21%

６. 月曜～木曜（上記1-3除く）

172日

31.3%

0.18%

47.2%

0.27%

43日

13.0%

0.30%

10.0%

0.23%

0.895		

0.829

７. 金曜（上記1-3除く）

変動係数			

＊注1：
（公財）日本交通公社『旅行年報2015』仮数値による。
＊注2：
（公社）日本観光振興協会『観光の実態と志向（平成25年度版）
』による団体客比率22.7%を
もとに、団体客が全て月曜～木曜出発と仮定した場合。

2

曜日変動の現状

年始や５月連休の需要の高さと、月

曜～木曜の需要の低さが際立ってお

り、変動係数は月別変動よりはるか

に大きく、０・８９５に達している。

そして荒っぽい仮定ではあるが、団

体観光客が全て平日（月～木曜）出

発とした場合の修正変動係数は０・

８２９と多少改善されるものの、そ

れでも月別変動と比べて変動幅は大

きい。このように需要変動幅縮小に

は季節変動よりも曜日変動が重要

となるものの、実際の需要変動対策

は、オフシーズンのキャンペーン・イ

ベントなどの季節変動対策に傾倒し

がちである。

この要因は、月別変動が月次決算

などで比較的把握しやすいのに対し

25

宿泊産業の曜日変動に関する着

6.7%

となっているように、観光地側の要

0.16%

9日

地側の統計は存在しないため、ここ

6.5%

２. 5月連休（G・W）

因よりも市場側の要因によるところ

0.21%

では発地側の統計から推定を 表２

100.0%

8.5%

が大きい。この点ではインバウンド

100.0%		

40日

に示す。まず個人の宿泊観光旅行客

365日

１. 夏休み

客は日本ではオフとなる中華圏の旧

年計

の出発日から見た曜日変動は、年末

団体客を加えた修正 ＊注2

正月時期の入込や長期旅行となる

個人客 ＊注1

構成比％ １日当たり平均 構成比％ １日当たり平均
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て、曜日変動は統計的データを集約

変動による影響に加えて以下の要因
達しにくい要因がある。

観光地ではこのような業態が発

経営規模による影響

が挙げられる。
料飲主体型の売上構成による

していないために実態が把握しにく
いこと、また平日に旅行する可能性
のある客層や旅行形態の実態把握が

という２つのサービス領域を組み合

ービス（主に料飲サービスの提供）
」

室や大浴場などの提供）
」と「人的サ

宿泊産業は「空間利用権（主に客

多数の専門要員を必要とする料

を行う後方支援部門、さらには

販売部門、清掃や設備管理など

は、販売促進と予約対応を行う

課題であるが、宿泊産業において

これはサービス業全てに関わる

による慰安団体や学生団体などに傾

わせた産業であり、両者の組み合わ

飲部門の人件費が固定費として

加価値額。宿泊産業では面積当た

量： man
× hour
、以 下、ＭＨ ）
」と
「資本生産性（投下資本に対する付

産性＝付加価値額÷投入した労働

生産性には「労働生産性（人時生

いはセレクトサービスホテルと呼ば

て、近年、宿泊特化型ホテル、ある

差異が一因となっている。したがっ

のはこの客室と料飲の売上構成比の

性が米国のそれより低いと評される

わが国のシティホテルの労働生産

性は低下し、特に一般に５０００～

営規模が小さくなるほど労働生産

もとに推定したものであるが、経

館協会「営業状況等統計調査」を

働生産性の差異を（一社）日本旅

表３は旅館の経営規模による労

人件費率

30.2%

32.5%

35.8%

労働分配率

40.1%

43.0%

46.3%

1,920時間

1,780時間

1,779時間

4,604円

3,798円

3,052円

大旅館
中旅館
小旅館
（100室以上） （31- 99室） （30室以下）

59.4%

49.1%

13,084円

13,314円

＊1：粗利益÷就労者数
＊2：平成20年度版「国際観光旅行営業状況等統計調査」のDATAを元に以下の手順で推定。
◦正社員の平均労働時間の分布をもとに正社員の平均労働時間を2,200時間とする。
◦常勤パートの年間労働時間を、客室係給与と客室パート給与の差0.55をもとに、正社員の半分とする。
◦経営規模別の正社員・常勤パート人数比率をもとに就労者1人当たり平均労働時間を推定。
＊3：付加価値額÷投入労働時間（就労者数×平均労働時間）
出典：
（一社）日本旅館協会「営業状況等統計調査（平成25年度版）
」

ション民宿などの「小規模・低価格

数存在する家族経営の小旅館やペン

なっていない、わが国の観光地に多

したがって、このデータの対象と

生産性の低さが顕著である。

人時生産性（円／M H）＊3

影響

倒していることによるものと考えら

せ方（売上構成）により労働生産性

発生するため、一定規模以上でな

り付加価値額、粗利益÷延べ床面積

れる客室売上を主体とした業 態が

６０００円／ＭＨが必要とされる人

24人

5,430千円

就労者の平均労働時間（推定）＊2

不十分であるため、対策が価格誘導

れる。

の差が生じる。

で代用）
」があり、一般に宿泊産業

増加しているのは、それが労働生産

時生産性は、大旅館でも４６０４円

宿泊産業の労働生産
性向上への課題

では、料飲部門では資本生産性は高

性を上げる最も有効な手段である

いと要員運用効率が低くなる。

くなるが労働生産性は低くなるのに

／ ＭＨ、中 小 旅 館 では３０５２ ～

表３ 旅館の労働生産性に関する経営指標、規模別

産性が低い要因としては前項の需要

課題を整理する。宿泊産業の労働生

とに、ここでは労働生産性向上への

このような宿泊産業の損益構造をも

低くなるが労働生産性は高くなる。

欠であり、ここに地元市場が貧弱な

担保する地元客需要の存在が不可

そしてその外食産業の労働生産性を

ビスの受け皿となる外食産業の発達、

しかしこのような業態は料飲サー

らず客室稼働率が低く、さらに人時

るが、高付加価値であるにもかかわ

比較的高級な施設が中心となってい

特に、日本旅館協会加盟の小旅館は

ン化）も販売促進と予約管理の効率

つの施策として多店舗経営（チェー

定される。また、経営規模拡大の一

生産性はさらに低くなっていると推

」の労働
３７９８円／ＭＨにとどまっている。 （かつ食事を提供する施設）

からである。

74人

6,760千円

就労者１人当たり平均付加価値額＊1

2

対して、客室部門では資本生産性は

161人

8,840千円

就労者数（社員＋常勤パート）

59.4%

基本宿泊単価

12,982円
客室稼働率

1
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2

が多いことは常に指摘されている。

地の宿泊産業が単独・独立経営形態

る経営手法であるが、わが国の観光

化による労働生産性の向上に寄与す

と業態転換することが必要である。

が料飲機能を軽くして宿泊主体型へ

充実すること、そして旅館・ホテル

のニーズに合致した料飲サービスが

客開拓のためには、観光地に滞在客

が最も効果的である。しかし、滞在

利用が進まない要因の一つとなって

となっており、これが観光地の滞在

高価格の料飲サービス”が過剰品質

在客のニーズからはこの“高品質＝

生産性を低くしている。さらに、滞

額）を高めているものの、逆に労働

種の早割商品として設定することが

の１泊朝食付きパッケージ商品を一

じめ滞在客対応と決めて、２～３泊

るならば、客室の一定比率をあらか

そこで、滞在需要開拓を目的とす

け皿となりがちである。

価格で手軽な近距離１泊旅行の受

季節・曜日変動に要員数を対応させ

する要員マネジメントの課題であり、

これもあらゆるサービス業に共通

小旅館や民宿・ペンションなどの生

が経営課題となっている低価格の中

設の大部分を占め、かつ労働生産性

ここではわが国の観光地の宿泊施

開拓していくためには以下のような

を維持しつつ、新たに滞在客需要を

主客層である１泊２日旅行への対応

そのため、旅館・ホテルが現在の

これは上記の１泊朝食付き料金で

滞在客対応

人的資源管理ノウハウの不足

いる。

るワークスケジュール管理（勤務時

産性向上策を、滞在客対応と経営

系により、既存の１泊客に無理なく

するにつれて室料を割引する料金体

はなく１泊２食料金のままで、連泊

◦１泊２食型で室料逓減料金による

必要となる。

間や勤務日の柔軟な対応、変形労働

対応策が必要となる。
① 料金政策による一定比率の

規模拡大の視点から考察する。
旅館業態のままでの滞在需要

時間勤務）
、時間帯による需要変動
に要員数を対応させる多能工化（例
えば、フロント勤務の後に料飲サー

が誘客要素となっており、そこから

光旅行では、豪華で非日常的な料理

１泊２日旅行が主流のわが国の観

料金政策として１泊朝食付き料金

に対応しつつ、滞在需要を開拓する

現在の主客層である１泊２日旅行

１泊朝食付き滞在パッケージの導入

在利用では２泊目以降の夕食の摂食

されるように思えるが、実際には滞

の源泉である室料売上の低下が懸念

この室料部分の割引は一見、利益

対応しつつ滞在客を開拓する手法で

部屋食や会席料理・懐石料理などの

の導入が進行しているが、現状では

率・摂食量は低下するので、それを

滞在客対応の設定

食 事 提供形態が発達し、現 在の旅

このような宿泊商品は直前の空室対

見越した料飲サービス体制とするこ

開拓

館という業態を形づくってきている。

策として設定されるケースが多い。

とで、滞在割引による平日の稼働率

ビス勤務など）が挙げられ、そのた
めには季節・曜日ごとの入込予測に

そしてこの高品質の料飲サービスが

しかし旅 行日数が長くなると予

向上と合わせた効果により 労働生

観光地の旅館・ホテルの労働生産
性向上のためには、まず需要の平準

の事例が挙げられる。

あり、長野県の温泉地の中規模旅館

基づく適切な要員管理や教育訓練

いわゆる「１泊２食サービスを中心

約時期は早期化することから、空室

産性を確保できているのである。

◦泊食分離販売の一形態としての

が不可欠となっている。

とする旅館のおもてなし」として市

対策としての１泊朝食付き商品は滞

観光地の滞在客開拓
へ向けての旅館・ホテ
ルの対応策

この料飲主体の損益構造は旅館の

在需要の開拓とはならず、単なる低

場に定着している。

化が必要であり、そのためには曜日

資本生産性（面積当たり付加価値
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3

3

を低く見積もって、それを前提とし

そのため、最初から夕食の摂食率

結びつかない。

入は必ずしも労働生産性向上には

備投資では１泊朝食付き商品の導

の要員体制や調理室・レストラン設

前提として組み立てられている旅館

宿泊客全員が夕食を食べることを

ダウンサイジング

料飲部門の施設・要員の

トであり、後者では家族経営（兼業

集約による労働生産性向上がポイン

作り置き技術）
、および食材仕入の

能となる技術革新（調理の自動化や

ントラルキッチン）とそれにより可

ている。前者では調理室の集約（セ

規模飲食店への二極分化として表れ

拡大（チェーン化）と個人経営の小

業では生産性を追求した経営規模

供が不可欠であるが、これは外食産

でも生産性の高い料飲サービスの提

存在する。

らうタイプの事例は各地の温泉地に

に来てもらうか温泉街で食事しても

集約し、別館の宿泊客は本館に食べ

営する旅 館が、料飲機 能は本 館に

また、同一観光地で複数旅館を経

いる。

する手法で労働生産性を向上させて

から複数の旅館ホテルへ食材を配送

トラルキッチン機能を持たせて、そこ

ここでは１軒の旅館の調理室にセン

模旅館を経営する事業者が挙げられ、

て昼食需要があることも必要である。

あることは言うまでもないが、加え

しての店舗集積があることが前提で

なお、このような施策は温泉街と

できない場合は、既存のホテル旅館

である。また、個人経営の飲食店が

のキャリアプラン形成としても有効

る手法があり、これは旅館の調理師

関を通じて飲食店経営者の公募す

泉街の空き店舗対策として公的機

滞 在需要開拓のためには低価格

た要員体制・施設規模とする料飲部

含む）
、および低い不動産経費（建

②夕食捕捉率低下を前提とした

門のダウンサイジングが必要となる。

物賃料など）が労働生産性の低さを

援する手法も考えられる。

兵庫県の有馬温泉は滞在利用は

少ないものの、日帰り観光客が多い

現可能な対応策として以下のことが

このような観点から観光地での実

て、低価格の建物賃料、および観光

この場合の飲食店の経営条件とし

飲食店を開発することが必要となる。

ことから、街の機能として魅力ある

をすること」が楽しみの一つとなる

滞在客は「街に出て、自由に食事

なり、旅館の１泊朝食付き販売も可

街の飲食店の生産性が高まることと

その昼食・軽食需要が発生して温泉

この意味では、滞在客が増加すれば、

泊朝食付き販売が活発となっている。

に寄与し、その結果として旅館の１

れが温泉街での多様な飲食店形成

ため昼 食・軽 食 需 要が大 き く、こ

挙げられる。

客が事 前に予約したくなるような

能となるのである。このように１泊

街での飲食店育成

が温泉街の店舗に出店することを支

実際、滞在利用により夕食の捕捉率

補って経営が成立している。

②旅館の１泊朝食付き販売＋温泉

が低くなっている沖縄のリゾートホ

これは多数の小規模旅館に分散し

魅力ある食 事開発と同時に、観光

朝食付き旅館と魅力ある飲食店の

70

これは

で述べた泊食分離を同一

特化型の業態開発

家族経営の飲食店整備＋宿泊

料飲機能の集約、または

％程度に抑えた施設も存在する。

60

テルでは夕食の席数や調理・接客要

ている料飲機能を１カ所に集約して

客に飲食店情報を提供する観光地

集積は車の両輪であり、片方が欠け

～

料飲部門の経営規模を拡大すること

グルメガイドおよび予約システムが

員を最初から宿泊収容力の

施設内で行うのではなく、宿泊サー

により労働生産性を向上する施策で

るともう片方も成立しないのである。

料飲機能集約

①複数旅館の一体経営による

ビスのみを提供する施設と料飲サー

不可欠となる。

実 際、磐 梯 熱 海 温 泉でＢ＆Ｂ旅

ある。
事例として箱根地域で８軒の小規

飲食店開発の具体策としては、温

ビスを効率的に提供する施設に分離
する発想である。

1
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低下（土地・建築費の低下、デフレ

化型ホテルの増加は建物仕入価格の

性は低下する。都市における宿泊特

への業態転換

た生産性の高い宿泊特化型施設

③上記の① ②の施策と組み合わせ

加し、労働生産性が低下している。

状では館内で夕食をとる宿泊客が増

の衰退が止まらなかったために、現

なった小旅館では温泉街の飲食店舗

館（１泊朝食付き販売）の先駆者と

客の開拓が需要平準化、その結果と

応という視点で論じてきたが、滞在

光地の中小規模宿泊施設の滞在客対

の生産性向上の課題を、主に温泉観

以上、需要の平準化と旅館・ホテル

である。

約経営する仕組みが望まれるところ

事業再生して、滞在型客室として集

旅館・ペンション・民宿をまとめて

営不振などが続く観光地の小規模

拡大は不可欠である。後継者難・経

が上がらないことから、経営規模の

えども小規模のままでは労働生産性

と言えよう。同時に宿泊特化型とい

の業態転換を誘導する政策が必要

泊施設への業態転換の必要性がある

産性と魅力を両立できる滞在型宿

り、そこにリーズナブル価格でも生

旅館として生き残ることは無理であ

上の伝統的かつ高いもてなしの日本

旅館・ホテルが１泊２食で２万円以

とも事実である。実際、ほとんどの

全体の底上げには結びつきにくいこ

偏りがちであり、国内観光旅行需要

価値アップ、すなわち価格アップに

うしても“ 料飲ともてなし”の付加

しかし１泊旅行での魅力向上はど

存在する。

い生産性を実現している事例は多数

働、すなわち需要の平準化による高

日の１泊２日旅行の誘客により高稼

実際、魅力ある旅館・ホテルでは平

旅行先を選択する観光行動もある。

力よりも旅館・ホテルの魅力により

たい。

要となることを最後に強調しておき

すなわち観光地マーケティングが重

ョン資源特性をもとに判断すること、

特性や気候特性、観光レクリエーシ

ちらに優位性を持つのかを交通立地

光地が１泊２日旅行客と滞在客のど

そのためには、自分が立地する観

加えることで、新たな宿泊需要の創

クスの対象に滞在客という選択肢を

行ってきている。そのターゲットミッ

どのターゲットミックスを現場感覚で

者スキーヤーで夏は子連れ家族客な

個人客で平日は団体慰安客、冬は若

多くの旅館・ホテル経営者は週末は

なるのが滞在客用の客室のみを提供
する宿泊特化型施設の充実である
が、前述したように宿泊特化型では

宿泊特化型への業態転換の好機会で

価格での建物取得が可能という点で

して長期旅行となる周遊旅行形態

各観光地に１泊ずつ宿泊して結果と

や 行 動パターンはさま ざまであり、

旅行者が観光地に宿泊する動機

せとバランスの問題である。

一の問題ではなく、両者の組み合わ

視した業態でいくべきかは、二者択

業態を選ぶか、従来の１泊旅行を重

そして、滞 在 型旅 行を重視した

労働生産性は向上するが資本生産

あり、現在のように事業再生が１泊

や、近距離の観光地に１泊旅行を何

宿泊産業はもともとこのようなタ

大野正人（おおの まさひと）
高崎経済大学地域政策学部教授。１９７６
年東京大学農学部林学科・森林風致計画研究
室卒。同年、交通公社綜合開発㈱入社、リゾー
ト開発、ホテル旅館のコンサルティングに従事。
１９９１年財団法人日本交通公社入社、観光マ
ーケティング、宿泊産業・観光文化活性化に関
する調査研究に従事。２０１３年より現職。

（おおの まさひと）

造を期待したい。

傾向とローコスト建築技術）による

しての生産性向上の唯一の答えでは

のである。

上記の料飲機能の集約などと対に

資本生産性の向上と外食産業の発

ないことをここで補足しておきたい。

２食型低価格旅館を再生産して価

回も繰り返し訪れる１泊リピーター

ーゲットミックスが必要な業種であり、

まとめ

達がもたらした業態である。

格競争をさらに激化させている状況

旅行形態もある。さらに観光地の魅
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4

１９８９年（平成元年）にドイツの

直 入 町 役 場（ 当 時 ）職 員 時 代 の

るのでしょうか。

客の動向にどのような影響を与え

「温泉療養保健システム」
は、観光

「温泉療養保健システム」
が長期滞在を生み出した

首藤 勝次氏に聞く

温泉地における長期滞在化への取り組み
―― 大分県竹田市「温泉療養保健システム」の事 例
大分県竹田市長

には「東方日本の長湯温泉、西方ド
イツのカルルスバード」という意気
込みの高さを感じさせるフレーズが

「温泉療養保健システム」の導入に

バートナウ・ハイム、バーデンバーデン、

残っています。

至る市長の政策理念をお聞かせく

バート・クロツィンゲンという３つの

世界に通用する
個性的な
温泉地づくりを

ださい。

首藤勝次（しゅとう かつじ）
１９５３年大分県竹田市生まれ。 年大分県
直入町役場に就職。主に企画・広報・国際交流
の分野を歩み、炭酸泉を縁としたドイツとの国
際交流を推進し、姉妹都市締結を実現。大分県
議会議員３期を経て、２００９年４月より現職。
国土交通省の「観光カリスマ」に認定され、全
国的に観光振興や地域振興に活躍するリーダー
達と幅広い人脈を持つ。現在は、地域主権の確
立を目指し、
「農村回帰宣言市」を標榜、竹田
らしい、竹田にしかできない施策の展開「ＴＯ
Ｐ運動」を通じた「温泉療養保健適用」制度の
確立など、全国初のさまざまな挑戦に取り組む。

めて、何よりも実際に５泊以上の長

期滞在の実績も生まれています。当

ある。長年そう考えてきました。特

りのため「温泉力」を活用すべきで

予防医療や免疫力を高める健康づく

つ日本は、先進地ヨーロッパのように

【首藤】 世界に冠たる温泉資源を持

用する個性的な温泉地づくり」とい

や文化交流を深める中で「世界に通

て帰国しましたが、その後市民交流

ロツィンゲン市と友好都市宣言をし

思いがすでにあったので、バート・ク

から温泉療養に取り組みたいという

的な施策です。原資としては入湯税

た。これまで日本にはなかった先進

ステムの実証実験を経て導入しまし

保健を適用させる制度を提案し、シ

してヨーロッパのように温泉療養に

的な温泉地づくり」の新たな戦略と

に竹田市長に就任してすぐ、
「個性

いのだということを実感してもらえ

泉に滞在するということは気持ちい

ほしい、つまり温泉地に行くとか温

民の皆さんに「温泉力」を意識して

ムを広めることを重視して、まず国

ードルを下げました。これはシステ

延べ３泊ということで適用条件のハ

初は３連泊を条件にしていましたが、

に当地では昭和初期に松尾武幸博士

う政策テーマの輪郭がしっかりと見

の一部を活用しています。

【首藤】 私が２００９年（平成 年）

が注目して以来、
「炭酸泉を核にし

えてきました。そこから外湯巡りや

これまで多くの観光地において何

です。

る環境をつくっていこうという狙い

た世界に通用する個性的な温泉地づ

飲泉の文化をテーマにした個性的な

システムを利用する滞在者が増え始

年々制度が知られるようになって

くり」を胸に刻んで歩んできました。

温泉地づくりに取り組んできました。

炭酸泉の湧出地を訪ねました。当時

76

当時の長湯観光協会のパンフレット
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とかヨーロッパのように長期滞在し
晴らしい湯治の文化があるのに、何

く温泉に滞在して身体を癒やす素
をドイツから学ぶのか」という問い

てもらえるような仕組みはないかと
いうことで、さまざまな模索がなさ

【首藤】 長湯温泉は１９７６年（昭

和 年）に国民保養温泉地の認定を

受けていますが、２０１５年（平成

年）５月に「竹田温泉群」として

泉療養保健システム」もドイツをは

うなスタイルがもともとあった。
「温

つまり長期滞在の原点とも言えるよ

って帰っていくという「湯治の文化」
、

１カ月も温泉地に滞在して元気にな

しかし日本にはお米やみそを持って

った答えは見つかりませんでした。

する人たちのニ

を核にして滞在

っている。温泉

の食の魅力も持

でもあって地場

マトの大生産地

城のような歴史的な魅力があり、ト

という心地よい滞在環境があり、岡

竹田市には温泉以外にも久住高原

いらっしゃるのでしょうか。

のような温泉地の将来像を描いて

竹田市では「 長期滞在の先 」にど

仙北市）とで「温泉力地域協力協定」

（北海道豊富町）
、玉川温泉（秋田県

ています。今年の７月には豊富温泉

いので、他の温泉地との連携を進め

ルするためには一温泉地だけでは弱

ています。また、
「温泉力」をアピー

核になる取り組みとしても位置づけ

健システム」は再指定を受ける際の

再指定を受けました。
「温 泉 療 養 保

対象エリアを竹田市全域に拡大して

「温泉力」を活用して
国民の健康づくりに
寄与

じめヨーロッパから学ぶ中で生まれ
ーズを満たせる

を締結して、日本の温泉力をシンボ

掛けもありました。改めて考えると

たものですが、その原点は日本にあ
ような多様な魅

リックに見せていこうとしています。

れてきましたが、なかなかこれとい

ったとも言えます。

力が集積されて

目標がなければチャンスは見えな

トしていく力が

わずに 年間歩んできた流れが今に

いと思いますし、ビジョンがなければ

観 光 需 要の平 準 化 という 観 点か

必要ですし、や

くりにはトータ

らすると、長期滞在化は大きなポ

はり長期滞在す

長期滞在のために
「総合力」を持った
温泉地形成を

イントになると考 えています 。そ

るための保養地

決断はできません。ビジョンを見失

のための観光地づくりという点に

として「
、総合力」

ルコーディネー

ついてお考えをお聞かせください。

結実しています。これからも「温泉

力」を活用して温泉地が国民の健康

づくりに寄与するというビジョンを

さらに追い続けたいと考えています。

（しゅとう かつじ）

（２０１５年９月 日電話インタビュー

聞き手：堀木美告）

11

を持った温泉地
形成が大切だと
思います。
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【首藤】 ドイツの温泉地の方々とお
付き合いする中で「日本には安く長

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 5 わが国の宿泊産業における平準化 ——温泉地における長期滞在化への取り組み
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27

います。地域づ

国内屈指の高濃度炭酸泉“長湯温泉”旅館街

温泉療養保健システムの概要

にも記載が見られる歴史を有し、高濃

園地帯に広がる温泉地である。風土記

系東麓の高原に位置し、芹川沿いの田

長湯温泉（大分県竹田市）は久住山

た。個性的な飲泉場や温泉療養文化

独自の温泉地活性化に取り組んでき

ながら古くからの湯治文化を活かした

じめ、ドイツの温泉地との交流も進め

温泉を健康づくりに取り入れるため、

「温泉療養保健システム」は、豊かな

先駆けて導入した。

る「温泉療養保健システム」を全国に

２０１４年度（平成 年度）のパスポ

スポート発行から６カ月以内である。

される。なお、利用・申請の期限はパ

と１回当たり２００円の入湯料が還付

き 長湯して利く 長湯のお湯は 心臓

博士（九州帝国大学）は「飲んで効

酸泉の効能について研究した松尾武幸

度の炭酸泉が特徴で、昭和初期に炭

気になる「竹田式湯治」の展開を図っ

然、文化をトータルに楽しみながら元

う」を組み合わせ、竹田市の温泉、自

一方で、「温まる」
「歩く」
「食べる」
「笑

館「御前湯」などの施設整備を進める

スポート」を各施設で提示してスタン

となる＊。利用者は「温泉療養保健パ

延べ３泊以上利用する宿泊者が対象

制度で、竹田市内の対象宿泊施設を

温泉を使った滞在に保健を適用する

は７６０人であった。

ート発行部数は１１１５冊で申請者数

＊ 温泉のない宿泊施設に滞在する場合は、延
べ３泊以上宿泊することに加え、対象の温
泉施設を宿泊日数の半数以上利用するこ
とが条件となる。

胃腸に血の薬」との言葉を残した。

プ押印を受け、パスポートの必要ペー

26

年 度）

ている。２０１１年度（平成

1,115

申請者数（人）

543

623

657

760

給付総額（千円／年）

1,680

1,961

2,180

2,219

給付額平均（円／人）

3,094

3,128

3,319

2,919

総数

2,877

3,470

3,505

3,949

平均

5.2

5.5

5.3

5.2

総数

1,208

1,176

2,237

1,220

平均

2.2

1.9

3.4

1.6
立寄入浴数（回）

待された。しかしターゲットとして想

定していた 代女性にとっての利用の

年度）からは「期間内に

http://www.gozenyu.com/index.html
・
『 温泉地再生 地域の知恵が魅力を紡ぐ 』
久保田美穂子
（学芸出版社、
２００８年）

http://www.taketan.jp/onsenryoyo/index.html
・長湯温泉旅館組合公式サイト
ながゆ温泉 .net/
http://
・温泉療養文化館 御前湯ＨＰ

［参考資料］
・竹田式湯治ＨＰ

のと考えられる。

面から需要の平準化に貢献しているも

ていると思われ、滞在化と分散化の両

による来訪時期の分散化にもつながっ

なく、システム利用期限内のリピート

この条件の緩和は滞在の長期化だけで

延べ３泊 」という 条 件に 修 正された。

度（平成

しやすさなどを考慮して、２０１２年

30

24

１９８９年（平成元年）に旧直入

1,057

当初は「期間内に３連泊」が給付を

912

受けるための条件であり、湯治を含め

783

もに竹田市観光ツーリズム協会へ申請

パスポート発行部数（冊）

ジと領収書（原本またはコピー）とと

平成
26年度

在 を バックアップ す る 仕 組 み と し て、

平成
25年度

にはこの「竹田式湯治」による長期滞

平成
24年度
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23

た長期滞在の潜在需要の顕在化が期

温泉療養保健システムの利用の流れ

町（２００５年〔平成 年〕４月に合

●宿泊施設利用料金……1泊につき500円（＊14泊を上限）
●対象立寄入浴施設利用料金……1回につき200円
●その他パスポート提示による食事・体験などの特典あり

を行う。１泊当たり５００円の宿泊費

平成
23年度

宿泊総数（泊）

◦パスポートに必要事項
を記入して竹田市観光
ツーリズム協会へ提出
◦書類審査を経て振り
込みで還付
◦対象施設を利用して
パスポートにスタンプ
押印
◦宿泊施設では領収書
の発行を受ける
市内3カ所で「温泉療養
保健パスポート」を発行
◦竹田市観光ツーリズム協会
◦久住高原観光案内所
◦長湯温泉観光案内所

●対象の宿泊施設に延べ3泊
以上宿泊
●対象の温泉施設を宿泊日数の
半数以上利用
●対象の温泉付き宿泊施設に
延べ3泊以上宿泊

③ 給付申請
②施設利用
①パスポート発行

温泉のない宿泊施設滞在者
温泉付き宿泊施設滞在者

温泉を利用した滞在に保健を適用す

温泉療養保健システムの利用の流れ

併して竹田市）がバート・クロツィンゲ

＊パスポート発行から6カ月以内に利用・申請する必要あり

17

ン市と姉妹都市提携を結んだのをは

温泉療養保健システムの対象と保健適用の内容

