
以前から慢性的に人材不足が言われ続けてきたホテル業界。それに追い打ちをかけるように新型コロナウイルスが
蔓延し、貴重な働き手が失なわれてしまった。しかし、ホテル業界がアフターコロナにおいて業績回復、さらには業
績拡大を目指すためには人材不足の克服が避けては通れないのは明白だ。この課題の解決策を見出すべく、ホスピ
タリティマネジメント㈱代表取締役社長　菅野潔氏、㈱リクラボ代表取締役久保亮吾氏、㈱ダイブ代表取締役社
長 /CEO 庄子潔氏にお集まりいただきご意見を伺った。

コロナ禍にホテル業界の
多くの人材が他業界に流出

初めに所属企業の事業内容を教えてく
ださい

菅野　ホスピタリティマネジメント㈱は
2003年設立以来、ホテル、旅館、飲食
ビジネスの経営改善、事業評価、新規
開業サポート、教育研修、サービスク
オリティー調査などを手掛けておりま
す。現場目線を重視しているのが特徴
です。

久保　㈱リクラボではホテル業界に
特化した人材紹介事業を行っており、
今年で10年目となります。新卒から総
支配人クラスまでの人材をホテルにご
紹介していますが、強みはホテルのマ
ネジメントクラス以上の人材のご紹介
です。

庄子　㈱ダイブは日本国内の観光施
設に特化した派遣会社です。そのほか
2019年より地方創生事業として自社で
企画・集客・運営までを一気通貫で
行うグランピングを始めとした宿泊事
業を展開しています。

今般の人材不足の現状についてはどの
ように捉えられていますか

菅野　当社ではホテルの現場および
経営をサポートしていますが、行く先々
のホテルで必ず言われるのが「人がい
ない」、「原価が高騰している」、「エネ
ルギーコストの負担が大きい」、この3
つです。
「人」に関していえばコロナ禍で給
料が下がった、ホテルが休館した、職
場がなくなったなどの理由で多くのス
タッフが離職しました。また、正社員は
残っていたとしても、パート・アルバイト、
契約社員が自主退社、リストラなどを

含めてかなり辞めてしまっています。そ
のカバーを正社員がしている状況です。
また、宿泊特化型ホテルとフルサー
ビスホテルではまったく状況が違って
います。宿泊特化型ホテルの人手不足
も深刻ではありますが、もともと少人数
でオペレーションしているので旅行支
援等の業務負担分を除けば深刻度は
さほどでもないと感じていますが、一
方で料飲施設、宴会場、ブライダルが
あるフルサービスホテルではかなり深
刻な状況となっています。その中でも
特に厳しいのが、地方の老舗と言われ
る独立系のグランドホテルです。一部
のホテルでは予約を制限したり、時間
を短縮したり、定休日を設けるところも
あります。調理スタッフが客室清掃や
レストランサービスを、管理部門のスタ
ッフが朝食サービスを行っているとこ
ろもめずらしくありません。

いつごろから人手不足が顕著になって

三人の識者が語る
ホテル業界の人材不足について

特別 鼎談

業務の効率化で利益を増やし待遇の改善が急務

菅野 潔（すがの きよし）
ホスピタリティマネジメント株式会社
代表取締役社長

フロント業務全般、予約業務、セールス、マーケ
ティング、新規事業開発、ホテル開業準備室長、
取締役総支配人などの現場経験を経て、2003
年ホスピタリティマネジメント㈱を設立。主な業
務はホテル・旅館の経営改善、運営改善、新規
開業サポート、マーケット調査、経営分析、事業
評価、インターネットマーケティング、人材能力開
発などのビジネスを展開。これまで受託した案件
数は2000 件以上にのぼる。

久保 亮吾（くぼ りょうご）
株式会社リクラボ
代表取締役

立教大学卒業後、藤田観光㈱入社。ホテルの現
場経験の後、本社人事部人事企画課に在籍。そ
の後、㈱オータパブリケイションズに入社。週刊
ホテレス編集部に在籍し、後に編集長を務める。
オータパブリケイションズ在籍時の2002年に
就職応援団体としてリクラボを設立。14年にリ
クラボを法人化し、厚生労働大臣認可を受けホテ
ル業界専門の人材紹介事業を展開。

庄子 潔（しょうじ　きよし）
株式会社ダイブ
代表取締役社長／ CEO

1997年仙台市立仙台高等学校卒業。卒業後、2
年間アメリカに留学。その後、人材ビジネスに興
味を持ち派遣会社へ転職。そこでの出会いをきっ
かけに2002年に観光地に特化した派遣会社と
して㈱ダイブの設立に参画。12年代表取締役に
就任、現在に至る。

構成：星栄悦　聞き手・文：石沢嘉次　撮影：市原浩二
協力：ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
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的地位はある程度給料とリンクすると
思っています。世間一般では時給が上
がっていますが、地方都市などでは地
域の最低賃金でアルバイトを募集して
いるホテルもあります。最低賃金で求
人をしていた九州の某ホテルが時給を
1200円にしたらあっという間に応募が
あり、それによって通常営業が可能に
なったという話もありますが、これが実
情だと思います。
日本のホスピタリティーは世界でもト
ップクラスだと思います。また、世界の
人たちが行きたい国ランキングでもト
ップクラスで国も外貨を稼ぐ基幹産業
として期待しています。しかし、そこで
働いている人には、それに見合った所
得が追いついていないことが問題なの
です。

報酬を上げればよい人材が集まると分
かっているのに、経営者が人件費にコ
ストを掛けない理由は何でしょうか

菅野　なぜならば利益が上がってい
ないからです。それは日本のホテル業
の生産性が低いなど構造的な問題だ
と言われています。いままでのホテル
業界は、安く提供できることが競争力
であり、無料でサービスするのが差別
化であるかのように考えられてきました。
さらには賃料が高すぎる、初期投資が
大きすぎるなどの不動産的な影響もあ
ると思います。
また、これまで儲かってきたお金は
どこに行ったのだろうという素朴な疑
問もあります。大手のホテルチェーンの
方と話すと、過去20〜 30年分の利益
がこのコロナで飛んでしまったと言わ
れます。ではこれまでの利益をどこに
投資してきたのですかと聞くと、2013
年から2018年までのインバウンドの急
増でホテルが一気に増え、そこで新規
ホテル開業のための投資が必要になっ
ていたとのこと。つまり建物には投資
するけれども人には投資しない。日本
人は一生懸命にまじめに働くので、そ

きているのでしょうか

菅野　2020年2月ごろから新型コロナ
ウイルスの感染拡大が始まりましたが、
最初のころは、雇用は確保できていま
した。それから長引くに従って資金繰
りの話が出てきて、2021年以降には大
手ホテルでも多くの人が辞めています。
500人規模のスタッフがいるあるホテ
ルでは100人ほどの退職希望者がいた
そうです。現状はお客さまを集客する
より人材を集めるほうが難しい状況で

す。需要が回復傾向の2022年夏ごろ
からはさらに顕著になりましたが、人
材不足はもともとホテル業界が持って
いる構造的な課題の一つです。コロナ
をきっかけに辞めた方々がホテル業界
以外に転職してしまったことも、今後の
ホテル業界にとっては大きな損失とな
っています。

久保　当社は創業して10期目を迎え
ましたが、いただいているオーダーの
数、求人数が圧倒的に過去最大にな
っています。2013年9月、ブエノスアイ
レスで当時のIOCのジャック・ロゲ会
長が2020年のオリンピック開催地を
「TOKYO」と言ったその瞬間、ホテル
業界内の全員が人材不足を予想したと
思います。私もその一人だったので、す

こに経営者が依存しすぎていたのでは
ないでしょうか。そしていまそのつけが
回ってきたのだと思います。
私はホテル業界が長いのですが、そ
の昔は「お前たちは数値や経営のこと
など考えなくていいんだ」と言われた
時代もありました。そう言われてきた
世代の人たちがいまの経営陣です。「俺
たちが若いころは……」そんな話をす
る人たちは少なくなりましたが、心の片
隅にあるのではないでしょうか。

久保　給料は人材不足の非常に大き
な原因です。2023年からの数年間は、
日本のホテル業界が給料を上げて、よ
い人材を確保できる業界になれるかど
うかの勝負の時期だと思います。以前
からホテル業界では有識者が集まって、
「どうして人が辞めるのか」、「人を定着
させるためにはどうすればよいのか」
を繰り返し話してきましたが、今回は
真剣に“給料”にフォーカスして考える
べき。
心理学者のフレデリック・ハーズバー
グは二要因理論において、人が仕事へ
のモチベーションを決定する要因とし
て「動機づけ要因」と「衛生要因（不
満要因）」の二つがあると唱えています。
これはつまり、“ 頑張る要因 ”と“ 辞め
る要因 ”は別のところにあるというこ
とです。成長、教育、評価、承認など人
が頑張る意欲の話が「動機づけ要因」
です。一方、「衛生要因」は給料、人間
関係、労働環境などベーシックな部分
です。経営者の方 と々お話すると「動
機づけ要因」の話が多い。ホテルのビ
ジョンや評価制度、教育制度など。も
ちろんこれらは大事ですが、現場ス
タッフは、「この給料じゃ暮らせない」、
「人間関係が悪すぎる」、「3日間家に帰
れていない」などもっと次元の低いとこ
ろで崩れているのが現状です。このう
ち、経営陣が一発で状況を変えられる
のは給料面でしょう。
このほどファーストリテーリングが新
卒初任給30万円、店長の給料39万円

ぐに人材会社をつくって登記しました。
ホテルが増えていく、インバウンドが増
えていく、そして働く人が足りなくなる
のは自明の理ですから。
ただ、コロナは不確定要素でした。
2020〜 2021年にかけてお客さまが来
なくなり、ホテルスタッフが本来の仕事
ではない仕事をやらされるなど若い世
代はこの業界に対する不安が募ったと
思います。もっと若い人ですと親御さん
が心配し、緊急事態宣言の発出後に
業界を去ってしまったり。雇用調整助

成金があって給与は出ていたのですが、
賞与がない会社もありましたので。
現在の人材不足のもう一つの理由は、
ホテルにいた人を他産業が高く雇い入
れているからでしょう。例えば調理人
が物流業界に転職したり、個人で配送
する仕事を始めたケースも結構多いと
聞きます。調理の人は、手に職の職人
ですから、ホテルの仕事から離れない
と思っていたのが、意外にも簡単に別
の業界に移ってしまったのかもしれま
せん。特に若い人ほどそれが顕著です
ね。むしろ年齢やスキルで他業界に移
りづらい人、年配の人などが残ってい
ている状況となっています。
弊社の取り扱う求人数はどんどん増
えていて、コロナ直前の2019年12月
と2022年の12月の求人数を比べてみ

を打ち出しました。もちろんグローバル
企業でここ数年過去最高益をたたき出
しているというベースはありますが、利
益から割り戻して初任給の額を決めて
いるとは思えません。まず「大事なの
は人財だ！」と、そこを最重要視し、優
秀な人財の確保の観点からすべてのス
キームを組み直している。結果としてイ
ンパクトのある初任給額を設定するこ
とになる。他業界はすでに動き出して
います。ホテル業もそうしていかないと
ならないと思います。ここ30年、日本
の労働者の賃金は上がっていません
が、デフレ下だったのでごまかしが効
いていました。インフレになってきたい
ま、賃金の据え置きはイコール賃下げ
になります。給料をどう考えていくかを
早急に対応していかなければならない
でしょう。

庄子　私も待遇が人材不足を解決す
る重要なポイントになると思っていま
す。コロナは天災なので離職者が出て
しまうことは仕方ありませんが、コロナ
が終わっても人材が戻ってこないこと
です。私は昨年11月、東南アジアにバ
ックパックの旅に出かけ、ベトナム、カ
ンボジア、タイを回ってきました。これ
らの地域は観光が主要産業の一つと
なっています。カンボジアのアンコール
ワットでツアーガイドの方とお話をした
ところ、観光客はコロナ前の1割も戻っ
てきていないとのことでした。それで
は従業員が辞めてしまったのではない
かと聞いたところ、もちろん観光産業
ではやっていけないのでいまは皆、他
の仕事についていると言うのです。も
し、コロナが終わって観光客が戻って
きたらどうするのですかと尋ねると、皆
この仕事が好きで、そもそも給料もよ
いのできっと戻ってくると話していまし
た。やりがいもあるし、しっかりした給
料がもらえることが分かっているので
心配ないそうです。一方、日本の場合
はやりがいはあるのかもしれませんが、
給料の部分が弱いので戻ってこないの

たら約2.5倍になっていました。2020
年の緊急事態宣言が発出された4月か
ら5月にかけて一時的に少なくなりまし
たが、そこと現在を比べると約4倍で
す。どこのホテルも人が足りない状況
なのだと痛感しています。この数字を
見ると多分2020年にホテル業界はか
なりの人材を失ったのだと思われます。
しかも最前線の人たちを失ったのは痛
手だと思います。

庄子　観光施設の人材不足が明らか
に違うフェーズに入った決定的な時期
は2022年7月からだと思います。2020
年5〜 6月のオーダー数が一番低く
1000件もありませんでした。その後は
緊急事態宣言が発出されて解除され
る、この繰り返しでしたが、2022年7
月からは求人が上がりっぱなしです。リ
ゾートはエリアや時期によって需要の
増減が出てくるのですが、全国的に需
要の旺盛さは感じています。2023年初
頭でオーダー数が1万件を超えていま
す。この数値は一つの会社で対応でき
る状況ではありません。業界全体で取
り組まないとならない状況になってき
ていると思います。そのぐらい深刻な
状況となっています。

給料が人材不足の
究極的な要因に

人材不足の要因はどこにあるとお考え
ですか

菅野　昨今の退職のきっかけの多くは、
コロナによるホテルの営業不振が要因
なのでしょうが、本質的には給料の安
さがあると思います。コロナ前によく相
談されていたことが、「結婚するので辞
めます」、「子供ができたので辞めます」
などでした。この給料ではやっていけ
ない、ここに尽きますね。サービスをす
ることに喜びを感じられるなどエモー
ショナルな部分のみを強調して人員確
保を図っていたことが問題です。社会
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だと思いますね。
それでは待遇を向上させるために、
労働集約的産業であるホテル業界が
何をすべきなのでしょうか。例えば私
たちは、コロナ禍で業績が伸び悩む中
で、社内業務の切り出しをしてコア業
務とノンコア業務を炙りだしました。こ
れまでやってきた業務の中に人がやら
なくてもよい業務があるのではないか
と。すると人がやらなくてもよいところ
まで人手をかけることで収益構造が悪
化していることが分かり、業務の見直
しを始めたのです。このような切り出し
をしているホテルはまだまだ少ないよう
に思います。

業務の断捨離、
効率化の推進で
少人数で利益を
分け合える態勢に

ホテルにおける業務効率化の具体例
や成功した事例がありましたら教えてく
ださい

菅野　例えば人件費が100万円ある
として10人で分けたら一人10万円で
す。ところが経営が悪化して人件費が
90万円になった場合、10人で山分けし
たら給料は減ります。でも9人で山分け
したら給料は減りません。8人で山分け
したら給料は逆に増えます。そのため
に当社でホテルに対しオペレーション
スタンダードを見直して業務量（総労
働時間）を2割程度削減する、場合に
よってはやらなくてよい、など仕事の棚
卸しや断捨離を日々行っています。大
手ホテル企業からも依頼が来るほどこ
うした動きは顕著です。
2022年の夏ごろからはさらにフェー
ズが変わりました。緊急事態宣言下の
業務の棚卸しとはまったく状況が違う
ので再度見直しを行っています。足元
の業務をしっかり見直すとまだまだ削
減できる余地があることが分かります
ね。例えば一般事例でいうと連泊の場

合はルームクリーニングをしないという
のもその一つです。一部屋の清掃時間
が30分かかるとすればその時間を削
減できますし、リネン代もエネルギーコ
ストも抑えられます。これは世界のスタ
ンダードになっています。アメニティー
もしかりです。フロントにアメニティー
バーを設置し必要な分だけお客さまに
持っていってもらうシステムは、多くの
ホテルで導入されています。これにより
経費と労働力の削減や環境への配慮
にもつながります。
これまで当たり前だと思っていたこ
とを見直すことも必要です。例えば九
州のあるホテルで補助金を使って調
理器具を最新のものに入れ替えたとこ
ろ、作業量が半分以下になったそうで
す。こうしたことは都内の先進的なホテ
ルではすでに行っていますが、国内の
多くのホテルは行っていないのではな
いでしょうか。宿泊やレストランの予約
管理でもいまだに台帳を使っていると
ころもたくさんありますから。最新のテ
クノロジーを導入することで、これまで
10人かかってやっていた仕事を7人で
できるように、1時間かかっていたこと
を30分でできるようにすることが、待
遇面向上へつながります。

経営者は人がいない、と言ってばかり
いないで、仕事の断捨離、効率化の推
進し少人数で利益を分け合える態勢を
つくっていくことが重要だと言うことで
すね。菅野さんはそういうことをどのよ
うに現場に伝えているのですか

菅野　現場に入るとすぐにいろいろ
な改善点が見えてきます。しかし、そ
れを無駄だと否定してしまうと現場の
方々はそこで聞く耳を持たなくなってし
まいます。ここはとても難しいところで
す。当社のスタッフに言い聞かせてい
るのは、「がまん比べ」だと。時間を掛
けて説得していくこと。事例を見せる、
自分でやって見せる、一緒にやるとい
うのが当社のスタンスです。

PL 上、売り上げから原価と、人件
費と営業経費を引いたものが利益な
わけですから、営業経費を減らすには
どうすればいいか、そもそも営業経費
にはどのような科目がありそれぞれの
仕組みがどうなっているのか、など基
本的な数字の見方を理解してもらいま
す。また、少ない人数でオペレーション
するにはどうしたらよいかを考えると
いう極めてシンプルなアプローチです。
しかし、実践しようとすると結構難し
いですね。固定観念もありますから。

庄子　私も固定観念が大きく影響して
いるように思います。地方の個人経営
などの施設ではいまだに紙の台帳で業
務を進めているところも少なくありま
せん。そうした現場施設に行くと、若手
人材は「なぜいまどき紙の予約台帳な
のか」と感じています。もちろん提案も
していると思いますが、それが受け入
れられていないケースもあります。コン
サルなど第三者から言われて初めて変
われるということも多 あ々りますね。

久保　この状況になってもいままでの
オペレーションを変えることに抵抗が
あるのですか

菅野　ありますね。連泊清掃の省略
についてもいまでこそなくなりましたが、
最初は同じお金をもらっているのにそ
れはおかしいと。その考えを変えるた
めには、コストを理解してもらうことで
す。シーツを一枚クリーニングに出すと
いくらかかるのか、清掃時間の短縮が
たとえ5分でも、掛ける部屋数や日数
になったら膨大な時間になることなど。
また、お客さまの価値観や意識の変化
に気づいてもらうことも大切です。本当
にお客様が必要としていることなのか、
お客様のために、ではなくお客様の立
場で考えることが必要です。例えば部
屋においてあるペットボトルの水です
が、以前はペットボトルの水も置いてい
ないのかと言われました。でもいまは、

まだペットボトルを使った水を置いて
いるのかと言われるように変わってき
ました。このようにスタンダードや価値
観が変わってきていることを事細かに
説明することも必要です。そうすれば
理解してもらえますから。

久保　これまで面 と々続いてきた会社
がそのままの体裁で変わるのはとても
難しいことですね。あるホテルチェー
ンに買収されたホテルの話ですが、客
室の電話が撤去されたそうです。既存
のスタッフは衝撃を受けたそうですが、
何かあったらゲストは客室に掲げられ
ている電話番号に自身の携帯電話か
ら連絡するという仕組みで、ホテルの
フロントではなく、本社のセンターにつ
ながるようになっています。このチェー
ンは15施設ほどを展開しているのでフ
ロントに3人ずつ配置すると45人が必
要になりますが、センターでは十数人
で対応することができます。子供がで
きて仕事を辞めようと思っていた女性
社員もセンターなら働けるということで
離職しないで済んだそうです。財は分
散させず集中させて運用すると効率が
上がります。人財も同じということです。
ほかにも在宅でお客さまの予約を受け
ている事例もあります。これからは、こ
ういうこともどんどんやっていかないと
ならないでしょうね。

リゾートの成功事例もありますか

庄子　星野リゾートさんのマルチタス
クは成功事例と言えると思います。こ
こでポイントとなるのは権限移譲です。
特に若い世代は、学生時代の友人が
他業種でどんどん責任ある仕事を任せ
られているのに、自分は上からの指示
に従っているだけとなると、もっと羽ば
たきたいと思ってしまいますから。そう
いった意味では星野リゾートの立候補
制のユニットディレクター制度などはイ
ノベーティブだと思います。一人のトッ
プがなにかを決めるのではなく、施設
のメンバーの能力をうまく引き出してい
ることがポイントですね。

菅野　アパホテル、東横イン、スーパー
ホテルなども省人化・システム化とい
う面では参考になります。例えば10時
〜15時の間フロントをクローズするな
ど。それでも稼働が高くて顧客満足度
が高い、どんな顧客をターゲットにし
ているかで提供するサービスや必要と
されるサービスは変わってきます。自ホ
テルではどのようなことができるのか
を考えることが重要なのです。大手の
ホテルもこれらのホテルから学ぶこと
はたくさんあると思います。レストラン
のメニューもQRコードでオーダーでき
ると相当短縮されます。回転寿司チェー
ン、ファミリーレストランなどのオーダー

システムは進んでいますからね。他業
種から学ぶこともたくさんありますね。

久保　グルーバルチェーンのFBの方
と話をしたのですが、新規ホテルの開
業に際して、通常であれば1台の食洗
機で対応できるところを2台設置して、
油汚れの調理器具と一般食器の洗浄
を分けたそうです。新規開業なのでス
タッフの人たちも抵抗なく受け入れる
ことができました。小さな話に聞こえ
ますが、こんなことでも食洗機から出
てきたワイングラスを人の手で最終磨
きをする手間が減ったりする。業務用
食洗機だって数十万円するわけですか
ら、以前だったら２台導入自体が見送
られた可能性も高い。しかし、今は人
は貴重で稀少なものだということを前
提に、すべてのオペレーションやビジネ
ススキームを作っていく時代が来てい
るのではないかと感じています。

十分な給料を
支払えるだけの
利益を創出するのが
経営陣の使命

アフターコロナはいろいろなことを変
えることができる絶好の機会なのかも
しれませんね

久保　ゲストの意識も変わってきてい
ますから、いまがチャンスですね。先
程の客室電話の件もそうですが、ラグ
ジュアリーホテルではダメですが、「御
用の方はこちらへ」というタブレットを
設置するホテルもあります。こうした取
り組みはコロナ前だったら抵抗があっ
たかもしれませんが、いまはゲストのマ
インドが変わってきていると思います。

庄子　日本のホテル・旅館は、個人経
営が約5割を占めており、従業員数規
模でいうと、30人未満の小規模のホテ
ル、旅館です。
こうした施設の多くは情報が少ない
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のが現状です。例えばOTAへの掲載
も自社でできないので代行会社に頼ん
でそこで手数料をとられています。よく
見ると結構な金額を払っているケース
もあります。知らないから払わざるを得
ない状況になっているのです。逆に言
うと勉強して知識を得るだけでその費
用をなくし、コスト削減にもつながるの
です。このようにちょっとしたことでも
変わることができると思います。

菅野　そうですね。経営者も若いスタ
ッフもいままで勉強不足だったと思い
ますね。

アフターコロナは、ホテル業界の競争
がさらに激化するでしょう。その中でサ
バイブするには何が必要でしょうか

菅野　まずは単価を上げていくことで
す。でも値上げという言葉は使わない
ようにお伝えしています。値上げは同じ
ものの値段が上がることですから、勘
違いされてしまいます。単純に100円
のものが150円になるのではなく、150
円でも納得できる付加価値をつけるこ
とが大切です。
例えば、東京オリンピック前にチェー
ンホテルの経営者の方 と々話した話題
ですが、オリンピック期間中だったら普
段1万円で売っている既存の部屋を5
万円でも売れるけれど、もしそれをし

たら信用をなくすので仮に5万円で販
売するのであれば差額の4万円のうち
の2万円程度を使ってオリンピックグッ
ズを部屋に置いてプレゼントするのは
どうか、と。そうすれば5万円の客室
料金に説得力と価値が生まれますから。
このようなお客さまが納得できて、なお
かつうれしくなるような見せ方、価値を
提供できる売り方を考えていかなけれ
ばならないでしょう。
また、レストランでは現状1600円の
ランチメニューに魅力的な小皿を付け
ることで2200円にして、一人で宿泊し
ている方が夜も食べられるようにする
という提案をしたこともあります。ラン
チなどの価格アップを提案するといま
までのお客さまが来なくなると言われ
たこともあります。しかし、私はあえて
それでもよいと考えています。商品価
値を変え、客層も変えていこうというの
がいまの考えです。そのためには教育
やシステムや若干の投資が必要になり
ます。こうした取り組みで得られた利益
を人件費に回していくことが必要でし
ょう。

久保　ホテル業界がいまやらなければ
ならないことには、二つの方向性があ
ると思います。一つは省力化、もう一つ
は単価を上げることです。特にラグジュ
アリーカテゴリーは単価を上げるべき。
先程、庄子さんがお話されていたカン

ボジアのサービススタッフは自分たち
の所得の10倍から100倍の人たちを
接客しているから、給料もよいのだと
思います。いまは、寂しいことでありま
すが、日本も安くなってしまっている状
況があります。それであれば、ラグジュ
アリーホテルに関しては日本人の年収
の20倍、30倍の人たちを相手にする
とういう世界を成立させていく。世界
の富裕層を相手にしてきちんとお金を
落としていただくホテル、世界観を創っ
ていくことも必要だと考えています。そ
うして上がった利益をしっかりと従業
員に還元していく。

庄子　中東の富裕層が日本に来ると泊
まるホテルがないと言います。なぜか
というと、彼らはそもそも一泊100万円、
200万円というホテルに泊まっています
から、日本にはそれに匹敵するホテル
がありません。世界のラグジュアリーの
スタンダードは次元が違いますからね。

菅野　世間には安いことが正義といっ
た風潮がありますが、これもコロナで
変わってきたと感じています。インバウ
ンドが来なくても国内のラグジュアリー
ホテルがそれなりに稼働を維持できて
います。コロナ禍で旅行の頻度が減り、
海外にも行けなくなったので、高くても
よいところに行きたいという需要が出
てきましたので。箱根の1泊5〜10万
円程度のホテルや旅館が、ここ一年ほ
ど予約でいっぱいという状況です。多
分多くの日本人は国内にもよいとろこ
があると見直したと思います。海外旅
行が解禁されて一気にアウトバウンドに
持っていかれるのではなく、こうした流
れを逃さないよう注力しなければなら
ないと思います。

今後、日本の人材不足はどのようにな
っていくと予想されますか

庄子　日本の人口は減少傾向なので、
ホテル業界に限らず人材は減少してい

くでしょうね。それに対してはDXなど
も活用し、外国人の雇用も視野に入れ
ていくべきでしょう。

菅野　私も外国人人材はこれからの
キーワードだと思います。

久保　コロナ前は、外国人の方々にど
うやって日本で働いてもらうかという
動きがありました。ただ現在は、彼ら
が日本で働く意味合いがどんどん薄く
なっているように感じています。それは
給料も含めてです。また、入管の問題
や制度の問題で解決できる部分があ
るなら変更していくことも必要だと思い
ます。よくホテルの仕事は単純労働に
分類されますが、われわれから見ると
そうですか？と思っています。そういう
ことで新しい労働力をシャットアウトし
てしまうのは先がなくなり、残念なこと
だと思います。

庄子　われわれのクライアントは地方
の宿泊施設が多いので、外国人雇用
についての正確な情報がないことや、
事例がないことで心理的な面でもハー
ドルの高さを感じているように思えま
す。しかし、これも時間の問題だとは
思います。20年前は、コンビニエンスス
トアで働いている外国人は皆無でした
が、いまでは日常的に見かけます。お
客さんの方も違和感なく受け入れてい
ると思います。
星野リゾートのトマムでは10年ぐら
い前からインバウンドを積極的にとり
始め、当社から台湾からワーキングホ
リデーで来日する外国人をホテル・旅
館へ派遣していました。そのスタッフさ
んたちがいまここで働いていますとい
うような投稿をSNSで発信して、それ
を見た友だちが自分も働きたいと集ま
ってきている現象が起きていました。
しかしながら、日本全体をみると実
際に特定技能のビザを取って働いてい
る人は少なく、特定技能の中で宿泊業
のビザ取得が一番少ないのが現状です。

ホテル業界の未来を担う若者がコロナ
で数多く去ってしまいました。彼らを呼
び戻すために取り組むべきことについ
てご意見をお聞かせください

久保　まずは十分な給料を支払うこと。
その後に様 な々施策を考える。

菅野　ある調査によると関西地区の上
場企業全産業の平均年収ランキングの
最下位が某有名ホテル企業という記事
が紹介されていましたが、これでは人
材が集まらないという話です。
　
久保　経営を人材という視点から考え
ていくようにするべきだと思います。先
日、別の業界からホテル業界に転職さ
れた方とお話したのですが、マーケテ
ィング部門が一切人事部に協力しない
ことに驚いたと話していました。マーケ
ティングはホテルを宣伝してお客さんを
呼び込むのがミッションですが、集客
だけでなく、人材募集も大切です。そ
ちらに対してマーケテイングのセンスや
ツール、労力を生かされないのが残念
だったと。こうした意識の改革も必要
ですね。

菅野　そもそも生産性の高い人材はな
かなかいません。新入社員が10人で働
く仕事も経験者だったら5〜 6人でも
こなせますが、そうなるには教育やト
レーニングが必要です。コロナ禍では
研修の依頼はほぼありませんでしたが、
昨年の夏ごろから研修やミステリーシ
ョッパーの依頼などが増えてきました。
狙いは人材不足の一方で、価値を高め
ることと業務の効率化で人手不足を補
うことですが、これは正解だと思います。
また、パート・アルバイトの活用にも
工夫が必要です。地方ではショッピン
グモールのイオンが周辺のパート時給
の少し上の額を提示することで多くの
スタッフを集めています。ホテルであれ
ば短時間で高時給もありだと思います。
レストランサービスや、客室清掃など他

業務のマルチタスクに対応できるので
あれば高時給を払うなど。

久保　極端かもしれませんが、業務の
習熟度ゼロの人が来ても戦力になる態
勢をつくることも必要ですね。そういう
ノウハウがあれば時間をこまめに切り
分けてタイミー（隙間バイト）のように
働く人のニーズにも対応できますから。

菅野　人数をそろえるだけではなく、
仕組み作りも大切ですね。まったく経
験のない高校生のアルバイトをいきな
り宴会サービスに出して、クレームが増
えてしまったという事例などはよく聞く
話です。そうならないためにも人材育
成の仕組みが必要です。

久保　若い世代でいうと、ホテルの専
門学校を業界がもっとサポートしてほ
しいと思っています。こんなにも業界
への人材供給口として学校が全国に整
備されていているのは他業界ではあま
り聞きません。学校で教育して、業界
に送り込んでくれている割にはホテル
企業が学校へのサポートをしていませ
ん。学費に困っている若者もいますか
ら、そういう若者を企業がサポートして
くれる仕組みはないかといつも感じて
います。例えば事前に面接して有望の
人材であれば、1年生のうちから学費
の半分を企業が払うなど。そうしたら
その学生はすごく感謝して、頑張って
勉強してそのホテルに就職すると思い
ます。米国などではそうした仕組みが
いろいろな業界であると聞いています。
こういうこともこれから実践してく必要
があると感じています。

人材不足の現状や改善が急務である
ことがよく分かりました。今回ご提案い
ただいた改善策が少しでもホテルのお
役に立つことを願っています。
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