
総務経済常任委員会 事業所聞き取り調査 1班（R3.7月） 

 

 ①コロナ禍の状況、今後の検討事項 ②支援制度の活用、資金繰りの状況 ③これからのまちづくり、観光地づくり ④その他 

旅館 A ・1 日 1 組の宿 1 組が売りでお客様がついてい

る（リピ率 6～7 割）、お客との関係が密。ネッ

ト予約がほとんど。 

・昨年の売上は 7 割程度に落ちた。障害者の受

け入れに力を入れている。バリアフリー。 

・支援制度は利用している。資金は借りていな

い。 

発電機は購入した。 

・渡邊法子さんがやっていたことを誰か引き継

いでいるのか。 

・どんつく祭りを中止にしたのは残念、楽しみ

にしているお客がいた。何かを体験できる観光

地が次につながる。 

 

・トンネル出口の土砂崩れを何とかしてほし

い。 

防災委員会などをつくって危険を知らせてほし

い。 

・「避難指示」でどこが危険かわからない。 

旅館 B ・前年比マイナスが続いている。特に今年はマ

イナス幅が大きい。今後の予定としては大きな

改修もできないので特になし。 

・オリンピックはそもそも旅行に出ないし、伊

豆山のことが風評につながるのではないか。 

・時間がなく SNS等の発信ができない。 

・支援制度は活用している。また、資金繰りに

ついては猶予制度なども活用している。 

・割引、クーポン等のキャンペーンに期待した

い。 

・観光協会の一本化については、良いとは思う

が小さな宿は人を出せない。警備員や有償ボラ

ンティア、あるいは雇用対策として町で人材バ

ンク等出来ないか。 

・観光地の魅力発信に力を入れてほしい。 

 

・ネット申請等は何とか出来たが、能力もない

し時間もないから自分たちで観光地の魅力を発

信できない。ネット活用の講習会が開けないか。 

・町も厳しいと思うが草刈等やってきれいな街

にしてもらいたい。 

民宿・ﾍﾟﾝｼｮﾝ A ・ひどい。昨年は 11月だけよかった。伊豆山の

災害はこれから風評被害になる。 

・ペット連れは繁忙期は外して平均的に来る。

9月の連休は天候次第。 

・活用している。50万程度受けた。支援金等の

申請でネット対応でつまづく。 

・県内向けにテレビ配信をしても意味がない。

首都圏向けにできないか。 

・ロケ誘致を進めてほしい。 

・観光施設が次々閉鎖休園して魅力不足（丸鉄

園、ハーブテラス）。けやき公園の活用を考えて

ほしい。 

・観光協会の加入についてはペンショングルー

プで検討する必要あり。今年は会合を開きたい。 

 

・けやき公園の指定管理を精神障害の作業場と

して貸してもらえないか。 

観光施設 A ・GoToで秋は 20％伸びた。今年は GoTo + 町の

対策で盛り上げてほしい。バイ・シズオカは効

果薄い。 

・バナナビールはネット販売が好調でいまスト

ップしている。違うものを今度リリースする。 

・ワニの銅版画は学生がコロナで来られずやっ

ていない。若手社員のフィデア出しがいい。 

・従業員 50名いて平日は半分休み、且つ時短 

 

・感染症対策備品購入費補助金を利用して 150

万の工事（70万補助） 

・「観光施設協議会」で同業者と意見交換してい

る。izooは入っていない。 

・ワクチンパスポートの取り組みを進めたいが

差別か？ 

・がけ崩れ、倒木の対応…街並み整備や景観等

の観点で対応してもらえないか。 

旅館 C ・昨年 4～6月は休館し、大変だった。7～11月

は GoToで持ち直した。今年のゴールデンウイー

ク以降は予約がほとんどなく 7/8 まで休館、今

後の入込も不安。お盆を中心に入ってきている。 

・熱川温泉は東京・神奈川からのお客が多く、

緊急事態宣言の影響が大きく出た。 

・雇用調整助成金や一時支援金は大変助かっ

た。資金繰りは大変厳しい。 

・町としての特徴があまり出ていない。各温泉

場でイベントをやっているので循環バスなどで

つなぐ取り組みはどうか。 

・花火からの脱却を試みたが花火に頼らざるを

得ない。 

・河津桜まつりのパーク&ライドを東伊豆町で

積極的にやってアクティブシニアの取り込み

を。ワクチンパスポートをやっては？ 

・草津に個人的に視察に行った。宿がお客さん

を外に出す取り組み。人がいる観光地はそれな

りにしっかりしている。熱川との違い。 



・観光協会の一本化は会う機会話す機会を増や

し各地の良いイベントをお互いに支え合えると

いい。 

 

旅館 D ・2018年、男女風呂の老朽化で、上に 3つ下に

3 つの貸切風呂をつくった。アプリで風呂の空

き具合がわかる仕組みを導入。18室ある。 

・個人客で非接触型の接客を検討し、入浴・食

事などを完結するスウィートルームをつくっ

た。 

・昨年 10.11月は GOTOの威力を感じる。ワクチ

ン接種が進み GoTo が再開されないと生き残れ

ないところも出てくるのでは。 

・各種支援金、利子補給、家賃補助、固定資産

減免等を利用しているので資金繰りは今のとこ

ろ大丈夫。据え置きが終わってからが心配。こ

の時に返済免除などの対応を考えてほしい。 

・観光協会の一本化により、各地域の特性を生

かし協力体制を築けると思う。 

・美伊豆を中心にジオパークだけでなく電子地

域通貨（例西伊豆のサンセットコイン）のよう

な伊豆全市町で流通可能な通貨の導入を検討し

てほしい。 

・伊豆全体で入湯税を 150円→250円へ（100円

分を特定財源にする）。 

・町がバイ・シズオカに上乗せする形で 2000円

程度補助してほしい。 

・観光関連の働き手確保のために移住促進策を

講じてほしい。 

・伊豆山の土石流災害で夏の道路事情が心配。

7/23～8/8 の伊豆スカイラインの無料開放を 7

月中旬から 8月末ぐらいまで拡大してほしい。 

 

・「熱川温泉女将の会」6～7名いる。定期的に会

合を持つ。 

・外国人労働者は台湾の子たちは条件で折り合

わない。ネパール・ベトナムなどはよく働いて

くれる。 

旅館 E ・一昨年の 2019年に比べると 6～7割の集客。 

・2020年と比較するとほぼ同数の集客。 

・稲取、ハイツとも部分的に休業した。ハイツ

は思ったより稼働しない。 

・今はビジネス利用や工事関係、ロケ隊などの

利用があるが、新たな客層の発掘に取り組んで

いる。インスタなどを始めた。 

・今後の取り組みとして、ワーケーションのリ

サーチを始めた。 

・資金繰り等は本社扱い。現地予算については

問題なし。 

・備品購入費補助金は町内に 3事業所あるので、

メリットが薄い。（パーテーションなどを購入）

感染症対策は本部で指示が出ていて、ある程度

の備品は送られてくる。 

・集客に対する手助けはありがたい。 

・官民一体の誘客に効果があると思う。特にガ

ソリン券等は有効な集客ツールだった。 

・観光政策についてはアクションが遅すぎる。

伊東園 Gは今秋冬のことを企画している。 

・地元ともう少し仲良くビジネスができればと

思っている。食材等も本社から送られてくるが、

特別料理や地元の特産物（金目鯛・ニューサマ

ーなど）は特別料理などの形で利用したい。 

・全国に 50軒あるが、強いホテルは地元との関

係が深い。（白樺湖ビューHの蓼科牛） 

 

・温泉場の魅力について、そこに行かないのは

何かあるから。(クルージング・朝市等)、プラ

ンに入れたり巡回バスを用意するなど考えたら

よい。 

・ホテルに泊まる理由として、こういうことが

できてこういう体験ができる。それが欠けてい

るのでは。 

・様々な業界の方と接点を持つ会合ができると

有り難い。 

旅館 F ・昨年 12 月に GoTo が中止になって以降、非常

に厳しい状況が続いている。（8～12 月 9 割稼

働）6月に 4日間休業。 

・全 26室すべて露天風呂付き客室。 

・OTA利用した営業対策、グループ（東府や・赤

倉観光ホテル）での DM対策。 

 

・雇用調整助成金を活用し、時短対策。従業員

80名。 

・コロナ備品購入費補助金は有効に使わせても

らった。 

・ワーケーションを次の取り組みとして考えて

いる。補助金申請検討中。 

・伊豆市に長くいたので比べてしまう。若い子

たちが遊びに行けるところがない。修善寺駅の

TAXIは夜 12まで動いている。 

・まち歩きに力を入れてほしい。熱川駅前がさ

びれている。 

・移住資金補助を期待したがゼロだった。伊豆

市は 100万出た。 

・熱海駅のラスカにパンを出しているが売れて

いる。熱川駅とどうしても比べてしまう。 

 

旅館 G ・GoToの再開時は良かったがひどい状況。クラ

ブツーリズムは感染対策が不安でツアーじたい

中止している。 

・感染症対策として、一人一部屋、部屋食など

推進。 

・コロナ前は「富士山→伊豆」のルートが飽き

られている。 

・支援制度はすべて活用している。 ・中国人は海に憧れがある。修学旅行の誘致を

考えたらどうか。共有を図りたい。 

・CT「旅の友」の会員が何十万人もいて、イベ

ントを考えている。「金目鯛コンテスト」は一番

になった宿のキンメ料理をすべての宿で出し、

会員がどこでも食べられるというもの。 

・65歳以上の接種済み者に「ワクチンパスポー

・イベント案などを町に受け取ってもらえず、

議会を通じて展開できないか。 

・防災対策について、みんな迷っている。考え

方もばらばら。お客様の命を預かっている。山

を背負っているし川の氾濫も心配。防災公園は

危ないのでは。 



ト」1,000円クーポンを実施している。 

 

旅館 H 

 

・6つのホテルでグループ。沖縄が厳しい。 

・昨年 10～12 月は GoTo のおかげ。東京・横浜

がほとんどで心配。電車の利用が増えてきてい

る。 

・雇用調整助成金で時短労働をすすめた。従業

員 100名、客室カレン含め 79室。 

・コロナ備品ではパーテーション、消毒器等を

購入。玉翠にプライベートで行ってフェイスシ

ールドを導入。 

・コロナ対策の融資も活用。 

・早く着いたお客様向けにパンケーキの用意や

イカ、ドリンクの用意。館内で卓球大会ができ

ないか検討中。40型テレビを全室に用意。宿側

で枕を選びきれないためリース対応にした。 

・観光協会の一本化では北川は寄り添っていけ

ればいいと思う。 

 

・大きなことはできないが「小さなことからコ

ツコツと」。ガーデンの空いたところにバラを植

えたり、部屋のふすまの柄を知り合いの画家に

描いてもらう。 

 


