
総務経済常任委員会 事業所聞き取り調査 2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 I ・19年比で 10分の 1くらい。コロナ禍で 17カ

月以上不況続く。GoTo トラベルで多少良かっ

た。都内がマンボウ（蔓延防止措置）でダメ。 

・熱海の土砂災害でキャンセルになった。。 

・リモートワークの話もあるが商売になれば何

でもやりたい。 

・町、国の制度を使わせてもらった。国の 1 次

支援金の時は早かった。月次支援金は 6月 15日

に来たが 2 枚つづりのフォーマットのうち 1 枚

しか送信できない。遅れている。 

・国の利子補給は使っている。電気などの固定

費が月 80万円かかる。銀行は金を貸すというが

その中から返済をすれば、自分の首絞めること

になる。 

・あと 2年で返済が来る。150％の売り上げない

とダメ。つぶれる会社が出るのでは。既存の借

り入れを何とかするよう、国が銀行に言えない

か。 

 

・稲取でもホテル・旅館 13件が廃業した。稲取

だけでも億の税収を失っていると思う。東伊豆

町にホテル・旅館を存続させなくては固定資産

税が少なくなり、町が立ちいかなくなる。あま

りホテル・旅館を当てにしない方が良い。 

・固定資産税を 1～2年免除してほしい。 

・町有地を無償で企業に貸し出すことにより、

雇用も生まれ税収にもつながって、町が新しい

風が吹いて豊かになる。中国、韓国のフアンド

がホテルを買収し町の中が変わって来ている。 

・町から観光に 5,6 千万円つぎこんでいるが、

身になっていない。花火は見ていない。こうや

れという指針を町が示してほしい。（ひも付きは

嫌だが） 

旅館 J ・18 年がピークで 19 年若干下がる。20 年ガタ

ンと来た。3月 15日から 30％減。全体では 40％

減。GoToキャンペーンで助かる。最大の集客だ

った。GoToをやめて再びガタン。 

・売り上げ分を経費に。これ以上だと危ない。

月 5千万円食っていく。 

・活用している。但し 8 月客来ないと本当に困

る。今秋からぽつぽつ入ってきた。 

・熱海の土砂災害が心配。経費も掛かっている。 

・温泉場のＹショップなど 3軒購入するが赤字。

儲ける儲けない関係ない。ゲームセンターが真

っ暗なので景観つくりだ。 

・‟こらっしえ“海からの景色が台無し。港の風

情が情緒なくなった。 

・文化公園も 6 時で閉鎖、足湯、手湯生かすべ

き。どんつく神社を文化公園に持ってきては？

ストーリー性を。250 万円かけた神輿もったい

ない。当時 800 人集めたどんつく祭りをつぶし

てはダメ。 

・稲取は食べるところがない。大ホテルが客を

外に出さなかったからである。これからはホテ

ルの半分は飲食出さないのではないか。 

・ダイロクキッチンを温泉場に持ってくる、元

ホテルの従業員が飲食店をやるならいくらでも

貸す人ある。文化公園の「3億円」計画はダメ。 

 

・かって 80万人の誘客あった稲取温泉、今は 38

万人になっている。温泉場の風情がない。どん

つく通りだけでも直せばいい。入湯税の上げる

タイミングを逃した。もし 100円上げても 3000

万円以上入るのだから、銀行も融資を考えるは

ず。入湯税は将来的には上げるべき。 

・入谷のみかん畑も後継者がなく木を切るので

なく、農業法人に貸したほうがいい。 

旅館 K ・予約状況も悪く、例年の 80％の売り上げ。 

今後は個人旅行に特化していき商品整備を進め

ていく。露天風呂付き客室への改装を積極的に

行っていく。 

2019 年比で 21 年の売り上げは 5 月 65％、6 月

40％、7 月 60～50％8 月 70％（熱海の土砂崩れ

の影響あり） 

・GoTo 良かった。12/28 終わり苦戦に。割引き

率高かった。再開願う。 

・雇用調整助成金を活用している。資金繰りに

ついては現金を通常よりも１.5 倍ほど借り入

れた。 

・宿泊クーポンお客は使いやすい。自社案内所

は全部カットした。 

・固定資産税、電気代、従業員の経費など毎月

変わらない。雇用調整助成金は 80％申請した。

解雇はしない方針。 

・リモートワークの設備投資、WiFi、デスクな

ど秋以降の対策に。 

・空き家が目立つので空き家対策を進めてもら

いたい。稲取温泉の温泉場を中心に事業を新規

に行う方に、手厚いサポートをしてほしい。 

・都内などで田舎で商売したい方などいると思

うので、マッチングサポートの体制が必要に感

じる。 

・観光事業者へのワクチン接種を早めに行って

頂きたい。夏季は忙しく、なるべく閑散期のう

ちに行ってもらいたい。 

 



・コロナはずーと続く。バイキングでない食事

の提供を色々考える。宴会場はリモートワーク

の施設に換える。ただどこまで補助対象なのか。

県がやる制度。 

・個室に居るため露天風呂を増やす。 

・コロナ禍で 3 億円借りた。元利払えるか、債

務超過に陥らないか。 

 

旅館 L ・19年比で昨年（20年）7,8％減。今年（21年）

5％減。他よりは少ないがやはり大きい。 

・大きく落ち込まなかったのは団体とらない、

個人のみの個人客旅館になっていた。リピータ

ー客、年間変動ない。これも 4,5年でなく 14,15

年で築いた。 

・その維持には設備投資をしたり、料理を良く

したりして思い切り儲けようと思わなければで

きる。 

・人の教育もやらないとダメで何も変わらな

い。新人社員講習に講師を招いて 1週間かけた。

今は同じくらいのマナー研修を自前で出来る。

支配人につけても大丈夫な男の人育っている。

やりがいを持ってもらうのが大事。 

 

・雇用調整助成金は 2,3 か月使った。国の支援

制度は使った。使わなくていい状況になったの

で 1 億円は返した。この後のために 2 億円は残

してある。 

・コロナ後、終息したら旅行熱冷める。その時

が怖い。秋口から GoTo始まるだろう。 

・人手不足に陥る。安定した口コミ評でお客さ

んに選ばれるよう、少ない人数でやるより、し

っかりした人員体制で対応していく。 

・町には GoTo が終わってから誘客対策を考え

てほしい。 

・細野高原と港、この 2 ケ所を重点的に力を入

れる。道路は改良して貰いたい。 

・あとはススキだけでなく、1 年間活用できる

乗り物、アトラクション、一風変わったものを

作る。細野に行った人は喜んでいるので。西伊

豆でいいイベントがあれば東に泊まる。単体の

イベントでなく全体でやれば全体で泊まっても

らう。 

（ここで議員間で「当町の山焼きを観光客に見

せられないか、を」討論） 

・心配なのは観光協会が一つになること。今ま

で出来たイベント今後できるか。稲取のイベン

トに他から会費貰えるのか。白田・片瀬はなく、

熱川には外資が多く大丈夫か。 

・稲取は港のほう、セリ場をセリ場らしく、ま

た飲食もできる施設を漁協直営でやってほし

い。港の風情を残してほしい。（例；千葉県保田

漁港ばんや） 

民宿・ﾍﾟﾝｼｮﾝ B ・19年に比して去年（20年）は半分以下、3分

の 1くらい。客とらない時期も。GoToトラベル

で最終的に良くなった。 

・今年（21年）は職人さんがいた時良い。ゴー

ルデンウイーク後は全然ダメ。入ってはキャン

セル。入ってはキャンセル。この夏少し入った。 

・融資少し借りている。ぽちぽちの売り上げと

貯金を取り崩している。 

・消耗品（空気清浄機 4台、体温計 1）90％の備

品補助受けた。国、町の支援助かった。 

・客層は個人、素泊は 3,500 円を 4,000 円にア

ップした。2食付きは 7,700円から 14,500円。 

・ネットで予約、得意さんばかり。心配だとす

ぐキャンセルに。 

・こんな状態では食っていけない。WiFi設備ま

だ、お客から入れろと言われる。 

（テレワーク対応の改修補助が Max50 万円ある

ことを伝え，推めた） 

 

・わからない。パラ大会、マウンテンバイク大

会あったときは一杯になった。今キンメマラソ

ンの時、一杯になる。スポーツイベントはやっ

てほしい。 

・固定資産税を減免してほしい。入湯税は取っ

ていない。ボイラー冬場の燃費が大変。部屋に

ＴＶと冷蔵庫あればいい時代ではない。 

 

旅館 M ・19 年に比べて 55％減。平時に比べてのレベ

ル。去年に比べて 30％落ちる。今期が一番落ち、

8月は少し伸びるが、熱海の影響ある。 

・昨年 GoTo始まる。西伊豆スピード感あった。

すぐ町独自の宿泊クーポン出す。 

・雇用調整助成金はフルに活用している。8 月

までだが切れるとバタバタ行くのでは。あと 2

年は延長してほしい。何か町、県で補填策を考

えてほしい。町の基幹産業として雇用を 100％

守るのが私どものミッション、ポリシーだ。 

・固定資産税などで町が配慮してほしい。コロ

ナの影響にかなわないので、守りのほうでご協

力いただきたい。 

・融資はフルに据え置き、突っぱねて借りてや

・環境、駅の問題ある。 

・旅館・ホテルは 1 泊 2食から 1 泊夕なしプラ

ンになる。町中に夕食の場所がない。旅館側も

悪かったが、これからは飲食店を農家、漁師、

旅館、青年部などタッグを組んで作り、もっと

客を町に出す。町全体で受け入れることが重要

だと思う。 

・ワーケーション、1人旅行が増え、ロングステ

イの傾向もあり、移住にもつながるので町とし

・ワクチンを終えて人は旅行に行きたい。ただ

団体客（35％）は来ないのでは。インバウンド

に期待している。オリンピックが 1 つのきっか

けになればいい。 

・どうなるか判らないが。国内の個人客を日本

全国のホテルで争うことになる。今しっかりや

らないと、日本もだめになる。 

（この町に銀水荘が無くなったら大変です、の

議員の声に「頑張ります」） 



ってきた。緊急避難的に国も時限立法など考え

なければならないのでは。 

・入湯税は引き上げに問題はない。観光に使う

なら総論としては賛成だ。 

 

ても取り組みをお願いしたい。 ・先日町から財政のパンフ送られてきたが、こ

れだけ厳しいのか、と。ただこういうの送られ

てもどうしたいのかが判らない。 

観光施設 B ・売り上げ 2019年は何でもない年だが少ない。

裏年で悪い。20年 3月からコロナが広まった。

4月 5月全然ダメ。取り寄せの宅配あった。60％

～70％程度。21年は 110％、19年比で 80％くら

いか。リピーターと宅配あり。 

・連休など訪れる客多い。年何度も来る客あっ

て有難い。 

・雛のつるし飾りは一時の勢いない。バスの日

帰りツアーあったころ最高。 

 

・補助金が出るもの使った。アルバイト、雇用

助成調整金使えて良かった。休ませるのも辛い

し、出てもらってもすることなく、心が軽くな

り良かった。 

・19年は借りた。返済できずにいる。サクッと

返すつもりが据置いてもらう。 

・ワクチン、年配者進む。お客さんを呼ぶ施策

をお願いしたい。どこかへ泊ってここへ来るわ

けで、東伊豆町に泊まって頂きたい。GoToあれ

ば最高。 

・PayPay、QRコードここでも使えると良い。ふ

るさと納税に期待している。 

・働き口ほしい。町を出て帰って来いと言って

も何をする？旅館をもっと良くすべき。 

・コロナ前は人手不足。今は仕事がない状況。

業者が増収になれば町も増収に。 

・誰か後を継いでくれないか、と思うことある。

草刈りなど農業の大変さばかりでなく、機械化

をすすめたり、G パンでギターを弾くくらいの

楽しい姿でいきたい。 

観光施設 C ・19年比で半分くらい。昨年（20年）この時期

営業せず。今年（21年）30％の下落。GoToは良

かった。 

・アニマルキングダムは比較的お客来ている。

スポーツビラ、テニスはダメ。ほぼいない状態。

ゴルフ場は加森グループだが別会社。 

・ゴルフ客は屋外のためか増えている。伊豆で

取りっこになっている。 

・融資、雇用調整助成金、町の備品購入の補助、

使えるものはみんな使った。 

・動物にエサをくれなければならず、毎日出勤

する。エサくれ、外に出す。コロナに関係なく

手がかかり、他の動物ウイルスも心配。幸い大

丈夫だったが。 

・資金繰りは今のところ本社で借入れ、心配な

い。ただ北海道もインバウンドゼロ。修学旅行

が少しある。 

 

・電車とバスの時間、待ち合わせに 30分以上か

かり閉園までに入れないことも。駅前に喫茶店

なく行くところない。バス停で炎天下待たせる

ので屋根くらい付けてあげたい。タクシーがい

ない。呼んでもありませんと言われるので、バ

スで来てタクシーで帰ることできない。 

・稲高手前の一時停止で捕まり、お客はブルー

な気持ちで帰る。イメージダウンだし、停止白

線も消えている。稲高下も危ない。 

・若い人、ワクチンまだでピリピリして仕事し

ている。昨年はホワイトタイガーが話題になっ

た。8か月経ったが発情も判らず、来年以降にな

る。動物に触れるのが強み。 

・地域クーポンをとくとくチケットに換え、入

場券やお土産など園内で使える。魚庵と連携し、

お互いに紹介し合う取り組みを進めている。 

・この夏はミストを使って涼しさを演出、個人・

家族連れを楽しませたい。 

旅館 N ・19 年と比べて 20 年当初は前年と同じでスタ

ート、4月から激減。30％落ち。6月中旬から客

が戻ってきた。10～12月は 250％の入り。 

・今年は 1 月からは激減が続く。ゴールデンウ

イークは少し入る。7 月 30％ダウン。8 月、動

いていない。熱海の件あり、バイ・シズオカ来

週くらいか。今年の夏の集客が悪ければ厳しく

なる。 

 

・使えるものすべて使った。コロナ備品補助も。

今年の分はこれから申請する。 

・取り崩して使っている。固定資産税の減免を

お願いしたい。 

・ひなびた昭和感のあるレトロな雰囲気を。お

客様は伊豆半島と箱根を 1 つと思い観光してい

る。西武園はやっている。昭和レトロの街づく

り、箱モノより盆踊りみたいに老年層に懐かし

いイベントを。若年層に珍しいことを。 

・細野高原は素晴らしいが風車が邪魔。以前、

風車の工事の人が 3カ月泊まっていた。 

・料理の宅配を考えている。今のところオリン

ピックの 4連休にキャンセル出ていない。「伊豆

は元気です」とネットでアピール。出来ること

をやっている。 

・消費税の一時停止。政府系金融機関の融資の

減免措置を。 

旅館 O ・19年比で 20年は 76％。4月 5月は客無し。 

21 年傾向は同じ。他よりいいかなというとこ

ろ。GoTo は圧倒的で 9 月 10 月は良かった。ク

ーポンを県や西伊豆町始める。 

・情勢回復。普段通り。客室直した。露天風呂

付 4ルーム。金額高い部屋へ、1泊 30,000円～

35,000円。固定客ある。 

・資金繰りいろいろあるが、支援制度は忘れた

頃に入るので助かる。 

・雇用調整助成金、無かったら今頃つぶれてい

る。パートにも適用した。 

・固定資産税の減免、ぜひお願いしたい。コロ

ナが終息し、ワクチン接種が終ったら来てくれ

るのではないか。 

・店を開業すれば補助を出すなど町を賑やかに

する方策を考えてもらいたい。 

・夕食を外で食べて…と言っても食べる所がな

い。これでは他の温泉地に負けてしまう。観光

協会も宣伝ばかりでなく、改築や家賃を補助す

べき。もっと基盤整備に力を入れてほしい。 

・うちは 1％位でインバウンドは少なかったが

3割くらいのところもあった。逆に安定した。 

・隣の廃ホテルの影響ある。ゴミ捨て場になっ

てイノシシが出る。 

 

・先輩らがお客さんの子供をカブト虫取りや細

野高原に案内した。そういう子どもが親になっ

て来てくれる。 

・伊豆スカイラインの無料化を早く始め、8 月

いっぱい無料にしてほしい。ビーチラインを通

ってきたお客に補助金出すとか考えてもいい。 

・台風で 2 年連続で海水あがる。波返しを作っ

てほしい。 



 


