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有限会社

ホテル事業のインフラとソフトを介護事業
にも活用しながら、
「ホテルと介護の共生」
を目指す

◎ はじめに
「シーサイドホテル上関」を運営する有限会
社皇座山は、昭和49年から１年間放映されたＮ
ＨＫテレビドラマ「鳩子の海」の舞台として全
国に一躍その名前が知られた、上関町の近くに
ある。平成17年には、同一の建物でデイサービ
ス「上関温泉デイサービス倶楽部」の運営を開
始した。今回は、
「ホテルと介護の共生」を軌

おう ざ

皇座山

道に乗せた森脇社長の経営を紹介する。

◎ホテル事業のインフラとソフトを介護事業

ざん

（デイサービス）に活かす
＜転機は雑誌の一文＞
森脇

弘 司 社長

（もりわき・こうし）

ホテルを経営していた森脇社長が、介護事業
（デイサービス）に進出したのは２年前（平成
17年）だ。ホテルを営業しながら、同じ建物内

●会社概要
所 在 地：熊毛郡平生町尾国 20-1
設

立：昭和 44 年 10 月

資 本 金：10 百万円
従 業 員：25 名
事業内容：ホテル・飲食
事業所名：シーサイドホテル上関
Ｕ Ｒ Ｌ：シーサイドホテル上関
http://www.kaminoseki.com/
上関温泉デイサービス倶楽部
http://www.kaminoseki.com/day/

でデイサービスも運営するもので、全国で４番
目の早さという。
柳井市内で旅行会社の営業マンとして働いて
いた森脇社長は、弟と一緒に昭和58年、父親の
経営していたドライブインを引き継いだ。昭和
60年にはホテル業に業態転換しホテル経営をス
タートし、幾多の困難を克服しながら業容を拡
大した。近年は観光業界の競争激化から、宿泊
客の減少に直面。加えて、当ホテルのセールス
ポイントの一つである「温泉」の集客力にも陰
りが見え始め、客単価も徐々に低下してきた。

●会社沿革
昭和44年 モーテル皇座山として開業
昭和56年 有限会社皇座山に法人改組
昭和58年 現森脇社長が有限会社皇座山に入社
昭和60年 ホテル業に業態変更、送迎バスのサービス
を始める
平成 3 年 名称「シーサイドホテル上関」に商号変更、
温泉入浴サービスを始める
平成17年 デイサービス「上関温泉デイサービス倶楽
部」を始める
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▲当社外観

こうした経営課題を打開するヒントになった

ンづくり」
に役立つという相乗効果もみられる。

のは、森脇社長がふと手にした雑誌の一文だっ
た。
「これから伸びる業界は『ふ、
か、
け、
つ』
（福

＜デイサービス事業のメリット＞

祉、環境、健康、通信）である」といった内容

当社のデイサービスは、午前９時に送迎バス

が目にとまり、ひらめいたのが福祉関係サービ

でホテルに到着し、検診、入浴、昼食、その他

スだった。

の各種サービスでゆっくり過ごしてもらい、再

その後の行動は素早かった。介護サービスの
勉強をするため、森脇社長は山口県商工会連合

度の検診後バスで家まで送り届けるという、ご
く一般的な内容である。

会主催の「創業塾」を受講。奥さんもヘルパー

だが、ホテルならではの、設備・雰囲気・料

の資格を取得した。先進事例の「青島観光ホテ

理・接客サービスなどが、他の介護施設との差

ル」
（宮崎県）も見学し、ホテル内のバリアフ

別化となっている。また、設備投資負担が少な

リー化、エレベーターの増設などの設備投資に

くて済むというメリットもある。

も踏み切った。

当ホテルは上関町にある皇座山の西側の麓、
夕焼けが良く見える風光明媚な場所に立地し、

＜ホテル事業のメリット＞

温泉も備えている。デイサービスはこのホテル

ホテル事業面でのメリットは、昼間の設備稼

の施設を使うので、デイサービス利用者にとっ

働率を上げ、経営の効率化を図ることができる

ては他の施設では味わえない温泉、明るい雰囲

点が挙げられる。入浴設備、厨房、送迎バスな

気、ホテル料理長の食事、さらにはホテル事業

どホテルの設備や料理人など共用できるものが

で培ったサービスなどを享受し、味わうことが

多いからだ。

できる。

見逃せないのは、
デイサービス利用者からも、
法事での仕出しの注文、遠方からの来客の宿泊

◎同業他社に先駆けた新たなサービスで

利用などが増加していることだ。さらに、看護

数々の困難を克服

師が待機しているため、ホテル内での転倒など

＜果敢にリスクに挑戦＞

のトラブルに速やかに対応できるようになり、

森脇社長はこれまでも、持ち前のアイディア

高齢者からは「安心して泊まれるホテル」と評

と行動力で果敢にリスクに挑戦し、数々の困難

判になるなど、デイサービスが「ホテルのファ

を克服してきた。

▲デイサービスでの食事風景

▲食後のくつろぎ
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これを支えているのが、
「将来のことは誰に

いのなら、来るようにすればよい」と考え、中

もわからない。半分ＯＫと思ったら、やってみ

古のマイクロバスを購入。当時は珍しさも手伝

るだけだ」という信念と旅行会社で鍛えられた

い一気に顧客が増えたという。

営業センスであろう。

■仕出し

最近は変化のスピードが極めて速いので、５
年程度で新たなサービスを打ち出さないとホテ
ルの集客力は確実に落ちる、
と断言する。また、
どんなに素晴らしいサービスでも「他社にすぐ
に真似をされるので、顧客からは飽きられる」
（森脇社長）とも語る。

送迎バスによる顧客獲得も、やがてその目新
しさが薄れ顧客が減少してきた。
そこで考えたのが、地元で行われる行事で仕
出しを売り、宿泊客をつかむことだ。
まず、注目したのが法事であった。人が亡く
なってから３年間は度々法事があるから、かな
りの頻度で仕出しサービスと宿泊客が獲得でき

＜同業他社に先駆けた新たなサービスを次々に

る、との目論見はあたった。さらに、出産祝い

打ち出す＞

などの祝い事にもこのサービスを広げていっ

「これまで何度も同業他社に先駆け新しいサ
ービスを行ってきた」と森脇社長は胸を張る。
いくら風光明媚といっても、
室津半島という
「行
き止まりの場所」
（森脇社長）では簡単には観

た。
■温泉入浴
ホテルのセールスポイントである温泉は、実
は偶然掘り当てたものだ。

光客は訪れないからだ。このハンディを克服す

仕出しサービスがヒットしたことで水が必要

るため、森脇社長がこれまで打ち出した主なサ

となり、平成元年、井戸を掘る作業中温泉を掘

ービスには次のようなものがある。いずれも今

り当てたという。近辺で温泉は珍しかったため

では当たり前になったものであるが、
「当時と

地元テレビ局に相次いで取り上げられ、
「いつ

しては画期的なアイディア」
（森脇社長）であ

から温泉に入れるのか」との問い合わせが殺到

った。

した。平成３年、温泉風呂を整備し宿泊部屋を

■送迎バス

増設するなど、開業以来初の大改装を実施。

父親から引き継いだドライブインをホテルに

■日帰りパック

転換した際、送迎バスのサービスを始めること

温泉効果で来客は増えたものの、入浴だけの

で、ホテル経営を軌道に乗せた。
「お客が来な

お客が多かったため、売上は見込みほど増えな
かった。投資資金の回収を図るため打ち出し
たのが、
「日帰りパック」という新サービスだ。
４〜５千円の手頃な価格を設定。食事付で温泉
に入れることから、平日の日中でも女性や高齢
者グループからの申し込みが急増したという。
このヒットにより、平成 12 年、さらに大きな
温泉風呂を新設。

▲高齢者向きに改修された浴場
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＜地道な営業努力で顧客を開拓＞
新サービスがヒットしたその裏には森脇社長
の地道な営業努力がある。
仕出しサービスでは、地元のどこで人が亡く

■職員の確保
当社のデイサービス要員は現在 10 人。コム
スン問題で明らかになったように、現行の介護
保険制度下の経営では、給与水準を抑制せざる

なったかを丹念に社長自身が歩いて情報収集し

を得ないという構造的問題がある。このため、

た。悲しみに暮れている遺族に対しての飛び込

定着率は他の施設より良いものの、退職者の補

み営業は断られるだけだったが、事前にはがき

充・優秀な人材の確保には苦労している。

の案内状を送ってから訪問するスタイルを考案

■高齢者向けサービスの一層の充実

しこの壁を突破したという。そのはがきの文面
は社長自身の創意・工夫によるものだ。

森脇社長は本格的高齢化社会の到来に対応
し、ホテルへの到着・出発時の検診サービスや

また、デイサービスのスタート時には各種マ

介護付き旅行センターとの提携など、ホテルで

スコミに大々的に取り上げられた。だが、話題

の高齢者向け宿泊サービスをさらに充実させた

性だけで利用者が獲得できるほど新規参入は甘

いと考えている。

くなかった。そこでとったのが、要介護者のケ
アプランを作成するケアマネジャーを招待して
の説明会、高齢者の情報収集と案内状の送付な
どだ。この結果、ケアマネジャーの推薦と利用
者の口コミなどにより利用者が集まり、現在で
は定員30人に対し20名以上の利用が続いている。

◎おわりに
森脇社長が好きな言葉は「執念」と「挑戦」
であり、果敢にリスクに挑戦してきた。
このことについて社長は「一人では何もでき
ない自分を理解し、
力になってくれた弟（専務）
の存在が大きい」という。

◎今後の課題と方向性

また、森脇社長はデイサービスに賭ける思い

地域密着化を柱とした新しいビジネスモデル

を「何かをしてあげるより、その人の内にある

は、着実に軌道にのりつつあるが、今後を展望

エネルギーを出してあげる介護」と表現する。

すると克服すべき課題も多い。
■介護事業の「明るいイメージ化」
森脇社長が最も気を使っているのは、介護事
業では「暗いイメージ」が定着しており、少し
でも気を抜けば、ホテル事業への悪影響が懸念

人口減少・少子高齢化が急速に進むなか、「ホ
テルと介護の共生」という新しい地域密着型ビ
ジネスホテルの一層の進化を目指す、森脇社長
の次の一手が楽しみだ。
（井本

裕康）

されることだ。
事実、
「これまで介護分野に進出したホテル
の多くはうまくいっていない」
（森脇社長）と
いう。
このため、ホテルでのデイサービスがどのよ
うなものか、多くの人によく理解してもらうよ
う努めるとともに、ホテル自体の衛生面やサー
ビス低下などの不安払拭に注力している。

▲当ホテル自慢の美しい夕焼け

やまぐち経済月報2007.11

11

