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発行元：兵庫県産業労働部観光局観光企画課　代表電話078-341-7711（内線3577）

②「フリーワード」に「旅館」を入力し、「検索」ボタンをクリック
　→「求人情報一覧」が表示→内容を確認のうえ、お近くのハローワークへご連絡ください

「旅館の仕事」に興味を持たれた方は下記の連絡先へ！

就職に関するワンストップサービスセンターとして、求職者それぞれのニーズに応じた
就職支援メニューを用意しています。

人と仕事を結ぶ総合的な公的機関。就職に関する相談や、あなたに適した職業を紹介することに努めています。

「女性就業相談室」では、出産や育児、介
護等で離職した女性をはじめ、再就業を
目指す女性を対象に、職業相談・職業紹
介までワンストップで支援しています。

当サイトは兵庫県が全面的にバッ
クアップしているインターンシッ
プサイトです。大学生・短大生・高専
生・専門学校生は学年に関わらずど
なたでも参加できます。参加企業の
PR画面もありますので地元企業の
魅力を体感できるインターン
シップに是非ご参加ください。

検索

ひょうご・しごと情報広場/（一財）兵庫県雇用開発協会

カムバックひょうごセンター

兵庫県立男女共同参画センター・イーブン 兵庫県インターンシップシステム/兵庫県経営者協会

ハローワーク（インターネットサービス）

ハローワーク　求人情報

検索検索兵庫県イーブン

検索ひょうご・しごと情報広場

検索夢かなうひょうご

兵庫県  インターンシップ

お問い合わせ先
●所在地：〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー12階
●TEL： 就労相談窓口／078-360-6216 
　　　 若者しごと倶楽部／078-366-3731
●ホームページ： https://www.j-hiroba.jp/

※最寄のハローワークへお問い合わせください。

●所在地：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー７階
●TEL：078-360-8550（代）
●ホームページ： 
   https://www.hyogo-even.jp/

○ミドル世代・シニア世代就労相談窓口、短期職場体験就業
　世代に応じた専門的な就職支援や登録制の体験就業の実施
○若者しごと倶楽部（ジョブカフェひょうご）
　キャリアカウンセリングや各種セミナーの開催
○ハローワーク神戸　若者職業相談窓口（併設ハローワーク）

１ セミナー・公開講座の開催
２ 働き方に関する個別相談
３ ハローワーク相談窓口

〈旅館の仕事の求人情報の検索方法〉

お問い合わせ先 お問い合わせ先

専門相談員を配置し、移住や県内企業のしごとに関する情報提供、兵庫県内各市町への取次など
の相談に応じています。先輩移住者や市町担当者と語らえるイベントも随時開催しています。

①「求人区分」（一般・フルタイム）、「就業場所」（兵庫県）をチェックし、「検索」ボタンをクリック
※「就業場所」に兵庫県内の「市町名」を入れるとより詳細に検索可能

●TEL：078-321-0294
●ホームページ： https://hyogo-internship.jp/

●ホームページ： https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

＜カムバックひょうご東京センター・ひょうご移住プラザ＞
●所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階   ●TEL：070-2646-9028　　　　　　　　
＜カムバックひょうごハローワーク＞
●TEL：03-6262-6886

＜カムバックひょうごセンター＞
●所在地：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー６階
●TEL：078-360-9971 

お問い合わせ先

ひょうご生活・しごと・カムバックポータルサイト
●ホームページ： https://www.yume-hyogo.com/
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旅館の仕事はここが面白い！
フレッシュな声で伝える

日々の先にある未来を描いて
目指せキャリアアップ！

先輩たちの
ONとOFFに密着
働く若手のリアルを追う!

誰かを笑顔にしたいあなたへ送る
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「旅館の魅力を伝え隊」とは

フロント

主な仕事内容

　歴史と伝統、そして和の心を、長きにわたりつないできた“日本旅館”。グローバル化が進み、あらゆる地
域で均質な景観が広がりつつある現代にあっても、庭や書画、花といった様々な伝統文化を内包・継承し、
日本独自のおもてなしを時代に応じた形で進化させてきました。まさにこの国の地域の文化を次代へ継
ぐ役割を果たす“生き続ける文化遺産”と言えるでしょう。

　また、ホテルの「一泊」に対して、旅館は「一泊二食」が基本。これには「自身の家にお迎えするような気持
ちでお客様をもてなす」という、旅館ならではの文化が背景にあります。最近ではそんな“ゆったりとした
癒しの時と場”を提供する細やかなおもてなしに、海外からも注目が集まっています。

　訪日外国人観光客数が急速に伸びる今、旅館は“ほんもの”の日本文化を世界に発信することのできる
重要な拠点であり、観光立国を目指す日本の切り札。だからこそ、継がれてきたものをしっかりと受け取
り、そこに新たな風を吹き込むことのできる優秀な人材が求められています。

　魅力ある旅館の仕事も、他の多くの仕事と同じように苦しい時もあれば辛い時もあります。そんな時、
仕事に対して大きな意義を感じていれば、壁を乗り越えることができるでしょう。
　旅館に就職したら「自分は“外交官”だ」と考えてみてください。この観光地の外交官であり、この地方
の外交官であり、日本という文化を伝える外交官である……。そうした志をもって日々臨んでいれば、ど
んどん旅館の仕事の奥深さにはまっていくはずです。もちろん、お客様の「ありがとう」の言葉や、あなた
に会いにきてくれるリピーターの存在も、前進を支えてくれるでしょう。

次ページからは実際に旅館で働く先輩たち、「旅館の魅力を伝え隊」メンバーの日常をご紹介！
彼、彼女たちのONの日（仕事）とOFFの日（休日）を見て、「旅館で働く」イメージを膨らませてみてください。

兵庫県内各地の旅館で働く、活躍目覚しい20代～30代の若手社員がメンバー。
業界のイメージアップや業務の認知度向上を目指し、旅館の仕事のやりがいや魅力を積極的にPRしています。

お客様が旅館に足を踏み入れた際、最初に
目にするフロントはいわば「旅館の顔」。ま
た、旅館全体を管理するコントロールセン
ターでもあるため、様々な事態に対する判
断力・対応力が必要とされます。

■スタッフがスムーズに動けるよう、
　館内業務の運営・進行を担う
■予約・会計などの各種手続き
■チェックイン・
　チェックアウト対応

客室係

主な仕事内容

一期一会の心がこもった接客・サービス
で、お客様に心地よさを提供します。旅館
業務のなかで一番お客様と接する機会が
多い立場で、人を喜ばせることが何より
好きな人に向いています。

■お客様のお迎え・お見送り、
　ご案内など
■お部屋での配膳・下膳や、
　布団敷き・布団上げ
■お客様の様々なご要望への対応

調理

主な仕事内容

専門的な知識や技術、心意気を以って、お
客様に感動を与える料理を提供します。調
理師免許を持っていると役立ちますが、実
は未経験からでもチャレンジ可能。こつこ
つ技を磨いていく気概が重要です。

■シーズンやプランごとに様々な
　献立を提案する
■食材の仕入れ
■料理の下準備・調理・盛り付け

※「日本の宿 おもてなし検定」とは
宿泊需要の高度化と国際化へ対応すべく発足した業界資格。
“おもてなし”のプロを養成するため、接遇力の向上を図ります。

●日本文化を肌で感じながら
　働くことができ、その発信者となれる
●接客、調理など各分野の
　プロフェッショナルになれる
●観光産業を牽引する一員となれる

旅館の仕事の魅力

一生の仕事にできるか

サポートの一例

総務

主な仕事内容

働く側としてスタッフが何か困ったと
き、頼りにするのがこの部署。旅館の様々
な部署がスムーズに動けるよう、潤滑油
のような役割を果たします。対応力と最
低限のパソコンスキルが必要です。

■給与計算や社会保険の手続き、
　福利厚生の整備などの労務業務
■採用・教育・評価・配属などの
　人事業務
■電話対応やその他事務全般

営業

主な仕事内容

旅行会社等へ旅館の魅力をPRし、誘客を
促進します。お客様と接するのとはまた異
なるコミュニケーション能力が必要で、外
部との調整力が欠かせません。魅力的なプ
ランを立案できるアイデア力も必須。

■シーズンごとに多様な宿泊・
　日帰りプランを作成する
■あらゆる旅行会社への営業活動
■お得意先への営業活動

支配人

主な仕事内容

旅館の舵取りを担うリーダーとして、全
体をコントロールします。どのような旅
館にしたいか方針を決定し、旅館の隅々
まで“おもてなし”が行き届いているか常
に目を配る、責任ある立場です。

■旅館全部署を統括・運営し、
　より良い旅館を作り上げる
■スタッフのための職場環境の整備
■旅行会社などへの営業

代表的な職種例
旅館ってなんだろう？

+

旅館が果たす役割

●旅館近くに社員寮を完備
●「日本の宿 おもてなし検定」にかかわる
　テキスト購入や受験費用への補助
●仕事に役立つ検定・資格合格者に対する
　給与アップや賞与アップ

※
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川尻あきほさんの 1日のスケジュール

有馬温泉

ここに決めた！

客室係　川尻あきほさんの１日

関西の中心地への
アクセス抜群！
休日ダイヤでも、三宮から有馬温泉への最終電車は０時過ぎ！
オフの日は、羽を伸ばして夜まで安心して楽しめます。

元々は人見知り。でも、学生時代のアルバ
イトで接客業の面白さに気づきました。そ
して「一番濃くお客様と関われる仕事は」
と考えた結果、旅館で働くことに。有馬温
泉に決めたのは、都会へのアクセスの良さ
もポイントでした。人に喜んでもらうと嬉
しくなる、という方におすすめの仕事です。

心地よいお部屋で
お迎えするために

掃除はきちんとされているか、アメニティの数は
合っているかなど、次のお客様を迎えるための最終
点検。素早く、かつ精密に行うのがモットーです。

晴れた日は芝生の公園へGO!
先輩の車に乗って、よく同僚たちと近くの公園へ遊びに行きます。バレーやバトミントン
など思い思いに体を動かせば、心も体もリフレッシュ！

おしゃれな神戸の街でお散歩
街歩きも楽しみの一つ。県外出身なので、まだまだ知らない場所がいっぱ
いです。友だちとおしゃべりしながら散策していると、あっという間に時
間が過ぎていきます。

もちろん、
1泊 2日の
旅行にだって
行けます
同僚とはよく一緒に旅行にも
行きます。接客の仕方やお部屋
のしつらえなど、泊まった旅館
で新たな学びを得ることも。

街歩きに疲れたら
カフェで一休み

神戸の街を歩いていると、そこかしこに素敵なカフェが見つかります。
いいな、と思ったらドアを開けて、甘いスイーツをオーダー。

大切なのは観察力！
一人ひとりに最適な接客を
お客様とのファーストコンタクト！ お部屋にご案内しなが
ら、どのような対応を好まれるかそっと観察します。それぞれ
の方に適した接客を心がけています。

楽しい夕食を
支える細やかな気遣い
お料理のコースはもちろん、アレルギーの有無など
顧客情報をしっかり頭に入れてから準備に取り掛
かります。器に欠けや割れがないかもチェック！

まかないは広々とした社
員食堂でいただきます。
談笑しながら、ほっと一
息コーヒーブレイクも。

明日のお客様の顔を
思い浮かべながら
締めの業務は、明日のお客様を迎えるため
の下準備。顧客情報をパソコンで確認し、
人数分の茶器なども用意しておきます。

有馬グランドホテルでは、入社されたみなさんに気持ちよ
く働いていただけるようなフォロー体制を整えています。
まず、現場配属後すぐの親子研修制度。先輩社員が付きっき
りで指導してくれるので、疑問をその場ですぐに解決するこ
とができます。お茶・お花などお作法に関する研修も専門の講
師を呼んで定期的に行っています。また、休館日がありますの
で、前もって連休を取るなどスケジュール調整も難しくあり
ません。そして弊社ではほとんどのスタッフが20代と若く、

関西でもトップレベルの知名度を誇る有馬
温泉は、いつも多くの観光客で賑わっていま
す。今回は、そんな有馬温泉で働く川尻さん
に密着。心遣いに満ちた仕事ぶりと、友人た
ちと過ごす休日の姿を追います。

旅館から歩いてすぐの寮なので、出勤もラクラクです。男子寮・女子寮に分かれていて、部屋
にはベッドやエアコン、ミニ冷蔵庫が備え付け、乾燥機や洗濯機は共用で利用できるように
なっています。女子寮には大浴場もあるんですよ。

同僚と集まって一緒にご
飯を食べたり、DVD鑑賞会
をしたりと、和気あいあい
とした雰囲気。いつも気軽
に遊びに行っています。ち
なみに、寮費は１万円台と
かなりの割安。貯金もしっ
かりできます。

和気あいあいとした寮生活

有馬グランドホテル

ON OFF

先輩・後輩の垣根を越えて相談しやすい環境にあることも、
働きやすさの秘訣かもしれません。旅館で働くということ
は、四季折々の季節を肌で感じ、お作法や和食などを通して
日本文化を習得することでもあります。海外に興味がある
という方こそ、日本を知ってみませんか。マニュアル通りで
はなく、愛情をもってお客様に接していただける方でした
ら、とことんやりがいをもって働けると思います。 総務部 人事庶務課 統括主任

松本仁志さん

有馬温泉から三宮まで約30分！
大阪には約１時間、京都へは約１時間
30分でアクセスできます！

0403

24:00

9:00

13:00
14:00

15:30

16:30

17:30

20:00
21:00
21:45 ワークライフバランスWORK LIFE

神戸エリア

チェックアウト後のお部屋点検

お客様ご案内・お茶出し

夕食提供

夕食の片づけ
就寝就寝

リラックスタイム
出勤準備

夕食提供の下準備

まかない・休憩

顧客情報確認
明日の下準備

帰宅、リラックスタイム

グラスのくもりも
チェック！

絵にな
る風景！

夜
まかない

の
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