
私たちのターゲット（目標）
司会 みなさん、お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。
 従業員座談会の進行役を務めせていただきます。
 まずは、各部門からお話をいただきます。できるだ

け身近で達成可能な目標にふれてください。最初
に業務営業部三輪さん、お願いします。

三輪 私たちができることとしては、お客様に少しでも感
動していただくためには、どうしたら良いかを考え
ることだと思います。例えばゴルフ場に来てクラブ
ハウスが清潔だったり、コースに出た時にコースが
この上もなく綺麗だったりなど。

司会 同じ業務でもちょっと分野が違う小林さん、意見を
お願いします。

小林 三輪さんのように少しでも感動していただくこと
は、私も同感です。私ができることは、まず５０周年
を迎えられたことを今までのメンバー様及び先輩
従業員の方々に感謝することです。また、原点に戻
りメンバー様に愛されるよう本当にアットホームな
ゴルフ場になるよう心がけたいと思います。

司会 そうですね。先輩達が築き上げてきたものを受け
継いでいきながら、明日の日高に向けてさらに磨
き上げる努力が必要でしょう。小俣さん、どうで
しょうか？　

小俣 私の部署は、朝気持ち良くお迎えして、夕方気持
ち良くお帰りになっていただけるように、フロント
での印象を大切にすることです。フロントはお客様
とはじめに接する場所で、お帰りの際にはお見送
りする場所でもあるので、プレーだけではなく、ス
タッフとの会話も楽しんでいただけるように努力
して行きたいと考えています。

司会 フロント業務も重要と思いますが、コース環境部も
いろいろ努力されていますね。

本田 はい。日高カントリークラブも開場から５０年経ちま
して、今後のコースの維持管理を考えると、大きく
育った樹木でも芝生の状態を悪くする場合は、整
理しながらコースの維持管理を行っていかなけ
ればと思います。今後は、お客様がパッと見て整
備された印象を受けられるコースを造りたいです。
木を切った所は芝が張られて一面緑で、どこまで
行ってもボールが飛んでいく所に芝があるような、
そういうコース造りをしていきたいです。

司会 コース環境部も、会員の皆様の意見を大切にしな
がらがんばりましょう。食堂サービス部では、来場
者が男性・女性・若い人あるいは年配の方がいらっ
しゃる中、年配の方が多くなってきているのでメ
ニューにはいろいろな配慮をされていますね。

舩木 そうです。食堂はやはり時代と共に食の好みが変
化していくので、全員の方に満足していただくと
いうのも難しいのですが、その中で新しいものを
取り入れて行きたいと思います。また、お客様と接
する時間が長いので、そういう時にお話ししたり、
「今日はどうでしたか？」等のさりげない会話を大
切にしたいですね。先程小林さんが言ったアット
ホームな感じで、日高に来て楽しくお帰りいただく
のが食堂としての目標です。幸い古くからの従業
員も多く、お客様の好みなどもよく分かっています。
そういうところを大切にしたいです。

司会 そうですね。ニーズの多様化に対応していく必要
がありますが、アットホームな感じの食事もいい
ですね。

小林 ゴルフ場業務はフロントだけが良くても駄目です
し、コースだけが良くても駄目で、すべての部門の
レベルがそろうことが大切ですね。

舩木 食堂は、お酒を飲んでゆっくりしていただくことも
難しくなっていて、プレーの終わった後にパーティ
を行うというお客様も減っています。

 プレー後に是非食堂に立ち寄っていただくため

スタッフ座談会

明日の「HIDAKA」を想う
このたびの５０周年開場記念の冊子に、これからの(株)日高カントリー倶楽部をになう
中堅スタッフにフリーに語る場を設けさせていただいた。
１回目は２月２４日に下記内容を語ってもらったが、大震災後の４月１３日に座談会を開き、約１か月の間に急激
に発生した様々な環境変化とその体験及びこれからの対応などの内容を追加した。

  スタッフ紹介 司会 ： 平沼　正史 （支配人） 出席者 ： 業務営業部 三輪　悟 （キャディマスター）
       小林　哲 （人事・総務）
       小俣　小太郎 （購買・フロント）
      コース環境部 本田　豊  （グリーンキーパー）
      食堂サービス部 舩木　規夫 （食堂ホール）
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何かしなければと思います。せっかく眺めの良い
所に食堂もあるし、パーティ室もある訳ですから
･･･。食堂ホールから春になれば桜が見え、５月に
なれば藤も見られる。秋になれば紅葉も見られ、夏
は緑で綺麗なコースになっているので、お客様に
少しでもゆっくりしていただけるような取り組みを
行っていきます。

小俣 ホームページでも、もっとアピールしていくように
がんばります。

三輪 各スタッフがやっていることを様々な形で情報発
信していくことが大切なのです。

司会 いずれにしても、それぞれの部門が連携を密にし
て、「より良い日高」を目標に進んでいく、これが一
番良いことだと思います。皆でやっていければより
良いカントリークラブができるでしょう。「より良い
カントリークラブ」の目標にステップ・バイ・ステップ
で近づくことができると確信します。

環境に優しいゴルフ場と
サービス品質の一層の向上を目指して
司会 日高ではＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム/

サービスの品質管理を導入していますが、この概
念に環境問題を結び付けた小集団活動を行ってい
ます。このテーマについて、その取り組みを各部門
別に紹介してください。

三輪 「環境に優しいゴルフ場」に関し、毎年小集団の発
表会を行っていますが、今年業務営業部で発表し
た紙の使用量の削減は基本的なことで、全員が
参加でき、従業員のエコに対する意識が変わり良
かったと思います。

司会 ＩＳＯ関係・環境関係の、いろいろな認証は業務営
業部が行っていますが、小林さん。

小林 私たちの部門でも環境とＩＳОの本来のテーマとの
取り組みは、小集団活動に集約しています。なかな
か環境に取り組むというのは難しいのですが、小
集団活動を行うことで毎年取り組むことができて
います。環境改善は、サービスの向上に結び付くも
のと考えています。

 以前、活動の一つで「電気の削減」を行いまして、こ
れも相当な成果が出ています。皆で無駄な照明を
消したり、エアコンを調節したりと、いろいろな基
準を作りました。その結果、環境に取り組むことが
楽しいと思い始めています。

　 環境とは違うのですが、私が入社した十数年前
ですけれども、伝統があるが故にマニュアルとい
うものがなく、「仕事を覚えるのは目で覚えなさ
い」、「自分で勉強しなさい」ということが基本で
した。ＩＳＯを導入することにより新入社員でもマ
ニュアルがあるので全体の把握がしやすくなり
ました。

小俣 たしかに、そうでした。ちなみに、私たちはスコアペ
ンシルの再利用を行いました。

小林 スコアペンシルの再利用という活動は、私たちだ
けではなく、お越しいただいたプレーヤーも参加で
きる活動ですよね。

本田 キャディさんがエコキャップ活動も行っています
よね。

舩木 ずっと止めないで続けて、３年ぐらい経つのです
かね？

司会 コース環境部は、いかがでしょうか？

本田 私たちはリサイクル。芝生や落葉樹の葉っぱを利
用した堆肥製造などを行っています。これは今後
も続けていくつもりです。また、剪定枝や枯木は
チップ化したり、紙製品の原料として提供して再
利用しています。

司会 芝の刈りカスなども全てまた場内に戻すというこ
とですね。

本田 そうです。

司会 食堂サービス部は生ゴミの削減など環境への対
応で、どんな進め方をしているのですか？

舩木 食堂サービス部はゴミを極力出さないようにする
ことが基本です。実際発生した生ゴミをどうする
かについても考えていかなければと思っているの
ですが、去年も少し行いましたが、コース環境部と
協力して取り組んでいきたいです。

本田 堆肥との混合ですね。

舩木 生ごみをコンポストに入れるなどしています。あと
は、どう利用していくかですね。

司会 「環境、環境」と簡単に言いますが、ほんの小さなこ
とに取り組むことも大切で、業務営業部が行って
いる電気のスイッチを1つでも消す、空調の温度を
1度下げるなど、一つ一つの取り組みが、環境保全
のためには益々大事なことかと思います。

小林 ところで、コース環境部がＩＳОを取得して品質向
上に繋がったことは何ですか？

本田 ３年前ぐらいから一気にコースコンディションが良
くなってきたのですが、それが成果の一つでしょう。
やっとここで機能してきたということです。

舩木 私たちは、食堂利用の際に年間２回程アンケート
の実施に協力をお願いしています。アンケートがな
いと、利用者の方々の意見が聞けず自己満足で終
わってしまいます。アンケートは広く意見や評価が
いただけるので「今後どうしていこう」とか「お客様
がどういうものを求めているか」という対応策を進
めることができます。

小俣 確かに、コメントを書いてくれるアンケートはあり
がたいですね。「良い」だけではなくて。

49

110522_50周年記念誌2.indd   49 11/06/11   15:15



舩木 そう、分かり易いです。どこが駄目なのかと･･･。

三輪 キャディが会社の中で一番人数が多い部門なので、
サービスのレベルアップと管理方針の徹底という
意味でこのＩＳＯを取り入れたことにより、マニュア
ルに具体的な内容を加えることができたのかなと
思います。

小林 そうですよね。キャディは教育訓練に関しては一番
行っている部署ですし、ＩＳＯを取得して教育訓練を
きっちりやるようになりましたから。

小俣 教育訓練があるから外部研修にも行かれているの
ですね。やはりそういうのがあるのは良いですよね。

司会 ＩＳＯは企業ごとに自分たちが必要なまた要求され
る内容とすることが一番良い訳です。我々として
ＩＳＯ活動をどのようにして持続しレベルアップ
していくかが重要であり、常に改善していくことが
大切です。

今後の目標
三輪 一連の社会奉仕的な活動を意欲的に増やしたら

いいのではないかと。日高市とはいま現在もチャリ
ティー活動を行っていますが、今後は地域との交
流関係を広げて回数も増やしたりしていければ良
いと思います。

司会 地域があって、我々企業が活動している訳ですか
ら、確かにそうですね。小林さんいかがですか？

小林 日高に入社して以来、本当にいろいろなことを学
ばせていただきました。特に学んだ点は、新しいも
のと古いものをうまくミックスさせるところだと思
います。伝統がありながらＩＳＯをいち早く導入した
り環境問題に取り組んだりしているところですね。
クラブハウスはオープン当時の建物をリフォーム
し大切に使用しています。そういう心を学びました。
次の世代にも正しく伝えていきたいなというとこ
ろがあります。

小俣 コース売店に関しても、古い茅葺屋根などを大切
に整備して常に良い状態にして、ここまで維持し
ていますし･･･。

 私としては、お客様は笑顔でお越しいただき、笑顔
で帰っていただくようにしたいです。

司会 本田さん、今後「こんなふうにしていきたい」という
ようなものがありましたらお願いします。

本田 抱負としては、冬でも夏でも、「いつ来ても期待通
りのコースだ」というコースを造りたいです。大き
なオープントーナメントなどの競技を是非一度体
験してみたいものです。

三輪 それは従業員全員のレベルアップにも繋がりま
すし・・・。

司会 舩木さんはどうです？

舩木 抱負としては日高のオリジナルのもの、メニュー
にしろサービスにしろ、そういうのを出していけた
らと思います。「日高に行ったら、あれを食べたい」
と期待されるものを提供したいものです。例えば、
チャンポンメンをこの辺でやり始めたのは多分私
たちが最初だと思います。その後に近隣でもやり
始めたと聞きますね。その中でお客様から日高のク
オリティーを高く評価していただいています。

小林 プレー後などにゆっくりしていけるように、いつ
までも残っておしゃべりしていただける雰囲気を
作っていきたいものです。

司会 いずれにしても当クラブの伝統と歴史。これを重
んじて、継続しながら新しい風を入れることが大切
になってくるはずです。

 常に質の高いサービスをお客様に提供することが、
日常の業績にも反映していますので、これからに
向けて明確なビジョンを持ってがんばりましょう。

（株）日高カントリー倶楽部　ゴルフ場組織図　平成23年6月16日

取締役会 東京営業所 業務営業部

食堂売店サービス部

コンサルタント

ISO事務局 ISO内部監査チーム

コース環境部 コース整備環境 環境保全（コンポスト）

機械整備

接客サービス

調理サービス

プレー営業

庶務・施設営業

購買・フロント営業

人事・総務営業

顧問

支配人

監査役会

Ｉ
Ｓ
Ｏ
管
理
責
任
者

代表取締役社長
ISO最高責任者
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司会 座談会に先立ちまして、この度の東日本大震災に
より被災された皆様には心よりお見舞い申し上げ
るとともに、皆様の安全と健康、そして１日も早い
復旧をお祈り申し上げます。

 さて、震災後約1か月がたちました。この機会に再
度みなさんに集まってもらい震災後の対応と異常
気象についての話し合いの場をもうけました。

３.１１に関連して
三輪 今回の震災は、仕事・家族・自分自身のいろいろな

面で私たちの考え方を再認識させられる出来事で
した。毎日のように、何をすべきなのかを考えさせ
られます。

本田 そうですね。私たちの年齢になると家族を持ち、家
を持ち自分だけがよいというわけにはいかないで
すから。

小林 両親のことも考えるようになりました。ゴルフ場
はキャディなど家庭の生計を担っている者が多く
在籍しています。人事担当としては計画停電の影
響でゴルフ場が休場になりお客様が来場されなく
なってしまったら稼働給であるキャディの生活がど
うなるのか本当に心配しました。

 ただ、震災直後に行われた会議でプレーを希望さ
れるお客様のために休場をしない方針が示されま
した。ご来場されたお客様の満足度を低下させな
いために、私たちができることを考え行動すること
に専念できました。

 結果として近隣のゴルフ場が休場するなか当クラ
ブは一日も休むことなく営業できたことをありがた
く思います。

小俣 震災の影響が計画停電にまで及ぶとは思いませ
んでした。電気が止まると照明・パソコン・電話な
どの通信機器、井戸水を使用するためトイレ・浴
室が使用できず苦悩しました。電気に関しては小
型の自家発電機を数台用意し、トイレの水は市営
水道への切り替えができる配管の措置を講じて
浴室以外の設備は使用できるようになりました。

舩木 停電時は食堂用に小型の自家発電機を準備して
いただいたので、厨房の照明やガスの換気器具の
電気として使用しました。停電以外では、震災の影
響で食材の仕入れができないことに悩みましたが、
せっかくお越しいただいたお客様に少しでもリラッ
クスしていただけるよう品数を限定しながらも温
かい食事を提供して喜ばれました。

小林 実際の停電時にはスルーでもプレーできるように
バナナや飲み物をお渡しして、来場されたお客様
から感謝のお言葉をいただきました。支配人を中
心に各部署のリーダーが集まりできる限りのサー
ビスの提供を行うための対策を話し合ったことが
思い返されます。

司会 震災による影響は計画停電だけではなく、交通事
情によるお客様のキャンセルも大きかったと思い
ますが、いかがですか？

小俣 ガソリンの不足の対応にも一苦労しました。従業
員の中には車のガソリンが無くなり自転車で通勤
する者もいました。クラブバス及びコースの作業
機械の給油体制を維持するために何度も取引先
に出向き融通をしていただき、本当に感謝してい
ます。取引先を大切にすることの重要さを再認識
しました。お客様の給油の確保までは残念ながら
できなかったのですが。

小林 電車の運行も安定しない状況でしたので一時は狭
山市駅のクラブバス停留所に案内係を配置し、電
車の運行状況はクラブのホームページにて最新の
情報を掲載しました。

司会 引き続き電力・燃料不足は不安定な状況にありま
すが、これから夏を迎えるにあたり電力対策はい
かかですか？

本田 夏場の散水には気を使います。井戸水を汲み上
げるポンプが動かなくなることを想定して１ｔの水
が入るタンク車３台を満水にし、２５０ｔの貯水タン
クにも水を充填させています。これだけの量があ
れば２７ホールを一晩中散水できる量となります。
今年の夏は勤務態勢の変更も考えながら、例年
より体調管理に気をつけ頑張って乗り切りたいと
思います。

小俣 停電時でも、浴室以外のライフラインは最低限利
用できる状態となりましたが、エアコンは使用でき
ないので、クラブハウス内の室温を下げるため風
通しをどのようにするかを検討中です。お風呂は
シャワーだけでも使用できるようにする予定です。

舩木 冷蔵庫の食材も常温で保存できるものや余分な
食材の在庫のないように心がけています。

小林 1か月経過しても毎日のように体感する余震が起
きているので地震による停電の対策にもつながる
と思います。従業員も夏場エアコンを使用しなくて
も健康を維持できるような管理を考えます。

司会 急遽準備した小型の発電機のみではお客様への
安定したサービスが提供できません。今後は、非
常用の電源の確保が急務と思われますがいかが
でしょう。

三輪 このたび非常用電源の投資を優先させて、コース
管理棟の着工を延期することとなり、お客様だけ
でなく、私たち従業員も感謝しています。コース管
理棟が新しくなることは従業員にとってもうれしい
ことですが、電気が供給されないことによる休場
やお客様の減少の方がはるかに困ります。お客様
のご要望がある限り電気がないことでコースを休
場することは行いたくないと思います。
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小林 太陽光パネルの導入も検討していただいておりま
す。クラブハウスは鉄筋構造で数年前には耐震補
強も行っていますので地震の際にも太陽光パネル
の損傷も比較的少ないと思います。自家発電機の
設置と太陽光パネルの組み合わせが完成すると、
環境問題に対しても積極的な活動につながると思
います。

司会 被災地への義援金の募金活動をフロントで行っ
ていますが、日高市に被害者の方々が定住され
る場合、我々の所有している国道４０７号沿いの約
４，０００坪の土地の提供を日高市に申し入れました。

異常気象への対応
司会 震災もそうですが、近年の異常気象の集中豪雨、

猛暑、低温障害、旱ばつなど、ゴルフ場に大きな影
響を与えますが真夏の暑さについてはどのような
対応が考えられますか？

本田 グリーンの風通しが重要だと思います。ここ数年
にわたり冬場から春の作業の一部にグリーン周り
の松の剪定を行っています。その結果、湿度の高
い梅雨から真夏にかけてグリーン上の藻の発生を
抑制することができるようになりました。真夏にお
いても風がグリーン上を通り抜けるため、芝に過
度のストレスを与えることがなく管理が行いやすく
なっています。

三輪 熱中症の対策としてはお客様とキャディの体調の
管理のため気温が３１度以上の場合はラウンドス
ルー及び２ラウンドのご遠慮をお願いしています。

 又、熱中症予防の啓蒙用紙をお渡しし、実際に熱中
症にかかった場合に備え救急用具及び簡易ベッドを
用意しています。また、常備しているＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の点検と訓練を実施しています。

小俣 夏場にお客様が倒れたという連絡がマスターから
入ると緊張感がはしります。幸い正門横に救急救
命センターがあるおかげで素早い対応ができ心強
く感じます。熱中症に限ると、ご年配の方よりも健
康だと思っている若い方が過信をして気がつくと
手足がしびれて動きが取れなくなっています。

司会 異常高温だけではなくゲリラ豪雨と呼ばれ死傷者
まで出ている集中降雨についての対策は考えてい
ますか？

小林 確かに、ゲリラ豪雨と雷によるプレーの中断には
神経を使いますが、集中豪雨が過ぎ去るとコース
内の水たまりもすぐになくなり、そのためにプレー
ができなくなることはありません。プレー再開の判
断が行いやすいです。特にグリーンの水はけがよ
いと感じます。

本田 ありがとうございます。集中豪雨の後のコースコ
ンディションも想定してグリーンの更新作業の回
数を多く行っており、コア抜きも比較的深くまで行
います。問題はバンカーですが、排水管の上に天
然のマット（椰子殻を使用）をひくことで雨でもバン
カー砂が排水管に流れださない対策を行い始め
ています。

司会 集中降雨は多発していますが同時に、一時的な雨
水が地下に浸透せずに芝が乾上がるなどの旱ば
つも問題となっていますがいかがですか？

小俣 異常気象が問題化する以前に全ホールに自動散水
設備の設置工事を行っており、このような気候にな
ることを見越して投資計画を実施していただいてい
たので、旱ばつもさほど影響はないのでは？

本田 そのおかげで助かっています。平成１８年から自動
散水の工事を行ったのですが、仮に工事をしてい
なければフェアウェイ及びティグランドはコース作
業員が手まきにて散水しているところです。水源
に関しても２か所の井戸水から給水できる体制を
整えてあります。また、一番重要なグリーンに関し
ても旱ばつや高温に耐性のあるＬ－93の品種に品
種転換していただいた結果安定した状態を保つこ
とができています。

司会 ２回にわたる座談会となりましたが、これまでの話
を要約すると危機管理（リスク・マネジメント）がか
なり浸透しているとは思います。「想定外」と言わ
ないですむよう、今後も時々刻々と変化する事象
に敏感に対応して行きましょう。ありがとうござい
ました。

支配人
平沼　正史
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人事・総務
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舩木　規夫
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本田　豊
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