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1 主催者挨拶

◦現下の経済情勢は、長期の円高とデフレの影響により厳
しい状況にあり、特に雇用環境が極めて厳しい。

◦このような状況下、鳥取県では今年４月に製造業の再生
プログラムを作成し鳥取県経済再生成長戦略（以下「戦略」
という。）に組み込んだ。あわせて雇用吸収力の大きいサ
ービス業の生産性向上の取り組みを戦略の中に位置付け
た。

◦従来、個々の企業の取り組みは経営革新等で応援していたが、これでは限界がある。これからは、
地域の取り組みと個々の企業の取り組みを組み合わせることにより、他地域との差別化を図るよう
な展開をしていきたい。

◦今回のセミナーで、各地域の先進事例をまず勉強し、生産性向上・付加価値増加・差別化について、
鳥取県として、あるいは地域としてどう展開していくのか議論していきたい。

◦役所仕事だけでは付加価値は生まれないため、行政サービスとして皆さんと一緒になって知恵を出
していきたい。

◦あわせて中国経済産業局とも一体となり、サービスイノベーションの取り組みを進めていきたい。

鳥取県商工労働部
部長　岡村　整諮

日時　平成２５年７月３日（水）１３時００分から１７時３０分まで
会場　鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム３

サービスイノベーションセミナー

プログラム
　１　主催者挨拶　鳥取県商工労働部　　　　　　　　　　　　　 部長　岡村　整諮
　２　来 賓 挨 拶　中国経済産業局産業部　　　　　　　　　　　 部長　西本　光徳　氏
　３　事 例 発 表　① 株式会社加賀屋　　　　　　シニアマネージャー　楠　　峰子　氏
　　　　　　　　　② がんこフードサービス株式会社　　　専務取締役　新村　　猛　氏
　　　　　　　　　③ 社会福祉法人こうほうえん　　　　　　　理事長　廣江　　研　氏
　４　総 括 講 演　一般社団法人サービス産業革新推進機構　 代表理事　内藤　　耕　氏

参加者数　１０８名
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2 来賓挨拶

◦人口減少への構造変化・価格競争の激化と、企業を取り
巻く経営環境は、一層厳しさを増している。

◦経済産業省では平成２４年度より、このような状況下にお
いても地域密着型で顧客ニーズに合致したサービスを継
続的に提供し、収益を伸ばしているサービス事業者を「お
もてなし経営企業選」として５０社を選出した。今年度
も８月上旬から１０月末頃にかけ募集予定としている。

◦御参集の皆様には、本日の講演をお聞きになられ、自らのビジネスの高付加価値化や差別化に向け
た取り組みへのきっかけになることを期待している。

中国経済産業局産業部
部長　西本　光徳　氏

▪概　要 ─────────────────────────────────

加賀屋で実践している、お客様への心づかいや気付きか
らの行動事例等の紹介

▪主な講演内容 ──────────────────────────────

従業員用の廊下でも、清掃を怠ってはいけない。表も裏もきれいにすることで、お客
様をお迎えする姿勢ができる。加賀屋の流儀（３０数年前の当時のおかみの言葉）。

「笑顔で気働き」とは、創業時からのおもてなしの原点。
　　・笑顔 ‥‥‥ 心体とも健康な状態で、とびきりの笑顔でお客様をお出迎え。
　　・気働き ‥‥ お客様がご要望される前に、せめて半歩先を見たおもてなし。そのため、お客様の行動を

　　　　　　　  見て、お話を聞き、何を望んでいるのかを考えながらのおもてなしを心がけている。

株式会社加賀屋
シニアマネージャー　楠　　峰子　氏

「笑顔で気働き」

3 事例発表 ①
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「心はだれにも見えないけれど心遣いは見える、思いは見えないけれど思いやり
は見える。」という言葉にあるように、心遣いと思いやりは、行動して形になって
初めてお客様に通じるもの。

お客様のニーズが、高度化・個性化・多様化してきた。
（例）・ホウレンソウとニンジンの入った赤ちゃん用の離乳食を作ってほしいとの御要望。
　　　・アレルギーがあるお客様への１つ１つの対応。
　　　・介護が必要な母親を大浴場に入れさせてあげたいため、一緒にお風呂に入れるのを手伝ってほしいと

　　　の御要望。

　

「言葉のサービスであって、態度のおもてなし。」
　▪言葉のサービス ‥‥‥ “私のお客様”ではなく、“私達のお客様”と想う気持ち。客室係や表の従業員の

　　　　　　　　　　　   みでなく、事務方や裏方も含め、従業員全員がお客様への挨拶を心がけている。
　▪態度のおもてなし ‥‥ 「出迎え３歩、見送り７歩」という言葉のとおり、お帰りになるとき余韻を残す

　　　　　　　　　　　   サービスがとても大事。

加賀屋のサービスの定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「プロとして訓練された社員が給料をいただいて、お客様のために正確にお役に
立って、お客様から感激と満足感を引き出すこと。」

客室係では定期的に勉強会を開催。冒頭の３分間スピーチでお客様に褒められた
事例を発表。

・案内したお部屋でお宿帳を書いているお客様が左利きだった事に気付き、夕食時に、
　はし置きを左右逆にセットしたところ、大変喜ばれた。
・当日披露宴を行う花嫁の朝食で、普段はその場で魚を焼くが、花嫁ににおいが移ると
　いけないからとパントリーで焼いてお出しし、その旨を説明したところ喜ばれた。

 このような事例を冊子にまとめ、客室係全員に配布した。

近所のお寺の住職の教え
　・おもてなしは、自分の心からおもてなしをするという気持ちにならないとダメ → キジの心
　 （キジは日本の国鳥。その由来として山火事になった時に、親鳥が丸焦げになりながらも自分の子供を抱

　え助けた。という話から。）
　・お客様を、自分のおじいさんやおばあさんだと思い、おもてなしをするよう社員に話をしている。
　・言葉が一番大事。言葉はまさかり。
　・「物は言い方である。仕事はやり方である。人生は生き方である。」そして一番美しい言葉は「ありがとう。」

あいさつの仕方
　・真のごあいさつ：最敬礼 → ４５度（最初にお客様のお部屋にお伺いしたとき）
　・行のごあいさつ：普通礼 → ３０度（おはようございます）
　・草のごあいさつ：会釈礼 → １５度（かしこまりました。失礼いたします。）
　・「ありがとうございました」は、言葉の語尾を下げる。そうすることにより、自然と体も頭も下がる。

無表情はダメ
　・相手と目を合わせる。目を合わせないと真剣さが伝わらない。
　・語先後礼：言葉が先、態度が後。（いらっしゃいませと言った後に頭を下げる）

８大用語＋２
　・８大用語　「いらっしゃいませ、おはようございます、かしこまりました、恐れ入りますが、少々お待ち 

　　　　　　くださいませ、お待たせいたしました、申し訳ございません、ありがとうございます」
　・＋２　　 「失礼致します、ごゆっくりどうぞ」

発表事例

ベストではないにしろ、なんとかしてあげようという行動と努力が大事
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クッション言葉を使い、印象を良くする。
　（例）恐れ入りますが、勝手申し上げますが、お手数をおかけしますが、申し訳ございません、
　　　　いたしかねます、わかりかねます

その他の取り組み
　・例えばお手洗いの場所を尋ねられたら、口頭で説明せずに、自ら動き御案内する。
　・物をお渡しする時は、書類１つでも両手でお渡しする。
　・お子様、車椅子の方と話をする時は、自分がしゃがんで同じ目線になる。
　・傘の柄は、手前に向ける。
　・空の台車は廊下の隅を、前輪を浮かして動く。（後輪だけで動く事で静かになる）
　・懐紙を常に携帯しておく。
　・おしゃれは自分のため、身だしなみはお客様のため。お客様より控え目にという気持ち。
　・口臭のセルフチェック。

サービスの本質は、「正確さ」と「ホスピタリティ」の２つ。

クレームの要因は、「一言多い、少ない」、「感性がお客様と違う」、「段取り優先」
の３つに、最近は「面倒くさい」が加わった。

年に３回クレームゼロ大会を実施。今までのクレームの中から全社員に通じるこ
とを、教育的な立場で考え、具体的に発表を行う
　・１年間かけて５つノミネートされ、その中からクレーム大賞という不名誉な大賞が決定する。

月１,５００〜１,７００枚のアンケートから、「客室係・調理場・フロント・売店・
パブリック・大浴場別に、だれが起因者で・だれがこんな事を起こして・どう改
善したのか」を突き詰める。併せて、アンケート対策会議を実施している。

人事や経理部門も、午後３〜５時はデスクワークをせず、表に出てお客様の対応
をしている。

・キャリーバッグをお部屋まで届ける。抹茶をたてる。料理を盛り付ける。

「すべてはお客様のために、すべての時間はお客様のために使う。」

客室パントリー改革を行っている。　
　・内藤先生の指導。客室係がお客様と接する時間をもっと多くする改革。最初は反発があったが、今では、

大事な取り組みとして理解されている。
　　　　→ リネン周りを１箇所に集中。
　　　　→ 温蔵庫、冷蔵庫を、料理を出す順番を考えてレイアウトを変更。
　　　　→ 給湯器を廃止し、全て電気ポットに変更。
　　　　→ パントリーごとに炊飯器を設置し、食事の時間を逆算し炊くことで、炊き立てご飯を提供。
　　　　　　→ 食べ残しも少なくなる。
　　　　→ 調理場がおだしを量り、客室係へ直接配達。
　　　　　　→ おだしの残りも少なくなる。
　※ご飯とおだしは、残る量＝捨てる量が減るばかりでなく、併せて調理場まで取りに行かなくてもよいた

　め、客室係がお客様におもてなしができる時間が増加。一石二鳥の取り組み。
⇩

 ※結果、社員給料２人分の改革に繋がった 

クレームは、初期消火の遅れ、的外れな解決策、後手後手のフォローが事を大きくする

「これは私の仕事ではない」は、加賀屋では通用しない。
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マニュアルではない社員によるチームワーク
　・結婚式会場で、亡くなった奥様の写真を立てかけている招待者がいるのに気付き、奥様用に花１輪の花

瓶、料理３品、椅子を用意。１人の従業員の気付きから各セクションへ伝達した結果。

欠けた器キャンペーンとして、３年間かけ全社員が同じ方向に向かっての取り組
み。
　《１年目》笑顔が欠けていないか、料理が欠けていないか。
　《２年目》ブラッシュアップ。笑顔の磨き上げ、料理の磨き上げ、施設の磨き上げ。
　《３年目》きわめる年。サービスをきわめるためには、料理をきわめるためには。

お客様の抱えている問題を、だれよりもどこよりも上手に解決してあげることが、
この商売を長く続けていけることだと言われている。

社員がお客様から頂く一番うれしい言葉は、「ありがとう、また来るね」。この言
葉が、社員の一番の励み。
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▪概　要 ─────────────────────────────────

緻密なデータ分析等で、付加価値向上と業務効率の同
時達成を実現している取組事例の紹介

▪主な講演内容 ──────────────────────────────

創業５０年目。すし屋、料亭等といった、職人を抱えて商売をしている会社。
　・従業員４,０００人中７５％（３,０００人）がパート。職員１,０００人のうち８０％がいわゆる職人。
　・パートを、どう戦力化していくのかが課題。
　・職人は一匹オオカミ的なところがあり、一組織に束ねることはそんなに簡単なことではない。

工場で作るよりも手仕事で作った方が付加価値は高いかもしれないが、一方でコ
ストが高くなり、品質はばらつく。値段が高いとお客様は来ない。
　・「うまいものを作りながら、その中でどうやってコストを適正化していくのか」というテーマに挑戦し、

　　他社との競争に勝つことが課題。

外食業界の市場規模は、１９９０年頃のバブル崩壊前後で頭打ちをし、１９９７年頃
から緩やかに縮小傾向に入っている。
　・その背景として、景気が悪く、外食する機会の減少と客単価の低下が原因。
　・料亭は、１０年間で４割減少。

サービス業の中でも特に飲食業の労働生産性は低い
　・年間約３００万円（労働分配率５０としても、一人当たり１５０万円）

人口減少により、お客様が減る以上に生産人口が減り、従業員の確保が困難にな
ることが予想。

「生産性を上げる・儲ける」だけでなく、現場のオペレーションを維持していく事が
重要。

生産性を上げるためには、分母（労働人員）を下げ、分子（付加価値）を上げる、
この両立が必要。

がんこフードサービス株式会社
専務取締役　新村　　猛　氏

「外食産業における
サービス生産性向上
〜付加価値向上と効率化の両立〜」

3 事例発表 ②
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付加価値を上げる取り組み　⇒　キーワードは「組み合わせ」
　・すし屋と小売業の組み合わせ（５０年前）
　　　→ 当時すし屋では当たり前だった「時価」から「定価」表示へ。（ディスプレーによる表示）
　・すし屋と日本料理店の組み合わせ（５０年前）
　　　→ 労働生産性の低いすし屋（客を増やそうとすれば職人も増やさないといけない）に、効率的な日本

　　　 料理を導入。
　・日本料理と正反対の料理の組み合わせ
　　　→ １店舗あたりのテナント料を抑えるために、ビル１本を賃貸。（１階フロアは高額なため）６階立

　　　 てともなると、複数の業態が必要。
　　　→ 夏に儲からない和食屋のリスクを回避するため、夏に儲かる沖縄料理を業態にラインナップ。
　・日本料理と日本文化の組み合わせ
　　　→ 伝統的な古い屋敷でのレストラン経営。併せて、展覧会やコンサート等を開催。
　・職人とテクノロジーの組み合わせ
　　　→ 職人と食品工場をわざと組み合わせることにより、人件費を低減。
　　　　　　　　　　① 工場の機械ですべて作るという考え。
　　　　　　　　　　② セントラルキッチンに一番腕の良い職人を配置し、全店に同じ味を届けるという考え。

効率を上げる取り組み
　・人間が得意なプロセスと機械が得意なプロセスの「良いとこ取り」から、おいしさを追求。
　（例）煮アナゴ。　人間のみより、人間と機械の組み合せで作った方がおいしかった。
　　　　→　鮮度の高い状態で絞めた後すぐに炊く従来の調理法よりも、しばらく時間を置いた場合（工場で

　　　　　作り、店で炊くまでの移動時間が発生）の方が、イノシン酸が引き出され旨味が増。
　　　　→ 「人間が作る料理」、「機械が作る料理」、「人間と機械の組み合せで作る料理」という３つの

　　　　　視点で、改善に取り組んでいる。
　・お客様の望むサービスと、従業員が提供したいサービス、双方からの分析を実施。
　　　　　　　　　　お客様側・・・自分達のペースでご飯を食べたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　自分の持っていない情報がほしい
　　　　　　　　　　従業員側・・・自分の持っている情報を押し付けようとする（お勧めの紹介）

⇩
 お客様が重要視していない事にコストを掛ける事はやめるべき。 
 そして、お客様がやってほしいのに我々ができていない事にもっと集中していくべき。 
 イコール無駄取り。無駄を取って生まれた時間をお客様に投入。 

　・システムによるサービスのオペレーションの「見える化」の実施及び分析。
　　　→ システムは産業技術総合研究所が開発し、がんこフードサービスが協力
　　　→ 従業員にセンサーを取り付け、動線を計測し、コンピュータ上で再現。
　　　　 ・バックヤードに固まっているのか・接客対応しているのか・動線の効率の良し悪し等を測り、現場

　　　　 改善に取り組んでいる。
　　　　・最も効率的な役割分担のシミュレーションの実施。（最適な接客係の人数など）
　　　→ 厨房の無駄取り
　　　　 ・職人の決めたレイアウトではなく、シミュレーションによるエビデンスに基づくレイアウト設計。
　　　　 ・従業員の最適な配置とシフトの改善。
　　　　 ・設備の最適数の検討。
　　　→ お客様の来店者数を予測しシフトを決定
　　　　 ・曜日別の売上構成比、降雨量等、売上を決定する要因データを蓄積し、それに基づき明日、明後日

　　　　 のシフトを計画。プラス勘と経験。
　　　　 ・機会損失（客３に対し従業員２）、無駄（客２に対し従業員３）の両方に対応する。

２つの
コンセプト

分析結果
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システムを使った新しい方法論は重要

しかし最後は、味付け・盛り付け・接客も、長年積上げた人間の勘があって初め
て良いものになる。

システムはあくまでも道具にすぎない。これを使う従業員の勘・経験・輝きをど
う磨いていくかが、最終、重要である。
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▪概　要 ─────────────────────────────────

従業員による研究発表等の積極的かつ継続した取り組み
や、現状を変えるために様々な障壁にも屈さない強い信
念による取組事例の紹介

▪主な講演内容 ──────────────────────────────

社会福祉法人としても使命があり、きちんとその使命を果たすことが大事だと思っ
ている。また、サービス業のど真ん中にいると思っている。

創設当時、境港市からの強い要望により、さかい幸朋苑から事業をスタート。
　・当初は１００人の特養。
　・半年後には半径４０ｋｍの範囲でのデイサービスを開始。当時から「ケア」とは２４時間３６５日だという

　思いを常に持っていた。
　・地域貢献。地域に対して恩返ししていこうという気持ちでスタート。

１つのサービスではなく、複合的サービスにより相乗効果を生んでいくことを目
標にしている。

福祉事業と医療の複合サービスの場合、それぞれ法律も担当省庁も異なる。よっ
て、人生は役人との戦い。しかしこれも全て国民、市民、地域の住民のため。
　→ 例えば福祉事業部門と医療部門を一つの建物にした場合、それぞれ入り口を別、おふろを別、厨房を別

　 にしないといけないという役人の指導。実際は一つで済む。

１９９７年に、初めて職員研究発表会を開催。
　・組織拡大により、職員の質の向上、サービスの質の改善の必要性に気づく。
　・当時のテーマ数は１１題しかなかったが、今では１５２題。
　・業態も、保育・病院・介護・障害と総合的なものになり、法人として成長したなと実感。

ＩＳＯ９００１を１９９９年になんぶ幸朋苑で取得。その後２年ですべての事業所で
ＩＳＯを取得し、常にサービスを停滞させない、止まらない、常に前向きに変えて
いくシステムにしている。

社会福祉法人こうほうえん
理事長　廣江　　研　氏

「変わる勇気、
変える勇気

　〜介護業界の常識を超える！〜」

3 事例発表 ③
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脳血管障害で倒れた人を社会復帰させる事が大きな夢だったため病院を作りたかった
が、当時の国の通知では、社会福祉法人では病院は作れないシステムになっていた。
　・厚生労働省と相談し、理解を得る事ができ、最終的に県に設立を認可された。
　・当時の厚生労働省の担当局長は、絶対にできないはずだと言っていた。

２００５年には東京都に、特養と保育園と夜間保育園を一つの施設として設立。
　・鳥取の時と同じように、東京都の役人から、別々の建物でないといけないという指導に対して戦い、勝ち

取った。

この頃に、「ハイ・サービス日本３００選」に社会福祉法人として唯一選ばれた。

今まで経験と勘で行ってきた介護から、エビデンスを持ったきちんとしたケアに
していかないと、進まないと察知。
　・ケアコンテストの主催。会場内に部門ごとに６つのブース（排泄、食事、入浴、認知症、口腔ケア、看　 

取りのケア）を設置、介護現場を業界等の人前で全てオープンに。
　・見学者から褒められる事で、力にもなる。

職員数２,１００人（常勤７割、非常勤３割）
　・売上高１１２億円、利益５億円（約５％）。
　・株式会社なら株主に配当しないといけないが、社会福祉法人に配当先は無い。よって、事業展開すること

により利益を外（地域）に。
　　　→ 生活保護の方の就職に光を当てよう
　　　→ 生活保護の方の子どもの学力に光を当てよう
　　　→ 低所得者の方でも介護サービスを受けられるよう低価格による差別化を図ろう

毎年職員がスローガンを作るが、業界から見ると２、３年先に進んでいる。

労働集約型産業のため、１人１人が力をつけなければならない。
　・売上の１％を研究開発費と考え、人材育成（人）に投資している。
　　　→ 海外研修、国内研修、テレビ会議など

コミュニティレストランも展開しており、７年目でようやく黒字になった。
　・地域の住民、自治会の宴会、ＰＴＡの宴会など、地域の人がたくさんやってくる。

実習生を、延べ年間８,４００人程度受け入れている。（東京、鳥取）

国、東京、鳥取の役所からの多数の見学者が訪れる。

地域との防災協定を締結。職員がその地域の消防団にも入団。

ＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）。ここに住んでもらえてよかったと思えるよ
うな社会福祉法人にしなくてはならない。
　・ここに“こうほうえん”があったから、私たち住民はこういう事ができるのだという事を理解してもらう。
　・なるべく地域の要望を取り込む。
　　　→ 地域住民に定期点検（ごみ１つの細かいところまで）をしてもらい、毎月レポートにして全職員が閲覧。
　　　　 自分にとって良いことは取り入れる。悪いことは見習って改善する。
　・絶対に逃げない、評論家にならない、何かやろうとした時にできない理由を絶対に言わない、やってみる

　という事から始める。
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大切にしたい価値観「互恵互助」
　・基本理念等を記載した冊子を配布。全職員に浸透。

鳥取三洋電機が無くなった今、雇用数は県でナンバー１。（県内職員数１,７５０人）
　・従業員の扶養家族やサービス提供者等を合計すると、約７０人に１人がこうほうえんと何らかの関係を持

　っている。
　　　→ 鳥取県を引っ張っているというリーディングカンパニーという意識を、職員とともに持ちたい。

おそらく、研修体制は、上場企業の中の上くらいの体制を組んでしている。
　・「常に動く」という事をしている。
　　　→ １日とまったら３日、３日とまったら１０日、１０日とまったら１ヶ月、１ヶ月とまったら１０年、

　　　 取り戻すのに時間が必要。

介護人材をどうやって育成していくのか。
　・ 鳥取県が臨時雇用で６００人雇うのは、失業期間を半年〜１年先延ばしするだけ。
　・ 介護現場に来てもらうよう、発言や人を入れる場、キャリアを積んでもらう研修の場を。
　・ サービス業はこれから大きくなっていく。魅力ある職場を作らないといけない。

賃金の計画を以下のとおり進めている。人材育成のためにはやはり賃金も上げな
ければならない。
　・２０歳：３００万円（米子）、３５０万円（東京）
　・４０歳：４５０万円（米子）、５００万円（東京）
　・総合施設長になれば、銀行の支店長並の給料。

今後、介護業界全体が厳しくなってくるだろう。
　・消費税の問題
　・足腰を強くしないと生き残れない。ある一定規模を持たない組織はもたない。
　・医者と看護師がいないから病院が潰れていく。

ブランド力が上がったおかげで、優秀な人材がやってくる。
　・一流企業の役員経験者が、社会福祉事業大学を卒業後入社　など。

慶応大学との共同研究事例：ｉＰａｄを使った「見える化」
　・職員１人１人の視点の動きを分析。１年目と１０年目の職員では全く視点が異なる。働き方を科学的に証明。

規制が多い行政も、毅然とした態度で臨めばしっかり動いてくれる。そこはおも
しろい。

地域包括ケア構想。境港を一つの圏域にし、地場産業を興していく。
　・小学生未満の子どもは高齢者や障害者施設へ
　・小学生は地回りをし、ＰＴＡと一緒にいろんな問題を考える
　・中高生はボランティアをする
　　※子ども達に地域を好きになってもらう
　・一般の人はサークル等をつくる
　・高齢になる頃には様々な能力を持っているため、それを引き出す仕掛け
　　　⇒ 全員が１つずつ役目を果たし、地域が活性化していく。
　　　⇒ 子ども達が地域を好きになり、進学や就職で県外に出ても、好きな地域に戻ってこれる就職口がある。
　　　⇒ 目指すは、１２年後の２０２５年。団塊の世代が後期高齢者になった時に、新しい境港ができている

　　　 事を期待している。
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▪概　要 ─────────────────────────────────

何を学ぶ事ができたか、何を学ぶ事ができるのか、これ
までの３講演を踏まえたうえでの総括講演

▪主な講演内容 ──────────────────────────────

サービス産業に対して科学や工学を適用する取り組みから、独立行政法人産業技
術総合研究所にサービス工学研究センターを設置。６年間副センター長として研
究開発に携わり、４月より独立した。

一般社団法人を立ち上げた動機 → “研究開発”から“調査研究及び教育”へ
　・サービス業の重要性の認識の高まりと、経営者の危機感が強くなった。
　・これまでのように経験・勘・根性だけでは会社を経営していく事は困難。
　・企業側の勉強をしないといけないという意識の高まり。

労務管理等について（課題）
　・未払い残業
　　　→ きちんと１分単位で残業代を支払っている企業は少ないのが現状。
　　　→ 一方でサービス産業はお客様に合わせていかにシフトを組めるかということが大事。
　・３６協定違反とならないよう、きちんとしたルールづくり等が大事。
　・労働基準法
　　　→ 労働基準法を監督している規制部門に相談しにくい環境が大きな問題。
　　　→ 一方で、同法を遵守しなければ摘発を受けてしまう事も事実。
　　　→ サービス産業でもほぼ１００％同法を守れると確信している。
　・１００％残業代を払うべき
　　　→ ①社員の給料アップ
　　　→ ②生産性向上・・・生産性を導き出すには労働時間の管理と確認が不可欠。
　　　　　　　　　　　　　 逆にいうと、確認した瞬間にその給与は支払わなければならない。
　・労働時間が分かると、生産性をどう上げるかを考えられる。
　　「生産性を上げる」とは、１０人で上げていた１,０００万円の売上げを１０人で１,２００万円にしようとい

うこと。
　　「欠員補充要望、多忙のため増員要望」は、個人の給料単価を下げてくれと言っている事と同じ。

一般社団法人サービス産業革新推進機構
代表理事　内藤　　耕　氏

「お客様満足を上げる
生産性革新」

4 総 括 講 演
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　・雇用には手をつけない。（災害による売上減少への対応として、リストラを行う事は望ましくない。）
　　　→ 後々、呼び戻そうとしても優秀な人は直ぐに就職が見つかってしまい呼び戻す事が困難に。
　　　→ 客足が回復した際に社員不足の状態になることも。
　・給料を上げる事を考えていく。
　　　→ ４０代後半で５００万円を目指す。（サービス業平均３８０万円、製造業平均４８０万円。）
　　　→ 少ない人数で、いかにより多くの仕事をしていくか。
　　　→ 定年退職を含め、自然減で人が減った時に、売上をどう維持していくか。
　　　→ 現在のアベノミクスは内部留保を切り崩しているだけ。これには次の２つの問題あり。
　　　　　 ・会社の経営を危なくしている。
　　　　　 ・今まで払えた給料をなぜ払わなかったのかという事実が浮き彫り。
　　　　 いずれにしてもこのやり方は問題であり、やはり生産性を上げて給料を上げることが大事。

生産性について
　・付加価値が重要というアドバイスは素人。
　　　→ お客様満足のみを追求して潰れた会社も存在（大手航空会社）。作業の効率性を追求してこなかった。
　・トヨタ自動車の生産性は世界一。
　　　→ 戦後、トヨタの生産性はアメリカビッグスリーの１０分の１だった。アメリカに対抗するために生産

　　　 性向上に取り組んだ。
　　　→ 大手企業の給料は１,０００万円超も。これが現実。生産性という議論から目を背けないでほしい。

・お客様満足と業務効率の二兎を追う。同時に追わない限り会社は生き残れない。
　　　→ 二兎を追ってこそ二兎を得られる。一兎を追った者は一兎も得られない。
　　　→ がんこフードサービスのＩＴシステムにしろ、加賀屋のパントリー改革にしろ、いかに生産性を上げ

　　　 ていくかという努力を日々続けている。
　　　→ 努力している会社は努力し続けている。止まっている会社は止まっている。
　　　→ 会社を潰さない唯一の方法は、良くし続けること。止まった瞬間に会社は潰れる。

サービス業は地域を支えるためにも大事
　・こうほうえん（鳥取県内雇用数No.１）、加賀屋（能登半島雇用数No.２）、恵寿総合病院（能登半島雇

　用数No.1）の共通点 → ハイ・サービス日本３００選の受賞企業。生産性という問題を真正面から捉えて
　いる企業。

　・サービス産業は絶対的生産性が低い。つまり雇用者数が多い、人件費率が高い。
　　　→ 一般的な旅館の人件費の比率は売上の約３０％、食材の仕入は約２０％。これは、売上の半分は少な

　　　 くとも地元に流れることを意味している。
　　　→ サービス産業がたくさん雇用を生んでいるということは、たくさんの給料を地元に流しているとい

　　　 うこと。例えばそれで地元のスーパーに波及するなどの効果がある。
　・単純にお客様が喜ぶためだけでなく、地域全体を支えていくうえでもサービス産業を元気にしていくこと

　は非常に大切なこと。
　・こういう意味では、生産性について他の業種と比較するのではなく、昨日の自分と比べてみる、という考

　え方をもつことが大切。

企業数が減らないため低価格競争が起こっている
　・クリーニング店にかける１世帯当たりの消費額 → ２０年前１０,０００円、現在４,０００円の６０％減。そ

　れに比べ事業所数は１０％しか減っていない。
　・市場の原理が働くのであれば事業所数も減らなければならないが減らず、低価格競争が起こっている。→

　だめなところも良いところも苦しくなっていく。

１０年くらいかけての改革を
　・今日の講演は、極端に言えば大学生の話を幼稚園児が聞いているようなレベル。
　・直ぐに同じことをやろうと思わない方が良い。しかし幼稚園児から小学生へ、中学生へ、高校生へ、とい

うように、１０年くらいかけて改革をしてほしい。
　・ハイ・サービス日本３００選の受賞企業も、基本は１０〜２０年の改革。
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　・加賀屋（石川県和倉温泉）の事例
　　　→ お客様の身長にあった浴衣を客室係がお部屋までお届けする。
　　　　　 ⇒ 無駄な洗濯代を削減。（部屋に置いておくと、お客様が多サイズの浴衣を試着）
　　　　　 ⇒ 従業員の勤務時間は変わらない。（お客様が到着する前に運ぶか、到着した後に運ぶかの違い）
　　　　　 ⇒ お客様から見たらフルサービス。手間がかかっていて高い単価を支払うのは当たり前だという意識。
　　　→ お茶とお菓子は別々にお部屋に持っていく。
　　　　　 ⇒ お部屋に入る回数を１回でも多くする。顧客満足に繋げる。
　　　→ ごはんのおかわりは、おひつに入れておくのではなく、客室係が都度お部屋にお届けする。
　　　　　 ⇒ おひつの場合、お客様がおかわりをしなかったら残りは廃棄に。
　　　　　 ⇒ 手で運ぶことにより、最低限のごはんだけで済む。
　・お客様の利便性、自分達の効率性を余りにも追及し過ぎて、結果的にみずから低価格競争を仕掛けてい

る。セルフサービスを追求し、お客様の利便性を追及してしまって、あたかもお客様のためといって自分
たちの低価格競争を仕掛けている、ということを考えてほしい。

　・例えば大型旅館になったのは経営者の力ではない。たまたま高度成長期からバブル期にかけて経済が大き
くなった時に、旅館自体も大きくなった。銀行も黙って金を貸してくれ、何の努力も必要なかった。これ
が本当の現実。

　　今のような事例を、１個１個地道に積上げていくだけでも、実は利益が出てくる。あきらめないでやりつ
づけていくことが大事。

　・お客様と関係のないところを徹底的に標準化、単純化、効率化しマニュアル化していく。そこで出来た余
裕を全てお客様相手に使う。そこで余裕がなければお客様に優しくできない、気付きも得られない。

　・旅館の料理は基本的にまずい。
　　　→ 賞味期限切れの食材、冷凍食品、加工食品が多い。
　　　　 昼過ぎから盛り付けされた料理が冷蔵庫に入っていない。
　　　　 これが現実であり、これを理解しないといけない。
　　　→ 旅館はお客様を待たせてはいけないという気持ちから作り置きをする。レストランはお客様を待た

　　　 せて出来立ての料理をお出しする。
　　　→ 例えば惣菜屋。３０分前に出来た料理を直ぐ買うか、それとも５分待って出来立ての料理を買うか。

　　　 お客様はおいしいものを優先する。
　　　→ メニューは趣味。大事なのは出来立てかどうか。
　　　　 出来立て料理を出すためにはお客様の近いところで料理する。
　　　　 すると労働時間が短くなる。（料理人の出勤時間が昼から夕方に）
　・湯主一條（宮城県鎌先温泉）の事例
　　　→ かつて７４部屋（稼働率３０％）だったものを２４部屋に。
　　　　　 ⇒ 社員数は維持し部屋数を減らす。その分品質を上げた。
　　　　　 ⇒ 結果、お客様の数は減ったが、客単価が上がったこともあり売り上げは増加。
　・美鈴（三重県）の事例

→ ４０年前７部屋だったものを現在４部屋に。
　　　　　 ⇒ 最低料金は当時の数倍に増加（２,５００円→２３,０００円）。
　　　　　 ⇒ 手法として、客単価を上げた後に下を切っていった。
　　　　（人間は予約をする際、一番下は恥ずかしい、かといって上は高い、よって真ん中を選ぶ。）
　・飲食業（企業名は非公開）の事例

→ 厨房のレイアウトの変更により、回転率を向上。
　　　　　 ⇒ １人あたり接客数が２０人から１００人に。
　　　　　 ⇒ 回転率が上がるということは、出来立ての料理を提供かつ売上増加。

一つ一つの積み重ねをしっかりと行い、最終的に会社としての永続性を実現する
こと。
　・会社としての永続性が実現できれば雇用は守られる。
　・会社として雇用が守られたら、次は給与をどう上げるか。
　・この２点、雇用と社員の生活をしっかりとしていく方法論を考えていく事が大切。
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（宿泊業Ａ） 効率的にスリム化ができるような目を養うにはどうすればよいか？
（内藤代表理事） 一つ目は、他社の事例等をしっかりと勉強すること。
 二つ目は、外部の目を入れること。

（宿泊業Ｂ） 自分の意見を先輩等に主張できるような、恐れない強い心を持つためのアドバイスがほし
い。

（内藤代表理事） 強い心は必要ない。やってみよう文化を作るだけ。

質疑応答


