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■ サービスイノベーションセミナー及びテーマ別分科会の概要

　　サービスイノベーションセミナー（ ７月 ３ 日）‥‥‥‥‥‥‥‥　４ 

　　第１回テーマ別分科会　　　　 　（ ７月 ４ 日）‥‥‥‥‥‥‥‥１９

　　第２回テーマ別分科会　　　　　　（ ９ 月 ３ 日）‥‥‥‥‥‥‥‥２６

　　第３回テーマ別分科会　　　　　　（１１月１２日）‥‥‥‥‥‥‥‥３４

　鳥取県では、外貨獲得産業である観光産業の中でも、特に宿泊業・飲食業に着目し、業務効率化と

顧客満足の同時達成により生産性を向上させる「おもてなし経営」の実現に向けた取り組みへの支援

を今年度から開始しました。

　具体的には、サービス工学※の導入によるサービスイノベーションの考え方・事例を紹介するため

のセミナーや、業務効率化やサービス品質向上に関する個別の課題について専門家と意見交換を行う

分科会を開催してきたところであり、本書は今年度の実施状況を、報告書としてまとめたものです。

サービス業生産性向上プロジェクト推進事業について

生産性向上の考え方（イメージ）

サービス産業の
生産性向上

※サービス工学とは

サービスが生み出す高い付加価値に注目し、科学的・工学的な立場からサー
ビスを設計・製造するための方法論。

（例：製造業ノウハウの活用等による効率化で生じた余力を、サービス品質向上、顧客満
　　　足度向上、新規ビジネス創出等へ振り向けることにより付加価値を向上させるもの）

①付加価値の向上・
　新規ビジネスの創出
　（付加価値額の増加） 業務効率化と

顧客満足の
同時達成！

鳥取県経済再生成長戦略より抜粋

②効率の向上
　（労働投入量の削減）

ａ）サービス品質の向上
ｂ）顧客満足度の向上
ｃ）新規ビジネスの創出

ａ）製造業ノウハウの活用
ｂ）科学的・工学的手法の適用

サービス
工 学 の
導 入

 　 C O N T E N T S 　 　  
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サービスイノベーションセミナー
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 （倉吉市駄経寺町２１２―５）
講師　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
　　　株式会社加賀屋　　　　　　　　　　　　　シニアマネージャー　楠　　峰子　氏
　　　がんこフードサービス株式会社　　　　　　　　　　専務取締役　新村　　猛　氏
　　　社会福祉法人こうほうえん　　　　　　　　　　　　　　理事長　廣江　　研　氏

第１回テーマ別分科会「バックヤードの業務効率と品質の維持・向上」
日時　平成２５年７月４日（木）１０時００分から１２時３０分まで
会場　鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム３Ａ （倉吉市駄経寺町２１２―５）
講師　株式会社向瀧　代表取締役　平田 裕一　氏
ファシリテーター
　　　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

第２回テーマ別分科会「労働力の最適化と機会損失への対応」
日時　平成２５年９月３日（火）１３時３０分から１６時００分まで
会場　観水庭こぜにや いなばの間 （鳥取市永楽温泉町６５１）
講師　株式会社一の湯　代表取締役　小川 晴也　氏
ファシリテーター
　　　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

第３回テーマ別分科会「顧客満足による営業展開」
日時　平成２５年１１月１２日（火）１３時３０分から１６時００分まで
会場　米子コンベンションセンター 第２会議室 （米子市末広町２９４）
講師　合資会社一條旅館　時音の宿 湯主一條　代表　一條 達也　氏
ファシリテーター
　　　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

平成 25 年度開催概要
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工学博士。金属鉱業事業団、世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センター副センター長などを経て、現職。
サービス工学研究の第一人者で、２００社近いハイ・サービス事業者を訪問し、顧客、従業員、社会、地域全体にとって、より良いサービス

を、より効果的に提供するための方法論の確立を目指して、研究活動に取り組んでおり、時にはバックヤードに潜入して、最強のサービスを
生み出す仕組みを工学的アプローチで解き明かしてきた。

著書に、『サービス産業生産性向上入門』（日刊工業新聞社）、『「最強のサービス」の教科書』（講談社現代新書）など。

１９７５年加賀屋入社。旅行会社添乗員の経験を生かし、加賀屋の予約センター、客室センターを担当後、１９９６年「あえの風」開業準備室
に入り、２１世紀に通じる旅館づくりをコンセプトに１２９室の旅館の立ち上げに携わる。その後、２００２年に加賀屋グループ初の女性支配人（あ
えの風）を歴任する。現在は、年間３０,０００枚以上のアンケートから毎月アンケート対策会議を行い、対策を練っている。 

加賀屋は、高品質なおもてなしサービスを提供する老舗温泉旅館として有名であり、１９８１年から３３年連続して「プロが選ぶ日本のホテ
ル・旅館１００選」の総合部門第１位に表彰されている。

アルバイトとしてがんこフードサービスに入社し、営業、人事、経営企画を経て現職。独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問を兼ねる。
筑波大学大学院博士後期課程システム情報学研究科修了。工学博士。

寿司、懐石、和食などの伝統的日本料理店を運営している同社は、科学的・工学的アプローチによる効率化と、食文化を基盤にした付加価
値向上の両立を目指している。

１９４１年２月鳥取県米子市生まれ。病院経営に２０年間携わった後、１９８６年に鳥取県境港市に社会福祉法人養寿会（現こうほうえん）を
設立。

社会福祉法人こうほうえんは、「わたくしたちは、地域に開かれた、地域に愛される、地域に信頼される、『こうほうえん』を目指します」
という理念のもと、鳥取県と東京都で総合福祉サービスを提供している。中でも、主力事業である介護現場において、経験の差が出やすい「気
づき」に注目。システム化による科学的手法により、職員ごとに利用者別の気づき量を分析し、その結果を基に職員同士で改善策の検討や共
有を図ったり、研究発表会を行ったりと、職員による研究活動を積極的に行っている。

２０１３年３月に、付加価値の高いサービスを提供している企業を表彰する「おもてなし経営企業選（経済産業省主催）」に、社会福祉法人の
中で、全国で唯一選定された。

１９８３年大手旅行会社に勤務。１９９１年株式会社向瀧に入社し、２００２年代表取締役就任。
会津 東山温泉にある「向瀧」は、江戸中期に始まる老舗温泉旅館である。旅館としては、全国第一号の登録有形文化財に指定されているが、

古さを武器にするだけではなく、会津の伝統的な郷土料理を提供し、建物も、料理も、接客も向上させていくために、日々、従業員たちがサ
ービスを磨き続けている。

また、日本のインターネットの普及に伴い、いち早くオリジナルのホームページを作成し、旅行代理店経由の予約をやめて直接集客にシフ
トさせるなど、IT 活用や経営革新に積極的に取り組み、数々の賞を受賞している。「変えてはならないことは変えず、変えなければいけないこ
とは変える」こと、｢変わらない向瀧の魅力のために、今日はどこを変えるか」を徹底している。

箱根に８軒の旅館・ホテルを運営。
バブル好景気の１９８８年から１泊２食９,８００円のサービスをスタート。
翌年からは、低価格路線を維持しながら利益を出すために人時生産性の計測を導入。
従業員の多能化や動線設計、また「やめる仕事」の発見や「突発的な接客」を減らすというサービスに対する逆転の発想により、時間当た

り粗利益高を劇的に向上させ、一人でも一回でも多く「温泉・料理・旅」を楽しんでもらいたいという同社の挑戦を続けている。 

１９８９年日本ホテルスクール卒業。１９８９年ホテルワトソン入社。１９９２年㈲ベル・ボナール入社。１９９６年ホテルインターコンチネン
タル東京ベイ入社。フロントオフィサー・コンシェルジュ兼務。１９９９年一條旅館常務取締役。２００３年６月代表取締役社長に就任、２０代
目を引き継ぐ。 

客室数削減、地元食材を発掘しテーマに合わせた料理メニューによる品質向上・在庫の無駄削減（材料原価を削減する一方で品質を重視）
等を含む大胆な経営改革により新たな顧客層開拓に成功。

一般社団法人サービス産業革新推進機構（東京都） 　　代 表 理 事　内藤　　耕　（ないとう こう）　氏

株式会社加賀屋　　　　　（石川県七尾市和倉温泉） シニアマネージャー　楠　　峰子 （くすのき みねこ） 氏

がんこフードサービス株式会社　（大阪府大阪市） 　　専務取締役　新村　　猛 （しんむら たけし） 氏

社会福祉法人こうほうえん　　　（鳥取県境港市） 理　事　長　廣江　　研　 （ひろえ けん） 　氏

株式会社向瀧　　　　（福島県会津若松市東山温泉） 代表取締役　平田　裕一 （ひらた ゆういち） 氏

株式会社一の湯　　　（神奈川県箱根町塔之沢温泉） 代表取締役　小川　晴也　（おがわ はるや）　氏

合資会社一條旅館 時音の宿湯主一條（宮城県白石市鎌先温泉） 代　　　表　一條　達也（いちじょう たつや）氏

講　師　紹　介
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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



10

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



19

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

現状や慣行などに対する問題意識、経営者として変革へ
の強い信念、そして社員と一体となることによる改善事
例等の紹介

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

向瀧の歴史
　・江戸時代は会津藩の指定保養所で狐湯という名前だった。

株式会社向瀧
代表取締役　平田　裕一　氏

「小さな温泉旅館の
いのべーしょん
〜満足度経営のための

効率的プロセス志向〜」

1 事 例 発 表 

日時　平成２５年７月４日（木）１０時００分から１２時３０分まで
会場　鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム３Ａ

「バックヤードの業務効率と品質の維持・向上」
第１回テーマ別分科会

プログラム
　１ 事 例 発 表　　  株式会社向瀧　　　　　　　　　代表取締役　平田　裕一　氏
　２ 意見交換会　　  ファシリテーター
　　　　　　　　　　　　　　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　２２名
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　・明治６年に会津藩から平田家に引き継がれ、その後平田家が１４０年経営。
　・平成７年に国の有形文化財に登録。
　・東日本大震災の時、屋根瓦１つ、売店の土人形１つとも落ちることは無かった。
　　　→ 当時の会津藩が揺れない地盤を選んだ。

旅行会社勤務の後、１９９１年に向瀧に戻った時の状態。
　・平均年齢５７．２歳（現在は２９．８歳）
　・社員に活気がない。
　・全てがしがらみ状態で、新しいことにチャレンジできない。
　・昨日を変えてはいけない風土。
　・新しい事を提案してもことごとく却下。
　・（バブル崩壊の時代でもあり）売上が落ちても景気が悪いからしょうがない、という考え。

　→ 目指す姿がどこにもなく、人、物、金、情報がなすがまま。
　　　　「老舗」旅館があぐらをかいている状態。やっている事はお客様満足ではなく自己満足。

　→ 正しい「しにせ」を求めていかなければならない。

内部を変えていく。内部の整理整頓。
　・社員の意識を自分と同じにするための仲間作り、新卒者（高卒者等）の採用。
　・旅館で一番大切なのは人。人を変えていくことは時間がかかるため、最初に取り組まないとダメ。

インターネットを使った予約システム
　・１９９５年にウィンドウズ９５が発売され、インターネットが広がる。その当時にパソコンと出会う。

→ ネットが普及するとパソコンから予約ができるのでは？とのことから、オリジナルの予約システム
を作る。

　・「何々だからダメ」を、インターネットで逆転の発想。
　　「部屋タイプが違うからダメ」ではなく、「部屋タイプが違うからこそ良い」に。

　→ 桜の時期はこの部屋で夜桜を、雪景色は違う部屋で、といった具合に全ての部屋タイプを画面で見
て比較できるようにした。お客様に、あっちも泊まりたい、こっちも泊まりたい、という気持ちを
持たせ、リピーターを増やす。

　・旅行代理店との契約を解除。
　→ 旅行代理店が旅館の事をお客様に上手く説明できない。
　　 お客様に情報が正しく伝わらない事により、クレームの原因になる。

　・旅館に直接、メールや掲示板等を通じて、お客様の本音が入ってくる。

カラオケを独断でやめることに
　・桐の花の写真を撮りに泊まれられたお客様からの一言　→　カラオケがうるさくて眠れなかった。
　・桐の花のお客様、カラオケのお客様、どちらも大切なお客様。
　　どちらも予約をとると儲かるぞ、という利益重視主義が、お客様をいじめてしまっていた。

　→ 利益重視とお別れ。社員からも親からも意見を聞かず、カラオケをやめると決心。
　・増刷分のパンフレットに「カラオケ設備はございません」と書くよう、独断で印刷会社に指示。

　→ １１月に増刷分のパンフレットが完成。
　　「カラオケ設備はございません」と印字してしまったので、今日からカラオケはやめると社員に説 

明。結果、社員からさんざん怒られる。
　　（社員は、只でさえ曲が古いと、お客様からお叱りをくらっていた。）
　→ やめる判断が正しかったのか、だれもまともに聞いてくれない。やめる判断は社長の守備範囲。

料理の大改革（２００２年７月）
　・改革前：カニの甲羅焼き、甘エビとマグロの刺身 ‥‥ 会津に海はない。盆地。
　・改革後：会津の郷土料理のこづゆ、ニシンのサンショウ漬け、コイの甘煮、会津の農作物。
　・お客様の反応は良かったが、約２５％（７人）の社員が辞めた。板場も辞めたため自ら調理場へ。
　・だれが悪いとか、だれがやらないとか言っている場合ではない。
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　この時４１歳。この先２０年、明るい２０年にするか、暗い２０年にするかは自分が変わるしかない。自分
がやらなきゃ何も始まらない。と思った。

調理場の改革
　・仕入の見直し。
　　　→ 野菜の箱買いから、農家ごとに一番得意な野菜を少量単位で。

→ マグロの大きなブロック単位から、コイやマスを小さな本数単位で。
　・社内の、無駄・むら・無理を少しずつ無くしていく。
　　　→ 無くしていくことで、調理場の人間は、自分達が使いたい野菜で機動的に仕事をするようになる。
　　　→ お客様から見ても、料理の品質が向上。
　　　　　 ⇒ 効率を追求することと、満足度を追求することは、同時に上昇していく。
　・食器の収納を整頓
　　　→ 季節によって、その季節で使うお皿を一番近い棚に配置。運ぶ歩数が減る。
　　　→ ビールグラスと冷酒グラスも同じ棚に配置。運ぶ歩数が減る。食器の破損も減る。
　　　　　 ⇒ 整理は捨てること。整頓は頻度によって並び替えること。
　・冷蔵庫の扉に番号札を貼る
　　　→ ○番の右奥だよ、という言葉でのやりとりができる。
　　　→ ○番に「手づくりようかんが入っています」と貼る。誰にも尋ねる事なく取り出せる。

⇒ 探す時間の削減、冷蔵庫の温度上昇の防止による電気代削減、中の食材の鮮度が保たれる。そ
して、お客様においしい料理を提供する事ができ、品質と満足度は向上。

　・タッパーは同じサイズを使用
　　　→ 箱と蓋が合わなくて困ることが無くなる。

⇒ 調理場で一番時間がかかるのは、物を探している時間、道具を持ち替えている時間、歩いてい
る時間。この３つは何も生産しない。

　・合体、揚げレンジャー！！
→ 揚げ物（ぼっこ芋をすって団子にしたもの）をする時、客室係り、魚をさばいている人、盛り付け

をしている人など、本来の持ち場を離れる事ができる人間が、揚げ物のところへ集まり共同作業。
・ 揚げレッド ‥‥‥‥ 温めた器を並べる
・ 揚げブラック ‥‥‥ 芋まんじゅうを揚げる
・ 揚げイエロー ‥‥‥ 温めた青物を盛り付ける
・ 揚げブルー ‥‥‥‥ 熱々の餡をかける
・ 揚げピンク ‥‥‥‥ 温めた蓋をする
⇒ ものすごく早く、ものすごく熱々を、お客様に提供できる。
⇒ 全てを１人で行うより、みんなで分担して１人が同じ作業をする事により、間違いが減り、ス

ピードもアップする。連帯感も向上する。
　・お客様が到着した時にお出しするお菓子も、市販のものから手づくりのものへ。
　・郷土料理をより美味しくするため、その調理方法を変える。
　　　→ 醤油代、原価が３倍に。米代、原価が２倍に。
　　　→ しかし、全体の原価は、数々の無駄、無理を省いたおかげで下がった。

顧客満足度を重視すると、高いものを買うため原価は上がる。一時的に収益は減る。
しかし、良いものを買うと同時に、たくさんの無駄を省くことにより回復してくる。
それによりお客様の高い満足度は達成でき、宿泊人数が増え、増収増益に繋がる。

利益重視の考え方で物事を考えると、米は悪いものに、安い醤油に、というよう
に原価を下げる。この段階では利益重視の目標は達成。　　　　　　　　　　　
しかし、お客様は安いものでさえ、美味しくないものは二度と食べたくない。満
足度は下がり宿泊人数は減る。
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自然との共存。冬は雪が降るからダメではなく、雪が降るこそ良いに。
　・雪見ろうそく。閑散期の１、２月が繁忙期に。

ミーティング
　・向瀧の理念を唱和。
　・必ずメモをとる → 接客対応等でミーティングに参加できない社員、全員に内容を伝える。
　・鏡で笑顔を確認。
　　　⇒ 社員の意識と情報を共有する大切な時間。
　　　⇒ 主語は、「お客様は」や「お客様が」で。
　　　⇒ 情報は自分から聞いて自分から伝えにいく。聞いていない等が絶対におこらないように。

アッとハッとレポート
　・失敗レポート。自分の失敗を、周りの社員や仲間が同じ失敗を繰り返さないよう、教える。
　・個人の失敗を全員で共有し、会社全体の失敗を減らしていく。

係のコンバート制。１人三役できたら忙しさを分散できる。

温泉の適正温度の管理。設備は変えず、職員の意識を変えることにより適温率が
上昇した。

建物を磨きピカピカの文化財にする。調理のわざ、電話応対のわざ、社員のわざ
を磨く。最後は社員同士やお客様と接することにより、おのれを磨く。
　・磨きの文化。
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▪補足説明（内藤代表理事） ─────────────────────────

たくさんの事業所を見ているが、食器の片付けができている事業所はほとんど無い。

経営が厳しくなると人の削減を考えるが、時間という概念で現場を見ることが大
事。
・１人あたり１５分の時間を作り出す。１５分が４人分なら１時間、１５分が３２人なら８時間、イコール１

人分の労働時間になる。

旅館は、朝のチェックアウト時と夕食時が一番忙しい。極端に言えばそこを乗り
切ればなんとかなる。その一時的な忙しさを乗り切るため、それぞれの部署で定
員数を増やし多くの人を抱えると、残りの時間はみんな暇になってしまう。
・手待ち時間の発生。労働基準法上は労働時間。経費は発生するが売上には繋がらない。

例えば向瀧の揚げレンジャー。複数の仕事を複数の人でやる、当たり前のようだ
がやっている会社は無い。特に調理人はそれぞれの持ち場（煮方、揚げ方など）
があり専業化している。

例えば、煮たり揚げたりしている間は特にやる事がない。その間に他の仕事をす
ればもっと付加価値が生まれる。
・製造業では当たり前のこと。トヨタ自動車のプレス現場での多台持ち制度など。

原価を上げ、満足を上げ、結果的に利益を上げるというのは、総論賛成・各論反
対かと思う。

　・それよりも、まずは無駄をとっていく事をきちんとする。無駄を無くすことによりお客様満足を上げてい
きましょうという仕組みが出来上がり、その時には既に経費は落ちている。その浮いた経費をお客様のた
めに投資する。先に原価だけ上げて無駄を無くす機能が現場になければ、結果的に経費だけが上がってし
まう。

ある旅館へのアドバイス
　 ①笑顔をしっかり 
　 ②チェックアウト時のコーヒーを無料に 
　 ③料理はとにかく出来立てを出す 

ファシリテーター
　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

2 意見交換会
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「笑顔」と「出来立て料理」と「清掃」
　・この３つをしっかりすれば確実に利益は出る。それで利益が出なかったらビジネスモデル自体がおかしい

と思った方がよい。

▪意見交換内容 ──────────────────────────────
（宿泊業Ａ） 社員の意識が１つにならない。

（平田代表） ・ずっと同じ事を言い続けること。
・我々は、お客様の人生の中で一番大切な思い出をここでつくって、２回目来たときは１

回目よりもさらに、３回目来たときは２回目よりもさらに良い思い出になるように、こ
の建物をずっと磨いておかないといけない。という事を言い続けている。

（内藤代表理事） ・どういうホテルにしたいのか、どういうふうにお客様に接するのか、自分達のやるべき
　事をしっかり共有していくことが大事。

（宿泊業Ｂ） ネットでの予約状況は？

（平田代表） ・９０％が、オリジナルのネット予約や電話予約。残りの１０％がじゃらんや楽天。

（宿泊業Ｂ） 向瀧にお客様が泊まられる理由は。外部要因もあるのか。

（平田代表） ・向瀧での時間を楽しむために会津に来る方がほとんど。よって、会津のどこかを見たつ
　いでに泊まるという方は少ない。

（内藤代表理事） ・周辺が良いだけではダメ。観光は宿での時間が１番長いので、宿泊施設自身が良くない
　とダメ。

 ・リピーターはサービスにつくのではなく、人につく。人の働き方をいかにつくり込んで
　いくか。

（宿泊業Ｃ） 目的があって話を始めたにも関わらず、各部署により意見が食い違い、話がまとまらな
い。

（平田代表） ・会話の主語を「お客様は」にすると、何々部署は、、という会話がなくなる。
 ・「お客様は、お客様が」という話で組み立てていくことを癖にする。

（宿泊業Ｄ） 有形文化財になると、階段等設備を変えることができない。そのあたりの苦労はないか。

（平田代表） ・段差だらけ。車椅子等階段がダメなお客様は、向瀧に泊まるよりバリアフリーの宿を探
　して泊まってもらった方が良い旅になる。無理して予約はとらない。

 ・事前の案内がとても大事。事後だとクレームになる。

（内藤代表理事） ・「何でもやる」という事は普通。普通という事は他と一緒。他と一緒という事は安い方が
　選ばれる。普通よりもとんがらかした方が良い。

（宿泊業Ｄ） 有形文化財ということで、暑い、寒いはあるか。



25

（平田代表） ・廊下は冷暖房なし。虫も入ってくる。苦情もあるがそれは理解した上で、ある程度流し
　ている。

 ・だれの声を聞くかという筋、骨を決めておかなければならない。

（宿泊業Ｄ） ９０％がオリジナルのネット予約ということだが、こだわりとかは。

（平田代表） ・じゃらん、楽天などは現金払いのみ可としている。
 ・オリジナルのネット予約のメリットとしては、カード払いを可能にし、別途、少しサー

　ビスを付けている。

（内藤代表理事） ・小手先だけの事はやらない方が良い。
 ・基本は現場が良くないとお客様は来ない、その１点だけ。それをやり続けること。

（宿泊業Ｅ） お部屋でお料理を出せず、レストラン等でお出ししている。
 １泊２食のお客様が減っているのが現状。どうしたらよいのか悩んでいる。

（内藤代表理事） ・お客様はプライバシーを優先してきていることもあり、ニーズは部屋食から離れてきて
　いる。しかし根本的な問題は、部屋食が上・バイキングは下、という事ではなく、バイ
　キングならバイキングなりの価値をどう高めていくかという事。

 ・プランを割り切って１泊朝食付き又は素泊まりにするのも方法。

▪まとめ（内藤代表理事） ──────────────────────────

リピーターが増えれば集客コストが下がり利益が増える。その一方で、リピーター
が増えると、逆にいろんな問題が出てくる。
　→ 財布の量は変わらないので、客単価が下がる。（少しでも抑えたいと思う）
　→ 事前期待がどんどん上がり、求める品質が上がってくる。
　→ 連泊となると毎回料理を変えなければならない。コスト大。

　　　⇒ すべてのものは表と裏があるため、注意して戦略を練っていかなければならない。

リピーターは過去との比較。一見さんは他との比較。
　それぞれに一長一短はあるが、良くし続けていく事が、結果的にはお客様を増やす。
　リピーターはお客様満足の象徴。前回より今回良かったと思っていただけるような現場のつくり込みをどう

していくのかを、１つ１つやっていくことがすごく大事。
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▪概　要 ─────────────────────────────────

人時生産性の導入による労働時間数の見える化や、労働
時間を減らしながらも顧客満足度を維持していく取組事
例等の紹介

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

人時生産性など、現在行っている取り組みの多くは自ら開発したものではなく、
渥美俊一先生より教わったもの。その点取り違えないで聞いていただきたい。
※渥美俊一氏 … 経営コンサルタント。専門はチェーンストアの経営政策・経営戦略と基礎技術論。（ウィキペディアより）

株式会社一の湯
代表取締役　小川　晴也　氏

「老舗温泉旅館
箱根一の湯の
効率経営について」

1 事 例 発 表

日時　平成２５年９月３日（火）１３時３０分から１６時００分まで
会場　観水庭こぜにや　いなばの間

「労働力の最適化と機会損失への対応」
第２回テーマ別分科会

プログラム
　１ 事 例 発 表　　  株式会社一の湯　　　　　　　　代表取締役　小川　晴也　氏
　２ 意見交換会　　  ファシリテーター
　　　　　　　　　　　　　　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　１４名
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背景
・昭和５３年に当時勤めていた会社を辞め、一の湯に戻った。
・少しでも利益を出したいという気持ちから旅館関係のコンサルの先生４，５人から多々アドバイスを受け

たが何も効果が出なかった。
・そのような状況の中、とある友人の誘いから渥美先生と出会うことができた。

一の湯の歴史
・（小川社長は１５代目）当時、旅館が１軒だったが、１４代目の父親の時にホテルを１軒建てることに。

→ ３億５,０００万円の借金で建設。しかし１年目の年商が６,０００万円であり、３年間で約１億円の累
積赤字が発生。

・旅館の方は３８０年の歴史があり、“のれん”もあることから、お客様の入り込みは良好だった。
・しかし、片方は旅館、片方はホテルということで、オペレーションも全く違うため、今考えてみれば「で

きるわけがない」と簡単に分かるところ。当時の現場の人々は「俺ならできる」と燃えていたため、常識
から外れたことも平気でやってしまっていた。

・そのような経営状況の下、コンサルによる経営改善のアドバイスを受けるものの、表面的な指導ばかりで
あり、根本的なことを教えてくれる人はいなかった。

渥美先生の指導
　・セミナーと個人相談によるもの

→ 個人相談では、３年分の決算書、組織図を提出。ほか、渥美先生が取り組んでいる経営効率をはか
る計算表に自社の数字を当てはめる等の作業を行う。３０項目近くあり資料作成だけで１ヶ月を要
した。

　・先生は資料を見て、これはどうしようもないと言った。
→ １億円の累積赤字の上、組織図からも会社の陣容として力になりそうな人がいない。

（６０歳以上の人、中途入社で経験年数１年未満の人など、とても働く人材とはいえない）
　・先生の質問　⇒　会社の財産と個人の財産を金に換えたら幾らになるのか？

→ その場で答えられず。
→ （質問の意図としては）仮に総資産が５億円や１０億円だとしても、赤字だから何も残らないどころ

か食い潰していくだけ。
仮に全て現金に換え銀行に預けておいたら、１０億円だったら８,０００万円の純利益が出る。（当時
の定期預金金利は７〜８％）
今会社をやっていること自体、社会の何の役にも立っていない。銀行に預けたほうが社会の役に立
つ。

→ これから頑張ろうという時に、とてもショックな出来事になった。
　・後々分かったこと。それは、ＲＯＩ（投資収益率）の考え方を言っていただけ。
　　　※ＲＯＩ⇒ 総資本に対する純利益率。上場前では２０％の経常利益を生まないといけない。という教え。
　・会社が儲かっていないとか、会社が大きくならないというのは、儲ける方法を知らなかっただけ。
　　儲ける方法はあるから、それを勉強すれば良い。

儲ける方法を勉強
　・経験法則を学ぶこと。
　・１人では無理。社内の人間にこだわらず、将来仲間になるであろう人間３〜５人で一緒に取り組むこと。

教わった中で一番インパクトのあったこと
　・売上高の責任は社長と財務の２人。
　・例えば売上げを２倍にするためには、部屋数を２倍に、つまり投資をしなければならない。投資の決断が

できるのは社長のみ。売上高は支配人の責任ではない。

人間を作るのに３０年
　・２０歳で入社、４５〜５０歳で本当の力を発揮する。
　・例えば来年、再来年に何かをやろうと思っても働ける人間、力を発揮できる人間がいないから無理。
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戦略と経営戦略と戦術
　・戦　　略 ⇒ 資本対策（売上げを上げるための投資）と人材対策（３０年かけての人づくり）
　　　　　　　  この２つは不変でなければならない。社として方針を固めたら変えてはならない。
　・経営戦略 ⇒ 時流＝経営戦略。

例えば、昔は部屋に風呂が付いていないのが当たり前だった。トイレも付いていないことも
あった。そこにイノベーションする人が現れ部屋に風呂とトイレをつけてみようと。それが
いつの間にか業界内の商品の主流を占め、それが時流となる。風呂の付いていない部屋はも
う売れない。経営戦略の選択が必要。
経営戦略は５，６年で変わってしまう。一時的に儲かっても、同じことを４，５年続けると鈍
化する。

　・戦　　術 ⇒ 利益を出すための技術。利益＝幾ら残すのか、という技術。
　　　　　　　  これは社長の技術ではなく、支配人などの現場の人の技術。

そして、技術の問題＝作業や動作、という考え方。
　→ 決められたとおりにやる。時間を決め何分間でやる。積み残してしまった場合にはどう

するか。
　　 やってみて利益が出なかったら見直す。繰り返し行う事によりマニュアルになる。サー

ビス業だろうが旅館業だろうが何だろうがマニュアルがなければならない。
　・戦略の責任者は社長。戦術の責任者は現場の支配人等。そして、経営戦略の責任者は社長の下にいる４，

５人の知恵袋。その知恵袋がいる会社といない会社とでははっきりと差が出てしまう。だから３０年かけ
てその知恵袋を育てあげる。

その後の一の湯の取組
　・投資をするにも１億円の借金があるから銀行は資金を貸してくれない。
　・経営戦略も人材が揃っていないからできない。
　・できること、答え。 → マネジメントしかない。
　　　　　　　　　　　　　  ⇒ 出て行くお金をどう制御するか。圧倒的な人件費をどう抑えるか。

人件費の考え方
　・人件費の考え方として、従業員の「数」は意味を持たない。

→「数」だけでは、社員の勤務時間、残業時間、パートは何時間勤務が何人いるのか、といったことが
分からない。

　・重要なのは「延べ時間」という考え方。

人時生産性
　・（渥美先生の教えでは）粗利益高＝売上高−仕入高（棚卸後の原材料費）
　・粗利益高は、旅館業では７５〜８０％程度。普通の小売業では２５％程度、ディスカウントでは１５％程

度。実は粗利益率の低い業種は、マネジメント能力がすごく高い。だからディスカウントの経費コントロ
ールは非常に良い。

　・人時生産性とは、この粗利益高を労働時間数で割ったもの。

 ●人時生産性＝（売上高−仕入高（棚卸後の原材料費））÷労働時間数 

・一の湯の当時の状況
　　→ 労働時間数１,０００時間／週 → 延べ２５人／週
　　　 粗利益高１４０万円
　　　　 人時生産性＝１,４００円　（当時の某フードチェーンでは３,５００円程度）
　　→ なぜ、フードチェーンに負けているのか分からなかった。
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人時生産性倍増計画
　・１,４００円を、毎週少しずつでも大きくできないか。

→ 分子側については打つ手無し。
　⇒ 売上高を増やすための投資は、先に述べたようにできない。
　⇒ 仕入高を削ろうにも結果として分子自体を２倍にする程の影響力は無い。

→ 分母を半分にするしかない。
　⇒ １,０００時間かかっていた業務を５００時間に。
　⇒ いきなり半分にすることは無理なため、毎週２４時間ずつ減らすことを目標に。
　　（１人あたり１時間減らす取り組み）

　・当初は社長の一人の意見から始まったが、数字が減少していく様子を見える化することで、従業員にも浸
透。様々な議論が出てくるようになった。

分母を小さくしていくことは、反復作業をやめることと、何かをやめること。
　・３回やっていたことを２回に。
　・例えばおしぼりを出さないと決めることや、お茶を出さないと決めること。良い悪いは別。

人間が減ったのかという議論。
　・人間や人件費が減ったのかという議論に持ち込むと失敗する。
　　バーチャルの考え方になるが、４０時間減ったら１人いないのと同じと思えばよい。
　　理屈でいえば、自然減やパートが辞めた際に補充しなくても良いということ。
　・従業員は定期採用のみで賄う方向性へ。１人の人間をじっくりと育てあげる。
　 （３０年かけての人材育成にも繋がる。）

人時生産性を導入すると、残業時間が分かってしまう。
　・残業代を支払っていれば問題ないが、払っていないとアウト。
　　１分単位で支払うことに。

人時生産性５,０００円を目指す
・年間労働時間２,０００時間とすると、掛け算することにより１人１年間で１,０００万円の生産額となる。
・ここでの１,０００万円は粗利益高なので原材料費を払った後の話。
　ここから２割（２００万円）を利益に。

２００万円の利益を出すために
・不動産費１８％、販売促進費６％、労務費３６〜３７％、他経費２０％。
　これで残り２０％が利益となる。
・労務費３６〜３７％に収めることは大変。（給与、賞与、交通費、教育費、福利厚生費等）
・販売促進費６％は、宣伝費やパンフレット代など。
・不動産費１８％は、例えばショッピングセンターでは収まらない数字。
・利益２０％、この数字に収めるために必要なのはマネジメント。最初に言った戦術問題であり、利益を出  

すための作業問題。

労務費３６％
・１,０００万円稼いだ人に対して、３６０万円分配されるよ、という一種の意思表示。

決めたとおりやるというのは後の話だが、決めるということ自体がある意味で経
営者側の非常に重要な決断であり、決めたからには発表しなければいけない。

残業代は払うこと
・横やりが入ると必ず問題になる。残業代は必ず支払うこと。
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一の湯は１９８５年からこのような取り組みを始め今年で２８年目。
・当時からの従業員は２人のみとなっている。

▪補足説明（内藤代表理事） ─────────────────────────

（背景として）バブル期に旅館が大型化。特に民宿が大きな問題を抱えている。
・昭和３０、４０年代の観光ブームとその後のインフレによる経済発展により宿泊客が増加。
・当事の民宿が銀行からどんどんお金を借り、規模を拡大していった。
・経済全体が大きくなっていく中で、たまたま自分も大きくなっていっただけ。結果として、経営のスキル

や能力が無い状態でバブル期にかけ大型化。
・バブル期以降、経営が厳しくなってしまった事業所とその後も成長していった事業所に分かれたのは、ま

さに経営技術部分のつくり込みが大きな違い。

一の湯は本館が箱根の谷沿いにあり、土地が無く、大型化できなかった。８０年
代に大型化していれば、当時大成功していただろう。

改革するときに、ない物ねだりをしてはダメ。
・一の湯のように、自分の制約は一体何なのかと考えること。やりたいこと、できること、できないこと、

やらねばならないこと、これは全部違ってくるので、その意味では改革は簡単なものではない。

ファシリテーター
　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

2 意見交換会
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・改革は、今の制約の中で何をやるかを考えていくことが大事。
・理想を言えば切りがないが、今できることの中で何ができるかを考えた方が余程建設的。
・大事なのは、今の制約の中、やらざるを得ない戦略に対して、経営戦略と経営技術のミスマッチが起こっ

ていないことが大事。
・大商圏にすると、例えばインバウンドでは為替変動、天候の問題、インフルエンザ等の疫病等により振り

回される。（鳥取市の場合は、今般の鳥取自動車の開通等が影響）
　小商圏はきわめて集客が安定。
　しかし、どちらが良いということは単純に決まらなく、戦略と経営戦略と経営技術のバランスの中でしか

決まっていかない。
・その中で、経営者ができる投資や経営戦略の決断は、極めて限られているということを踏まえた上で何が

できるかといったときに、経営技術をどうつくり込んでいくのかというところが大事。

人件費の問題
・大きな問題は労働時間。サービス残業をしている企業にとっては人件費イコール固定費としか見ていな

い。
　売上げが月単位、週単位、日単位、時間単位で変動している中で、いくら投入し、どれだけ売上げが上が

り、最終的に幾ら利益が出たのかは極めて大事な変数であり、いくら投入したかが見えていなかったらい
くら残ったかがしっかり評価できない。

・一の湯のように、幾ら人を使い幾ら利益が上がったのかということで、きちんとＰＤＣＡを回すために
は、このサービス残業の問題は会社にとって避けて通れないこと。

労使関係をいかにつくっていくかが大事
・近代的な経営、健全な経営を行っていくためには、ちゃんと労働時間を把握していくことが必要。
・それにより利益の出る体質にし、一の湯でいう労務分配率３６％を固定とすれば、自動的に給料が上がっ

ていくイメージを従業員と共有し、互いに協力していく。
・こういった労使関係の方が、会社にとっても生産性が高く、効果は大きいと思う。
・人時生産性の理論的計算を従業員に示すと、実際にもらっている給料よりも数字が大きい。サービス残業

があれば、なおさら自分の給料との関係（差）が見えてしまう。
　裏を返せば、きちんとコントールしていけば、所得を上げられるということに社員も気付けるというこ

と。

悪しき風習
・固定残業時間制の導入
　　→ 実際の労働時間が契約時間より少なければ会社は損。
　　　 実際の労働時間が契約時間より多く、その超えた分を払わなければ労基法違反。
　　→ 会社が損をすることがあっても、得することはない制度。
・基本給を下げている点。
　　→ 基本給を下げ、例えば４０時間の残業分を加えてやっと普通の給料の水準にしている。

時短の取り組みを
・効率的な旅館の場合、固定残業時間制を超えて残業している会社はほとんどいない上、手待ち時間が膨大

にあるため、まだまだ時短できる余地がある。
　　→ まずはきちんと労働時間の評価ができなくても良いから、感覚的に時短の取り組みを。
　　　 その後、固定残業時間制を下回る自信が付いたときに切り替え、残業代を１００％払えるようにして

　　 いく戦略を１年くらいかけてつくり上げ、最終的に企業を健全な方向に持っていく事が重要。
→ 良いことは、法令遵守の観点以上に、残業時間を１時間減らしたら１,５００円の利益が発生するとい

うこと。努力は直ぐに数字であらわれる。

所得水準を上げていく努力を
・特に旅館業はパート比率が高く労働時間は管理されているので、労働時間に関する点は大丈夫だとは思

う。しかし、やはり経営者は近代的な経営に変え、現場が財務的、労務的に見えるようにして利益を出せ
るようにしていき、給料や所得水準の上げていく努力を。
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▪意見交換内容 ──────────────────────────────
（飲食業Ａ） レストラン経営において、繁忙期と閑散期への対応から変形労働制（年間）等を導入。

（内藤代表理事） ・業種によって波動の仕方が全く違う（季節波動、週波動、時間波動）。これにどう対応
　していくかが非常に重要。
・日本のサービス業の経営者は就業規則に関心がなさすぎる。就業規則は会社の働き方の

ルール。例えば労働基準監督署に届けられた規則で裁判になった場合には、全てそれが
ベースとなる。結果的には自分がつくった就業規則に従って、自分でつくったルールで
自分が裁かれてしまうという状態で、自分がつくったルールで負けてしまう。

 また、組合が無い企業の場合、社員代表をどういう手続きを踏んで選ぶのかは非常に重
要なこと。

　　　　　　　　 ・変形労働制については、自分たちのつくった自分たちのルールを、今行っていることに
　対して合わせられるようにして、最終的により会社として収益力を高めて、社員の給料
　を上げてほしい。

（宿泊業Ａ） これまでは生産性に対して意識したことがなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　
労働時間についてもいろいろ考えながら、意識を高めていければという想い。

（内藤代表理事） ・基本はどの業種も一緒。お客さんがいるときは徹底的に働く。お客さんがいないときは
　できるだけ外す。お客さんの動きに合わせたオペレーション体制をどう組むか。

 ・手待ち時間も就業規則上は就業時間。給料を払っているからには有効活用を。資産とし
　て考える。
　 → フロントからレストランへの応援。準備作業。事務作業。販売管理。清掃。など

 ・新規パートの雇用契約時間は既存の契約よりも少なく。

 　→ （例：既存４時間の場合）３時間で契約。口頭で１時間の残業がある旨を伝える。
　　  真に必要なときのみ４時間勤務。残業はきちんと手続きを踏めば法律上問題なし。

 ・厚労省の示しているモデル就業規則では、始業時間を業務の都合により変化する旨記載
　されている（前日までに提示が必要）。

 ・いろんな制度を勉強し、現場で運用してほしい。その結果、会社として利益を出し従業
　員へはより高い給料を負担してほしい。

（宿泊業Ｂ） （ちらしに記載してある）突発的な接客を減らす取り組みとは。

（小川代表） ・クレームが起こらないようにすることを考える。
　　→ 例えば準備の段階で防止できないかを考える。準備することにより突発でなくなる。
　 　館内の表示物を多く設置 → 聞いてくるお客さんが減る。
 　 　部屋の内線電話を廃止 → 電話対応が減る。

（内藤代表理事） ・一の湯は低価格路線をやる変わりに稼動を上げる戦略。多くの旅館は付加価値を上げ単
　価を上げていく戦略。経営者の判断なので、どちらが正しくどちらが悪いということは
　ない。

　 ・こだわるからこそ割り切れる。こだわりが無いから悩む。もっとこだわった方が良い。
 　→ 一の湯は、部屋への案内をしない。布団敷きをしない。

しかし、お客さんからの要望があれば応えてあげる。ノーという表現を使わず自分 
たちがやるべきことをどう表現するかという事を考える事も大事。

（宿泊業Ｃ） 労働基準法との絡みで、いかに人件費を抑えながら、かつ効率の良い仕事ができる方法が
ないかということに悩んでいる。

 また、労働時間をコントロールする能力をもった人材の必要性も感じている。
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（内藤代表理事） ・「現場の管理ができる、できない」の二者択一で議論するのではなく、「昨日よりも今
　日」と少しでもいいから良くしていこうという積み重ねができるかどうか。比較する相
　手は他企業ではなく、昨日の自分。
・現在の管理職はシフトの中で一般社員と同じ業務を行っている現実がある。管理職手当

相当として、３０分〜１時間でも残業をし、シフト管理、翌日のお客さんの動向を考え
る等、本来の管理職の業務を行うことで、少しでも状態を改善していくことを考えるこ
とが必要。

・数字をきちんと見ること。ピークの人数とは何人か。会社としてもコンセンサスをつく
る。

・多能工は、人間としての効率は下がるが会社としての効率は上がる。
・大事なことはピーク時に手待ち時間、休暇、欠勤があることを前提に取り組むと時間が

余った状態になる。ピークの日は全員出勤でやろうという体制を組み、オフの時に休暇
を割り振ることで総定員は減る。

・残業は悪という認識が前提にあるが、ピーク時の残業は良いのでは。

（宿泊業Ｄ） 調理等の生産能力を上げようとした時に、どこから手をつければ良いのか。
 調理で一番怖いのはアレルギーであり、多品種少量生産になってしまう。生産能力、生産

方法、動線をどう改良していけばよいのか。
 不用な残業に対しては、早く帰るよう直接声をかけ促している。

（内藤代表理事） ・表が悪いのは裏が悪いから。裏側のちょっとしたことが社員の働きやすさを規制し、最 
　終的には表のサービスの劣化をもたらしている。

 ・評価の基準がないから、やるべきこととやらなくてもいいことの仕分けができない。
 　→ 評価基準例としては、労働時間、出来立ての料理、接客時間、清掃の４つ。

 この中の１つでも良いし、可能であれば４つバランスをとりながら取り組む姿勢
を。

 取り組む順番、優先順位は業種業態等で変わるが、わかりやすい指標で自分の中で
しっかりと評価・管理していくことも一つの視点。

・残業については、５分でも１０分でも時間を短縮していくことを侮ってはいけない。１５
分が４人で１時間。３２人で８時間、１人分になる。

（飲食業Ｂ） 材料面において毎月棚卸しをしてコストをしっかり管理し、ロスを無くす取り組みを行っ
ている。

 また、職人の聖域である冷蔵庫、冷凍庫にメスを入れたところ、過剰在庫になっていたこ
とを認識。

（内藤代表理事） ・冷蔵庫の理想は在庫ゼロ、ジャストインタイム。
 　→ 冷蔵庫内の物で経費がかかり、電気代でさらに経費がかかる。
 　　 飲料用の透明な冷蔵庫を有効活用しての見える化を勧めている。
・まとめて低単価での購入が本当に得だったのかどうかを冷静に考えた方がよい。
　　→ 品質劣化や、使い切れずロスとなる等。
 　→ 明日の分だけを買おうという習慣が大事では。
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▪概　要 ─────────────────────────────────

顧客目線を大切した取組事例や、減らす業務と増やす業
務の考え方等といった湯主一條での取組事例の紹介

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

２００３年、世代交代により合資会社一條旅館の代表社員に就任。
・就任後の２００４年と２００８年に、次のとおり旅館をリニューアル。

→ 湯治目的客用の客室を廃止し、個室料亭へと改装。
→ ８畳２部屋を１部屋に統合し、広いセミスイートルームへと改装。
→ 大広間を潰し、露天風呂付きのスイートルームへと改装。

日時　平成２５年１１月１２日（火）１３時３０分から１６時００分まで
会場　米子コンベンションセンター　第２会議室

「顧客満足による営業展開」
第 3 回テーマ別分科会

プログラム
　１ 事 例 発 表　　  合資会社一條旅館　時音の宿湯主一條　代表　一條　達也　氏
　２ 意見交換会　　  ファシリテーター
　　　　　　　　　　　　　　　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　１８名

合資会社一條旅館　時音の宿湯主一條
代表　一條　達也　氏

「想いは伝わる」

1 事 例 発 表
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ホテルインターコンチネンタル東京ベイ在籍当時、フロントのコンシェルジュと
して活躍。

・ホリー・スティールの著書「究極のサービス」には、コンシェルジュについて以下のとおり記述。
→ ノーと言わないサービス
→ 仕事に線を引かない
→ 規則よりもサービスを優先する

・ホテルインターコンチネンタル東京ベイでの体験。当時は８割方が海外からのお客様であり、次のような
御要望を聞いて差し上げた。

→ 週末１泊で箱根に行きたい　旅行をアレンジしてほしい
→ フライトチェンジをしてほしい
→ 心臓がドキドキするから病院に連れていってほしい
→ 花火大会の見える部屋をとってほしい
→ 通訳を手配してほしい
→ ホテル以外の貸し会議室を押さえてほしい

　・極めつけは、日本で売っていないたばこを探してほしい、との御要望。
ノーと言わないのがコンシェルジュ。
午前８時３０分に出勤し、午後７時にそのお客様がチェックインするまでの間、とにかくたばこを探せ
と上司からの命令。
コンシェルジュ仲間のネットワークを使い、見つけ出すことに成功。（三鷹市の某所）
バイク便に、三鷹市までたばこを取ってきてくれるよう依頼するものの、当時のバイク便の規則では荷
物の受け取りしかできないと言われ断られる。別のバイク便に依頼、交渉し、引き受けてもらった。
結果、午後６時３０分頃、手元にたばこが届く。お客様から上司へありがとうの言葉。

湯主一條で社長に就任後の失敗談
　コンシェルジュとして、お客様のため、線を引かないサービスを行っていたにも関わらず・・・

・夜の１０時過ぎにお客様から、おなかがすいたので何か作ってほしいとの内線。しかし、厨房も売店も終
わり、そのうえ温泉街の売店も午後６時には閉店してしまっている状況。

・内線を受けたのは夜勤スタッフ。その場に居合わせたおかみは、おにぎりかカップラーメンくらいなら準
備してあげられると言っていたが、一條氏はお客様の御要望に対応しなかった。夜勤のスタッフが内線で
お断りした。

・結果として、お客様は夜遅かったことや、宿や温泉街の事情も理解していたため、クレームにはならなか
った。一條氏は、このクレームにならなかったことが問題だったと振り返る。自分は何の努力もせずに、
お客様に対して「面倒だ」という気持ちを伝えてしまった。しかも自分からではなく、夜勤のスタッフを
通して。

御自身のプライベートでの体験から生まれた、湯主一條での取組事例（その１）
・（御自身の体験）予約時点でメニューの選択を迫られた。当日では仕込みの準備ができないという理由。

　　　　　　　　１、２ヶ月先の夕食のメニューなんて、予約時には決められない。
　　　→（湯主一條の取り組み）

⇒ 当日、食事がスタートしてからお客様にメニューを見ていただき、肉か魚かを選んでいた
だく。

⇒ 厨房は大変だが、お客様は喜んでくれる。今では当たり前の取り組みになっている。
・（御自身の体験）朝食の時間が、７時か７時半に限定。
　　　→（湯主一條の取り組み）

⇒ お客様は、自分の好きな時間、自分の都合の良い時間に朝食を食べたいもの。そのため、 
できる限りお客様の御要望に沿った時間で対応できる仕組みを確立。
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その他、湯主一條での取組事例
　・誕生日ケーキを２４時丁度にお部屋に届けてほしいという御要望への対応。
　　　→ 夜勤スタッフが対応。
　・飲み物（ワイン）を持ち込みたいという御要望への対応。

→ １本あたり２,６２５円で承り、適切な温度管理を行うため、食事時まで飲み物をお預かりするサービ
スも実施。

　・ドライクリーニングの衣類を、直ぐにクリーニングしてほしいという御要望への対応。
　　　→ 地元の個人的な付き合いをしている個人経営のクリーニング屋さんに依頼して対応。
　・道に迷っているという電話への対応。
　　　→ お客様の第一声に対し、どのような言葉をかけて差し上げるかが大事。

御自身のプライベートでの体験から生まれた、湯主一條での取組事例（その２）
・（御自身の体験）とある旅館に宿泊した際、自分が湯主一條の社長であることを予約時に伝えているにも

　　　　　　　　関わらず、「どんな仕事をされているのですか？」とスタッフに尋ねられた。
→ スタッフ間での顧客情報の引き継ぎはどうなっているのか。
→ 自分が体験して不快だったことを、どう自分の旅館で行わないこととするか。

・（御自身の体験）食事時、ホールスタッフに飲み物メニューを持ってきてもらったが、結果的にビールを
　　　　　　　　注文したところ、ビールごときでメニューを持ってこさせるんじゃないよ、という態度
　　　　　　　　をとられた。

・（御自身の体験）予約の段階で、子供の名前（読み方）を伝えていたにも関わらず、「僕、お嬢ちゃん」
　　　　　　　　と声を掛けられた。

　　　　→（湯主一條の取り組み）
⇒ 厨房の人間も子供の名前を把握できるよう情報共有している。
⇒ 子供は自分の名前で呼ばれることにより、ここは安全な場所だなと思ってくれる、楽しん

でくれる、また来たいと思ってくれる。親は子供の行きたいところに連れて行ってあげた
いもの。リピーターに繋がる。

・（御自身の体験）チェックアウト時、両手に荷物を持っていたところ、清掃スタッフが通り道を避けてく
　　　　　　　　れて、ありがとうございますと見送ってくれた。

→（湯主一條の取り組み）
⇒ ありがとうございますのみでなく、お持ち物をお手伝いしますと声をかけてあげる。
⇒ 「お持ちしましょうか」は断られるので、「お持ちします」と言ってあげることがポイン

ト。

１９９９年に一條旅館に戻ってきた時の状況
・１泊３,５００円の湯治目的のお客様と、１泊２０,０００円の旅行目的のお客様が同じ館に存在。湯治目的

のお客様は、悪気なくお風呂で下着を洗っている。旅行目的のお客様からクレームが発生。
　　→　目的が違うお客様が同じ館に存在することは良くないという気付きに。
・旅館は坂の途中に建っており、さらに鉄筋造りと木造が入り組んでおり、その繋ぎ目は全て階段。
・部屋食だったため、スタッフは一の膳から二の膳へと何度もお部屋に膳を運ばなければならない。
・スタッフからの反発。
　　→（一條氏の奥様 ＝ おかみに対し）私たちの方が経験年数は古い。
・厨房に物申すことができない状況。
・動線がいろいろ。らせん階段ではお客様自身、
　何階にいるのかが分からなくなり迷子に。
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２００３年から２００４年にかけての取組
・リチャード・ノーマンの著書「サービス・マネジメント」の記述。

　→ サービス企業において、技術も大切であるが、もっと大切なのは、顧客に喜んでもらうことを重視
する社風である。これによってサービスの質のコントロールが可能になる。

　・「お客様の喜びとなることをつけ加えて窮屈なことを取り除けばいい」と捉えた。
　　→ 「① 最初に取り除く・やめる」「② 次に付け加える」「③ 次に減らす」「④ 最後に増やす」

　 ① 取り除いたこと。やめたこと
　　　 　→ 湯治、旅館の常識、部屋食、大広間、日帰入浴、ランチ、カラオケ、コンパニオン

　 ② 付け加えたこと
　　　　 → 個室料亭、料理ブランド（森の晩餐）、エントリーブランド、スイートルーム、
　　　　　  物語性（森・タイムスリップ）

　 ③ 減らしたこと
　　　　 → 和食（天ぷら）、着物、旅行会社（団体客）、和室

　 ④ 増やしたこと
　　　　 → 広告出稿、個人客、夫婦やカップル、家族連れ、ベッドの客室、名前を呼ぶ、禁煙部屋、
　　　　　  男性スタッフ、食材原価、リピーター、宿泊プラン

教育の重要性
・スタッフは、一人で何役もこなす俳優。
　　→ チェックイン、お部屋までの御案内、食事の配膳、チェックアウト
・社員旅行の実施。スタッフ自らお客様になり勉強。
・会社を休みにして、全体ミーティングや宴会などを実施。

深い愛情
・おかみがとても大切にしている言葉。
・お客様から、宿泊の目的（記念日など）を聞き出してあげたり、何気ない一言から酌みとってあげること

により、より良い接客サービスとなり、お客様へ想いが伝わるのではないか。

自分の宿に泊まりたいだろうか、自分のお店から商品を買いたいだろうか、接客
を受けたいだろうか
　・自身の宿で自らがお客となり、食事やサービスを受けている。
　・毎月必ず最低１回は、一條氏自ら自腹を切り、湯主一條の料理を食事している。
　・おかみは毎月試食を行い、料理のチェック以外にもスタッフの水の置き方等接客面もチェックしている。

物事とは、まず、考えるところ、想像するところから始まる。そして正しい行動
をすることにより物事は創りだされてくる（想像＝創造）。

スタッフも完璧ではない。人間なので失敗やクレームになることもある。
　ただし、そのクレームはお客様のわがままなのか、自分達の至らなさから出たも

のなのか、そこはしっかり精査しなければならない。
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▪補足説明（内藤代表理事） ─────────────────────────

よく申し上げるのが、例えば顔におできができたら、厚化粧で覆ってもダメで消
化器系を治さないといけないということ。多くの旅館業は厚化粧型の再生を目指
そうとし何かとごまかしていこうとする。そうではなくて、根本的な問題をしっ
かり治療していかない限り良くならない。原因をしっかり直さない限り結果は良
くはならない。

例えば、朝食の卵料理は問答無用でオムレツ。卵料理の選択肢があった方が良い。
　例えばオムレツをつくるのも、目玉焼きをつくるのも、スクランブルエッグをつ

くるのも、実は時間的には変わらない。コストを上げないでお客様のニーズに応
えられる良い取り組みであるにもかかわらず実施できていないのは、恐らくマイ
ンドセット（先入観）の問題なのでは。

たくさんの旅館や飲食店に行き、感じることは、良くできるのに良くしようとし
ない、良くする努力をしない企業が非常に多いこと。

おそらく、湯主一條のサービスの事例は総論賛成だと思う。しかし各論に入った
時の議論として、自身の会社で可能かどうか、という議論が多くだと思う。
　・例えば掃除係りに荷物を持たせる場合、掃除係りが外注だった場合の実現性など。
　・大事なことは理想をしっかり認識すること。理想無くして現実の改善はありえない。

自分がどうしたいのかということをしっかりと考えていくことが非常に大事。

湯主一條について
・この御時世でありながら、稼働率と客単価を上げていくことに成功した旅館。おそらく多くの温泉地で客

単価が下がる経験はあっても客単価が上がる経験がある旅館はほとんどないのでは。客単価をいかに下げ
ないかという努力のほうで手いっぱい。

・湯主一條の建物は、実はどこの温泉地にもあるような古い建物。
・セミスイートの部屋から蔵をライトアップしているが、実は蔵の側には消防署がつくった避難用の鉄筋の

階段があったりする。こういった現実を抱えていることを理解してほしい。
　無い無いと言って、これが無いから私はできない、自分はできないと言い続けると、結果的に何も手を打

てない。あるものをどう使っていくのかということをしっかりと考えていくことが大事。

ファシリテーター
　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

2 意見交換会
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・２００３年に社長に就任されてからの５年間で、スタッフの働き方について、テコ入れを一生懸命され
た。設備に手を入れるにはお金が必要だが、スタッフの働き方は給料。そういう意味では経費の使い方の
問題。どうせかかる経費なのだから一生懸命やるということ。

→ 着物からスーツに変えたことも含め、働きやすい職場環境をどうつくっていくか。
　 精算を部屋からフロント、ラウンジへ。
　 働き方を変えることにより、少しでもサービスのレベルを上げていく事を一生懸命された。
→ こういった努力の結果、稼働率が上がり、客単価が上がり、融資を受けられる状態になり、設備投

資をすることができた。５〜１０年かけた地道な努力。それも極めてお金をかけないスタッフの働き
方から手を入れていった結果。

・伝票を毎日入力すること。
→ ほとんどの旅館は、賞味期限切れの食材が当たり前のようにある。

できるだけ小まめに発注しているところは品質が高く、ロスも少なくなる。ほとんどの旅館ができ
ていないのが現実。この部分も実は働き方の問題。

とある潰れそうな旅館からの相談
　・部屋数が１０数室程度で、平日は１組宿泊があるかどうか。稼動は２０％程度。

→ とにかく挨拶と会話を一生懸命する。
チェックアウトはロビーで。
朝のコーヒーは無料で。（お茶とコーヒーの原価はほぼ一緒であり、大きな問題ではない。）

→ 結果的に、半年でじゃらんの接客の点数が４．５点を超えた。稼動がどんどん上がっていき１年で
売上げが倍になった。

→ 今の課題は、その上がった売上げを、社員を増やさないでどれだけできるようにするかというこ
と。イコール生産性を上げていくということ。
売上げが増えても社員を増やさないでできる仕事のやり方（働き方）をしっかりつくり上げていく
取り組み。

現場の力
　・クレーマーについて

→ クレーマーを起こした現場が、クレーマーという言葉で、自ら起こした問題をごまかそうとしてい
ることが相当あるのではないかと思っている。
現場は問題を隠そうとする現実もあるので、仮にお客様が何か言ってきたときにどうやって解決で
きるかというと、結局接客しかない。人間によってしか解決できない。
そういった意味では、人間の力をもっと使っていくということに、会社はもっと感心を持ったほう
が良い。
よって、この施設をもっと良くすれば、この部屋をもっと良くすれば、と考える前に、人間の働き
方の改革をしっかりとつくり込んでいくかという事を考えていただきたい。

目標は１人あたりの給料を５００万円にすること。
・原価計算上の根拠は何もない。
・５００万円の根拠は、夫婦で１,０００万円あれば、子供を東京の私立大学に出せるということ、動物として

子孫をしっかり育成していくためには、それくらいのお金が必要になるということ。そういう意味で、１
人５００万円という目標をつくろうということ。

・そのためには労働生産性を上げ、同じ人数でより多くの売上げをつくっていく。忙しくすることによって
給料を上げていく。その部分を社員が理解していかない限り、それは実現することができない。

・一方で、経営者の方には、生産性が上がったら給料を上げる等の社員への見返りをきちんと約束してほし
い。
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▪意見交換内容 ──────────────────────────────
（宿泊業Ａ） 湯主一條の従業員の平均年齢と男女比率は？

（一條代表） ・正社員２０名、パート２２名（掃除、厨房含む）。男女比率はほぼ半分。平均年齢は４０
　代後半。

（宿泊業Ａ） 男性社員を増やすとあったが、客室係にも？

（一條代表） ・部署は「サービススタッフ」「清掃」「厨房」の３部署しかなく、サービススタッフと
　してチェックインや配膳も、男性も行っている。

（宿泊業Ａ） 宿泊業の悩みとして、盆や正月がピークのために従業員が集まりにくい。効率的に動ける
スタッフをいかに集めるかという点を試行錯誤していかないといけない。

（一條代表） ・従業員集めは今も苦労しているが、以前と比べれば少し状況は変わってきた。　　　　
　これまでの取り組みにより一條という名前が知られるようになり、大学も含めうちの生
　徒を面接してほしい、と相手側から来るようになった。

（内藤代表理事） ・スーツを着ると男性でも気にならない。レストランの場合、男のウエイターでも不自然
　ではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　旅館は着物で女性という先入観は全部捨てていくという考え方。

　　　　 ・就職させようとしている行政側に対し、現場では人が足りないというミスマッチが起こ
　っている。

 　ミスマッチへの対応には、特に旅館・飲食業を中心とするサービス業の長時間労働を何
　とか改善しないと、人は集まらない。
 高校の進路指導の先生は、給料よりも休みをとれる職場を望んでいる。生産性を上げ、

休みをしっかり取れるようにしていく努力を会社がしていかないと、本当に良い人が集
まらなくなり、良いサービスが提供できないことになってしまう。

（宿泊業Ｂ） 旅館ならではの中抜き勤務等があり勤務形態が大変。
採用するにも応募自体が少なくなっており、ベテラン社員も高齢により退職者が増えてい
る状況。

（一條代表） ・当旅館も中抜けの勤務形態としており、その中でいかに８時間にもっていくのかという
　ところ。

　 ・休憩時間をきちんと管理していくことが大事。
　 ・当旅館では残業をやるかやらないかに関わらず、固定で特例手当という手当を設けてい

　る。
 ・売り上げに占める人件費比率が３１％、食材原価は１５％。

（内藤代表理事） ・労働時間の管理はとても大事。休憩時間の設定、手待ち時間があるのであればどう働か
　せるか、どう休ませるのか、そこを含めて現場をしっかりと管理していくことが大事。
・残業代を１００％払う最大のメリットは、労働時間が１分単位で見えること。すると仕事

のやり方を変えたときに労働時間がどう変化していくのかをモニタリングできる。要す
るに生産性の議論ができるということ。

 生産性の変化を評価することにより、ＰＤＣＡのＣＡが行え、改善活動を科学的に行える
ようになる。

・各社さんにしつこく言っていることは、残業代を１００％払うことを恐れないこと。
１００％残業代を払うと１分幾らという時間あたりのコストが見えてくるため、払った分
だけ働いてもらう事をしっかりと考えられるようになる。

・多くの旅館の出勤時間は固定。
 例えば企画ツアー。団体客が５時到着と予め分かっていたなら出勤時間を４時４５分にす
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る等、シフトをきちんと組んでいく工夫が必要。
・是非、自社の就業規則を１回読んでほしい。多くの経営者は社員が労働基準監督署に駆

け込んだ時に初めて就業規則を読むのではないか。駆け込まれた時の就業規則が調停の
ベースになる。日常的に就業規則を見て、今の実態、働き方に合った就業規則に変えて
いくことも大切。

・厚生労働省が示している就業規則の中にも、都合により始業、終業時間を変えてもよい
という一文がある。この条項を意識しているサービス業は少ない。

・また、お客さんがいなくなったら、早く従業員を帰らすという点。例えば１０時までの
契約になっているのを８時で帰らすことは良いが、給料は１０時までの分を支払わないと
違法となる。それを、８時で終わった場合に８時に帰らす方法を就業規則の中でどうつ
くり込んでいくか。お客さんの動きに合わせて出退勤できるようになれば、社員は遅出
勤や早帰りができ時短にもなる。そのような研究を現在行っている。

・とある小売店で、一斉出勤・一斉退社をやめ、定期清掃をやめ常に清掃活動を行うこと
とした結果、利益がアップ。１人あたり１５〜２０分の短縮により、塵が積もった結果。

・こういった取り組みを行った結果、残業代が減ることになるが、その分基本給に入れ給
料は維持してほしい。社員が一生懸命努力して時短した結果、給料が下がるようでは何
の意味もない。
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