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Ⅲ．ワークショップの企画・運営 

１．ワークショップの企画 

以下のとおりワークショップを企画した。 

1回目のワークショップ（以下、ＷＳ）については、専門家としてお招きする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 内藤 耕氏の講演を中心に、広く賛同者（参加者）を募る場として、中

国経済産業局会議室で開催した。 

2 回目以降は現地訪問等を中心に展開し、計 4 回の構成で実施した。2 回目以降のＷＳ参加者は、初回Ｗ

Ｓ参加者に意向調査をし、次回からのＷＳ参加希望を募った。 

地域密着型店舗ということで、訪問先店舗が小規模で、ＷＳ参加人数を 5名程度と予定していたが、各回

とも好評で、事務局を含め 11～12 名での店舗訪問となった。、 

 

 

【平成 23年 11 月１日（火）】第１回ワークショップ（経済産業局） 

全体時間：14：00～17：00 

＜概要＞ ・内籐先生講義 テーマ「地域密着型企業収益強化」 

  ・フリーディスカッション 

  ・名刺交換会 

 

 

【平成 23年 11 月 22 日（火）】第２回ワークショップ（福山・倉敷） 

 全体時間：9：00～16：20 

＜概要＞ ・店舗訪問 御菓子処勉強堂川口暢適庵/ホテルナンカイ倉敷 

  ・ランチミーティングでのフリーディスカッション 

 

 

【平成 23年 12 月６日（火）】第３回ワークショップ（島根・鳥取） 

全体時間：10：00～16：40 

＜概要＞ ・店舗訪問 松田染物店/ミッドナイトスギタニ 

  ・島根県庁会議棟にてワークショップ  

 

 

【平成 24年１月 12日（木）】第４回ワークショップ（福山） 

全体時間：10：00～17：10 

＜概要＞ ・店舗訪問 らーめん古潭/酒のマエダ 

  ・福山商工会議所にてワークショップ 
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２．ワークショップの実施結果 

 

（１）第１回ワークショップ 

実施月日：11月１日（火） 場所：中国経済産業局会議室 

 

  14：00～14：05 挨拶・趣旨説明（中井係長） 

14：05～14：20 スケジュール説明（エブリプラン） 

14：20～15：20 内籐先生講義（前半） 

   講義テーマ「地域密着型企業収益強化」 

15：20～15：30 休憩 

15：30～16：30 内藤先生講義（後半） 

16：30～16：50 フリーディスカッション  

16：50～17：00 名刺交換会 

 

 

ＷＳ第 1回目にふさわしい、地域密着型店舗(企業)がいかに収益を上げていけばよいのかというシス

テムを、事例を交えながら分かりやすく解説していただいた。   

今後、地域の密着型店舗におけるヒアリングＷＳ時のポイントやヒントとなる考え方には、「顧客満

足度ＷＳ作業効率」、「サービスプロセスの変革」「BCP・危機管理・顧客満足」の有効的組み込みという

キーワードが紹介された。 
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（２）第２回ワークショップ 

実施月日：平成 23年 11 月 22 日（火） 場所：福山・倉敷 

 

①行程表 

 

 
11 月 22 日（火）

9:00 

集合 ＪＲ福山駅 南口    

 ↓ 30 分  

9:30～11：00 【店舗ヒアリング】① 御菓子処勉強堂川口暢適庵 TEL０８４－９７１－７７２５

（広島県福山市川口町４－１２－２２） 

備後で昭和 4年創業の格的和菓子専門店。カフェも併設さ

れ、ランチも提供しています。 

 ↓ 30 分  

11：30～12：45 ランチミーティング 【ニューキャッスルホテル 又来軒（中華）】 

昼食をとりながら、内籐先生とヒアリングについての感想

等を共有する場を設けます。 

12：45～14：00 ↓ 75 分  

14：00～16：00 【店舗ヒアリング】② 

 

ホテルナンカイ倉敷 

（岡山県倉敷市水島西千鳥町 1-25）ＴＥＬ086-446-0110 

「ご自宅にいるような“わがまま”が言えるホテル」とい

うキャッチフレーズのホテルです。内籐先生が大変サービ

スがよいと絶賛されたことから今回のヒアリングが実現し

ました。 

16：00～16：20 ↓ 20 分 

16：20 解散 ＪＲ倉敷駅 

 



13 
 

②実施結果 

第 2回目は、広範囲の移動のため、時間の都合上ランチミーティングでの意見交換を行った。 

【御菓子処勉強堂川口暢適庵ＷＳ風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ランチミーティング風景】       
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【ホテルナンカイ倉敷ＷＳ風景】 
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（３）第３回ワークショップ 

実施月日：平成 23年 12 月６日（火） 場所： 島根・鳥取 

  

①行程表 

10：00（松江駅） 

10：45（米子駅） 

集合 ＪＲ松江駅（南口）→ＪＲ米子駅（表口） 

 ↓   

11：00～12：00 【店舗ヒアリング】① 松田染物店（鳥取県米子市紺屋町 47） 

TEL（0859） 22－3358 ※米子市役所駐車 

300 年以上も続く老舗。江戸時代末期から藍染の紺

屋としてスタートし、明治初期より筒書きを開始。

大漁旗、風呂敷、のれんといったオーソドックス

な染めのほか、赤ちゃん誕生などの祝い旗、スポ

ーツ少年団の団旗、ランチョンマットなども手掛

ける。 

12：00～12：05 ↓ 徒歩 5 分  

12：05～13：00 昼食 さんぽう（鳥取県米子市角盤町 1-72 えるもーる

１番街ブランシュ通り）ＴＥＬ0859-22-5850 

13：00～13：50 ↓ ５０分 

14：00～15：00 【店舗ヒアリング】② 

 

ミッドナイトスギタニ（杉谷商店）（島根県松江市

和多見町 80）ＴＥＬ：0852-21-2789 

飲み屋が多い伊勢宮通りで深夜まで営業を続ける

商店。夜のコンビニとして、ここで酒とつまみを

買って、大橋川沿いで飲むスタイルを楽しむ人も

少なくない。伊勢宮界隈元気プロジェクトの事務

局も担当している。 

15：00～15：10 ↓ １０分 

15：10～16：30  80 分 内籐先生を囲んだＷＳ 島根県庁会議棟 

16：30～16：40 ↓ １０分 

16：40 解散 ＪＲ松江駅 
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②実施結果 

 ａ．松田染物店 

■本店所在地：鳥取県米子市紺屋町 47 

■代表者：松田 広海  

■事業内容：染物店 

 

強 み 

・古い伝統を有する 

・祝い旗とか、面白い取組み 

・手染めで、２つとない作品ができる 

・価格が安くて意外 

・奥は歴史的な風情がある 

改善・強化策（案） 

・伝統を生かした積極的な営業を行うことで、商店街活性化や仕事への誇りにつながるの

では。 

（店舗） 

・伝統を活かすべきなのでリフォームする必要はない。乾拭きの徹底で清潔感を出す。 

・１枚モノを作る際に、自社保存用にもう１枚作成し、壁に飾っておくと良いのでは。 

（営業） 

・京都では 100 種類もの手ぬぐいを作成している染物店があり、それらをタペストリーに

してオリジナル商品を２０００円程度で販売している。そうした商品開発も可能では。 

・実店舗をもっとクチコミされるように工夫すべき。訪問者や体験者がツイッターやフェ

ースブックでクチコミすれば、それがネット販売も押し上げる効果がある。 

内藤先生コメント 

・問題は客数よりも客単価である。客数を増やそうとすると作業量が増えて、結局収益は

上がらない。いいものを「いい」と評価してくれる価値観を持ったお客さんと、どう繋

がるかである。 

・かつては地域密着型だったお店が、時代の変遷を受けて、インターネット等を通じた大

商圏化しつつある。お客さんのニーズを関係作り・コミュニケーションによりしっかり

汲み取れば、個人的には楽勝だと思う。今日訪れた我々全員が「気軽に手が出せる価格

であり、（お祝い用などに）買いたい」と思ったはずである。顧客ニーズはあるはずで

ある。 

・伝統文化を継承していく社会的責任がある。昔ながらのものを守りながらでないと、新

しいものも企画できないだろう。 

・ネットと実店舗の関係で言えば、実店舗はお客さんからの信用を得る大事な手段。地元

の人々が使っているという事実が品質保証となる。 
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【松田染物店ＷＳ風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．ミッドナイトスギタニ 

■本店所在地 ：島根県松江市和多見町 80 

■店主：杉谷 篤志 

■事業内容：酒店 
 

強 み 

・計画販売ではなく衝動買いを誘発。 

 →突発的ニーズに対応できる店。 

・営業時間 

・経営者の親しみを感じるキャラクター。 

・界隈ではなくてはならない存在。 

・オープンな店頭。 

・不特定多数へのニーズ聞き取り。 

・問屋との良好な関係。 

・ターゲットの捉え方が素晴らしい（伊勢宮という繁華街との相補関係） 

改善・強化策（案） 

・夜の町の店らしく、いっそもっとあやしい雑貨を仕入れても面白いのでは。 

・レイアウトや陳列を工夫すれば、入る客も増えるのでは。 

内藤先生コメント 

・参加者と観点は同じだが、アドバイスすることはない。地方都市ではこれでよいのでは。 

・店の雰囲気が客を選ぶ。来ていない客を来させようとすれば、今まで来ていた客が逆に来なく

なることもある。 

・清掃についても、ホコリぐらい取ったほうがよいが、こぎれいに改装する必要はない。野暮っ

たくしていたほうが敷居も低くなる。 

・１物１価で、定価で売るのがよい。 

・ＰＯＳレジを入れてＣＲＭに取組み、ポイントを付与して･･･という経営コンサルタントが多

いが、需要予測するよりも、その労力を使って接客やお客さんへの提案を行ったほうがよっぽ

ど売上は述べる（インストアオペレーション）。主婦だって計画的に買いに来ているのではな

く、その場で今夜の夕食を決める。だから店側の提案に喜んで乗っかるものである。スギタニ

もＰＯＳレジなど導入する必要はなく、現場での対応を強化すればよい。 

 

【ミッドナイトスギタニＷＳ風景】 
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 ｃ．内藤先生コメント 

・今日の２店舗は、小さく始めて大きく育てる、といったタイプであろう。 

・財務諸表だけの判断では、表面的な理解をしてしまう恐れがある。経験的には、お客さんに支持され

ている店は売上が伸びている。現場のオペレーションと財務諸表の双方が大事と考える。今回は、「お

客さんに支持されているか」を純粋に見るものであるとして理解してはどうか。 

 

【島根県庁管理棟ＷＳ風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４回ワークショップ結果】 
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（４）第４回ワークショップ 

 月日：平成 24年１月 12日（木） 場所：福山 

 

①行程表 

10：00（福山駅） 集合 ＪＲ福山駅（南口） 

 ↓ １５分  

10：15～11：45 【店舗ヒアリング】① 古潭（こたん）ラーメン福山市東深津町三丁目２

０－１４ 

ＴＥＬ：084-928-1589 

11：45～12：00 ↓ １５分  

12：00～13：30 昼食 OSTERIA LA FONTE（オステリア ラ フォンテ） 

広島県福山市木之庄町 1-10-8 TEL 082-943-3700 

食事と内籐先生との歓談 

 

13：30～14：00 ↓ ３０分 

14：00～15：30 【店舗ヒアリング】② 

 

酒のマエダ（宮通り商店街）福山市元町７－６ 

ＴＥＬ：084-923-1719 

日本名門酒会加盟により全国より名酒、珍酒、限

定酒の地酒、焼酎を取揃えている。季節に合わせ

ての旬の酒、そしてラッピング演出ギフトを造る。

全国蔵元参加による日本酒の会、そしてワイン会

などの情報あり。 

15：30～15：40 ↓ １０分 

15：40～17：00  80 分 内籐先生を囲んだＷＳ  

（福山商工会議所にて） 

17：00～17：10 ↓ １０分 

17：10 解散 ＪＲ福山駅（南口） 
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②実施結果 

 ａ．らーめん古潭 

■本店所在地：広島県福山市東深津町 3 丁目 20-14 

■事業内容：ラーメン店 

 

強 み 

・こだわりギョウザやからあげなどは、個人店舗としては良い。 

・メニューの中にはまだ店の核となりそうなものもある。 

改善・強化策（案） 

・周りがチェーン店のラーメン屋なので、チェーン店ではない良さをアピールするとよい。 

・古潭（こたん）というネーミングについて、チェーンラーメン店の名前であるが、この店

はその名前とも関係が無いし、古潭(アイヌの集落という意味)とも関係ないので、もう少

しネーミングを考えたらよいのでは。 

・改善点をどれだけ実行に移せるかがカギ。 

・魅力の見せ方など、他店の成功店を真似るなどしてみてはどうか。 

内藤先生コメント 

・もともと駅前にあった店舗を住宅地に移転したことは、戦略的に全く意味が変わるので、

それを意識したオペレーションにする必要があった。 

・商品ラインナップの見直し。種類が多すぎるので、単品管理をしてトッピングでバラエテ

ィを出す工夫をする。また、人気のないものから少しずつメニューをカットしていく。 

・インパクトをなくし、薄味へのシフトをする。固定客が増えたら、新規客の開拓も考慮す

る。 

・今後改善が進み、客数が増えた場合のキッチンの対応を検討しておく。 

 

【らーめん古潭ＷＳ風景】 
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 ｂ．酒のマエダ 

■本店所在地 ：広島県福山市元町７－６ 

■店主：取締役前田 美都子 

■事業内容：酒店 
 

強 み 

・パワフルな社長さんであった。積極的に勉強もされている。 

・家の近くに欲しい店。生活が豊かになる店。 

・有効に乗るものと乗らないものの選択をされている。 

・品揃えに自信を持っておられる。女性客にも好まれる。 

・商売をするのに必要なものを持っている方だ。 

・目利き力は、40年の積み重ねであろう。失敗を繰り返しながら時間をかけての繰り返しだ。 

改善・強化策（案） 

・商品の並べ方に工夫が必要か。 

内藤先生コメント 

・小商圏での商売が大商圏にも通用したパターンである。 

・接客を通じて自分たちのいいものを売る。自ら需要を作っていくことで会社オペレーショ

ンの平準化を可能にしている。 

 

【酒のマエダＷＳ風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福山商工会議所ＷＳ風景】 
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３．ワークショップアンケート結果について 

 

平成 23 年 11 月１日に行った第 1 回ワークショップにおいて実施したアンケートでは、参加者総数 24 名

のうち、11名からのコメントがあり、特徴的意見を以下に抜粋して示す。 

 

機関名 コメント 

支援機関 サービス工学について、もっと多くの人が学ぶべきだと思ってま

すので、私も一助になればと思います。 

行政  私は商店街の支援担当をしていますが、これまで商店街全体が

どうなのかということばかりを考え、各個店の状況にそこまで目

を向けてなかったようにも思います。 商店街は、アーケードの

整備、カラー舗装などのハード面の整備を考えがちですが、そこ

には順序があり、「人通りが少ないからアーケードを整備すれば

何とかなるのでは」ではなく、「各個店が努力をした中、人通り

が増えてきたが、更に強みを出すために、アーケードを整備する」

といった考えが必要なんだろうなと思います。  

行政  既存の商工業者の方にいかに今後も継続していただくか、それ

に並行して移動販売車などの支援をどのように発展させていく

か、内藤先生のお話しにヒントがたくさんあったように思いま

す。 

金融機関 内藤さんの話は日頃の自分の疑問がすっきりしました。 

「普段この店はなんで儲からないんだろう？」と考えているよう

なところも少し目線を変えて内藤さんの話のように考えて見る

と、「確かにな！」と思うところもありました。 

 

【中国経済産業局会議室ＷＳ風景】 
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第 2 回目から第 4 回目のＷＳ参加者には全体を通じてのＷＳの感想をいただいた。 

Q1 

ＷＳに参加し

て一番役立っ

たことは何で

すか？ 

◇他の関係支援機関の方と一緒に参加することで、幅広い視点から店舗の長

所や課題の抽出に繋がった事は非常に役に立った。 

◇内藤さん、中小企業診断士の方などと一緒に企業を視察でき、お客さん目

線で店を見る目を持つことが出来たこと。儲かるようにするには何が必要

かということを改めて考える、いいきっかけになった。 

◇内藤先生のインタビューにおける視点を直に拝見することで、内藤先生の

手法についての理解が深まったこと。 

◇専門家のヒアリングを見ることができたこと。 

◇自分の視点とは違う視点を学べたこと。 

また、内藤先生の話は、これからの地域の生き残るために必要な考え方が

多く学べた。 

◇企業の強さの秘訣を探る質問方法や現場改善の視点などが体感できた。実

務においては経営に苦戦している企業と関わることがほとんどであり、成功

企業の内情を知る機会は圧倒的に少ないので、貴重な経験となった。また、

他の支援者と問題点を共有化する機会もあり、支援者としての視点が広がっ

たように感じる。 

Q2 

参加されたＷ

Ｓ店舗で印象

に残った店舗

は 何 処 で す

か？ 

◇松田染物店・・・染物屋と言えば古風で取り巻く経営環境は厳しいイメー

ジがあったが、最近は結婚式やメモリアル品として新たなニーズ（市場）

もあり、工夫ややり方次第で、古さをうまく活用した新たな展開が期待で

きると感じたため。 
 

◇ミッドナイトスギタニ・・・顧客のニーズに徹底的に合わせることで生き

残りをする戦略が効果的であることが驚きだった。 

◇ミッドナイトスギタニ・・・夜の繁華街にふさわしい佇まいだったように

感じます。発想の転換がうまく行った例と捉えた。 
 

◇御菓子処勉強堂川口暢適庵・・・社長さんが職人あがりでお店の内装、POP

といった部分から、1 人ひとりの従業員が自分の得意分野を持ち寄った店

づくりをしているというのが感じられた。 
 

◇酒のマエダ・・・多くの酒屋さんが時代に左右され淘汰される中、自分で

できることを考え、決断して商売をされていた。酒のマエダさんのような

企業がもっとあればその地域は活性化しそうな気がする。 
 

◇ホテルナンカイ倉敷・・・注力すべきサービスの選択と集中のすばらしさ

を感じ、「やるべきこと」「やらないこと」の割り切りが明快で、見習うべ

き点が大いにあった。また、支配人だけでなく、従業員まで浸透したおも

てなし精神に感激した。支配人の教育の成果と思われるが、その教育ノウ

ハウや仕組みをもっと知りたいと感じた。 

 

Q3 

また、それは何

故ですか？ 
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Q4 

自由意見 

 

◇多くの店舗を見るのも良いかもしれないが、一社に対してじっくりとヒア

リング等を実施するのも方法のひとつではないかと感じた。他の支援機関

と協働で実施する事は色々な意見が聞け良かった。 

◇適度な参加人数で、よかった。来年度も継続的にこういう機会があれば参

加したい。 

◇多様な支援者が集まるので、全体でディスカッションをする時間をもっと

設けられれば良いのではないか。また、事業の主旨には反するかもしれな

いが、成功企業だけでなく発展途上企業への訪問も有意義だっと思う。 

◇このＷＳのスタイルは面白くてよかった。内藤さんの視点が非常に勉強に

なった。いかに地域全体のレベル、考え方を押し上げるかが必要か。試し

に重点的に一つの地域で活性化事例ができれば面白いと思う。 

 

  


