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「一期一会」の心で 「一期百会」を！「 期 会」の心で  「 期百会」を！

～サービス競争時代を生き残るための切り札は「人」～ 

九州旅客鉄道株式会社 常務取締役  町  孝 
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五常の徳目の徹底・サービス改善の必要性



 著しいスピードで進む少子・高齢化 

九州の現状 九州は全国より速いスピードで人口減少、少子・高齢化社会へ 
将来人口予測（全国） 将来人口予測（全国：世代推移） 

△13％ △23％ 

将来人口予測（九州） 将来人口予測（九州：世代推移） 

△16％ △25％ 
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人口減少率[2010年→2035年] 
 全国 87％（△13％） 
 九州 84％（△16％） 

15～64歳人口減少率[2010年→2035年] 
 全国 77％（△23％） 
 九州 75％（△25％） 



 著しいスピードで進む少子・高齢化 

将来人口予測（九州）

九州は全国より速いスピードで人口減少、少子・高齢化社会へ 

将来人口予測（九州）

△16％ 1,314.6万人 
1,156.7万人 

1,105 2万人1,105.2万人

・20年後（2030年）には、△158万人（≒福岡市144万人） 

・25年後（2035年）には、△209万人（≒佐賀県85万人＋大分県119万人） 
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 著しいスピードで進む少子・高齢化 

将来人口予測（九州：世代推移）

九州は全国より速いスピードで人口減少、少子・高齢化社会へ 

将来人口予測（九州：世代推移）

△25％ 
817 0万人817.0万人

647.2万人 609.8万人 

・25年後（2035年）には、就労人口も△207万人 
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 人口減少、少子・高齢化の影響

【地域】 

少子高齢化 税収減

負の循環 

少子高齢化 
過疎化 

産業人口の減少 

税収減
行政支出増 

（福祉関係支出など） 

行政サービスの 
低下 

観光目的の 

観光産業 
（１次・２次・３次産業） 

の活性化 「住んでよし 
交流人口増 

（インバウンド含む） 

の活性化
税収増 

働く場の創出 
若年層流出に歯止め 

人口の安定

  訪れてよし」 
    の街へ！ 

人口の安定

観光産業の強化は、全ての産業の維持や定住人口の維持に
繋がり 魅力的な街づくりを実現する！
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繋がり、魅力的な街づくりを実現する！



 人口減少、少子・高齢化の影響

【ＪＲ九州】 

少子高齢化 鉄道利用減 輸送サ ビスの低下

負の循環 

少子高齢化 
過疎化 

産業人口の減少 

鉄道利用減
沿線人口減 

（＝関連事業収入減） 

 輸送サービスの低下
 駅を中心とした 
  サービス事業の衰退 

観光目的での 
鉄道利用の 
お客さま増

 輸送サービスの充実 観光目的の 
お客さま増

沿線人口の安定化 

 総合生活産業としての 
  ＪＲ九州のサービス向上 

交流人口増 
（インバウンド含む） 

観光産業の強化は、地域貢献や地域密着を目指すＪＲ九州
の体力維持にも繋がる！
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の体力維持にも繋がる！



 ＪＲ九州の観光列車への取り組み ～観光列車の紹介～

日経プラスワン（平成22年4月10日付） 

「初夏に乗りたい観光列車ベスト１０」に、４列車がランクイン！
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み ～観光列車の紹介～

ＪＲ九州の観光開発のスタンス 

自由選択競争時代 あ も お客さまから選ん ただけるよう ネ ト自由選択競争時代にあっても、お客さまから選んでいただけるよう、ネット
ワークを充実させ、磨き、地域と一体となった地域密着型の観光開発をお
こなっていく。 

ＪＲ九州の観光列車の考え方 

スピード・価格・頻度の３要素で他の輸送機関に劣る観光列車が移動手スピード・価格・頻度の３要素で他の輸送機関に劣る観光列車が移動手
段としてだけでなく「旅の目的の一つ」と認めていただけるように、沿線観
光地と同じコンセプト・素材でプロデュースする。 

車内販売は、「売れるもの」「売りやすいもの」ではなく、「お客さまが
望まれるもの」を“旅先へのプロローグ（エピローグ）”となるように車
内に配置内に配置。

客室乗務員による、車窓の景観案内や観光案内、記念撮影の補助
といった観光列車ならではの人的サービスを徹底し 「旅の魅力の
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といった観光列車ならではの人的サービスを徹底し、「旅の魅力の
一つ」とする。 



 ＪＲ九州の観光列車への取り組み ～人材づくりへの繋がり～

九州の観光地とＪＲ九州の観光列車の連携 

く

観光列車

観光地づくり

観光列車

人材づくり人材 くり

観光列車づくりが、観光地づくりと人材づくりへと繋がる 
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み  ～ケーススタディ①～ 

【ＳＬ人吉】 

手を振るレ ル運動（ 「手をフレ ル運動」）を 沿線市町村 観光事・ 手を振るレール運動（＝「手をフレール運動」）を、沿線市町村、観光事

  業者（球磨川下りなど）が実施 

・ 「さくら会」（人吉おかみの会）のおもてなし意識向上 

   （講義、サービス診断等） 

・ ＳＬ人吉車内限定駅弁「おごっつお弁当」の開発 

観光周遊バ 「じ ぐり と号 運行開始・ 観光周遊バス「じゅぐりっと号」の運行開始

・ 国鉄ＯＢのボランティアガイドの発足 

・ 客室乗務員の車内サービス （観光案内、フォトサービスなど） 
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み  ～ケーススタディ②～ 

【海幸山幸】 

飫肥 歴史 修景活動（電柱地中化 軒 延長）・ 飫肥の歴史、修景活動（電柱地中化、軒下延長）

・ 宮崎交通との連携で生まれた「にちなん号」、「海幸山幸観光きっぷ」 

・ 「食べ歩あるき・街あるきマップ」の整備 

・ ＳＬ人吉等を勉強して「手をフレール運動」を展開ＳＬ人吉等を勉強して「手をフレ ル運動」を展開

・ 飫肥駅電動自転車の整備 

・ 南郷駅周辺観光事業者の自主運営「南郷周回バス」の運行開始 

・ 客室乗務員による紙芝居（その他、観光案内等車内サービス） 
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み  ～ケーススタディ③～ 

【ゆふいんの森】 

ゆふ ん 代目若手経営者 取り組・ ゆふいんの二代目若手経営者の取り組み

   （自分の旅館よりも、地域としての取り組みを優先） 

料理研究会の取り組み・ 料理研究会の取り組み

・ 駅弁の開発 （ゆふいんの森弁当） 

・ 客室乗務員車内サービス（観光案内・フォトサービスなど） 

・ 思い出ノート （お客さまの書き込み 客室乗務員のおすすめ紹介）思い出ノ ト （お客さまの書き込み、客室乗務員のおすすめ紹介）
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み  ～ケーススタディ④～ 

【いさぶろう・しんぺい はやとの風】 

鉄道 観・ 歴史ある駅舎や鉄道技術を観光素材として紹介

   （嘉例川駅舎、スイッチバック・ループ線など） 

・ かれい川弁当 （はやとの風） 

  （「九州駅弁ランキング」で３年連続１位を獲得） 

・ 地元駅でのおもてなし（真幸駅、霧島温泉駅など） 

客室乗務員による観光案内・ 客室乗務員による観光案内
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み  ～ケーススタディ④～ 

九州駅弁ランキング 

列車旅の魅力の一つである「駅弁」を素材としてランキングを開催 

・ ＪＲ九州主催（これまでに６回開催） 

・ あらかじめ厳選した５０種類を対象 

・ 一般投票（ハガキ・インターネット）＋著名人による駅弁品評会により、般投票（ キ イ タ ネッ ） 著名人 よる駅弁品評会 より、

  ランキングを決定 

・ 各種媒体で駅弁ランキング実施や結果の紹介各種媒体で駅弁ランキング実施や結果の紹介

話題性を高め 
旅行を誘発 

駅弁会社のレベルアップ 
新商品の開発意欲の向上 
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 ＪＲ九州の観光列車への取り組み  ～サービスへの取り組み～ 

サービス課 人づくりの大切さ・・・ＪＲ九州の人づくりへの取り組み 

【客室乗務員の活動】【客室乗務員の活動】

・ 列車毎の委員会 

観光列車の要 常にブラ シ ア プを図る → 観光列車の要。常にブラッシュアップを図る

・ 外国語の勉強など自主活動 

  → 増えてきた外国人のお客さまへのサービス充実を目指して 
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 ＪＲ九州のサービスへの取り組み

お客さまの声・社員の声 

ご意見（クレーム）・ご要望・お褒め

お客さまからのご意見 社員からの意見 
電話・メール・はがき・ 

現場社員へのお申し立てなど
社内ネットでの報告 
日誌等での報告など

意見（ク ） 要望 お褒

サービス部で集約

現場社員へのお申し立てなど 日誌等での報告など

社内ネットで閲覧可能商 サ ビス部で集約

経営会議 
（１回／週）

社内ネットで閲覧可能

鉄道事業本部 部長会議 （１回／週）

商
品
・
施
策

各
関
係
主 （１回／週） 

サービス改善委員会 （１回／月）

鉄道事業本部 部長会議 （１回／週）策
に
反
映 

主
管
部 

サ ビス改善委員会 （１回／月）

２週間以内で方向性を決定 
・ご意見・ご要望 １２８２件（１１２％） 
平成２１年度 
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・お褒め      ８２６件（１２６％） 



 ＪＲ九州のサービスへの取り組み

サービス宣言 

社内各箇所で朝礼時などに唱和し 意識付けをお なう・ 社内各箇所で朝礼時などに唱和し、意識付けをおこなう。
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 ＪＲ九州のサービスへの取り組み

サービスランキング 

・ 年３回実施 

・ 社外の調査員（お客さま）が覆面調査・ 社外の調査員（お客さま）が覆面調査

・ 調査内容は「５Ｓ」 

   整理・整頓・清掃・清潔の４Ｓ ＋ 接遇 

・ 順位付けによる競争順位付けによる競争

・ 駅長会議で発表。ランキング順の席次 

・ 調査項目（駅）・・・４Ｓ、販売、改札、電話対応 

◎駅構内にゴミが落ちていないか ◎駅独自の装飾により、お客さまから親しみを高め
る 夫があるか ◎聞き取りやす ピ ド 電話応対 き るか など
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る工夫があるか ◎聞き取りやすいスピードで電話応対できているか      ・・・など



 ＪＲ九州のサービスへの取り組み

サービスランキング 

平成１５年度～平成２１年度 計２１回（３回／年） 

【得点の推移】 

最高点 100.0 100点 

最高点 69.3 

最低点 70.7

最低点 35.3 

最低点 70.7

平成１５年度
第１回

平成２１年度 
通算 第２１回
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第１回 通算 第２１回



 南九州観光調査開発委員会 ～他地域からの視点の大切さ～

南九州委員会 活動方針 

（１） ブランド化 

目指すのは、南九州観光のブランド化。エリアやアイテムを絞り込み、焦点
を当て、情報発信を行い、イメージの牽引役となるシンボルを創造する。を当て、情報発信を行い、イメ ジの牽引役となるシンボルを創造する。

（２） 行動 

課題克服のため、自ら行動する委員会。委員会の活動を通じ、行政や他の課題克服のため、自ら行動する委員会。委員会の活動を通じ、行政や他の
観光系の組織と連携を図りながら、委員会自ら提言に対するアクションをお
こす。 

（３） 継続 

観光は一日にして成らず。打ち上げ花火的な観光誘客ではなく、地元の熱
意を巻き込みながら 息の長い観光への取り組みや支援を行う意を巻き込みながら、息の長い観光への取り組みや支援を行う。

平成１５年８月の設立以降、年に約３回、これまで２１回の委員会
（現状視察＋会議・先進事例研究）を実施
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（現状視察＋会議 先進事例研究）を実施



 南九州観光調査開発委員会 ～他地域からの視点の大切さ～

活動内容① 

南九州格付けガイド（書籍）の発行 

[目的] 

① 南九州を全国に情報発信① 南九州を全国に情報発信
特に首都圏に対して、観光素材に恵まれた南九州をＰＲすることで、
良質なイメージ形成を図る。 

② 本当に良いものを提案

東京の出版社編集者やテレビ制作会社プロデューサー等を格付け
委員とし、本物の観光素材に絞り込み焦点を当てる。 

② 本当に良いものを提案

③ 南九州のレベルアップ 

施設やスポットの、どこが評価されているかを示すことで、南九州の
観光のレベルアップを図る

22 

観光のレベルアップを図る。



 サービス競争時代の中をどう生きるか

すべてのビジネスはサービス業＝「感動提供業」 

「お客さま」と言えているか？・ 「お客さま」と言えているか？

国 鉄 Ｊ Ｒ 

客 お客 お客さん お客さま 
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 サービス競争時代の中をどう生きるか

サービス診断表 

サ ビスに関する項目を自己評価・ サービスに関する項目を自己評価

  → サービスレベルの高い観光地ほど 

自己評価が厳しい？ 
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 サービス競争時代の中をどう生きるか

これまでの “５Ｓ” と新しい “５Ｓ” 

一昔前までの観光の “５Ｓ” 

Sightseeing （観光） Seiri （整理） 

観光の 新 “５Ｓ” 

Sightseeing 

Shopping 

（観光） 

（買物） 

Seiri 

Seiton 

（整理） 

（整頓） Shopping 

Sun 

（買物） 

（太陽） 

Seiton 

Seisou 

（整頓） 

（清掃） Sun 

Sea 

（太陽） 

（海） 

Seisou 

Seiketsu 

（清掃） 

（清潔） 

Sex 

（海）

（セックス） Setsugu 

（清潔）

（接遇） 
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 サービス競争時代の中をどう生きるか

接遇 ・・・ 五常の徳目の徹底 

優しさ、愛、思いやり仁 優しさ、愛、思いやり

人間として正しい行い、正義、恩義、義理

仁

義 人 義 義 義

礼節を重んじる、他人に対する思いやりを目に見え

義

礼
るかたちで表現する 

是非の心、考え学ぶ心、正邪の判断 

礼

智

信頼、信仰、信用 信
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 サービス競争時代の中をどう生きるか

これからの観光産業・地域が求める人材・施策とは 

五常を備えた人材の育成 

→ 多数存在することこそが地域の切り札となる 

サービス改善こそが最大の誘客施策サービス改善こそが最大の誘客施策

→ サービスを「地域の風土」へ 

心と体がリフレッシュできる九州・日本へ！ 
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度きり 出会 ではなく

お客さまの笑顔が広がるように。 

一度きりの出会いではなく、

「一期一会」のおもてなしの心で、

十回、百回と同じお客さまと出会えるように。 

期 会」 おもてなし 心で、

「一期一会」→「一期十会」→「一期百会」へ。 

そのために、今後も地域と一体となって、 

取り組んでまいります。 

ご清聴ありがとうございました
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ご清聴ありがとうございました。


