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認証機関インタビュー
一般社団法人

――まず初めにOSTiとはどのような団体でしょ
うか

社団名のOSTiとは、基本戦略構造である、
「Objective, Strategy, Tactics」と「Organic, 
Science, Technology」の意味を、末尾のiには、
持続可能社会構築に貢献する「innovation, 
incubation, institution」の意味を込めています。

ざっくり言うと、産学官金民が連携した事業をプ
ロデュースすることを目的とした社団法人で、地
域における価値創造や課題解決に必要なスペシャ
リストが所属しています。
パートナーの皆様と一緒に考え、一緒に解決し、
一緒に創る、「共創・共育・共生」を理念として
地域イノベーション・エコシステムの形成に貢献
していきたいと考えています。

――伴走型のコンサルテーションを提供されてい
るのですね。

そうです。シンクタンク(Think Tank)ではなく、
自ら行動するドゥタンク(Do Tank)です。例えば、
近年では農林水産技術会議の行う、「知」の集積
と活用の場の構築事業において、 セミナー・
ワークショップ・ポスターセッション等、場づく
りの支援を行いました。

研究開発プラットフォーム形成、コンソーシアム
形成に向けて、どのように事業をプロデュースす
るかの知見を提供しました。

――おもてなし規格認証の認証機関として参画さ
れたのはなぜでしょう

正直なところ、おもてなし規格認証を売り歩くよ
うな営業を行おうとは今も昔も考えていないんで
す（笑）僕たちが支えたい「本気で事業に取り組
む」経営者の方々と、僕たちがやりたい「本気の
事業プロデュース」に賛同してくださるパート
ナーさんと出会うため、そして出会った経営者や
パートナーの皆さんを仲間としてつないでいくた
めのツールとして、おもてなし規格認証は有効だ
と考えたんです。とくに地域社会で地に足を着け
て頑張っている方たちをつないでいけたらと考え
ています。いわばおもてなし規格認証は「地域に
愛される事業者としての証」として提供している
のです。
また認証は取得したら終わりではありません。認
証取得が皆さんのゴールではないのです。認証は
皆さんの事業成長のためのツールです。認証とい
うツールを使って何をするかという戦略を一緒に
作って、長期的な視野で事業成長を支援していき
たいと考えています。その時に重視しているのが
関係性です。一言でいうと「友達最強」です。

認定機関である（一社）サービスデザイン推進協議会はおもてなし規格認証制度全体の
運営や管理などを行っています。認定機関から認定されて活動する認証機関は、申請の
受付・審査及び改善指導等の認証業務を担当します。認証機関としての特徴は様々です。
日本各地で地方創生事業に携わる（一社）OSTiの渋谷理事にお話を伺いました。

友達と呼べるような信頼関係をおもてなし規格認
証の認証取得事業者同士でつくりネットワークに
なれば、そこにはあらなた事業機会が広がり、複
雑で困難な経営課題も容易に解決が可能になるか
らです。

――渋谷理事は認証支援事業者フィールドフロー
（株）の代表も務め、かせぐまちづくりを提唱さ
れています。

はい、実はこのことばで商標を登録しているんで
す（笑）
本当の地方創生とは、自立経済を地域ごとに作っ
ていくこと。つまり地域が助成金や補助金に頼ら
ず自分の力で成長できるようエンジンを作ってい
くことが大切です。技術が発展し、東京を介さな
くても地域が世界とつながることが今の社会では
可能です。

世界で勝負しようよ、ということを皆さんに提唱
したい。そうした時におもてなし規格認証の取得
はゴールでなく「筋道」となります。
事業者の皆さんがおもてなし規格認証が要求する
規格項目に自らの状況を照らす時、事業成長して
いく大きな物語の「自分たちは今このステージに
いるんだ」と認知することができる。

そのためのツールとしておもてなし規格認証は有
効だと考えています。

――自分のいるステージ、つまりは経営の成熟度
を把握することで、何をすべきかの打つ手を考え
られるということですね。

その通りです。実は今、事業成長マップというの
を作っています。経営者の皆さんは、事業成長を
どう描いたらいいか、自分たちがどこに向かう道
筋のどのステージにいるのかが実は把握されてい
らっしゃらないことが多い。どうして分からない
かというと地図が無いからなんです。だったら地
図を用意しようとなって、事業成長マップを作っ
たんです。

――どう活用するのでしょうか。

はじまりのステージ「黎明段階」は創業塾などで
何が必要かを考えればいい世界感。顧客も知人・
友人の域であることが多いでしょう。戦略的に規
模を追わないというお考えもあります。そうした
方々に我々が生産性向上を図っていきましょう、
事業成長を目指しましょうと申し上げるのはおこ
がましいと考えています。
本当に経営をやると踏み出せば「成長準備段階」。
ベンチャー企業です、中小企業です、と自己紹介
できるフェーズになってきます。顧客となる層も
一段階進んでコミュニティ、地域の方々となり、
知り合い以外のお客さまとも出会う機会が増える
でしょう。となった時に、自分たちはこういう者
であるという対外的説明が必要です。そうした時
に、有効なのが金認証だと考えています。

パートナーの皆さんと一緒に考え、一緒に解決し、
一緒に創る。地域のイノベーションに貢献したい。

――日本政府経済産業省での検討を経た民間規格
を用いて、第三者である認証機関の審査を受けた
証、ということですね。

そうです。一定の基準を満たしていると客観的に
言えることは、この規模の事業者さんにとって有
利でしょう。商店街を構成する事業者さん、飲食
店の皆さんはこの成長準備段階にいることが多い
のではないでしょうか。
この成長準備段階のまま、規模を拡大する事業者
さんがたまにいます。事業の方向性がたまたま
マーケットにはまったり、ドミナント戦略で複数
店舗を展開したり。ただ、そうやって会社として
の規模が大きくなることはあるかもしれませんが、
それと業務品質の向上が伴っているかは本質的に
は別のお話しなんです。

さらに一段階上の「成長段階」となると、事業が
ある程度安定してきている状態。体制が整い、更
なる事業成長を目指してアクセルを踏んでいける
状態です。いわゆる中堅企業、成長企業といわれ
るような存在の事業者さんで、紺認証に相応しい
ステージです。こうなると、お客さま側からの指

名相談も増えてくるでしょう。例えば、その地域
をけん引するような老舗の旅館や飲食店、製造小
売店が分かりやすい事例です。
「あちらとお付き合いしたい、利用したい」とお
客さまに思っていただけるような、その地域の顔
となるような事業者さんです。

1
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――紫認証を取得するには、まず認証機関の推薦
を受けることが必要です。ふさわしい事業者像と
はどのようなものでしょう？

紺認証のさらに上、紫認証となると、その事業分
野で卓越しているかがポイントになります。
ラグジュアリツーリズム、HACCAP、ハラル対応、
ビーガン対応など、観光関連産業の事業者さんが
社会から求めらることは数多くありますが、きら
りと光る高付加価値サービスを求めるお客さま、
要求度の高い顧客の期待に応えられるようサービ
ス品質を上げていくには相応の備えが必要です。

そうした時、それぞれの業種における認証制度等
をひとつひとつクリアしていくのも成長の足掛か
りとしては有効です。そのひとつがおもてなし規
格認証、最高位の紫認証であり、日本生産性本部
さんが実施されている日本サービス大賞だと思い
ます。また、その業界を代表するようなイノベー
ション事例や胸を張って語れるストーリーがある
かどうかや、そうした情報発信や業界をけん引す
る立場・役割を自認できるかどうかも、我々が事
業者さんを紫認証へと推薦する時の視点のひとつ
です。規格項目を満たしていることは大前提です。

――この事業成長マップのどこを目指したいのか、
目標セットが必要ですね。

そうです。ご相談をいただいた時、「今、事業成
長マップのどこにご自身がいて、どこを目指して
いらっしゃいますか？」と、経営者の方にお尋ね
します。例えば今は金認証レベルだけど、将来は
紫認証まで進みたいというお考えだとします。お
話をうかがって、業種業態ごとに必要な整備を行
い、有用な業種ごとの認証も取得していく。設定
された顧客像に対して必要なマーケティングを行
う。おもてなし規格認証の規格項目を使いながら
我々と対話することで、事業成長のためにやるべ
きことの順序が見えてきます。

繰り返しになってしまいますが、おもてなし規格
認証の取得がゴールではありません。皆さんが
我々の「本気の事業プロデュース」に賛同してく
ださり、事業成長を遂げていかれる過程において、
業務改善のツールとなるのが認証なのです。

――認証取得はどのような流れで行われるので
しょうか？

認証取得にあたっては私たちの場合、パートナー
経由でご依頼いただき、まず事業性を評価する事
業発達診断ツールでのチェックを行っていただい
ています。そして判定結果のサマリーシートを無
償でお渡し、本当に認証を受けるかどうかをご判
断いただいています。このツールはおもてなし規

東京の日本橋にあるデジタルビジネス・イノベーションセンター（DBIC）は日本を代表するメンバー
企業が集結して2016年5月に設立された、ビジネスにイノベーションを起こすためのプラットフォーム。
OSTi渋谷理事はDBICのディレクターも務め、イノベーターに求められるマインドセットを2日間で集
中的に創り上げる「イノベーターズ・マインド ブートキャンプ」をファシリテートしている。

格認証の規格項目も取り込みつつ250問くらい
あってちょっと大変なんですが、選択式の設問に
回答いただくことで、先ほど述べた事業成長マッ
プをもとに現在の事業発達の度合いを、事業品質、
成長可能性、市場関係性、イキイキ度の４つの視
点から診断できます。これによりどの段階にご自
身がいるか、金認証水準にあるのか、紺認証水準
にあるのかを判定することができるようになって
います。

その上で実際に審査となるわけですが、金認証で
も紺認証でも必ず経営者の方に同席いただいてい
ます。これはただ審査するだけでなく、事業発達
診断の結果も踏まえてどのようなアクションが必
要となるかを対話し、実践につなげるために経営
判断ができる方と直接お話する必要があるためで
す。また一緒に事業成長するためには、経営者の
方と直接対話をしておくことが最低限必要なこと
でもありますので。

――審査の準備体操のような意味合いでしょう
か？

そうですね。我々は第三者の認証機関として実態
確認のために現地訪問し審査を行いますが、その
手前の自己点検、準備体操として事業発達診断
ツールの判定結果を活用いただきけたらと考えて
います。そのため、金認証の場合は回答を推奨、

紺認証の場合は必ず回答していただくこととして
います。
有償にはなりますがより細かい分析を行うことも
できますし、実施回数やサンプル数を増やして組
織を横断するような活用へアレンジすることも可
能です。

事業成長を遂げていく過程において
業務改善のツールとなるのがおもてなし規格認証。

――これはほかの認証機関には無い、ユニークな
取り組みです。

結局のところ、経営者の資質と覚悟があるかどう
かで経営の状況は決まると考えています。
審査を適切に行うことはもとより、よりよい提案
をさせていただくためにも、経営者ご自身のお考
えを深くうかがうことを重視させていただいてい
ます。

現在我々の傘下には約60人のおもてなし規格認
証の審査員資格や現地調査員資格保有者が活動し
ていますが、その多くは各分野の専門家や実際に
事業をやっている経営者です。認証制度の知識は
当然のことながら、その事業者さんが属する業種
ごとに特徴的な専門知識を持つ者が審査に対応す
べきだと考えているためです。

そうすることで、事業者さんの立場に立って課題
を捉えることができますし、業種に応じたトレー
ニングプログラムやITツール、金融機関への連携、
助成金の支援、時には地域を盛り上げるイベント
の開発など、必要な支援メニューを、現地調査員
の後ろに控える我々のコンサルタントチームから
提案することも可能です。

――OSTiの顧客提供価値は「事業成長」という
ことですね。

それしかありません。他に挙げればイノベーショ
ンや業務品質の向上などありますが、事業成長こ
そが顧客に最も提供したい価値です、
晴れておもてなし規格認証を取得された後もパー
トナーさんの日々の業務は続きます。サービス業
務の品質が下がらないよう継続的なPDCAの実践
が必要です。不確実性を乗り越えて、皆さんは更
なる事業成長を遂げていかねばなりません。

我々の理念「共創・共育・共生」にあるように、
お互いを信頼しあえるパートナーとして長期的な
関係作りに賛同いただける場合には、提携するコ
ワーキングスペースを活用したパートナーさん同
士のビジネスマッチング、異業種異分野のネット
ワーキングにお声がけすることもありますし、
オープンイノベーションを推進しています。

また金融との連携にも力を入れています。結局の
ところ資金がなければ事業を動かすことはできな
くなります。そこで「価値を大切にする金融実践
者の会（JPBV）」などを通じて地域金融との連
携を図っています。
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他にもデジタルビジネス・イノベーションセン
ター（DBIC）を通じて社会課題解決に取り組ん
でいる大企業のイノベーションチームの方たちや、
農林水産省 「知」の集積と活用の場 セルフ・
フードプランニング プラットフォームを通じて
食や農業分野の研究者・生産者の方々、ネクス
ト・モビリティ・コミュニティを通じたモビリ
ティの関係者の方々などとも連携をしています。
地域デザイン学会にも関わり、学術分野との連携
も進めています。

――おもてなし規格認証の規格項目の内容は「規
範・戦略レベル」の項目があります。

経営者として組織の価値観の形成と浸透を行って
いるかをよく伺うことにしています。
地域や世界に対してどう貢献していこうと考えて
いらっしゃるか、SDGsのバッジを着用している
だけでなく、どのように行動されているかという
ことです。

――経営者がご自身のことばで語れるか、従業員
に浸透しているか。

自分が腹落ちしていなかったら他人に話せません
よね。先ほどの事業成長マップで自分たちは金認
証レベルにあると考え、さらに紺認証へ上がって
いきたいと考えている事業者さんはたくさんいる
んです。上位を目指すなら「取組」「仕組みづく
り」の成熟度を深めていくことが必要です。必要
な施策、投資について経営者の方には意思決定し
ていただきます。

――今後生産年齢人口の減少ペースが加速するこ
とが見込まれ、経済成長ペースの大幅な鈍化も予
想されています。

成長意欲、投資意欲がある事業者さんとパート
ナーシップを形成したいと考えています。これか
ら人口減少していく日本社会で、ビジネスにおい
ては残念ながら全員が生き残っていくことはでき
ません。進化が必要です。今必要なことは1社で
も多く、次の世代につながる事業者さんに成長い
ただくことです。
そうすることで成長した事業者さんが起点となっ
て、新たな価値の流れが生まれて、次第に多くの
事業者さんがこの時代を乗り越えていけると考え

ています。おもてなし規格認証の規格項目はその
ために活用しています。他の認証機関さんとは
ちょっとスタンスが違うかな（笑）

――特に注目されている業種はあるでしょうか。

業種というよりは、地方創生の視点において、各
地域で必ずやるべきと考えているのは高付加価値
を提供できる滞在型宿泊施設の支援です。1泊5
万円、10万円で運営されているような滞在型宿
泊施設がしっかりしていると、社会的影響力の強
い著名人や経営者などのインフルエンサーを地域
に呼び込みやすいんです。そして彼らの影響力に
より、フォロワーである多くの方々が地域に入っ
てくるようにできるのです。

例えば今年のオリパラのタイミングであれば、選
手や使節団の方々がこうしたインフルエンサーに
あたります。ただしこの時、従来型のサービスの
ままだと対応が十分にできないかもしれません。
長期滞在なので食事の工夫や滞在中の楽しみ方の
提案などにも工夫がいります。
それぞれの文化背景や、目的に合わせた相手目線
でのサービス設計が必要なんです。

――1日、2日なら良いかもしれませんが。外国
人の方にとっては快適ではないこともありそうで
す。

しっかりホストできることが重要です。そしてこ
の時に重視すべきなのは、地域のストーリーです。
文化や歴史ですね。
これをしっかり伝えられることに価値があります。
ある意味、“おもてなし文化”を地域でつくってい
くことが重要なのです。このため滞在型宿泊施設
以外にも大事な業態がいくつかあります。地域の
大型小売もその一つですね。
付加価値の高い小売です。平たく言うと百貨店で
す。

――百貨店ですか？

百貨店って外商が基本ですよね。個別化された高
付加価値を求める顧客に対して目利きした商品・
サービスを提供する。しかも彼らは商品・サービ
スそのものの良さのみならず、ストーリーを提供
することをずっとやっていらっしゃいます。また
地域を代表する商材を集めてお客さまにストー
リーと共に紹介できる環境を、地域の顔として
持っています。この価値を最大限に活用すること
は必須です。

――お客さまがほしいものをお客さまがほしいよ
うに提供する。お客さまに期待以上の高揚感、カ
スタマーサクセスを超えた、カスタマーデライト
を提供するのが百貨店です。

大型小売のほかにも注目しているのは「有力飲食
店」。これはチェーン店などの全国区で有名な店
舗ということではありません。地域に根差した文
化性と歴史性を兼ね備える老舗料亭やミシュラン
の星付き店舗がこれにあたります。

先ほど申し上げた滞在型宿泊施設や大型小売店を
訪れたお客さまに、紹介できるクオリティという
意味です。

――来たはいいけど、どこでお金を使ったらいい
のかわからないという外国人の声はよく聞かれま
す。

一泊10万円の宿泊施設のコンシェルジュが自信を
もって紹介できる飲食店が、選択肢としてその地
域にあるのかということです。例えば、焼き鳥屋
さんにしても価格は1万円からですが、ワイング
ラスで特別な日本酒とお料理のペアリングが楽し
めますだったり、野菜は地元の朝採れです。店の
設えはこの地域の工芸品ですということであれば、
お客さまの満足度は上がります。
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成長する事業者の皆さんが起点となって、
その地域に新たな価値を創り、育んでいく。

信州ITバレー構想の実現を目指すNICOLLAP（（一社）長野ITコレボレーションプラットフォーム ）に
はITを活用した新規事業に挑戦する事業者とその支援者が集まる。おもてなし規格認証の規格項目は彼
らの活動の羅針盤のひとつとして活用されている。写真は長野の歴史と文化の象徴である善光寺で開催
されたブートキャンプの様子。事業者、行政、金融など様々な業種から20名が集まった。

宮崎県の「スポーツ・ヘ
ルスケア産業分科会」は、
宮崎の地域資源を活かし
食×スポーツ×健康によ
る新産業創出を目指す地
方創生事業。
スポーツ関係者、管理栄
養士、生産者、飲食事業
者、ITベンダー、金融な
どの多様な分野の事業者
が集まり、事業化に向け
たトライアルが進められ
ている。おもてなし規格
認証は事業化にあたって、
金融機関とつないでいく
ためのツールとして活用
されている。
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――地域を訪れて、回遊されてからお帰りになる
まで、旅の物語が途切れないということですね。

その意味では「滞在型宿泊施設」、「大型小売」、
「有力飲食店」を、高付加価値商材を供給するこ
とで支える「地域産品メーカー」にも注目してい
ます。

――地域には魅力ある産品がたくさんあり、生産
現場で地域雇用を支えている側面もあります。

旅アトに、おいしいお酒、お肉、伝統工芸品など、
お客さまが気に入った商品のお取り寄せができる
ようにする。いわゆるロングテールでの販路を築
くことが、“おもてなし文化”をもとに実現できる
ビジネスのカタチだと考えています。
「滞在型宿泊施設」、「大型小売」、「有力飲食
店」でまず顧客接点をしっかりとつくり、その後
にECなどによって直接地域のストーリーを商品
として提供する「地域産品メーカー」のサスティ
ナブルな仕組みづくりが重要です。

――大量生産型経済では工場が価値を生みます。
他方でサービス利用では人が住み、訪れ、サービ
スが使われるところで付加価値が生まれます。勢
いのある1施設のみならず、地域のサプライ
チェーンで捉えるということですね。

「滞在型宿泊施設」、「大型小売」、「有力飲食
店」、「地域産品メーカー」の皆さんが頑張ると、
周囲の人たちがとても刺激を受け、活性化するん
です。よっしゃあとなって、一般の飲食店さん
だったり、交通事業者さん、商店街にも良い効果
が波及していきます。

――誰がお客さまなのか。きちんと顧客設定する
ことも大切です。

良いお客さまに対して、よい商品・サービスを各
事業者さんが紹介し合える。このこと自体が付加
価値が高いと考えています。そのためには地域の
サービスの全体像を捉えて、お客さまのニーズに
合わせた感動するようなサービス体験をデザイン
するとともに、その実現のために事業者さんを支
援できるような人材が必要だと考えています。い
わば地域のコンシェルジュ、「ローカル・コン
シェルジュ」です。

そしてこのローカル・コンシェルジュを中心に地
域内で事業者さん同士の相互信頼関係を築き、お
客さまを紹介し合えるようなおもてなしのネット
ワークを創りたいと考えています。さらには各地
域のローカル・コンシェルジュ同士をつなぐこと
で、地域間でもお客さまを紹介し合えるようにし

ていければと考えています。その手始めとして、
おもてなし規格認証、現地調査員の配置を全国へ
拡大しています。

――現地調査員は、ローカル・コンシェルジュと
しての役割も持つということなんですね。

もちろん審査行為とコンサルティング行為は別で
す。審査員や現地調査員が持ち帰った規格項目の
調査結果は認証機関としてしっかり判定を行いま
すが、その事業者さんの課題は現場に存在します。
誠実に向き合ったサポートが必要です。地域内、
地域間のパートナーをつないでいく時にはローカ
ル・コンシェルジュとしての伴走型の動きとなり
ます。認証取得した事業者さんの中でも、これか
ら地域内を盛り上げたい、地域間をつないでいき
たいと賛同してくださる方に、ローカル・コン
シェルジュの役割をお願いすることもあります。
その抜擢も含めてチャレンジです。

――志のある方が自発的に手を上げてくると。

私たちが全てを牛耳ろうと思っていないんです。
担い手は地域の皆さんであると考えています。基
本的に私たちがやっていることは公開しているし、
真似していいですよって言っていますし（笑）
結果、仲間が増えて、いろんな方法、得意なこと
で頑張る人が増える。そうやって地域が元気にな
ることの方が大切です。

これでやろうとしてるのが北九州市での「（一
社）まちはチームだ」や、長野県で行っている
「信州ITコラボレーションプラットフォーム
（NICOLLAP）」などの取り組みです。これらは
今年のオリパラのホストタウンのような取り組み
にもつながっていくと考えています。

――ホストタウンのようなとは？

地域で戦略機関をきちんと作りターゲットを明確
にして活動しましょう、ということです。DMO
をすでに置いていらっしゃるところもありますが、
まずこの戦略機関を地域内外の企業がスポンサー
ドし、地域の政策とも連動して、地域内の資源を
最大限活用して、実践的に動ける状態を創ること
が必要です。
そして相手国、オリパラでいえば当該地域がホス
トする国にターゲットを絞って、地域内の事業者
ネットワーク形成やサービス体験の設計、インフ
ルエンサー層の呼び込みを行っていくということ
です。

――インフルエンサー層のお客さまに対して何を
すべきでしょうか。

まず、繰り返しになりますが地域の文化や歴史な
どのストーリーを伝えることです。旨いものを食
べてツーリストスポットを巡るのでは彼らの期待
は越えられません。なぜこの町にこういうものが
あるのか、こういうことが起きたのか、ネガティ
ブもポジティブも地域の歴史や文化に基づいた固
有のストーリーを彼らに伝えることが大切です。
伝えること自体が高付加価値なのです。

次に、インフルエンサー層のお客さまと人として
の信頼関係を構築することが大切です。最低限
ローカル・コンシェルジュがつながることは必須
ですし、できれば地域の経営者やユニークな取り
組みをされている方たちも。結局のところ一番の
リピーター獲得策は、“友達になること”だったり
しますから。

そして最後は、産業価値をしっかり伝えること。
グローバルの目線で見た時に、地域が持っている
産業面でのユニークさを伝えることができれば、
ビジネスに発展する可能性が十分にあるからです。
なぜならインフルエンサー層の多くは経営者など、
ビジネスに関わる方たちですからね。

――貨幣基準から信頼経済へ。信用に基づく購買
の判断材料を提供するということですね。

そうです。そしてインフルエンサー層に影響され
て次に地域をミドル層が訪れるようになり、事業
機会が地域全体に広がります。そうなれば地域金
融に対する資金需要も増え、資金が入れば事業者
さんはITや人財などに投資して環境を整えます。
これにより観光客を相手にするB2C以外の領域に
も事業機会を提供することになります。そして実
際に収益化することができれば地域の経済は活性
化し、税収も上がってきます。上がった税収は福
祉や教育に行政を通じて回すことになり、例えば
雇用という形での地域社会への参画を促し、所得
向上にもつながっていきます。そしてそれはさら
に新たな事業機会を築いていくことになり、地域
の自立した循環経済につながっていきます。

つまるところ、観光は地域産業の起点だと考えて
います。地域に来ていただいたお客さまの消費を
促すのもいいですが、それ以上にインフルエン
サー層との人間的信頼関係を創り出し、地域産業
の発展につなげていくことが重要なのです。ゆえ
に地方創生で観光が重視されているのですよね。
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北九州市の小倉にある「コワーキングスペース秘密基地」はおもてなし規格認証のトラベラー・フレン
ドリー金認証を取得している。地域の人々をつなぐワークショップやイベントを開催。ここで出会った
有志で設立した「（一社）まちはチームだ」は、北九州まちづくりマネジメントチーム共同事業体に参
画中。小倉城の指定管理者として、地域観光の磨き上げを行っている。

地域のサービス全体像を捉えて、お客さまのニーズに
合わせた感動サービスの「体験」をデザインする。

地域を盛り上げる時、地域の人たちこそが担い手に。
仲間が増え、得意なことで頑張る人が増えればいい。



一般社団法人サービスデザイン推進協議会：認証機関インタビュー（2020年1月）

――循環経済は、経済成長と環境・社会課題解決
を同時に実現する成長戦略です。循環経済型モデ
ルに移行することによって、競争力を強化すると
いう考え方ですね。

おもてなし規格認証はこうした我々の活動の入口
となる品質を担保することにあります。
地域有志が集うチームの皆さんに、ぜひこのイン
タビューが記事化されたら読んでいただきたいで
すね。

――認証支援事業者のフィールド・フローは、本
制度の支援サービスを提供しています。

はい、「フィールド・フロー 事業成長促進プロ
グラム」は、おもてなし規格認証の公式な支援
サービスとして認定を受けています。このプログ
ラムの導入・実践により、結果として規格項目の
充足、達成深度が深まります。

事業成長支援アドバイザリー・ボード、イノベー
ター・コミュニティ＆ネットワーキングなど提供
メニューは各種含まれていますが、我々は認証取
得よりも、その後の方が大事だと考えています。
そのためこのプログラムは継続性があり、サブス
クリプション型で提供しています。こうしたサ
ポート、トレーニングプログラムを通じて、経営
者の皆さんの視界を広げ、視座を上げる。他方で

経営者がどんなに素晴らしいビジョンを描いても、
現場がついてこれなかったらその組織は死んでし
まいます。足場固めと業務品質管理が必要です。
何どこまでできているかを確認するのにおもてな
し規格認証の規格項目を活用するのが有効です。
おもてなし規格認証の金認証を取得したら、売上
が上がるのかとかそういう話じゃないんですよ。

――自己変革のツールということでしょうか。

おもてなし規格認証を取得すると収益が上がるの
か、業務コストが下がるのかと質問してくる方に
は「あなたでは収益は上がりませんし、業務コス
トは下がりません」と答えています。嫌われちゃ
うかな（笑）そもそもそんな魔法の杖みたいなも
のは存在しません。ITでも同じようなことがよく
ありますが。結局はどう使うか、という事業者さ
んとしての戦略が重要ですし、その実践が重要な
のです。

――パートナーさんとの「共創・共育・共生」の
好事例はありますか？

（株）ビルドアートさんはわかりやすい事例かも
しれません。神奈川県相模原市に所在し、神奈川
県全域で注文住宅やアパートを設計・施工されて
います。トラベラー・フレンドリー金認証を取得
しつつ、「フィールド・フロー 事業成長促進プ

トラベラー・フレンドリー金認証を取得した神奈川県相模原市にある（株）ビルドアートの代表を務め
る久米氏は「ホストタウンサミットin昇龍道」のパネルディスカッションに登壇。OSTi渋谷理事はその
ファシリテーターを務め、経営者が社会における自社の存在意義を理解し社会価値基準で必要な施策を
実践することの重要性を語った。（右奥三名席、左：OSTi渋谷理事、右：ビルドアート 久米社長）

ログラム」を導入しています。
昨年末、2019年12月17日に、愛知県、名古屋市、
東京海上日動火災保険（株）の主催により名古屋
市で開催された「ホストタウンサミットin昇龍
道」に参加され、パネルディスカッション「ホス
トタウンをとおしたチャレンジ～地方創生・
SDGsへの取組み～」に地域経済において活躍し
ている企業としてビルドアートの代表、久米氏が
登壇されました。

彼らは屋内の人工光でレタスなどの野菜を栽培す
る「WORLD FARM相模原工場」の設計から運営
までを行っています。
本業での技術を活かしながら、地域の食文化を環
境配慮型で事業化していることを発表していただ
きました。実はそのパネルディスカッションの
ファシリテーターを私が務めました。

――目の前のことだけでなく、2020年以降どう
地域にレガシーを残していくかへのチャレンジで
すね。

地域の様々な企業や市民を巻き込むことで、様々
な芽が出て地域活性化につながります。もう一つ
の分かりやすい事例は、トラベラー・フレンド
リー金認証を取得している、福岡県北九州市のコ
ワーキングスペース秘密基地です。ここに集う仲
間が切磋琢磨し「（一社）まちはチームだ」を立
ち上げました。北九州まちづくりマネジメント
チーム共同事業体に参画し、北九州市小倉城と小
倉城庭園の指定管理者として活動しています。歴
史的な展示や体験施設、祭りや諸行事の魅力の磨
き上げを行っています。

――成長を実感しているパートナーさんが出てき
ている。

その通りです。北九州の勝山タクシーは、独自の
キャッシュレスペイメントシステムや予約管理シ
ステムを開発して、NHKをはじめ様々なメディ
アに取り上げられ、タクシー会社としてはイノ
ベーティブな存在です。社長の廣石氏は地域貢献
にも志があり、OSTi傘下の現地調査員としても
参画していただくことになりました。

――おもてなし規格認証は地域を盛り上げる、
「仲間のしるし」ということですね。

はい、我々はおもてなし規格認証を通じて、共に
新たなビジネス創出を目指すパートナーを求めて
います。
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北九州にある「勝山自動車（株） 勝山タクシー」は、2017年の初取得以降も金認証を毎年維持し続け
ている。これまでの制度理解と規格項目を活用したPDCAの実施、業務改善の経験を活かして、金認証
の現地調査員資格を同社社長が取得。OSTiの現地調査員として活動していくことで、自社だけでなく
「地域全体の活性化」を目指している。（左：OSTi 渋谷理事、右：勝山自動車 廣石社長）

聞き手：（一社）サービスデザイン推進協議会 半藤

問い合わせ先
一般社団法人OSTi
担当：疋田映子
電話番号：092-983-8040
mail omotenashi@osti.jp
HP     http://osti.jp/

成長に向けておもてなし規格認証をどう使うか。
それぞれの事業者さんとしての戦略・実践が重要。

mailto:omotenashi@osti.jp
http://osti.jp/
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