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株式会社 成岡マネジメントオフィス

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

京都の観光産業のこれから
京都市には年間5,000万人を超える観光客が訪れる。ここ数年、
外国人観光客も急増しており、宿泊客数は過去最高の180万人超え
となった。有力な旅行雑誌の読者投票で２年連続の人気都市第一位
を獲得、世界的な観光都市として評価されている。その京都ゆえの
今後の課題は何か。いろいろなところで発信されている情報から、
主要な課題を拾った。

生の取り組みとして、数年前から町家を
宿泊施設として一棟貸しする施策も進め
ている。これは、旅館業法のもとで実施
されており、民泊とは別次元。一棟貸し
が増えるにつれて、京都らしい体験を求
める外国人宿泊者も増えてきたが、管理
者不在、近隣住民とのトラブルなど民泊
と似たような問題も出てきている。

■ 専門ガイドの育成

京都には、伝統産業をはじめとして数々のコンテンツがあるが、

■ 宿泊しておカネを落としてもらう
仕組みを作る

京都市では数年前に初めて外国人宿泊者数の目標を設定した。年

間300万人を目指すと定めたが、訪問者数ではなく宿泊者数とした
ところにこだわりがある。「あくまで宿泊して京都市にお金を落と
してもらうため」の目標だ。実のところ、京都市には法人税が課税

稼げる商品として提供できていないという。この課題に向けて取り
組んでいるのが構造改革特区を活用した京都市認定通訳ガイドの育
成だ。国の通訳案内士制度とは別に、京都の地域性に根ざしたガイ
ドをコンテンツの商品化と連動させるとともに、旅行者の満足度
アップにつなげていく。
この認定制度の特長は、専門ガイドの育成にある。今後毎年募集
していく予定で、その背景には、

されない宗教法人や学校法人が多く、税収の面で長年の課題がある。

専門的なガイドによって、京都

一時「古都税」という税金の構想が持ち上がったこともある。京都

の伝統文化の本質的な価値を理

の神社仏閣は一級の観光素材として多くの観光客を受け入れている

解してもらうとともに、日本人

が、年間5000万人もの観光客が訪れるにもかかわらず、観光でお

旅行者と同様にその価値の購入

金が落ちる仕組みは弱いのが実情だ。

■ ラグジュアリーホテルの誘致

京都市が観光で稼ぐために解決しなければならない最優先課題が

「宿泊施設不足」
。特に春秋の観光シーズンは市内のどのホテルも満
員に近い。なかなか予約が取れないという苦情も多い。京都市は特
に上質な観光客を呼び込むためにラ

えがある。

■ 外国人対応タクシー
外国人旅行者の満足度を上げる施

策のひとつとして、訪日外国人向け
タクシー）の実証実験を始めた。語

入れており、ホテルの単価を上げ

学力などで認定を受けた運転手およ

て、利益をもっと出せるようにす

び車両が、京都駅の専用乗り場で

るためだけではなく、国際会議の

●外国人用タクシー

外国人旅行者を迎える取り組みで、現在のところ認定を受けたのは

誘致でも重要なポイントになると
会議を誘致するコンテンツは多い

にもつなげていきたいという考
●専門ガイド

タクシー（フォーリンフレンドリー

グジュアリーホテルの誘致に力を

考えている。京都市には国際的な

●宿泊用町家

87名、車両は69台。今後もこの取り組みを拡大していく。
●建設予定の超高級ホテル

ものの、それを受け入れられるレベルのホテルが少ないことから、

■ 地域観光のカギは DMO

京都市では文化財の公開を主業務とする京都市観光協会を中心と

MICE（注※ MICE：企業等の会議（Meeting）
、企業等の行う報奨・

した DMO づくりの検討を始めている。（注※ DMO：地域の「稼ぐ

研修旅行（インセンティブ旅行）
（Incentive Travel）
、国際機関・団

力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経

体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベ

営」の視点に立った観光地域

ント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流

づくりの舵取り役として、多

が見込まれるビジネスイベントなどの総称）が伸び悩んでいる。

様な関係者と協同しながら、

■ 民泊は地域性考慮して対応

明確なコンセプトに基づいた

宿泊施設不足のひとつの解決策として期待されている民泊につい

ては、慎重な姿勢だ。京都市では民泊の実態調査を実施し、問題点
を抽出した。民泊自体を否定はしないが、地域によって違いはある。
地域性を考えなければいけないとしたうえで、国が新しいルールが
定めても、条例で上乗せ規制をとの見解だ。また、京都市は町家再

観光地域づくりを実現するた
めの戦略を策定するとともに、
戦略を着実に実施するための
調整機能を備えた法人）

●日本版 DMO

※京都市広報 web 資料などから筆者改編
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グ戦略の提供を実現しています。「ホンネ会議」はすでに様々な企
業に利用されています。不動産から家電メーカー、IT 企業までその

注目の現役大学生企業

ユニサーチ

〜学生視点だから提供できるホンネの調査と提案〜

分野は幅広く、SHARP 株式会社の案件はメディアにも取り上げら
れ、注目を集めました。

「ホンネ」を活かしたイベント・採用支援事業

ユニサーチではさらに、２つ目の事業「ホンネ会議 Recruiting」

そして、３つ目の「イベント事業」にも力を入れています。
「ホンネ
会議 Recruiting」では、事前にすり合わせを行い、各企業が真に求

株式会社ユニサーチは2016年１月に創業したマーケティングを

める学生にアプローチし、ホームページの意見調査や説明会などの

主たる業務とする企業です。最大の特徴は、経営陣をはじめ16名の

行動調査、さらには人事社員の印象調査やインターンシップへの潜

構成員全員が現役の大学生から成る学生が運営する企業であること

入調査まで実施しています。企業の求める人材に合わせて適切なペ

です。大阪大学・神戸大学・立命館大学など関西全域の10以上の大

ルソナを設定し、真にマッチする学生自身が企業の採用構造を「ホ

学から集結した学生が、グランフロント大阪のオフィスで活動して

ンネ」で語る同事業もすでに大手飲食チェーンなどに導入されてい

います。ユニサーチ設立の背景は、代表者自身が感じた学生と企業

ます。また、「イベント事業」においても、調査のノウハウを生か

や社会との「ミゾ」にあります。今

し、満足度の高い出会いの場を提供しています。学生向けイベント

の日本において、学生は就職活動を

への不満の声は約７割にも上る中、ユニサーチでは平均95％を超え

迎えるまで企業とかかわる機会はほ

る満足度のイベントを実現しています。学生の学生による学生のた

ぼ皆無に等しいのが現実です。社会

めのイベントは、阪急電鉄株式会社や月桂冠株式会社などの企業と

に出る直前になって、初めて「自分

の開催も実現し、メディアからも注目を受けています。特に、月桂

を売り込む先」として企業を知り、

冠株式会社との「日本酒

就職活動を媒介にした希薄なコミュ

×新成人×調理実習」を

ニケーションでしか企業に触れる機

テーマにしたイベントで

会がありません。そんな企業と学生

は、
「若者の日本酒離れ」

●代表取締役南原一輝氏

の希薄な関係性に課題を感じ設立しました。そして活動を続ける中

を300名以上のアンケー

で、その課題感は企業側も感じているということに気づきました。

トとインタビューをもと

若い世代へのアプローチを検討していないわけではなく、もちろん

に原因を探り、企画運営

採用の場においても最高の環境を作ろうとしていますが、両者の隔

したことで好評を博し、

たりの原因は今の学生が何を考え、何を求めているのかを掴めてい

●イベント開催時の様子

ないこと、そしてそもそも学生にアプローチする手段を有していな
いことにありました。

ユニサーチの主力事業「ホンネ会議」

３社以上のテレビ出演も
果たしました。

２万PVを誇る学生向けメディア「AUSIL」
また、ユニサーチでは４つ目の事業としてオウンドメディアの運

ユニサーチでは「学生

営も行っております。その名も「AUSIL」。スマートフォンの出現

と企業の架け橋に」を理

によって、常に手元で誰かと情報交換ができるようになった今だか

念に掲げ、学生ならでは

らこそ、「会う、知る」をテーマに学生に向け情報発信を行ってい

の強みを活かした４つの

るメディアです。学生が様々

事業を展開しております。

な人に出会えるイベントを集

１つ目が「ホンネ会議」
。

約し、学生と企業の出会いを

最も難しいとされる学生

テーマにしたコラボ記事の配

市場の調査を独自の手法

信を行っています。「AUSIL」

で低コスト高品質で提供
しています。大学生は、

●ホンネ会議の様子

は月間20000を超える PV 数
を獲得、すでに RHOTO 製薬

下宿を始めたり、初めて化粧をしたりお酒を飲んだりと、自分の意

株式会社やフルタ製菓株式会

思で購買を始める「ポイントオブエントリー」に当たり、この時期

社といった名だたる企業との

の消費行動はその後の消費傾向に大きな影響を与えると言われてい

コラボも実現しています。

ます。ユニサーチが行う「ホンネ会議」は、
「最高最速」のリクルー

学生と企業の架け橋に

ティングと、大学生だからこそ聞き出せる「心の声」が特徴です。
３万人以上の大学生モニターを持ち、「学生コミュニティー」を駆
使したリクルーティングは、「ホンネ会議」のクオリティを格段に
引き上げます。また、ファシリテーターから、分析、提案まですべ
て現役の大学生が行っていることも強みです。同じ大学生同士だか
らこそ作り出せる関係性こそが、「心の声」を聞きだし、学生自身
が分析まで行うことで、これからの世代の心に刺さるマーケティン

●ユニサーチ４つの事業

学生のホンネと圧倒的なネットワークを活かした独自のマーケ

ティングを駆使し、「学生と企業の架け橋に」という理念のもと歩
み続けている学生企業ユニサーチ。若者離れに悩んでいる、若者の
本音が分からない、若者世代にアプローチをしたい、とお考えの方
は是非ご検討ください。


※この原稿はメンバーの安藤香織が担当しました
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京都国際マンガミュージアム

京都国際マンガミュージアムは、京都市と京都精華大学の共同
事業で、いまや世界から注目されているマンガの収集・保管・展
示およびマンガ文化に関する博物館的機能と図書館的機能を併せ
持った新しい文化施設。保存されるマンガ資料は、明治の雑誌や
戦後の貸本などの貴重な歴史資料や現在の人気作品、海外のもの
まで約30万点。建物は、元龍池小学校の昭和４年建造の校舎を
活用し、当時の佇まいや風情を残したもの。それは長年地域のシ

烏丸通りに面する門扉

ンボルであった小学校の役割を引き継ぐという表明でもある。本

広い中庭

ミュージアムの開設のコンセプトは、公民協働（PPP ＝ PublicPrivate Partnership）の考えに基づいている。計画を市と大学で
策定し、市が土地・建物を提供、市と大学で組織される運営委員
会の下、大学がミュージアムを管理・運営し、研究成果やノウハ
ウを提供するという新しい試みだ。
エントランス

蔵書

※施設データ
開 館 時 間：午前10時〜午後６時
休
館
日：毎週水曜日（休祝日の場合は翌日）、年末年始、メンテナン
ス期間
利 用 料 金：大人800円／中高生300円／小学生100円／団体20名以上
20％割引
交通アクセス：地下鉄烏丸御池下車徒歩１分
住
所：〒604-0846京都市中京区烏丸通御池上ル（元龍池小学校）
Ｔ
Ｅ
Ｌ：075-254-7414（代）／FAX：075-254-7424
ホームページ：http://www.kyotomm.jp/
京都マンガミュージアム全景

ベンチャーキャピタリスト から

起業家

その４

への アドバイス

経営理念と経営

木村美都

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ 上場 コード 8462）

要でしょう。
うまく経営ができているときとは、会社をうまくコントロール

経営（マネジメント）とは企業活動を制御（コントロール）す

（制御）できているときなのです。制御できなくなると停止した

ることです。黒字でも赤字でも自分がそうしようと思って作った

り、暴走したり、振動したりし、甚だしい場合は壊れてしまいま

ものと、何とも致し方なくできたものは全然意味が違います。制

す。ちょうどスキーで、自分の思い通りのシュプールが描けてい

御とはその対象を自分の意のままにすること、目的の状態にする

る時はコントロールが効いており、アイスバーンで流されたりや

ことです。制御するためには、まず目標が必要です。そしてアク

グサグサの雪でうまく滑れなくなった時、コントロールができな

セルとブレーキ、あるいはハンドルが必要です。企業経営におい

くなることを思い浮かべてください。会社を思い通りに自由自在

て目標の状態は事業計画の達成です。経営をシステム制御理論的

に動かせている時、本当に楽しいものです。一方、かつて思い通

に考えるととてもわかりやすく、目標を実行するためのモデルが

りに動かせていた会社が動かせなくなった時、自分が環境変化に

あり、PDCA のようなフィードバック・ループがあり、目標管理

追いつけていないのか、自分が衰えたのか、ひょっとしたら退き

のためのフィード・フォワード・ループがあります。また、外部

時かもしれません。

からのノイズ、外乱に対してはフィルターをうまく使うことも必
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8 月度・9 月度勉強会のご案内
NMO 勉強会 京都例会

6回
第17

［いずれも参加費1,000円］

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

日 時：08月11日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
				 ※当日は新しい祭日の「山の日」ですが例会を開催します
会 場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム

7回
第17

				 http://www.citylabo-ino.com/
				 （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下
車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

7回
第13

時：09月08日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム

				 http://www.citylabo-ino.com/
				 （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下
車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講

師：大塚 尚武氏（株式会社ミュー
				 http://www.mu-frontier.com

講 師：成岡 秀夫
				 （株式会社成岡マネジメントオフィス 代表取締役）
テーマ：新しい評価手法「ローカルベンチマーク」
				 〜金融機関と企業との新しい対話の基準〜

NMO 勉強会 大阪例会

日
会

テーマ：自走式カプセル型内視鏡の開発ドラマ
				 〜自らが動く新しい内視鏡によるイノベーション〜

http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

日 時：08月23日（火）19：00〜21：00…第４火曜日です
				 ※通常の例会は08/16（火）になりますがお盆休みのため
第４火曜日に変更します

会 場：大阪産業創造館６階 D 室
				 （地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講 師：成岡 秀夫
				 （株式会社成岡マネジメントオフィス 代表取締役）
テーマ：新しい評価手法「ローカルベンチマーク」
				 〜金融機関と企業との新しい対話の基準〜

時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
セミナールームにて

形式

成岡からの講義形式／毎回自由参加

費用

毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）


定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

8回
第13

日 時：09月21日（水）19：00〜21：00…第３水曜日です
				 ※通常の例会は第３火曜日ですが、当月は主催者の成岡の都合
により09/21（水）の第３水曜日に変更します

会 場：大阪産業創造館６階 D 室
				 （地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講 師：大塚 尚武氏（株式会社ミュー 代表取締役）



				 http://www.mu-frontier.com





今月の
あなたの会社が理不尽な理由
推薦図書
某雑誌の書評に掲載されていて、書名に惹かれてすぐに購入した。
「理
不尽」というのは中小企業では日常茶飯事にあるできごとで、これを我
慢できないととても中小企業では勤まらない。社長の理不尽もあるが、
会社のきまりそのものが理不尽だという場合が多い。著者は慶応のビジ
ネススクールでも著名な方だが、いろいろな企業の理不尽なケースを非
常にうまい表現で検証している。経営学者の読み方という副題がついて
いるが、一般の企業で働いている方にも、格好の勉強というより共感を
与える書籍だ。少々ページ数が多いが、読み物的にも非常に面白い。息
抜きにご一読をお勧めする。
目

スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

20-1

10月16日

日曜日

決算書・試算表を理解する
〜貸借対照表〜

20-2

11月13日

日曜日

決算書・試算表を理解する
〜損益計算書〜

20-3

12月18日

日曜日

決算書・試算表を分析する
〜キャッシュフロー計算書〜

20-4

01月22日

日曜日

設備投資と資金繰りの基本
〜投資判断基準と現実の資金繰り〜

20-5

02月19日

日曜日

管理会計と財務会計の違いと活用
〜収益管理の方法〜

20-6

03月12日

日曜日

経営計画を作成する
〜中期計画を作成する際のポイント〜



テーマ：自走式カプセル型内視鏡の開発ドラマ
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成岡秀夫経営塾 第20期（2016年度後期）
マネジメント基本講座シリーズ

編集
後記

代表取締役）

題

書

名：あなたの会社が理不尽な
理由
発 行：日経 BP 社
著 者：清水 勝彦
発行日：2016年05月24日発行
定 価：1,800円＋税
ページ数：468ページ
版 型：A５版

次

第１部：書籍編
第１章：なぜわが社は「何億円もの失敗」より「タク
シー代」にうるさいのか？
第２章：攻撃は最大の防御
第３章：
「満足度調査で５点満点中4.5点」ではイマイ
チな理由
第４章：人材教育における「教」と「育」の本質的違
い
第５章：部下を「指導」してつぶしていないか？
第６章：40年前に語られた日本のグローバル化の課題
第７章：リーダーシップは自分の中にしかいない
第８章：「自分で気づく」から自分を変えられる
第２部：論文編
第１章：あなたの会社が理不尽な理由
第２章：
「正しい」からではなく「interesting」だから
心に残る
第３章：「戦略バカ」で日本に負けた欧米企業
第４章：「ワクワクするビジョン」のパラドックス
第５章：意思決定のスピードを決める意外な要因
第６章以下略

例年真夏のイベント高校野球の京都府予選が始まり、高校球児の選手たちが一発勝負の真剣勝負に挑んでいる。夏の大会は地方大会か
ら全部が勝ち抜きのトーナメントで、何が起こるかわからない。強いチームも運がないと勝ち抜けない。エラーありラッキーありハプ
ニングありの、はらはらドキドキのドラマが展開される。真剣勝負で後がない戦いだからこその迫力がある。これくらい真剣にやるか
らこそ、見ている者の感動を誘う。（な）
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