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「講演録集 No.２１」発行にあたって 

 

自治体職員は、常に時代の流れや新たな行政ニーズに対応し、柔軟かつ的確

に対応できるよう自らも、その資質の向上に努めなければなりません。 

 千葉県自治研修センターは、市町村職員として必要な広い視野と高度な見識

を身につけていただくことを目的に、公開セミナーや地区別研修会などの各種

講演会を開催しています。 

これは、当研修センターの研修機会の多様化のひとつとして行うものであり、

これらのセミナー等により、人材育成の基本である「自己啓発」を促すもので

す。 

ここに、平成２７年度の各種講演録をとりまとめ書面で再現いたしました。 

受講機会を逸した方はもちろん、受講された方々にも今一度講演内容に触れ

ていただき、本書が、職員の皆様の職務能力向上の一助となれば幸いです。 

 

 平成２８年３月 

 

 

千葉県自治研修センター     

企画制作02
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企画制作02 : None
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研 修 担 当 者 会 議 
平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ ７ 日 

於：千葉県自治研修センター 
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講 師 紹 介 

 

氏  名 中
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 川
がわ

 政
まさ

 雄
お

 氏 
 

現  職 株式会社オフィスなかがわ 代表 

 

略  歴 大阪府八尾市出身。 

     大阪府立山本高校を卒業後、地元の信用金庫に入庫し、２８

歳の時に最年少で支店長に就任する。 

     その後も同金庫で営業畑を歴任、常務理事を経て平成１４年

に退職した。 

     現在は長年のリーダー経験をベースにしたリーダー論「人は

化ける 組織も化ける」、また「元気の出前」として、全国で年

間２００回以上の講演を行っている。 

 

著  書 「人は化ける 組織も化ける」ＰＨＰ研究所 

     「リーダーの決断 それぞれのルビコン川」近代セールス社 

     「自由化時代を乗り切るための信用金庫の新渉外体制」 

近代セールス社 ほか 
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 こんにちは。中川政雄と申します。どうぞよろしくお願いします。大阪府八尾市という

町で生まれました。八尾市の八尾とは八つの尾っぽと書いて八尾といいます。ご当地まで

伝わっているかどうか分かりませんが、今、大阪は大阪都構想ということで、非常に話題

をまいています。大阪府の知事の松井一郎さんは八尾市出身の府会議員でありました。ま

たマスコミにも再三取り上げられております橋下徹大阪市長も八尾市に縁がありまして、

関係のない話かも分かりませんが、維新の会の発祥の地は大阪府八尾市です。  

 そんな市に生まれまして、高校までは何とかかんとか行けたのですが、大学試験に失敗

しました。いわゆる能力がなかったのです。家が農家で一人息子でした。親が言いました。

「これからは大学を学校を出てやんと、社会人に出てから出世でけへん。大学を出ててみ

い。村で一目も二目も置かれるんや。俺は農家の長男で兄弟も多かったから、尋常小学校

という学校しか出してもろてないけどおまえは一人息子や。大学へ行かしたる」と、親は

言ってくれてました。 

 しかし、四つ受けた大学四つとも断られて行くところがなくなりました。クラス 47 名。

その当時は勉強のできる人が進学クラスで、そうでない人は就職クラスというわけではな

くて、また男子でも 20％ぐらいしか大学に進学しない。今から 55 年も昔の話ですから。

大学に行きたいと希望する者は進学クラス。就職をして働くんだという人は就職クラスに

分かれておりまして、私の所属する進学クラスは 47 人おりました。その 46 人がレベルは

それぞれ違いますが、一応大学入学を決めました。私 1 人が恥ずかしながら途中から就職

に切り替えざるを得ませんでした。  

 担任の山本茂先生が私を職員室に呼んでくれました。そして「もう今からやったらどこ

の会社ももう就職活動終わってるんや」と言いました。親は大学を四つ受けて四つとも滑

った私に、堅いところへ就職せいというストレートな指示をしました。堅いところと言っ

たらどこですか?。今も昔も皆さん方が就職しておられる公務員じゃないですか。できるこ

となら八尾市役所に入りたかった。  

 実家はそこそこ大きな農家でした。米を作っておりますから食い外れないという甘い考

えで育ちました。そんな農家の一人息子がもしも八尾市役所に就職が許されたら、それこ

そ一生ほとんど食い外れないとそのとき思っていました。しかし、もうすでに八尾市役所

の就職活動は終わっていました。  

 しかし 5 社二次募集に来てくれました。担任の山本茂先生は、5 社も二次募集の応募が

ある。その中から君の実力に合いそうなところ、(実力というのは学力のことですよね。こ

れが一番僕にとってはつらい。笑)を 1 社 2 社選んでこい。相談に乗ったる。と言ってくれ

ましてた。 

 家が農家ですから、小学校 4 年生のときからもう家の戦力になっておりました。今、若

い皆さん方に申し上げても、え、そんなことあったんですかというような昔話ですが、当

時は小学校 4 年生になると秋の取り入れの時期なんかは 3 日間、会社で言ったら有給休暇。

家の農繁期を手伝うために農家の息子が学校休んでも休みにならないというような、3 日

間の農繁期の休みがあったぐらいです。  

 就職して働きに行って、仕事が終わって帰ってきても、夏ならまだ日が高い。すぐに自

転車に乗り換えて畑や田んぼを手伝いに行かなければならない宿命にあるということは、

もう村中農家でしたから分かっています。だから就職するのであれば、できるだけ家と職
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場が近くがええな。仕事終わってから農家手伝えるからな。と思いました。このような理

由で職場を選ぶなんていうことはもう負けているのですが、私はそのとき本当にそう思い、

5 社の応募のポスターを見て回りました。  

 そして、そこで一番近いところ。自転車で約 6 分。5 分違いまっせ、約 6 分。八尾信用

金庫という職場を見つけました。今はおかげさんで信用金庫、中小企業金融の大きな柱に

していただいておりますが、55 年前に信用金庫が何をしているかということを私は知らな

かった。農協は知っていた。家が農家やから。若いお兄さんが集金に来てくれていた。三

和銀行、富士銀行、住友銀行、当時の日本で冠たる大銀行の名前は知っていた。しかし信

用金庫が何をしているか知らなかった。  

 八尾信用金庫というポスターを見た瞬間、信用のできる金庫でも作っているメーカーか

なと思うぐらい、信用金庫の知名度はゼロに等しかった。そこを二次募集で受けました。

そして拾ってもらうようにして就職しました。みんなで 32 人入りました。今は私の卒業

した信用金庫は 2 兆円ということで、全国の信用金庫の大手に入っている大信用金庫にな

ってしまったのですが。 

 私が入った頃はたった 42 億円で、それは大阪の信用金庫 36 あった中の 30 番でした。1

週間ほどの簡単な研修の後、今はちなみに 1 カ月ぐらい研修するらしいですが、何を教え

ているのかなと思うくらい長い研修なのですが、私の頃は 1 週間。それが終わりますと本

部営業店に配属をされます。私以外の 31 人は本部や営業店の内勤になりました。私たっ

た 1 人がある支店の日掛け集金人になりました。  

 日掛け集金人というのは信用金庫の仕事でどんな立場ですか、というような質問はしな

いでいただきたい。毎日自転車に乗って黒い鞄を持って、冬ならジャンバー着て、もっと

寒かったらスキー帽かぶって軍手はめて、商店街を中心に 1 日 200 円から 300 円。ちょっ

と大きな商店なら 500 円の集金をして回る仕事です。それまでの日掛け集金人という立場

の人たちは、当時は 55 歳が定年ですからもうほかの会社で一仕事しっかりしてきて定年

を迎え、まだ元気だからということで信用金庫に再就職して、毎日日掛けの集金をしてお

られるおじさん、おばさんばかりでした。 

 私は高校しか出ておりませんが新卒ですよ。その新卒の私がそのおじさん、おばさんと

一緒になって、毎日 200 円から 300 円の集金をしなければならない、内勤はええな、内勤

は。寒いときには暖かいところで、暑いときには涼しいところで。そんなに難しい仕事で

はないのに、額にしわ寄せて何やかんやうんうんうんうん唸っていたら、今年入った新入

職員は真剣やと言って、何か評判が高くなっているらしいぞ。 

 おれは暑いときにはより暑いところで、寒いときにはより寒いところで、軍手はめてジ

ャンバー着て、スキー帽かぶって毎日毎日集金せないかん。名前みたいな呼んでもらった

ことない。「おい、そこの兄ちゃん」。ねえちゃんと違うから兄ちゃんと言われても仕方な

いけど、笑。もっと辛辣な人だと「おい、そこの顔の長い兄ちゃん」って、顔の長いか短

いか放っといてくれ。3 日で嫌になった、3 日で。 

 家は、売るほど米作ってるんや。そりゃあ農家やもん。皆さん方のような若い方々は昔

50 年あまり前、米が宝物だったということを知らないでしょう。白いご飯を腹いっぱい食

べることに涙が出るほどうれしかったということ知らないでしょう。知らんでもええけど。

その宝物の米を作ってるんや。売ってるんや。だからうちの家は食い外れないんや。どう
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せ一人息子や。農家を継がないかん立場や。  

 母親に言いました。「お母ちゃん、俺な、信用金庫の仕事合わんわ。(合わんのちゃうね

ん、やる気ないねん。自分で分かってんねん)どうせ農家の跡継がないかんのやろ。信用金

庫みたいな合わんところで、日掛け集金人さされてんねん。みんなは内勤やで。お父さん

の手伝いするためにもう辞めるわ」と言いました。ここで今の若いお母さんのように、語

弊があったら堪忍してください。優しい母親だったら、その瞬間に私辞めています。  

 「何？ ほかの者が内勤で、おまえだけが日掛け集金人。そんな仕事さすために大事に

大事に育てたん違う。うちは米作ってんねん。人に売るほど米作ってんねん。食い外れな

いんや。お父さんに言うたる。もう明日から辞め。明日から。何やったらお母ちゃん文句

言いに行ったろうか」というような、語弊があったら堪忍してください。今の若い母親や

父親のように優しかったら、私、瞬間的に辞めています。 

 私の母親は隣の村の農家から嫁いできました。嫁いできたとき、母親が言うのには 12

人の舅、小姑がいたと。嫁というのは名ばかりで、朝から晩まで洗濯と掃除と飯炊きや。

当時の農家は朝暗いうちから畑に出て、昼ご飯家も家に食べに帰っていたら時間がもった

いないというので、おばあちゃんや母親にご飯やおかずをリヤカーで持ってこさせて、畑

でご飯を食べて、星が出るまで働いて、帰ってから内職して食べていくのがギリギリいっ

ぱいでありました。  

 だから私の母親は辛抱ということができる人でした。「お母ちゃん、おれ辞めるわ。信用

金庫の仕事向いてないねん。俺だけが日掛け集金人や。ほかのもんは内勤でな、悠々と仕

事しとんねんで」。そう言った私に対して母親は、「何をあほなこと言うてんねん。石の上

にも 3 年や。ちょっと嫌や言うて辞めてたら、次に行った所でもちょっと嫌なことあった

ら辞めてしまうんや。おまえの上司や先輩の人たちも、入ったときはみんな苦労してきは

った。それを辛抱して辛抱して努力して一人前になってはるやないか。何を甘いこと言う

てんねん」。  

 口で怒るときもあれば、機嫌の悪いときは私のほっぺたを張り倒しました。今だったら

虐待といって新聞やテレビに出ます。尾木ママって何て言っていますか、今テレビで。「子

供のサインを見逃すな」言ってますがな。学校であったことを毎日言いますか。親と目を

合わせて話をしましたか。態度はそわそわしていませんでしたか。そのサインを見逃した

らあかんって尾木ママ言っているじゃないですか。私はサイン出しているのと違いまっせ。

嫌やから辞めたいとはっきり言うてるんや。それにうちの母親は、(父親はもっとうるさか

ったです)子供の心も分からん親や。バッチンと殴る。  

 職場に行ったら日掛け集金人。帰ってきて、ちょっと嫌や言ったら張り倒される。恨み

ましたわ。一人息子ということはひょっとしたら子供ができなくて養子に来たのかもしれ

ない。だからこんなにきついのかもしれないと勝手に思った日もありました。しかし今、

感謝しています。あのとき可哀想に可哀想にと優しくしてくれて、「おうそれなら、また違

うところへ行ったらいいがな」と言ってくれてたらどうなっているやろ。また違うところ

へ行って、またちょっとした嫌なことがあるわけです。また可哀想に、可哀想にと、また

違うところに行って、またそこでもちょっとした嫌なことがあるわけです。今年 73 歳で

すが、逃げて、逃げて、逃げての 73 歳になっていたかもしれない。  

 職場というところは儲けなければなりません。儲けないと会社を維持することができま
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せん。だから仕事のできる人は良い奴だと高い評価をするのが企業です。それは分かる。

それは分かるんやけど、仕事のできないやつは厄介者やというのは俺には分からん。上に

立つ人は苦労はしてきたとは思うけど、努力はしてきたと思うけど、成功してきたから上

に立っているんですが、だから言うたら悪いけど、仕事のできない私みたいな情けない人

間の心が分からない。  

 仕事のできる奴はええ奴だと高く評価され、その仕事のできると言われている人がちょ

っとしたミスをしても怒らない。「ええがな、ええがな、そんな程度のミスは。仕事いうも

んはミスせんとこ思ったら何もしなかったらミスは起こらへんのや。しかしそれでは食う

ていかれへんからな。君はようやってくれるから、たまにはミス起こす。しゃあない、そ

れぐらいは授業料や。気悪くしてくれたらどうもならんな。あしたから君が力を抜いてく

れたら、うちの支店の成績に影響する。まあ、機嫌直してくれ。一杯飲みに行こう」てな

ことを言って励まされる、仕事のできる人は。 

 私のように、今はこんなに大きな声でたくさんの人の前で話をすることも、何のレジュ

メを見ないでも話せるようになりましたが、当時は世間にけじめを取られておりました。

卒業式の日、同じクラスの 46 人は二次会に流れていきました。これから大学生や。「中川、

おまえも来い」とは呼んではくれたけど、私 1 人が就職に切り替えたから恥ずかしくて行

けなかった。だから卒業証書はもらって、自転車で静かに校門を隠れるようにして帰った。

そのときから私、世間にけじめを取られてきました。  

 「どうせ俺なんか」という気持ちが頭と体に染みついていました。そして入った信用金

庫は誰に言っても金融機関だということを知ってくれていない。しかもやっている仕事は

日掛け集金人や。大きな声であいさつする自信すらなくて、いつも課長の前へ立たされて、

机たたきながら怒られるのが役目でした。だから辞めたかった。  

 しかし私、経歴読んでいただいたから分かってくれていると思いますが、聞き漏らした

人がいたらいけないから言いますが、高校しか出ていないのに、日掛け集金人から始めた

のに、全国で一番若い 28 歳で、係長から 5 段階飛んで支店長になっているんです。別に

理事長の娘さんと結婚したわけやない。素晴らしい上司に次から次に出会ったんです。人

は誰に出会うかによって化けることがあります。あの人に出会ったから今日の俺がある。

今日の私がある。よもやおれは 1 人で生きてきたんやというような偉そうなことを言う人

は、この世の中で誰一人おらんでしょう。  

 口に出して言うか言わないかは別にして、俺はあの人に出会ったからやということは必

ずあるはず。それが学校の先生であったり、クラブ活動の顧問の先生であったり、または

両親であったり、また職場での直属の上司であったり、先輩であったりする。その出会っ

た人のさまざまな立場は別にして、あの人に出会ったから今日の俺があるというように思

っておられる方ばかりや。今日集まって下さった方々は、教育を担当する、研修を担当す

る人たちだと聞いております。  

 人は、時として化けるんです。化けさす役目があなた方であります。やる気を起こさす

のはあなた方であります。私は 6 カ月で日掛け集金人を首になって、雑用係に回りました。

朝一番に庶務の女性役席が、私に鍵をくれるんです。「行っといで、中川君」。郵便局の本

局に行って、私書箱という箱を開ける。そこには八尾信用金庫宛てに来た封書なんかが入

れられている。白い大きな布袋を持って行きました。そこへ全部放り込んで、口をぐっと
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絞って、背中に背負って自転車で帰ってくる。私の仕事や。  

 仕事できない人間には、みんな悪気なくちょっといたずらなことを言うのです。 

「おい、見てみい。えらい時代がやって来たで。真夏なのに向こうからサンタクロースが

走ってくるで」と、私に聞こえるように言う。今の私なら切り返すんや。ポーンと返すん

や。「何言うてはりまんねん、課長。冷暖房完備の世の中ですよ。夏でもサンタクロースは

やって来まっせ」と言うんや。すると八尾河内というところはこういうことで突っ込んで

くると、「おもろい」と言ってくれるところや。「話せるぞ、君」と言って、次の日からか

わいがってもらえるんだけど、私はそれを切り返す能力も自信もなかった。だからいじめ

られたと勝手に思った。 

 私がやる気になるきっかけになったのは、入行してから 3 年半後、もう仕事のよくでき

る者はどんどんと表彰をもらっておりますから、雑用係に回された私とでは天と地ほど大

きな差になっていた時です。平野支店から、関西大学法学部といったら大阪ではなかなか

いいとこ出てるなと言われる大学を出て、32 歳で係長になっておられる山野博さんという

のが私の上司に転勤してきたんです。 

 それまでの私は 3 年半に 3 人の係長が変わりました。私にやる気を起こさせてやろうと

いう皆さんでも、当時の河内や八尾という地域は別室に呼んで静かに諭すというような教

育をしてくれません。「みんなの前で怒り散らして恥かかしたれ。そしたらハッと気が付き

よるんじゃ。これではいかんと思って、自分自身を見つめ直しよるんじゃ。努力しおるね

ん」ということが信じられておりましたから、今とはえらい違いや。  

 そんな教育は間違っているのだけれども、当時はそうだった。そうだから「何やってん

だ、おまえは。ぼうっとすな、ぼうっと」。ご当地で言ったら震え上がるような言い方しま

んねん。「親が泣いてるぞ」。いや、別に家で親は泣いてませんで。勤めてくれたらそれで

ええって言っているぐらいやから。「辞めたらあかん、辞めたら。金融機関に入ってすぐ辞

めたら、悪いことしたんと違うか言うて、村で悪いうわさが立つから、出世なんかせんで

もええから、辞めることだけはやめてくれ」という、何か分からないような説得の方法で

私は残っていた。  

 今度の山野博さんは何も言わない。私も 42 年間信用金庫で勤めてきて、今、申し上げ

ていますように入ったときは日掛け集金人。しかし最後は代表権ある常務理事というあり

がたい役員の立場をいただいて 42 年間過ごしてきましたから、信用金庫の中では一番末

端からかなり上まで経験してきております。教育というのは相手の立場に身を置いて、相

手が立つようにしていくのが教育だということを自分がだめだっただけによく分かってい

る。 

 叱られて伸びるやつなんてないんです。偶に叱られて伸びるやつは、自信満々で、常に

成績が上位です。自分の内面で自信満々なやつが叱られたら、「くっそたれ、やったら」と

思って伸びよるんや。これはごくわずか。普通の我々みたいなあかんたれは怒られたら萎

縮します。 

3 週間目の土曜日、当時土曜日は半ドンです。半日働きます。皆さん方は土曜日半ドン

だったら官庁だから、特別な場合を除いて 12 時に帰れるでしょう。しかし信用金庫は 12

時に終わっても、毎週土曜日 2 時半頃まで仕事するんです。私は 4 時半からパチンコ屋さ

んの集金ですよ。 帰ってきたら 5 時半です。誰もおりません。私が集金してきたお金を
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預かるために、週替わりで役席が 1 人私の現金を預かるだけで残ってくれているだけ。お

金を渡して受け印もらってさあ帰ろうかと思ったら、今日に限って山野博さんが自分の椅

子に座って、新聞広げて夕刊読んでました。あ、どこかへ行かれるのに時間の調整してお

られるんやなと思っていました。  

 帰ろうと思って立ち上がったとき、いつの間にか山野博さんが私の横に立っていました

からびっくりしました。山野さんは私の肩をちょんちょんと叩いてこう言いました。  

「おい、先約はあるか」と。先約というのは先の約束。私 21 歳 6 カ月。彼女でもいて、

難波へお好み焼きでも食べに行く約束でもしてるんかという意味で、肩たたいてくれては

んねん。「おい、先約あるか。何、ないか。うん、ないと思ってた」。はじめから聞くな。

笑  

それだったら。「おれと一緒に来い」連れて行かれたのが駐車場。今、世の中にボロボ

ロの車 1 台も走っていません。年代は古くてもきれいに整備された、新車同様の昔の車が

どんどん走っている。ところが今から五十数年前は整備が十分行き届いてないから、ドア

がボコボコの車がいっぱい走っていた。そんな中古の軽自動車で山野さんは通っていらし

た。その助手席に座らせてもらって、山野係長は自ら運転してくれて、大阪府松原市別所

という農村、自宅へ連れて帰ってくださった。 

 奥さんにこう仰った。「おい、1 人若いモン連れてもってきた」。「もってきた」というの

は帰ってきたという大阪弁です。「同じものでもええからな、こいつにも一人前晩飯作った

ってくれよ」。  

奥さんが作ってくださった晩御飯を、山野さんと奥さんと 4 歳の坊やと私の 4 人が、同じ

食卓でごちそうになる。自分の努力不足が原因ではありますが、それは十分分かっている

ことなんですが、入って 3 年半、先輩や役席にこんな優しいことをしてもらったためしが

なかったから、私それだけで胸がいっぱいになった。  

 人間の教育なんて、ただ難しいことを教えるだけでは育たない。こういうカリキュラム

でこう教えたから伸びるかというと伸びない。そこに心が通い合わないと。あまり与え過

ぎても伸びないんや。  

後年私が 28歳で支店長になったとき、3歳年下の 25歳の後輩が仲人を頼みに来ました。

2 人は恋愛結婚でしたが、娘さんのほうの父親が強烈に反対しているというのに、「支店長、

一緒について行って説得してください」と言われた。私、28 歳やがな。婿になるやつ 25

歳や。 

 怖いもの知らずの私。兵庫県の門戸厄神という、厄払いで有名な神社の横を通り、近く

の大きな家へ行きました。怖い顔のお父さんでした。中小企業とはいえない、中堅企業の

社長さんでした。娘さんが二人。そこの姉娘をもらおうというのだから、お父さんは強烈

に反対しておられました。養子を取って後を継がそうとしていたのだから、反対するのも

良く分かる。しばらくぎこちない話し合いが続いたとき、お父さんが「支店長さん、ちょ

っと私の自慢の盆栽を見てくれませんか」と言うのです。自ら立ち上がって庭下駄履いて、

広大な庭の隅の段に並んでいる 100 杯ぐらいあるであろうというような、たくさんの盆栽

の前へ私を連れて行きました。  

 何を言おうとしてはるのかなと思ったけど、「支店長、盆栽というのはね、水を与え過ぎ

たらあきまへん。根腐れしまんねん。第一、水を与え過ぎると自分の力で吸い上げようと
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する能力がなくなります。光も当て過ぎたらあきまへんねん。光を当て過ぎると、少ない

光を何とか葉をこう動かしながら吸収するという本来の能力が失われまんねん。だから水

も光も不足ぎみに与えなければなりません。よく支店長、あんな断崖絶壁になぜあんなに

立派なマツが育ってるんやろうというような光景をテレビで見たことありますやろう。あ

んなところでどこから水を吸収してるんやというように、不思議に思うような映像を見ま

すやろう」 

 「みんな自分で生きていこう、自分で生きていかなければならないと、植物も必死にな

って水を吸収している。だから少し不足ぎみに与えなければなりません。光も少し不足ぎ

みに与えなければなりません。だから上にこうしてすだれを掛けているでしょう。日が強

いときはすだれを張って、光を調整します。少し不足ぎみの光を当てるんです。そうした

ら自分が生きていくためにこれだけでは足らんと考えた植物が、葉の向きを変えて一番効

率よく光を吸収する。自分本来の能力を磨くんです」  

 「しかし、素晴らしい盆栽に育てるためには、毎朝盆栽に呼び掛けるんです。『おはよう

さん。きょうも元気か。俺も元気や。共に今日 1 日頑張ろうな』と、私はここにたくさん

ある盆栽の一つ一つに毎朝声を掛けて回ります。盆栽ですらこうなんですよ。そんなこと

が 100 も 200 も分かってるくせに、私は娘のことになると判断を間違ってしまいます。お

任せしますから、うまいことやったってください」。そう言われた。 

 私はそれを娘さんをもらいに行った成功談として、皆さん方にご披露しているのではあ

りません。植物でも盆栽でも、与える水はちょっと少なめに。与える光はちょっと少なめ

に。しかし、言葉が通じないはずのその盆栽に向かってでさえ、「おはよう、きょうは元気

か。おれも元気や。共にきょう 1 日頑張っていこな」と声を掛けて回るんです。植物に対

してもこれですから、人間に対してはなおさらですよということをおっしゃったんですね。 

 職場というところでは、縁あって一つの目標に向かってみんなが力を合わせてやってい

るんです。誰一人要らない人はない。今仕事ができなくても、ひょっとしたら何かのきっ

かけで化けるようにして、仕事をできるようになる可能性が十分ある。そういう人たちに

皆さん方、あいつはようできるやっちゃ、あいつはだめなやっちゃと、白と黒とをつけな

いで、温かく声掛けをしていってください。  

 山野博さんが「おまえも 20 歳過ぎてんねや、ビール飲め」と、ビールをご馳走してく

れた上、めったに腹いっぱい食えなかった当時、白飯を腹いっぱい食わしてくれました。

そして応接間でこの人についていこうと思える一言を言ってくれた。  

「四季に咲く花いろいろあるぞ、中川よ。春に咲く花、夏に咲く花、秋に咲く花、少し遅

れて咲く、冬に咲く花もあるやろう。人間も同じや。それぞれ咲く時期が違うんや。自分

が冬に咲く遅咲きの花であるにもかかわらず、それが分からず同僚が春に咲くサクラで、

4 月に入社して一気に満開になって、多くの人たちに将来の幹部やなんて褒めそやされて

いるからといって、遅咲きの冬に咲くタイプの者がなんで嫉妬するんや」。 

「なんでコンプレックス持つんや。なんで辞める、辞めると陰で言うのや。なぜ陰で上役

の悪口ばかり言いふらすんや」。みんな知っていたわけだ。「遅咲きの冬に咲く花はな。春

に咲く花、夏に咲く花、秋に咲く花がそれぞれの季節で満開になって、多くの人たちに褒

めそやされているときに悔しさをこらえて、奥歯を噛んで、自分の根っこを土の下で太ら

せる努力を毎日ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつしとるんや。やがて全ての花
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が咲き終わり、冬の寒い寒い季節になったとき、たとえ小さくても自分の力で見事な花を

咲かしよるんや。おまえの仕事ぶりを 3 週間ほど後ろからじっと見ていたけど、どうやら

おまえは今言うた遅咲きの冬に咲く花のタイプのように思うで」。  

 そんなことないですよ私。私は花は咲かない花や思ってました。やる気ないんだから。

毎日辞めたい、辞めたいと思っているんだから。山野さんがこう続けました。「おまえが俺

の言うように遅咲きの冬に咲く花のタイプであったとしてもや、中川。今みたいに何の努

力もしてなくて、すねてばかりいたら、それは冬が来たかて花は咲かへんわな」。  

 「ここに自由国民社発行、フクロウのマークの、(青い表紙でボロボロの)『口語手形小

切手法』がある。金融機関に入ったらまず最初にマスターしなければならないには手形小

切手法や。おまえは大学出てないから『六法全書』みたいな見たことないやろ。今、俺が

『六法全書』の中の手形小切手法 1 条から読んで勉強せいと今日おまえに何ぼ教えたって

も、『六法全書』は漢字とカタカナで書いてあるからな、悪いがおまえの能力では何回読み

返しても、たぶん何書いてあるか分からんやろ」。  

 「これはしかし喜べ、漢字とひらがなや。口語やからな。1 条から丁寧な、丁寧な図解

入りの解説付いてある。1 日 1 問、360 問。後ろに問題集も付いている。聞くところによ

ると、来年の 4 月 1 日にはおまえと同じ年の 22 歳が大学を出て、男だけで何と 83 人も入

ってくるらしいぞ。もう時間ないぞ時間。おまえにもしもその気があるなら、このおれ、

及ばずながら明日から、いや、今日からでもええな。一から仕事と勉強教えさせてもらお

うかなと思うたから、今日家へ連れて帰ってきたんや。ビールも飲ましたし白飯腹いっぱ

い食わしたやろ。お前、いったいこれからどうする気や」と、山野係長が言ってくれまし

た。 

 自分の努力のなさが原因ではありますが、土曜日の 2 時半頃になると、みんな今日どこ

で一杯飲もかというような相談が持ち上がります。いつも駅前の一茶という喫茶店でお好

み食べながらビール飲むかというのがだいたいのパターン。もう 2 時半過ぎたら帰ってい

いから、そんな話がかなり大きな声でされている。私は 4 時半からパチンコ屋の集金に行

かなきゃならない。耳をダンボのようにして、僕も誘ってほしい、声かけて欲しいと待っ

てるんや。しかし仕事ができないと認定されている私には誰一人声を掛けない。  

 素晴らしいリーダーは、素晴らしい先輩は、そんなときに声を掛けて来る人であります。

「中川、聞こえてるやろ。お好み焼き食べながらビール飲む言うてるねん、みんなで。お

まえ、集金帰ってくるの 5 時半になるんやろう。まだそれぐらいやったら盛り上がってい

る最中や。来いよ。顔出せよ。おい、中川も誘ったってくれ。5 時半頃顔出しよるから、

仲間に入れたってくれ」。そういう人が素晴らしいリーダーであり、素晴らしい先輩であり

ます。仕事のできる人には優遇するが、仕事のできない者にはなぜか無意識に冷たくする。

そんな職場が盛り上がるはずがないではないですか。  

 山野係長に『口語手形小切手法』をいただいて、最寄りの駅までポンコツ自動車で送っ

てくれたその時に、係長はこう言った。「1 日 1 問ずつ勉強せえよ。一問ずつでええんや。

調子に乗って 2 問も 3 問もやる日があったらあかんぞ。きのう 3 問勉強したから、今日と

明日はせんでもええねんと思っていると、いつの間にか止まってしまう。日曜日は百姓手

伝うたれ。そやけど月曜から土曜まで出勤したときは、何ぼ忙しくても遅くなってもや、

1 日に 30 分やそこら自分のために勉強する時間を作らなあかん。今日の努力が明日の自分
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を助けるんや」。 

 月曜日の日に私、今日から頑張るぞと思って出勤しました。朝礼が行われまして、支店

長から厳しい叱咤激励のお話がありました。「ピンチはチャンスだ」。もうその当時から言

っていたんですね。今でもどこの会社で言っているんですよ。「ピンチはチャンスだ」。ほ

んまかいなと思う。ピンチは何もしなかったらピンチそのものやで。  

「今やらないでいつやるか」。これも昔、50 年前から言っていたんです。「君がやらなきゃ

誰がやるんだ」。あえてそんなもの言っていたんですよ。どこの支店長も。そのときわれわ

れ下向きながら、腹では「支店長がやったらええんちゃうか」と思っていたんです。笑 

 そういうようなスローガンを何百回言っても、職員はやる気を起こし、人材育成にはな

りません。人を伸ばすためには、まず教える人間が伸びなければなりません。教えようと

する立場の人間が毎日毎日努力して、少しずつ成長している姿をほかの人に黙って見せな

ければなりません。そして 1 人でも部下を持つような立場の人たちは、部下に対して愛情

と関心と期待を持ち続ける努力をしなければ、何ぼいいことをのたまっても人は頑張って

勉強したり、努力しようという気持ちが起こりません。  

 皆さん方は私が勤めていた信用金庫よりもより安定した職場ですが、信用金庫も昔だか

ら金融機関はつぶれない。その点では皆さんの職場と一緒ですわ。やってもやらなくでも

給料一緒じゃないですか。やって失敗したら、始末書取られたらえらいことでしょう。だ

からやってもやらなくても一緒だったら、やらないほうが楽やとみんな思うような職場に

は活性化することはできません。  

 上司が部下に対して、先輩が後輩に対して愛情と関心と期待を持って教える。そして教

えた分だけ自分も抜かれたらあかんから努力する。どんなカリキュラムを組むかとか、こ

ういうことを教えたらいいというのは次の段階で、それは素晴らしいカリキュラムを組む

ほうが下手なカリキュラム組むよりはいいに決まっているけど、カリキュラムを組んで教

えたからといってみんなが伸びるとは限らない。そこには愛情と関心と期待がこもったも

のでなければなりません。  

 朝礼が終わると支店長は、「今日一部担当替えを行う。中川政雄」と呼び上げてくれはっ

てびっくりしました。私は日掛け集金人から雑用係に飛んで、今度はもう飛ぶところない

んや。どうなるんやとし一瞬思いました。「中川政雄」「はい」「融資係受付窓口を命ず」。

うれしかった。初めて名刺もらえると。初めて取引先から中川と呼んでもらえると思った。

今と違って窓口にどんどんと融資の申し込みがある時代です。融資がなぜ増えるかという

と自己資本がありませんから、自分のお金がないから、どこかの金融機関からお金を借り

て物を作る。その代わり物を作れば飛ぶように売れて粗利益 50％の時代ですから、少々高

い金利でもお金を借りられたらもうかることが確実なんです。  

 だからちゃんとネクタイ締めて、作業服は着ておられるけど社長さんが窓口へ融資の申

し込み書を持ってきてくれるわけです。昨日の私と今日の私と、実力は全く変わってない。

昨日までは雑用係だから営業店の隅に、壁に向かって小さな机でちょこんと座っていた。

今度はローカウンターのところの融資係の受付や。立派な社長さんがニコニコ笑いながら

私の前にお立ちになる。胸に付けてる名札の名前の確認して、「中川さんですか。転勤して

こられましたんか」と聞いてくださる。違う。後ろへ座ってたがな。笑 

 「私、こういう者でございます」と言って、代表取締役という社長の名刺をくれはるね

-11-



 

んで。私も初めて作ってもらった名刺を出してちょっと緊張で、震えぎみの名刺を出して、

「私中川と申します」。その日窓口で受け付けた融資申し込みと、営業係が受け付けてきた

な融資の申込書を、私と 4 人の先輩が 10 時、11 時までかかって稟議書を書くんです。10

時半頃になったら山野係長がみんなに大きな声で言います。「おーい、明日も忙しいぞ。ボ

チボチ帰ってくれ。いつも言うように、終列車に間に合わんもんから順番に帰れ」って、

ごっつい帰り方でんな。今だったらえらい問題になります。  

 僕は自転車で家から 6 分。山野さんはポンコツ自動車で通っているから、一番最後まで

残ります。晩の 11 時頃になったら広い営業室の片隅にある融資係の机の前に、山野係長

と私が 2 人だけ居残ることになる。そしたら呼んでくれる。「おい、中川、パイプ椅子持

って、前に座らんかい」。そして言うてくれるんです。「昨日どんな勉強した。昨日した勉

強。ちょっと俺にも教えてくれへんか」。ほんまに教えてほしいと思っていないこと分かっ

てまんがな。しかし言い方がええな。「教えてくれへんか」って。 

 今までの係長は「勉強せい、勉強せい」と口だけ言いましたが、後で見てくれることは

なかった。たまに「おい、勉強してんのか」。突如言い出すんです。「してへんのやろ。し

てへんのやろ。なにっしてる。してんの、勉強？ おう、珍しい。どんな勉強したか言う

てみ」。言うか、そんなもん。何で言わなあかんねん。しかし山野係長は「昨日どんな勉強

した。その勉強ちょっと俺にも教えてくれるか」と言ってくれる。 

 私、山野さんに褒められたいから勉強した。恐る恐るその答えを言う。合っていたら、

それは八尾河内だから知りませんけど、アクション大きいで。「正解や」。もうそこまで大

げさに言わんでええと思うけど。笑。「正解やがな、やれるやないか、おまえ」。やられへ

ん、分かってます。間違いのほうが多いもん。間違いだったら前の係長だったら「何年な

んの。いやいや、入ってから何年なんねんって聞いてんねん。何年なんねん。4 年か。4

年たってそんなことも分からんのか」と言って怒るんや。そして「答えはこれや」と言っ

て、機関銃みたいにワーッと言う。自分がこれだけ知っているということを披歴している

ようにしか思えない。そんなもの頭に入るかい。  

 山野係長は間違っていたときは黙ってうなるだけや。うーとうなるだけや。うなったら

間違ったなと思って答案用紙をこっちへ引っ張って来る。すると、「もう一晩同じところを

勉強するか」と言う。この問題を何ら 形で自分の力で、また聞き倒してでもクリアでき

なければ次の問題に移れない、というヤマノ係長の独特のルールがあるんだなと分かりま

んがな。翌日恥ずかしながら同僚のところへちょっと聞きに行く。先輩のところへもそっ

と聞きに。聞きに行くのも嫌な日もあるわけです。そしたら昼休み自転車に乗って、近く

のめったに行かない本屋さんに行って、参考書をちょっと見に行くとか、買いに行くとか

いう行動をする自分が不思議でならなかった。  

 皆さん方教育担当ということらしいですが、教育って一から十まで教え過ぎたらあかん

のですよ。先ほど言った、水は与え過ぎたらいかん、そこや。もう待ってんねや。指示待

ち人間にみんななんねや、教え過ぎたらね、教え過ぎたら。先ほど何で盆栽の話を先にし

たかといったら、ここに結び付けようと思ってしているわけだ。教え過ぎたらあかん。ど

うせ教えてもらうものだと思ってじっと待ってる。どれぐらい教えたらよろしいねんかと

聞かれる。ABC 分析という分析方法がある。一つの問題の中に一番重要なことは A です

よ。次に B ですよ。次に C ですよと、三つだけ教えましょう。そしたら全体の 87％網羅
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するという ABC 分析の原理があるらしい。あとは自分で勉強せい。  

 素晴らしいリーダー、先輩は部下に対して一から十まで決め過ぎない。決め過ぎたらあ

かん。決めないのが一番あきまへんで。あの人に何の相談したかといって、うちの上役は

何も決めてくれない。これは最低でっせ。しかし決め過ぎたらあかん。僕が仕えている支

店長はご自分の耳に入らなかったら、「おれは聞いてないよ」とつむじを曲げるんです。 

 今はもう不評でやっていませんが、僕らの頃は 4 月になったら今年の新入職員を迎えて、

支店全体で 1 日バス旅行。土曜日の昼から出て、日曜日の晩遅く帰ってくるというのが楽

しみだった。近くの温泉場へ行ってね。今は不評ですよ。休みの日まで上司の顔見たくな

いというのが圧倒的に多いらしいから、今は不評だけど僕らの入った頃はそれが楽しみで、

幹事がみんなにアンケート取るんです。「三つか四つ候補を挙げて、一番行きたいところは

どこですか。その下に自分の判を押してください。一番多いところを決めますよ」と言っ

て、多いところが決まった。  

 その中でこういう旅館で泊めさせていただきたいと言ってだいたいまとめて、そしてこ

ういうふうに行きたいと思いますと言って支店長のところへ持っていって決裁を仰ぐわけ

や。そんなものどちらでもいいことだ。「そうか、みんなここに行きたいんや。よっしゃよ

っしゃ」と言って了解したれよ。ところが私が付いたのは何から何まで自分の耳に入らな

いと、もう機嫌の悪い上司はそこでひっくり返す。「おれ、こんなとこ行きとうないな」。

おまえ行きたくなくても、僕らがみんな行きたいと言ってる。そんなこと言えません。  

 そうしたら部下の人たちは賢くなります。はじめから決めないで相談に行きます。今度

の 4 月の慰安旅行、ぼちぼち時期が迫ってまいりましたが、いかがいたしましょうかって

行く。そうしたら支店長は「おまえらで決めたらどうやね。何でもかんでも俺のところへ

来やがって」と、こんなことを言いながら、しかし下で決めたらひっくり返すやろと腹で

思っているけど下の者は言われへんがな。そうしたら「ここ行ったらどうや」「ああ、分か

りました」。そうしたら分かりましたと、みんな指示待ち人間になる。  

 こんな職場いいアイデア出まっか？ 一番上は満足でしょう。働くのは下だもの。上は

方針出してる。実際やるのは下やがな。下が働きやすいように、下の提案が上へ、「うん、

これがええんか。ほな、やってみい」と言ってくれるという安心感があるから、下のほう

で練って、練って、練って、練ってとみんな努力する。それは教育も一から十まで教え過

ぎたらあかんし、一から十まで決め過ぎたらあきまへん。  

 ヤマノさんに仕えて毎日 1 問ずつ勉強していたら、6 カ月目に今年の試験があった。毎

年あるんだけど。今まで私は全部ほとんどゼロに近い成績でした。それがたった 6 カ月し

かたたないのに当然といえば当然とは思いますが、一般職員の中で 1 番になってしまった。

1 日 1 問ずつ勉強するだけで、6 カ月もしたら 1 番になっているんだ。みんな陰でささや

いたらしい。「どないなっとるねん」「ヤマノさんに教えてもらっているらしい」。この人に

ついていこうと思いました、私。 

 そのヤマノさんがそれから 6 カ月後、朝、出勤時の車の中で何と心筋梗塞を引き起こし

て、ガードレールへぶち当たって八尾市民病院へ救急車で運ばれた。病院から家と信用金

庫に電話が掛かってきた。電話が掛かってきたが支店長は応接間で朝一番、融資の相談を

お得意先と受けているときだった。そこへ電話が掛かって驚いて飛び出してきて、私のと

ころへ支店長が走ってきた。そしてこう言った。「おまえの恩人のヤマノ君が交通事故や。
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今、八尾市民病院へ救急車で運ばれたと電話が入った。すぐ行け、すぐ行け。俺な、今、

融資の相談来てはるんや。なるべくうまいこと言ってはよ帰ってもらって車で追いかける

からな。先行け、先行け」。  

 まだ砂利道がありました。入社したときは自転車で通っていましたが、私そのときにも

う入社して 4 年半。そのときは自転車で通っていません。ホンダスーパーカブ号というヒ

ット商品に乗っていました。それで全力疾走 20 分、八尾市民病院へ飛び込んで受付であ

たふた言うと、ちょっと年かさの看護婦長さんと思われる人が「分かりました、ついてき

てください」とバーッと走ったから、私はバーッと後ろを走った。頭打ったのと違うやろ

か。足骨折したのと違うやろかと思ってね。恩人だから。  

 土曜日、たまには家へ連れて帰ってくれて、教えてくれて、泊めてくれることもあった。

初めて連れて行かれた部屋が霊安室でした。30 歳にもならないヤマノさんの奥さんが、遺

体になった係長の体の上へ覆いかぶさって髪振り乱すようにして「お父ちゃん、死んだら

嫌や」。冷静になって考えたら、霊安室というのは死なないと入れられないのだから、「死

んだら嫌や」というのはつらい話だけど、私も飛び込んだけれども、ドラマだったら奥さ

んの横まで行ってガーッと食らいつくのがドラマでっしゃろ。  

 しかし薄情といったら薄情か知らないけれど、怖いといったら怖いのや。とりもちつい

たようになって動かれへんのや。できたら逃げたいと思うけれど、逃げることもできない。

4 歳の一人息子や。お父さん死んでるのが分からない。お父ちゃんは寝てる。お母ちゃん

はなぜか泣いてる。そこにこの頃来るたびにお菓子やおもちゃをたくさん持ってきてくれ

る好きな兄ちゃん。いやいや、相手から見たらおっちゃんやろ。おっちゃんが入ってきた。

私は 22 歳と 6 カ月のときです。それでも向こうから見たらおっちゃんやろ。「おっちゃん」

と言って、左か右か忘れたけど、ここへうわーっとニコニコ笑って食らいついてきていた。  

 今から 51 年前の話だから、皆さん方この中でほとんどの方が生まれていないだろう。

私は恩人ヤマノヒロシさんに 1 年間しかご教示を受けておりません。しかしあのとき、き

ょうの努力があすの自分を助けるんや。毎日毎日コツコツと努力を続けていたら、ある日

突然何年分もの成長を自分にもたらしてくれるというような、そのとき理解のできないよ

うな難しいことをいっぱい教えてもらった。  

 すぐに転勤やがな。落胆しました。もう誰も俺みたいな者に目を掛けてくれない。転勤

したそこの支店長がハシモトイクオという人だ。なぜかまた目を掛けてくれるんだ。この

人はヤマノ係長のように仕事も勉強も教えてくれないし、人生なんか語ってくれないけど、

何ぼでも次から次へと仕事をくれるという変な人でした。「これやれるで。分からんかった

ら聞きまくってやってまえ」と言って教えてくれない。  

 上司がニシカワテンという係長。そんな人や本部に聞き倒して書類作って、そしてニシ

カワさんの判もらって支店長のところへ持っていくと「よっしゃ。やれるやないか。おま

え、これやれるんやったら、おい、ニシカワ君。もうちょっと高いレベルのやつ、こいつ

にやらせ」。そしてその都度、その都度、「ようやった。ようやった」と褒めてくれます。  

 「褒めて育てる教育方法と、叱って育てる教育方法の二つがあると言われています。ど

ちらが中川さん、正しいですか」と聞かれても、私はこちらが正しいというだけの根拠を

持っておりません。たぶんどちらも正しいのでしょう。しかし、「中川さん、あなたはどち

らの方法で教えられたら、よりやる気を起こしますか」と尋ねられたら、私はやはりない
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かもしれないけれども、小さな小さな成功を褒めてくれて、そしてときどき叱ってくれて、

そしてときどき優しくしてくれて、そしてときどき蹴り倒してくれるような教育をしても

らったら、やる気が起こると思いますと答えます。  

 かなり仕事ができてきて、全店には中川なかなかようやるらしいでという風の便りが伝

わってきた頃に、私、ある得意先でミスをします。私がその得意先からほかを回って帰っ

ている間に、リズムデンキョウという会社の社長があまりにも怒りくる。支店長のところ

へ直接行って、「中川みたいなやつはあきまへん」と言ったらしい。私はそんなに怒られる

ほど悪いことを言ったつもりはないけれど、帰ったら鬼の形相でハシモト支店長が私を机

の前に立たせました。  

 今まで怒られたことがない。褒められて、「もっとやれるで、もっとやれるで」と言って

くれた。それがその日に限って、「おまえはな、ちょっと仕事が出来始めたと思ったら天狗

になっているやろ。信用金庫の名前をおとしめた」。急に烈火のごとく怒られたから、周り

にいるやつが窓口閉まっていたから、みんな自分が怒られたみたいな心境になって、みん

な立ち上がりよったがな。わし、えらい怒られたから。「ああ、こんなに怒られたら俺は終

わりや」と思った。  

 しかし後年、ハシモトさんに言われた。「褒める叱るはな、中川、全体のレベルがここに

あるやろ。それよりもちょっとできたら褒める。できなかったら叱るというような、そん

なひとつの物差しで測ったらあかんねん。人はそれぞれまだまだ未熟な面、経験の違いが

あんねん。そやから、一人一人に褒める叱るの基準を変えたらなあかんがな。昔おまえは

未熟やった。転勤してくるときは。だから小さな小さな成功をおれは褒めたやろ。そして

小さな小さな失敗は怒られなくて。しかしいつの間にかおまえ本気になってよくできるよ

うになって、レベルが上がったやろ。そしたら気が付いてるかどうか分かんけど、何でも

かんでもおれは褒めんようになったやろ」  

 「そして初心者でも間違わんようなお客さんに失礼な一言を言うようなつまらんミスを

犯したとき、おれ、烈火のごとく怒ったやろ。おまえがまだ仕事ができないときはあんな

ことぐらいで怒らへん。一緒に謝りに行ってもうたる。覚えとけよ、おまえらもっともっ

と偉なって、一人一人の職員にこいつの実力はこれやから、これ以上の仕事しよったら褒

めて、これ以下の仕事だったらちょっと苦情を言う。一人一人に褒める叱るの基準を変え

たらなあかんぞ」  

 「ひとつの組織の中でひとつの基準をこしらえて、それ以上の成果を挙げたらいつも拍

手していたら、実力がもうそこまで備わった人間はええかげんにしていてもレベルの高い

ところの仕事ができるから、いつもみんな拍手されんねん。そしたらいつの間にか天狗に

なって、努力することを怠る。よくできて、将来は組織の大幹部になれたかもしれないと

思われるような人間を、途中でつぶしてしまうことになるんやぞ。組織の中にひとつの基

準でしか判断しなかったら、初心者は何ぼ頑張っても基準まで行けへん。怒って怒って怒

り倒されて、しまいに嫌になって辞めてまいよる。その人間はまだ努力中やったら、その

人間にふさわしい評価基準を心の中で決めたらないかん。教育とはそれぐらいきめ細やか

なものやぞ」と、後年ハシモトさんに教えてもらいました。  

 それから 1 週間後に、私はなぜか係長の登用試験を受けさせてもらうことになり、そし

てそれに合格して、同期の大学生 10 人がまだ平なのに、私、24 歳で係長になった。2 年
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後に富士銀行に東京へ 6 カ月勉強しに行かされました。そこで見たものは大きいもののま

ねをする小さな者は絶対勝てないという現実でありました。だからわれわれ信用金庫が何

ぼ日本一の富士銀行といえども、そこのやっていることをまねしてそれをやろうとしたっ

て、絶対にだめだということが分かりました。  

 しかし大銀行である日本一の富士銀行ですら、大き過ぎてやれないことがあります。や

らないこともあります。また「俺らみたいなエリートは何で鉛筆なめながら、中小企業の

社長さんにいろいろ聞いて資金繰りを一緒に作ってやらないかんねん。俺はそんな仕事せ

んよ」と言って、あほらしくなってやらないという仕事もたくさんある。現場見てきたか

ら分かっている。私は思いました。大きいところがやらないこと、やれないこと、あほら

しくなってやれないところに隙間があるなと。その隙間に知恵と勇気と独自性と奇抜性を

持ってさっと手を入れたら、ひょっとしたらわれわれ小さな信用金庫でも、地域を絞って

中小企業金融に徹したら、大銀行の支店と四つに組んで戦えるかもしれないと思って帰っ

てきたんですよ。  

 まねしたらあかんと。だから私がずっと担当してきた中小企業の社長さんたちには、自

分のところしかできない隙間産業、そういうことを伸ばしていったらよろしでとだいぶ言

った。帰ってきて当時の理事長の松浦慶太さんに言った。えらい褒められて、当時の支店

長に「中川にあしたから作戦立てさせて、こいつの作戦でおまえら指揮してやれ」という

異例なことをおっしゃって、私は富士銀行で学んできたノートを引っ張り返して、富士銀

行で学んできた 180 度逆のことをやり始めた。 

 そうしたら当たりまんねんな、まねしたらあかん。28 歳になったとき、ハシモトさんが

大出世して本店営業部長。6 カ月後の私、「あした、中川異動や」。松浦慶太という鬼のよ

うな理事長の前へ恐る恐る立って、係長で 4 年たったから支店長代理にならしてほしいと

思いながらドキドキしていたら、松浦慶太理事長が読み上げた辞令は「中川政雄、初芝支

店長を命ず」と。だから係長から支店長代理、副長、次長を一気に抜いて、28 歳で高校出

が全国最年少で支店長になりました。  

 そのとき理事長がおっしゃった。「大銀行は掃いて捨てるほど人材はおられる。どなたを

支店長にしてもそん色ない立派な人たちばかりや。しかしうちの信用金庫にはそういう銀

行に入れなかったやつたちが入ってきとる。だからおまえみたいに日掛け集金人として入

ってきたのに」と。そうだから私はなぜ日掛け集金人かなと思ったら、はじめから日掛け

集金人で入っていたんだ。「努力したら支店長にでもなれようということが分かったら、お

まえよりも頭のええやつ山ほどおる。おまえより仕事のできるやつはぎょうさんおる。そ

ういうやつらが中川みたいなやつでも支店長になれるんやから、俺なんか努力したらなれ

ると言って、あしたから勇み立ちよるわ。頑張れ」。  

 「教育はな、馬を河原へ連れて行け。そしてこう言うたるねん。この水はうまいぞ。こ

の水飲んだら速よう走れるぞ。競争に勝てるからこの水飲め。しかし馬は飲まんかも。あ

いつ教えたっても俺の言うとおり聞きさらさん言うて、そこで見捨ててるようじゃ教育は

でけへん。もう一回連れてこい。そしてもう一回同じことを言うたれ。それでも飲まんか

らと言うて、あいつは頑固や。頑固なやつは組織に向かんと切り捨てていたんじゃ人材育

成はでけへん」。  

 「今度は馬の鼻ぐら捕まえて、その馬を川の中へ突っ込んで揺さぶったれ。この水はう
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まいぞ。飲めばおまえの体の滋養になって、足が速くなって勝負に勝てる。飲めと言うた

れ。しかし中川、上からの教育はこれが限度や。何ぼ一生懸命に言うたっても、飲むか、

飲まんかは馬の意思次第やからな。だから上からの一方的な教育だけでは人を育てること

はでけへんねんど。分かったか」  

 「親鳥が卵の上からつつくんや。中に入ってるひな鳥は親鳥がつついてくれたほぼ同じ

箇所を中からつつき返すんや。そしたら卵はポッと割れて、中からひよこが化けて飛び出

してきよるんや。親鳥がかわいい、かわいい、かわいいとかわいいばかりで、卵を温めて

いるばかりしていたら、ある日当然勝手に卵が割れて、中からひよこに化けて飛び出して

きよるんかと思ったらそうとちゃうぞ。ある時期までは大事に大事に育てて温めて、ある

瞬間になったら今度は親鳥がその卵の上からつつかなあかんねん。つついただけでは卵は

割れへんぞ」。  

 「卵の殻を隔てて親鳥とひな鳥がお互いに心が通い合うような関係にならないと、卵の

中のひな鳥が親鳥がつついてくれた同じ箇所をつつき返すことはせん。同時につつき返す

から卵が割れて、今度は人間が化けて飛び出してきよる。これを人が化けるいうんや」。こ

のことを宗教用語で「啐啄同時」といいます。これ、パソコンで調べてください。これは

上司と部下の関係と一緒や。親と子供の関係と一緒や。先輩と後輩の関係と一緒や。そし

て得意先とお客さん、得意先とわれわれの関係と一緒や。  

 きょうレジュメを渡しました。読んでおいてください。読んだら分かることしか書いて

いません。しかし、レジュメを端から読んできょう話をしても、ほとんどの人が寝てしま

うでしょう。みんな知っていることだから。だから私は自分の体験談を語りました。その

話を踏まえて、レジュメでお渡ししているやつを読んでください。急に化けるようにして

伸びていくのは、どうせ俺なんか、どうせ不景気だから、どうせおれ 1 人ぐらいやったっ

て大きな組織は変えられへんという「どうせ」という 3 文字をかなぐり捨てて、何事もや

ってみないと分からんやんか。決まったことはやってみようや。やる前からやれない理由

を並べんとこやというふうに考え方を変えたら、組織は化けるように変わっていきます。 

 プロ野球でも監督が代わって、選手あたり 1 人代わって、去年あれだけ打てなかったチ

ーム、何で今年は打ち始めるんだという不思議なことがときどき起こる。私の地元の阪神

タイガース、私、カチカチの応援団ですよ。初戦 3 連勝したとき、近所のみんなが今年は

優勝やと言いました。その後だんだん実力が出てきて、負け過ぎてきますと、朝私が事務

所へ出勤しようと思ったら、「中川さん、どないなってまんねん」と私に問いかけてくる。

景気がどうなってまんねんとか、遷都がどうなってまんねんというような問いかけと違う。

「今年の阪神はどうなってまんねん」と言って問いかけてくる。  

 3 連勝したときは和田は名監督になるでとみんなが言った。俺も言った。そしてきのう

は何とか勝ったが、おとといの段階では「和田ははよ辞めさせ」というのがわれわれ近所

の合意でありました。なぜあれだけの強烈な補強をしたオリックスがなんであんなに負け

続けるのか。これも不思議である。  

 さて、職場は一将の影。職場というところは 1 人の大将の人格、執権、能力の全てを映

し出している影ということですので、阪神が負け続けているというのは選手だけが悪いの

ではなく、リーダーである和田さんが悪いのだと。オリックスが負け続けるのはあの監督

が悪いのだと。突然変異のようにして日本ハムが勝ち続け、中日が勝ち続けているのは、
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それぞれの監督がいいからだと。それぐらい上に立つ人の重要さは大きい。そしてまた組

織の人たちに何を教え、どうして伸びてもらうかという皆さん方担当者の任務も大きくて

重いということ。 

 最後にもうひとつ。やってもやらなくても評価もされずに怒られもせずに給料も一緒だ

ったら、やらないほうが楽。変にやって失敗したら損。そういう組織になっていきます。

やったらやるだけリスクが背中にかかります。リスクを背負ってまでなぜ勇気を持って一

歩踏み込むかといったら、誰かが黙っていても評価してくれているという期待感と信頼感

があるから、一歩踏み込めると私は思っています。  

 民間でいつつぶれるか分からないような信用金庫に 42 年も奉職しておりましたが、常

に頑張ってやらなければ来年の給料が保障されないと思って、必死になって働いてきまし

た。皆さん方は給料保障されているじゃないですか。そういう立場じゃないですか。そし

たら何ぼやったって給料保障されているじゃないですか。ええ立場や。そしたらもっとも

っと踏み込んで積極的にやれるじゃないですか。  

 前の時計は 2 時 40 分です。私は 1 時 10 分から 2 時 40 分まで時間を頂戴していますの

で、プロの講演者は延長はしないのであります（笑）。4 時間ぐらいかかって千葉に来まし

た。4 時間かかって帰ります。来週はちなみに 21 日に広島で講演して、22 日には熊本で

やる。次の日東京ですから、熊本から新幹線でできるだけ飛行機は嫌だから、落ちる可能

性あるから。6 時間かかって東京へ来て、そして翌日北海道札幌日帰りで大阪に帰って、

それでまた講演するという、73 歳とは思えないほどいろいろなところを走り回っておりま

す。 

 何で元気ですかとよく聞かれる。何を食べているんですかと聞かれるが、別に変わった

ものは食べていない。別に覚せい剤を飲んでいるわけではない。それでもこのパワーや。

なぜ元気ですか。それは待っていてくれる人があると思うから。きょうもしも病気で休ん

だら、呼んでくれている人の顔もつぶして、わし自身の信用も落とす。遅れてはならない。

休んではならない。病気になってはならないというようなそういう自覚が勝手に芽生えて

きたから、現役時代は何ぼ役員でも、年に 2 回や 3 回は風邪やと言って休んだことはある。

今は休めない。だって、誰かが待っていてくれるんだもの。勝手に思っているんや。期待

されているんやって。誰かに期待されてる、待っててくれてる。俺が朝出勤しないことに

はだめだと思う自覚があったら、それは人間頑張りまっせ。  

 皆さん方のますますのご活躍、そして今与えられている立場がどれだけ重要であるかと

いうことを私の 1 時間半の話の中で、それを感じ取っていただいて、そして私の話とこの

レジュメに書いてある 1 項目 1 項目を帰ってから読んでいただいて、重ねにしていただい

て、そして各組織を活性化するための教育のプログラム、教え方、持って行き方。これを

自分で勉強していただいたらありがたいと思います。  

 最後に、皆さん方のご健康とますますのご活躍を心からご祈念申し上げまして、これで

私の話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。（拍手）  

-18-



 

 

安 房 地 区 研 修 会 
平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 

於：館山市コミュニティセンター 

 

『地域の自治体職員が抱える問題について』 
 

 

 

 

 

 

 

講 師 紹 介 

 

氏  名 鳥
とり

 塚
づか

  亮
あきら

 氏 
 

現  職 いすみ鉄道株式会社 代表取締役社長 

 

略  歴 昭和３５年６月 東京生まれ 

大学在学中から航空機の操縦訓練を受け資格取得。 

２７歳の時大韓航空入社。成田空港勤務。 

３０歳でブリティッシュエアウエイズ（英国航空）入社。 

２０年以上にわたり一貫して成田空港で旅客、運航部門勤務。

旅客運航部長。 

在職中、３２歳で鉄道のＤＶＤを制作する有限会社パシナコー 

ポレーションを設立。 

平成２１年６月 いすみ鉄道株式会社代表取締役社長に就任。 

 

著  書 『いすみ鉄道公募社長 ─危機を乗り越える夢と戦略』 講談社 

『ローカル線で地域を元気にする方法 ―いすみ鉄道公募社長 

の昭和式ビジネス論』 晶文社 

-19-





 

 

 皆さま、こんにちは。お見かけしたことのある顔もいらっしゃるようですが、いすみ鉄

道の鳥塚でございます。よろしくお願いします。  

 私は、皆さんご存じのとおり、公募の社長です。公募の社長というのはひと言で言うと、

皆さんと反対の立場にある。極端なことを言って、行政で立ち行かなくなってしまったか

ら公募の社長を呼んだと私は理解しているのですが、行政の方々というのは本当に大変で

す。私は本当にそう思います。いつも大多喜、それからいすみ市の方々と一緒にいるので

すが、いすみ鉄道は第三セクターなので地域住民からいろいろ言われます。行政の方々も

たぶんそうだと思います。  

 例えば私はこんなことを言われます。いすみ鉄道は観光鉄道、つまり地域住民の数が少

ないから観光鉄道と標榜していると、地元のあるおじいさんから、「観光鉄道？  ふざけ

るな、お前。観光なんて遊びだろう。税金を使ってお前は遊びをやっているのか」と。ま

ったくピントがずれています。それはあなたが観光に行くときは遊びかもしれません。だ

けど考えてみたら観光に行く人というのは、前の日に銀行へ行って ATM でお金を下ろし

て財布の中に 1 万円札を入れて、それで、その 1 万円札を使いに来るわけです。だから観

光は産業なんです。そういうことは館山とか南房総へ来てお前に言われなくたって分かっ

ているという世界だと思いますけれども、でもそういうことすら、地域の人たちは分かっ

ていない部分があります。  

 私でさえそうなのですから、皆さん方は本当に毎日、ご苦労をされているんだろうと思

います。その皆さま方に、きょうはモチベーションをいかに高め、それを維持していくか、

職場内のコミュニケーションをどう取っていくか、それから地方創生、地域活性化のため

のヒント、こういう内容でお話をしてくださいと言われました。でも、逆にこっちが聞き

たいぐらいです。皆さん方はこういうことに関しては、とにかく非常にキーになっていて、

自分自身あるいは職場の中のテーマであったりすると思います。私は役場の仕組みという

のはよく分からないのですが、例えば福祉、生活保護という部分をされている方もいれば、

農業、漁業のことをされている方もいるし、観光、企画、または財政をされている方がそ

れぞれいて、それぞれの職場に特色があると思うんです。ですから一概に何とも言えない

のですが、きょう私が話をするのは、いすみ鉄道を観光というテーマでどうやってきたか

ということです。ただし私のやり方は一筋縄ではないです。どちらかというと、あいつは

とんでもないやつだというやり方です。  

 いすみ鉄道は、菜の花の中を走る鉄道です。千葉県の南房総の方々から見ると、何がい

すみだよ、何が菜の花だよとなりますけど、やれることを精いっぱいやるという点で、こ

れは地域の人たちと、それからうちの職員と、とにかく何とかしなければいけないという

ことで平成十何年から、沿線の草刈りをして種をまいてということをやっています。こち

らのほうではもう 1 月になるとフラワーロードみたいな感じできれいになっていますが、

あれはちゃんと植栽しているんでしょう？  予算をかけて植栽して、温室で大きくしたの

を植えたりすることによって観光の目玉ということをやっていらっしゃると思います。  

 いすみ鉄道沿線は、いまちょうど、ここ 2 週間ぐらいずっと沿線の草刈りをやってくれ

ています。これは地元の人たちが当番を決めてやってくれます。ここからここの地域はど

この集落、ここからここはどこの区というようなことでやってくれるのですが、鉄道は頼

んでいません。勝手にやります。  
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 なぜか。旧国鉄が最初にやって、当時、バス転換というのが国の方針でした。若い方は

ご存じないと思いますが、旧国鉄が、もうこんな線はいらないよと。JR になるためには赤

字路線を引き継げないからと言って八十いくつの路線を廃止にしました。その路線を引き

継いだのが、一つはいすみ鉄道第三セクターなんです。国の方針がバス転換というのにも

かかわらず、第三セクターの鉄道で残ったところというのは、簡単に言うと国の方針に反

したところです。国はバス転換ですから転換交付金というのをくれたんです。いわゆる手

切れ金です。1 キロあたりいくらということで転換交付金をくれて、それで未来永劫バス

でやっていきなさいと。これが約 30 年前の話です。その当時は定期預金の金利が 7％ぐら

いありました。だから国からある程度のお金をポンともらえばやって行けるでしょうとい

うことで、国鉄の赤字路線はみんなバス転換になりました。にもかかわらず自分たちは鉄

道で残すんだと言ったところが第三セクターです。  

 そうすると、どうなったか。たしか、転換交付金が半減されました。国の言うことを聞

かないからです。おまえらは国の言うことを聞かないんだからと半減された。鉄道で残す

ほうが金がかかるのは火を見るより明らかです。それなのに半分にされた。それでもロー

カル線を残した地域です。つまり自分たちの鉄道だと。俺たちが何とかやっていくんだと

いう非常に意気込みの高い地域で、だから自分たちで草刈りをする。自分たちで花の種を

植える。駅の掃除もする。そういう地域なのです。これが第三セクター沿線の地域住民の

気概というか気質というか、特徴です。私鉄でもなく、JR でもなく、第三セクター。JR

の場合はちょっと特殊な部分が最近ありますから、勝手に駅の掃除をして駅の中に花を植

えたりすれば、よけいなことをするなと怒られてしまいます。でもいすみ鉄道は、ありが

たいからやってもらおうということです。自治体、行政の方々は菜の花の種を買う予算は

持っています。菜の花の種を買って、地元の人たちと手分けをして鉄道会社に種を配る。

それをみんなでまくというやり方でここまで来ました。  

 ただし国、国鉄がやって駄目だったところを地元いすみ市、つまり当時の夷隅町、大原

町、それから大多喜町、勝浦、御宿が出資した。これは勝浦、御宿の子どもたちがいすみ

鉄道で大多喜高校へ通っているから出資者になって、昭和 63 年に会社が運行をスタート

しました。国がやってできないのだからできるわけはないというのは、私の考え方です。  

 きょう、私はタラタラと車でのんびり走って来ました。いまは圏央道がずっと延びてい

ますが、国鉄の赤字ローカル線を引き継いだ路線というのは、うちの場合は、外房線から

内陸に分岐する 20 キロから 40 キロの路線です。本線から内陸に分岐する 20 キロから 40

キロの路線というのは、だいたいどこも国鉄の赤字ローカル線です。本線というのは特急

列車が走るところです。入り口の自治体はいすみ市、内陸の自治体は大多喜町ですが、こ

れが当然、温度差があります。どういうことか。地方の人たちは皆さん、必ず東京を向い

ています。だからいすみ市の人たち、入り口の大原の人たちにとってみたら、内陸に入っ

て大多喜のほうに行く鉄道なんかはいらないんです。だから外房線、東京湾外にもっと特

急が増えないかという見方をします。ところが内陸の大多喜の人たちにとってみたら、い

すみ鉄道がなくなってしまったら陸の孤島です。  

 そういうことで、私が就任したときには非常に温度差があったわけです。ただし原則論

として申し上げますが、国鉄の赤字ローカル線を引き継いだ 20 キロから 40 キロの路線と

いうのは、鉄道、地域交通として本来の役割で残るためには、人口が 10 万人必要です。
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人口が 10 万人いれば高校が五つぐらいある。人口が 10 万人いれば朝夕渋滞します。そう

いうことが鉄道が残れる基本的な条件です。われわれはマーケティングとか、そういうこ

とを普段から勉強しています。地図を広げて、どこに学校があってどこに団地があって、

ここにマンションがあってとやって、じゃあ、ここにスーパーマーケットをつくろうとか、

ここにコンビニをつくろうとか、こういうことで基本的にマーケットというものを考えま

す。ローカル線が本来の役割である地域交通として残るためには、人口が 10 万人必要で

す。ところが大多喜町は 1 万人を切っている。9000 人ぐらいです。いすみ市は 4 万人い

るかいないかですけれども、3 町合併でできましたから、旧夷隅町とかいすみ鉄道を利用

できる範囲の人たちは 2 万人いません。ということは合わせても 3 万人いないわけですか

ら、基本的に鉄道が商売として成り立つところではありません。  

 では房総半島はいまどうなのか。ここ、南房総の地域にいると全然感じませんけど、こ

の辺へ行くと過疎です。さっき鋸南のパンフレットをもらったんですけど、鋸南なども非

常に厳しい地域と聞いています。そういう地域では鉄道は重すぎて持ち切れない。だから

捨てちゃおうと、日本全国、国鉄時代の末期に国の言うことをちゃんと聞いて鉄道を廃止

にしたところが、じゃあいま、どうなっているか。全部駄目になっています。全部すたれ

ています。本当に集落がなくなる。それから人口はものすごく減る。それがいま直面して

いる課題じゃないでしょうか。昭和 50 年代から 60 年代にかけてローカル線を廃止したと

ころは全部人口が減って集落が成り立たない。行政も成り立たない。これからそうなりま

すよといま、国がまた 2040 年にはどうなると言っているわけでしょう。そういうときに

同じことをしてどうするのか。昭和 50 年代、60 年代でやったようなことも、行政、予算

が重いから鉄道を捨てちゃおうと言って、また今後 20 年たったら国鉄時代の末期と同じ

ことが繰り返される。  

 だから私はマーケット的には、沿線地域の地域交通としては少子高齢化で、子どもはい

ない、みんなマイカーを持っていて、一家に 1 台ではなくて 1 人 1 台という地域で、ロー

カル鉄道が残る条件はないと思うのです。しかし、これは東京国際空港、羽田です。皆さ

んだったらピーンと来るでしょう。すぐじゃないですか。ちなみに羽田空港から圏央道で

市原鶴舞インターまで来るのですけど、市原鶴舞インターで下りて大多喜まで 50 分。羽

田空港から大多喜まで 50 分です。この 50 分という時間距離、皆さんは東京のことをよく

知っていると思いますが、羽田空港から 50 分で、渋滞していれば渋谷にも新宿にも行け

ません。その時間距離で大多喜に来ることができて、そこにはローカル線のいすみ鉄道が

走っている。ここは北条ですが、向こうは本多様なんですから。仲がいいか悪いかは知り

ませんけれども、お城があって城下町がある。歴史がある。そういう地域であれば鉄道が

広告塔になって地域にお客さんを呼べる。つまり観光政策が成り立つのではないか。その

ように私なりに考えて、いまから 6 年前に公募に応募したんです。  

 私の父は勝浦の出身です。興津ですから子どもの頃からしょっちゅう行っていました。

皆さんは若い人が多いから知らないでしょうけど、両国から蒸気機関車に乗ってシュッシ

ュッポッポ、シュッシュッポッポと。内房はいいですけど、外房へ行くには土気の坂を越

えるんです。土気の坂を越えて大網で列車の向きを変えて……なんていうことをやってい

た時代から来ていました。南房総の方々はもうとっくに頭の中の地図は書き換えられてい

ると思うのですが、外房地域というのは、東京から大多喜へ行こうと思ったら、船橋、津
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田沼、千葉と来るでしょう。蘇我から山を越えて大網、そして茂原、一宮、大原です。そ

してそこからいすみ鉄道に乗り換えて大多喜です。こういうルートが感覚的なルートです。

つまり大多喜は、茂原よりも、大網よりもはるかに遠いところなのです。ところが圏央道

ができると、木更津の次は大多喜です。大多喜はいまや茂原よりも、大網よりも東京に近

い。そういうふうにものの見方、考え方を変えていくわけです。  

 つまりどういうことか。過疎地で、房総半島、半島経済、つまり袋小路です。観光客は

来ない。外房の人間に言わせると、みんな南房総へ行ってしまう。みんな館山へ行ってし

まう。そういう状態です。それを私は物事のいいところを探そうと思っているんです。い

いところを探す。表現のしかたも含めて、何かいいところはあるはずです。あいつ、いや

だなあ、あんな野郎、嫌いだよと思っても、何かいいところがあるはずだと思う。房総半

島の山側は、イノシシは出るは、木陰を歩けばヒルが落ちてくるはで、どうしようもない。

それからいまはキョンです。行川アイランドから逃げたキョン。私は大原台に家を借りて

いるんですけど、まあ、家のまわりはすごいです。東京から来て憧れて別荘を買っても、

家庭菜園は絶対できません。もう、みんな食われちゃいますから。そういうような地域で

も、何かいいところがあるんじゃないか。そういうことで、皆さんも気に食わない上司と

か、いやな住民代表みたいなのがいるかもしれませんけど、いいところはあるぞと、何か

いいところを探してください。  

 以前、私はブリティッシュエアウエイズという航空会社に勤めていました。オペレーシ

ョンのマネジャー、フライトコントロールというのをやっていたのですが、仕事は非常に

おもしろかったです。でもいろいろと日本の景気が駄目になってきた。私は仕事がおもし

ろくて、別にリストラでも何でもなく、会社の経営も順調にいっていたのですけど、会社

の経営が順調でお客さんがいっぱい乗れば乗るほど、日本航空なんか目じゃなかったです。

全日空なんか、目じゃない。何しろうちの会社はコンコルドを持っていたんです。そのぐ

らい、私は自分の会社が好きだったんですけど、でもよく考えたら、一生懸命頑張ってお

客がいっぱい乗って会社の業績が上がれば上がるほど、自分のやっていることは日本のお

金を地球の反対側に送っているのだと。向こうが本社ですから。日本のお金を地球の反対

側に送っているということが、何か、非常に非国民みたいな気持ちになって、それで私は

48 歳で航空会社を辞めてしまったんです。  

 それで、昔から来ていて千葉県が大好きですから、日本のために、千葉のために、地域

のために何か引っかきまわしておもしろいことをやってみたいなというのが、たまたまい

すみ鉄道の公募の社長だったわけです。これがその当時です。  

 外資系の航空会社では私はマネジメントでしたから、リストラや人減らしをしなければ

ならない。それで自分よりも先輩の人に辞めてもらったり、そういうことをさんざんやっ

てきたのですが、全然違う世界に飛び込むにあたって、一つだけ大きな方針を決めました。

鉄道も飛行機も同じ運輸業です。ですから安全に、正確に、ローコストでオペレーション

をするということは同じなのですが、ただ、さっき言いましたように国鉄の赤字ローカル

線を引き受けて、それでずっとやって来て駄目になっているわけです。地域も含めて人が

いなくなっちゃって、お客がいなくなっちゃって子どもがいなくなっちゃった。それでず

っとやって来て駄目になっている。いまから言うことは大事なことですが、たぶん、皆さ

ん方は一番苦手な部分だと思われます。ずっとやって来て駄目になっているのだから、い
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ままでのやり方はやらない。これを決めたんです。いままでのやり方は絶対にやらない。  

 お役所の方々は、いままでどおりにやっていくのが仕事かもしれませんけど、私が考え

たのはずっと同じことをやって来て、いま駄目になっているのだから、いままでのやり方

はやらない。これは英語で恐縮です。後ろのほうの方は見えないかもしれませんが、

Insanity という言葉があります。アインシュタインが言ったとされている言葉ですが、

「 Doing the same thing over and over again, and expecting different result is 

insanity.」。これはどういうことか。同じことを何度も何度も繰り返してやっていながら、

違った結果を求めているということは insanity ですよと。この insanity とは、頭が狂っ

ているという意味です。つまりいままでのやり方でやってきて駄目だったら、やり方を変

えなさいということ。アインシュタインは科学者ですから、いろいろな実験を繰り返して、

どうもうまくいかない。結果が出なければやり方を変えていくのは当然だという意味で言

ったのです。  

 いままでのやり方でいまがよくなっていればいいです。例えば南房総、館山。これは観

光としてはものすごい。私はいつも日曜日に道路情報をインターネットで見ます。館山道

の帰り、上り線は真っかっかです。だから人が来て成功しているのだったらいいんです。

だけどローカル線なんかを見るとうまくいってないわけです。つまりいままでのやり方で

駄目なのだから、やり方を変えなければ駄目です。ただ、これだけのことです。最近、ぶ

れちゃいけないとよく言うじゃないですか。だから、自分の心に最初に決めたことです。

でもいままでのやり方で駄目だったのだから、やり方を変えなきゃいけない。  

 最近よくこのフレーズを聞きませんか？ この青い帽子をかぶっている方が、いままで

のやり方で駄目なのだからやり方を変えましょうと言っている。彼は地方創生担当大臣に

なってから、まだ 2 年です。私はいすみ鉄道の社長になってから 7 年目ですから。いまま

でのやり方が駄目なのだから、やり方を変えなければいけない。そう言ったのはどっちが

先か。私のほうが先なんです。大臣が私の言っていることをパクったんです。これは大切

ですから、皆さん、覚えておいてください。大臣が何かで、いや、いままでのやり方を変

えなければ駄目なんだと言ったら、あれは私の言葉ですから。  

 でもまあ、そんなことはどうでもいい。最近、こうやって仲良くしてくれているから。

これは鉄道会社の公募社長の集まりです。この人は鳥取県の若桜鉄道の社長さん。公募で

す。元 IT 関係。この方は秋田の由利高原鉄道の社長さん。元東急観光です。そして私。

内閣官房も公募社長をすごく評価してくれています。  

 ではいままでのやり方とは何か。必ずこれです。「乗って残そう○○線」。どこへ行っ

てもやっています。地域交通としては大事なことです。これは長野県の屋代線ですが、地

域交通としては、基本的に住民が利用するということは大事なことです。だけど、そのや

り方でみんなお亡くなりになってしまった。この屋代線も廃止になりました。つまりロー

カル線が廃止になる。いよいよだというのは、だいたい期限を区切られます。JR 北海道の

何とか線が来年 3 月で廃止と期限を区切られます。つまり人間の感覚で言ったら、病気に

かかってあと半年ということです。病気にかかってあと半年だとか、あと 1 年というとき

に、病院へ行って治療法、あなたの病気は「乗って残そう」という治療法で治りますよと

言われて、国鉄時代から 40 年間、全員お亡くなりになっています。つまりこの方法で残

ったローカル線はないです。行政が赤字を丸抱えするから？助けてやるよというところは
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別です。だけどこの方法で残ったローカル線はないんです。だから私はいままでのやり方

はやらない。  

 こういうことです。国鉄の赤字ローカル線、地域生活、日常生活の足、住民の足。これ

は大事なことです。大事なことなんだけど、この方法でずっと戦って来てみんな廃止にな

っちゃったのだから、これはやるべきではない。  

 じゃあどうしようか。これは貴重な写真です。「木原線廃止絶対反対」。いすみ鉄道の

前身は国鉄木原線です。木更津と大原を結ぶから木原線という名前で、戦争で中断して止

まっちゃったわけです。そういうところは日本にいくつもあるのですが、国鉄の赤字ロー

カル線問題が顕著になったのは昭和 43 年です。国鉄諮問委員会というのが「役割を終え

た鉄道路線」というリポートを国会に提出しました。そこが赤字ローカル線問題のスター

トです。  

 そのときに東京に住んでいた中学 1 年生だった人が、赤字ローカル線で一番近かった木

原線を訪ねて来て撮った写真です。この写真を先日、おじさんが私のところへ持って来ま

した。「ちょうどいい写真が出てきたから、社長、使ってください」と言って持って来た。

撮った人です。定年になって時間ができたから、昔の写真を整理していたら、僕が中学 1

年生のときに撮った写真が出てきましたと。それだけ根が深いわけです。つまり中学生が

赤字ローカル線の写真を撮りに行って、もう定年になってしまったのに、地域の問題はま

だ解決していないわけです。私はそこに果敢に挑んだわけです。  

 これは地元の方々、沿線地域の住民の方々です。さっき言ったように、駅に集まっては

掃除をしたり、花を植えたり、草刈りをしたり、みんなやっている。われわれはこれを“マ

イレール意識“と呼ぶんですけど、沿線住民は、自分たちの鉄道を自分たちで守るという

意識が非常に強い。大多喜もいすみもみんなそうです。各駅ごとにこういうチームがあっ

て、ひまになると集まって来てやるんです。  

 私には一つだけいすみ鉄道の自慢があります。通学の高校生の態度が非常にいい。列車

の中で悪さをしたり、そこら辺に座り込んだり、ガムを食ってペッなんて吐いたり、そん

なやつは一人もいません。なぜか。こういう人たちの家で育っているからです。おじいち

ゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん。5、6 年前に私が就任したときに撮った写真で

すけど、このおばあさんは昔、いすみ鉄道のいろいろな運動を始めた頃はおばさんだった

んです。二十何年たっているわけですから。ということは、先代もやっていたんです。こ

のように沿線の家々の人たちがずっと駅の掃除をやっている。そういう地域で、そういう

家で育った子どもが、駅でつばを吐けますか。だから高校生のマナーが非常にいい。これ

は第三セクター路線の特徴です。  

 そういう非常にありがたい地域で駅を一生懸命に守ってくれている。このときに私は不

思議だったんです。私は東京生まれの東京育ち、板橋で池袋からすぐだったんですけど、

何で駅を掃除しているのか、理解できなかった。「何で、駅を掃除しているの？」と聞い

たんです。そうしたら、おばさんが「あんた、何言ってんのよ。駅は町の玄関口でしょう。

玄関が汚かったら恥ずかしいでしょう」と言うわけです。玄関が汚かったら、お客さんが

来たときに恥ずかしいでしょう。でもお客なんか、来ないのよ。すたれているから、お客

なんか来ないの。でももしお客さんが来たときに恥ずかしい。だから私たちは駅をきれい

にするんです。いすみ鉄道のためだとか、そういう大義名分は言わない。もう素直なんで
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す。町の玄関口だから、やっぱり汚かったら恥ずかしいからみんなで集まってする。こう

いう人たちがいろいろな駅にいるわけです。  

 私はそれまでは航空会社で成田空港にいたんですけど、こういう人たちに接するように

なってから、ああ、この人たち、ずっとローカル線を守ってきて、駅を守ってきて、でも

お客さんが来ない。お客さんがもし来たら駅が汚かったら恥ずかしいでしょうと言っても、

お客さんは来ない。お客さんが来ないままいすみ鉄道が廃止になったら、どうですか。地

域のために、頼まれもしないのに手弁当で一生懸命やっている人たちが、このままいすみ

鉄道が廃止になったら報われない。もしそういう地域のために一生懸命にやっている人が

報われないような世の中がまかり通るのであれば、私は、そういう日本はよくないと思っ

たんです。  

 私はどちらかというと、コストコントロールだとか、得意ではないですけど人を辞めさ

せてコストを減らす、人件費を減らすだとか、そういうことをやるのがいままでの仕事だ

ったので、そういうやり方はどうかなと思っていたんですけど、そういうやり方は通用し

ないです。例えば航空会社はどういうことをやるか。飛行機の中でお飲み物はいかがです

かとキャビンアテンダントがくれるでしょう。そうすると、例えば一つのコストが 7 円だ

とします。これをどうやったらもっと安くできるかと、一生懸命に考えるんです。いろい

ろな業者に見積もりを出させたり、発注個数を増やしたり、いろいろなことをやって 1 個

5 円にする。こういう地道な努力を航空会社はやっているわけです。  

 ところがキャビンアテンダントの人達は、飛行機の中でカートを押しながら、「ねえね

え、ちょっと、会社っていやよね、またこれ、だんだん紙コップがチャチになってくる」

と、「お客様、熱いですから気を付けてくださいね」と言って二重にして渡す。 1 個 7 円

のものをせっかく 5 円に削ったのに、キャビンアテンダントが「お客さま、熱いですから」

「こんな薄っぺらい紙コップ、いやだわ」と言いながら、お客さんに二重にして「はい、

どうぞ」と渡すから、よけい金がかかってしまう。でもそういうことを一生懸命にやるの

が航空会社です。  

 私がいすみ鉄道社長に就任したときは、そういう世界とはまったく違った。皆さんも人

事関係の経験のある方はお分かりになると思いますが、1.5 人分とか言うでしょう。あり

得ませんから。1.5 人分の「 .5」というのは何ですか。上半身ですか。下半身ですか。あ

り得ないです。いすみ鉄道ももう車掌はいません。ワンマン、運転手だけです。これを減

らして 0.8 人にしようと言ったら、どうなりますか。もうできない。つまり乾いたぞうき

んを絞るようなことをやってもあまり意味がない。  

 話は戻りますけど、私はそのときに、いままでずっと鉄道を守ってきて駅の掃除をして

いた人たちが報われるように、私たちはいすみ鉄道で一生懸命やってきてよかったわねと

言えるような世界をつくる。これが第三セクターのローカル鉄道としてやるべきことだろ

うなと思ったんです。それもいままでと同じやり方をやらないで。  

 では、東京から近いから観光客が来るよということで、観光鉄道にというと、一番は蒸

気機関車です。館山も何回か、来たのではないでしょうか。D51 とかです。観光鉄道は、

これは一番で、100％成功します。ただし沿線警備は大変です。踏切ごとに人を立てたり、

ガードマンを置いたりと、これは大変ですけど 100％成功します。しかし初期投資は 5 億、

年間維持費は 5000 万円かかります。観光鉄道は土日です。月曜から金曜までは、5 億かけ
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たものが車庫で眠っているわけです。いすみ鉄道の年間運賃収入は、当時、 9000 万円。1

年間、朝から晩まで列車を走らせて 9000 万円しか運賃が入らない。そういう会社が 5 億

かけてどうする。できるわけはないでしょう。  

 じゃあ、あとは何がある。JR はいいです。いろいろな車両を持っているから、「ニュー

なのはな」だとかいろいろなのが来るけど、いすみ鉄道はとにかく金がない。じゃあ展望

列車は。展望列車というのは例えば屋根までガラス張りだったり、景色のいいほうに座席

がみんな向いているとか、そういうのは 1 両 3 億円です。当然、輸送対策補助事業で車両

更新をします。近代化補助というやつですから観光列車なんかはつくれないわけです。だ

から全然お金がない。で、どうしましょうかと。  

 いすみ鉄道の車両はレールバスです。これで勝負しなければいけない。何とかしなけれ

ばいけないわけです。それで、私がそのときはたと気が付いたのは、ああ、そうだ、金が

ないんだ。だから金を使わない方法で勝負をしなければいけないんだと思ったんです。そ

れはそうだ、お金をかけて勝負をするのだったら、この国では絶対に大きな組織、大きな

会社が勝つようになっているんです。例えばスケールメリットという言葉があるでしょう。

これだって 100 個しか使わないところと 10 万個使うところでは値段が全然違いますから。

それと同じようにお金をかけて勝負をするのであれば、必ず大きなところが勝つ。大きな

会社が勝つ。それからお金をかけて勝負をするのだったら、必ず東京が勝つんです。そう

いうふうになっているんです。  

 田舎の、明日をも知れぬ運命のローカル線が勝負をしていかなければいけない。観光だ

から東京が相手です。東京を相手に勝負をしていかなければいけないときに、お金をかけ

ないで勝負をする方法が見つかれば、これは何とかやっていけるのではないかと思って、

私はいすみ鉄道で 2009 年 10 月に「ムーミン列車」をスタートしました。  

 千葉県の方だったらたぶん一度は聞いたことがあると思います。ムーミン列車になる前

のいすみ鉄道、そしてムーミン列車。SL でもなければ、展望列車でもなく、シールを貼

っただけです。あとは何もしていない。だってお金がないんだもの。もちろん、ムーミン

の権利関係はクリアしています。でもシールを貼っただけで観光鉄道ですと言ったんです。

そうしたらすぐテレビが来ました。テレビ東京の「この秋乗りたいローカル線の旅」。同

じ交通機関で、地域公共交通機関で、バス。黄色いバスにシールを貼って「ムーミンバス

です」と言ったら、どうなると思いますか。「どこの幼稚園ですか？」と言われて終わり

ですよ。ところが同じ交通機関でも鉄道だったら、シールを貼って「ムーミン列車です」

と言えば、テレビが来る。これが鉄道の持つポテンシャルです。  

 開通したのは昭和 5 年ですが、せっかく地域が戦前からこの鉄道を維持しているのであ

れば、それをどうやって使っていくか。うまい使い方をすればいい。さっきから言ってい

るように地域交通、高校生の足、おじいちゃん、おばあちゃんが病院へ行く足というやり

方では、もう存続できない。無理です。でも別の使い方をすれば存続ができて、なおかつ

結果として高校生の足、おじいちゃん、おばあちゃんの病院への足になる。いわゆる地域

の足が、結果として守られます。あくまでも目的ではありません。そういうストーリーの

展開をしようと思ったわけです。  

 どうです？  かわいいでしょう。どうですか。男は興味ないよね。だけど女の人は、た

ぶん、ムーミン列車を「きゃあ、かわいい！」と言ってくれるんです。そうですよね。あ
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りがとう。無理に言わせちゃった（笑）。  

 金がないと頭を使う。それでスタンプラリーをやりました。運転手一人しか乗ってない

からお手伝いなんかは何もできません。走っている最中は運転して、止まったら運賃収受

をしなければいけない。はい、いくらです、いくらですと。だからいちいちお手伝いなん

かできません。それで、列車の中にスタンプを置いて、勝手に押してくれと言ったんです。

勝手に押すスタンプラリーです。ただし、何両かある列車、さっきちょっと見えましたけ

どヘッドマークはムーミンのキャラクターを全部、ムーミン、ムーミンのガールフレンド

のフローレン、スナフキンというふうに列車ごとにキャラクターを決めて、そのキャラク

ターのスタンプを置いたんです。乗らなければ押せない。いままで、国鉄時代からだいた

い駅にスタンプを置いてありました。いま、そんなことをやったら、車で来てすぐに押さ

れちゃう。だからちょっとハードルを高くして、乗らなければ押せない。  

 いすみ鉄道は電車ではなくディーゼルカーです。ですから休養したり、整備をしたり、

必ず車庫に入っている車両があります。これはどういうことか。一日来ただけでは全部押

せません。観光の重要な部分はリピーターをどうつくるかでしょう？ これが基本です。

すぐ、リピーターになります。だって、ここまで押したら残りを押したいじゃないですか。

それをホームページに、あしたはどの車両が走りますと載せたんです。車両運用計画です

から、あしたはこの車両が走る。その次はこの車両、とホームページに載せた。そうした

らホームページのアクセス数がガーンと上がるわけです。  

 いま、私はブログをやっていて情報をバッと発信しているんですけど、だいたいいすみ

鉄道のホームページのアクセス数は 1 日 2 万人です。この間、大多喜町役場の人と話をし

ていたら、大多喜町役場のホームページのアクセス数は 350 から、多い日で 500 だそうで

す。金がないのですが、ホームページなら情報発信はただですから、そういうことを一生

懸命にやるわけです。そうしたら『OZ magazine』に載った。どういうことか。これは女

の人の雑誌です。いままでは雑誌というと、まあ、だいたいこういう雑誌です。この間も

「一個人」という雑誌に、「いつかは乗りたいブルートレイン」なんていうのが出ている。

男の雑誌はそうなんです。ただ、男は乗らない。そして、いつかは乗りたいなあと思って

いる。それで北斗星も何もみんななくなってしまった。鉄道は男の趣味でずっとやってき

て、駄目になってしまったんだから、私は男を相手にしていません。いままでのやり方を

やらないんです。だから女の人を相手にして、雑誌も『OZ magazine』です。  

 でも皆さん、よく考えてみてください。婦人雑誌の編集者というような人たちは東京の

ど真ん中にいて世界中にアンテナを張り巡らせています。そういう人たちから見たら、「ロ

ーカル線？ 特集組めるじゃん」「いすみ鉄道？ 当然、表紙でしょう」となるわけです。

これは 2010 年の 7 月号です。まだこのときにはいすみ鉄道存続何とか協議会というのが、

やっぱり廃止にしようかな、どうしようかなとやっているわけです。不思議ですよ。だっ

て都会人はローカル線をテレビや雑誌でやると、必ず視聴率が上がるんです。ローカル線

の特集番組をやって視聴率が上がる。これは鉄道マニアが見るからですか。違うんです。

ローカル線番組というのは E の何系とか言わない。絶対言わないです。ローカル線の番組

で出てくるのは駅弁、温泉、観光地です。それをめぐるのがローカル線です。つまりロー

カル線が走っているということは都会人の憧れの場所なんです。行ってみたいな、乗って

みたいなと思って、みんな見る。ローカル線、いすみ鉄道、行ってみたいな、乗ってみた
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いなあとみんな見るわけです。だけどその沿線地域の人たちは、行政も含めてこんなもの

お荷物だよ、もういらないよと言っている。これが現実です。都会人から見れば、ローカ

ル線沿線への期待値はものすごく高い。だけどそのローカル線沿線の人たちは、こんなも

のいらないや、と。  

 それで私が考えたのは、この期待値を高いところに、要はスタンダードを高くしていく

ことです。だんだん地域を、認識を上げて高くしていけばビジネス発信ができる。ビジネ

ス発信ができれば絶対に地域にとってプラスになる。そういうことを考えたんです。なぜ

ならば第三セクターだから。第三セクターというのは例えば上下分離、つまり線路の路盤

の維持管理は千葉県、国、沿線自治体が出してくれている。そういう中で、当然、交通機

関としてバスと対等の勝負をするわけですから、出してくれているんです。だけどその沿

線自治体にせっかくそのお金を出してもらっているのだから、そこにお返しする何かがな

ければいけないはずです。それで私は、観光客が来ることによって、または鉄道が広告塔

になることによって地域のモチベーションアップになるのではないか、地域に実際、お金

が入ってくるようになるのではないか、そういうことを考えてやったのです。例えば 1 時

間に 1 本なら、1 時間自由です。でも地域の人たちは不便でしょうがない。もっと増やせ

と。違うんです。これがものの見方、考え方の違いで、東京の人が田舎に何を求めている

かということを、まず地域が理解しなければいけないわけです。  

 いすみ鉄道はさっきから言っていますようにディーゼルカーですから、男なんか相手に

しないよと言うと、そういう男の鉄道ファンは、「何言っているんだ、お前、だいたいこ

の雑誌は間違えてるじゃないか、電車じゃねえだろう」と言われるわけです。「お前のと

ころはディーゼルだろう、電車じゃねえだろう」と言われるけど、この際、そんなことは

どうだっていいわけ。いままでと違うやり方をやっているわけです。大切なのは、電車が

かわいいかどうかです。電車がかわいいなんていう考え方は、いすみ鉄道がムーミン列車

をやってから出てきたんです。その前まではなかったんですから。これが新しいものの見

方、考え方で、新しいお客さんが来るわけ。ほら、もしこの駅にお客さんが来たときに駅

が汚かったら恥ずかしいでしょうと言った、さっきの国吉駅に本当に観光客が来るように

なった。それで地元の人たちはおそろいで黄色いポロシャツを作って、いすみ鉄道応援団

をつくってくれた。これでいすみ市がすぐに、じゃあ活動資金をと何か予算があるみたい

で、年間 10 万円とか 20 万円とかですけど、じゃあ応援するよと言って動いてくれたんで

す。地元の人たちはうれしいです。だっていままで誰も来なかった駅、二十何年、ずっと

掃除だけしていた駅、花だけ植えていた駅に、本当にお客さんが来るようになったんです

から。  

 これは駅のホームです。黄色いポロシャツの地元の応援団の人が観光客を案内している。

何と言って案内しているか。「お客さん、ここは房総のムーミン谷ですよ」と言って案内

しているんです。うそですから（笑）。ムーミンなんかいないんですから。いすみ鉄道は

金がないから、当時、一番安く使えるキャラクターのムーミンを使って女性をターゲット

にした。お花畑の中でみんな仲良く暮らしているのがムーミンだから、それをイメージし

てムーミン列車とした。それは金がないからやっただけです。でも地元の人は、ここが房

総のムーミン谷ですよと言って、お客さんは「ああ、ほんとね」と言っているのだから、

きっとそう見えるんです。あまり言うとオカルトになってしまうから、私は遠くから写真
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を撮って、ああ、観光客が来ているなと、そんなものです。  

 でもこれでいいんです。休耕田を借り上げてひまわりのタネをまいたり、コスモスをま

いたり、そんなことをするだけで、点々とみんなが遊んでいるでしょう。これが観光客で

す。地元の人たちが、来てくれてありがとうと。皆さんだって、旅行に行った先でこれを

やられたら、感動するでしょう。ああ、ここにはいい人たちが住んでいるんだなあ、また

来ようかなと思うじゃないですか。中には偏屈なじいさんもいますが（笑）。でもこれを

やられたら、また来ようかなと思いますよ。  

 だけど、この写真は大問題です。分かりますか。バスですから鉄道の運賃収入には結び

つかない。だけど駅におみやげ物屋さんの売店を置いて、そこで何か買ってくださいね、

みたいなかたちです。鉄道に乗れというのは非常に難しい。それで、いまでは、3 月だと

だいたいいすみ鉄道の何駅かに乗るバスツアーが 600 台から 700 台ぐらい来ます。うちの

営業は一生懸命、大原から大多喜まで乗って、大多喜でお客さんを入れ替えて大多喜から

上総中野まで乗って、上総中野でお客さんを入れ替える。そうすると一往復でバス 4 台分

乗れるわけです。そういうことを一生懸命にコントロールしてやっています。  

 あと、地元の人に喜んでもらいたいというと、やっぱり芸能人です。これはもう、館山

とか南房総の方々は得意でしょうけど、とにかく旅番組だとかいろいろなことでテレビが

来る。来たら全部受けろと私は言っています。  

 この人はミッツ・マングローブです。この人は応援団の団長。実は 2011 年 3 月の震災

のときに、私は同級生が日本テレビのディレクターだったんですが「ズームイン！！」と

いう番組をやっていた。2011 年 3 月に震災があって、6 月ぐらいになったら私のところに

訪ねて来ました。そして「鳥塚、お前よう、チャンスだぞ」と言うんです。「何が？」と

言ったら、テレビ局は、震災からそろそろもう 3 カ月たつから、夏休みも近いし明るい話

題がほしい。テレビを見たら震災の話題と、広告は全部 AC だったでしょう。明るい話題

がそろそろほしい。だけど広告が全部 AC になってしまったから、テレビ局は金がない。

でも明るい話題がほしい。カメラクルー、スタッフは全部被災地に送り込んでいる。ずー

っと出張ですから出張費ばかりかさむ。どうしようもないというときに、お前、いすみ鉄

道だったら日帰りで取材できるだろう。金がかからないでテレビ局が一番来やすいポジシ

ョンにある。芸能人を連れて来て泊まるとなったら大変だけど、「お疲れ様でした」と 7

時、8 時に帰ったって、1 時間で帰っちゃう。そういう地域にあるんだからということで、

「よし、分かった。じゃあいろいろ紹介してくれ」と。番組を紹介してくれということで、

うちはすべて断らない。どんな番組でも断りません。  

 例えば昭和の時代に列車の網棚に爆弾を仕掛けたという事件があった。そのドキュメン

タリーを撮りたいと言う。列車を爆破するドキュメンタリーです。そんなのを JR や西武、

東武といった鉄道会社が OK するわけがないです。でもうちは OK ですから。あと、痴漢

の再現フィルムを撮りたいというのを、西武や東武、京浜急行が OK するわけがない。と

ころがうちは OK だから（笑）。  

 テレビ局というのはギリギリになって駆け込んでくる。「すいません。今度、ぽっかり

番組 1 本、穴が空いちゃったんだけど。何とかなんない？」なんて言う。「SUMMER NUDE」

という番組は、外房、大原でずっと撮っていたんです。山ピー（山下智久）が出ている番

組ですが、あれを太海の駅で撮った。最後の最後になってくると脚本が追い付かない。脚
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本ができてきて、来週撮影して次の週に放映というふうになってくるわけです。太海の駅

は JR でしょう。悪いんだけど 2 週間前までに言ってくれなかったら撮影の許可なんか出

せないよという話になって、うちに駆け込んで来た。それで、「何とかなりませんか」「い

つ撮るの？」「あした」「えーっ  放映はいつ？」「来週」。それで「いいよ」と言って

貸切料金だけいただいて、列車を駅の構内で入れ替え作業です。行ったり来たり、行った

り来たり。「あ、取り直し、すみません」と言って、山ピーが「もう一回、やらせてくだ

さい」。それでまたバックしていって列車が入って来るところをやる。これが「SUMMER 

NUDE」の最終回だから。見ていた人は覚えているかもしれない。あれは大多喜駅ですか

らね。  

 そういうことで、とにかくお客さまが何を求めているか、どこにニーズがあるかという

ことを一生懸命にやる。だからいろいろなテレビが来る。いすみ鉄道は、困ったときの駆

け込み寺です。なぜかというと、テレビというのは制作会社がつくっているんです。制作

会社というのはいろいろな番組をかけ持ちしています。いろいろ、ドキュメンタリーもや

ればニュースもつくるしバラエティーもやるし、そういう人たちだから横のつながりもあ

る。いすみ鉄道がやたらテレビに出るでしょうというのは、そういうことです。  

 この方は、中川家の礼二さん。しょっちゅう来ます。礼二さんはいすみ鉄道大好きです。

なぜか。いすみ鉄道に中川という駅がある。たったそれだけのことでしょっちゅう来てい

る。  

 この方は、皆さん分かりますよね。“夕陽”に向かって走る方。いすみ鉄道の筆頭株主

です。一番の理解者で一番応援してくれています。今年の千葉県の観光ポスターのうちの

1 枚が、知事が駅のホームに下り立つところです。ご覧になった方もいらっしゃるかもし

れないですけど、あれは大多喜駅です。彼はラジオ、テレビの自分の番組でどんどん宣伝

してくれます。非常にありがたいです。  

 この方は分かりますか。これは加山雄三さん。私はほとんどテレビを見ないので分から

ないんですが、何とか散歩という番組で来てくれたんです。78 歳、すごいですよ。昔の鉄

道マニアで、いきなり形式の話。いいですか、皆さん。黄色い車両にシールを貼ってムー

ミン列車ですと言ったら、加山雄三が来るんです。これは黄色いバスにシールを貼ってム

ーミンバスですと言っても、蛭子さんか太川陽介しか来ませんから。これが鉄道なんです。  

 そしてぐんぐん知名度が上がっていく。こんな人も来ました。エリーさん。朝ドラのヒ

ロインです。これは NHK ワールドの番組です。「Japan Railway Journal」という海外

向けの番組で 30 分間、いすみ鉄道を放映してくれました。インターネットで見られます

から、ぜひ見ていただきたいと思いますが、今では地球の反対側にもいすみ鉄道の名は届

いているんです。私の前の会社のロンドンの友だちからメールが来ました。テレビをつけ

たらお前が出ていたと。頑張ってるなとメールが来ましたけど、そういう状態です。  

 この方、AKB の女の子のひとりですが、演歌でデビューしました。3 年ぐらい前の話で

す。岩佐美咲さんというんですが、千葉県出身です。演歌のデビュー曲のタイトルは「無

人駅」です。番組企画ですから金は払ってないです。場所なんかない。立派な公会堂なん

かないんです。それで駅のホームで歌をうたっています。ホームですから線路をはさんで

反対側が観客席。入り切れないから 3 交代で 3 回ぐらいまわしてやりました。  

 いらないと言っている鉄道、これはもう捨てちまおうと言っている鉄道が、これだけの
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ことをお金をかけずにできるわけですから、やっぱり何となく考え方が変わってくるので

はないかと思います。  

 どうです、見てください。いまや、列車にカメラを向けるのは女性ばかり。こういうシ

ーンが展開する。つまり今までと違ったことをやるということです。ただし、世の常、傾

向、トレンド、こういうことはあります。それはしっかり押さえておかなければいけない。

この場合、どういうことがトレンドかというと、女の人が集まるところには必ず男が集ま

る。これが世の中の常、トレンドです。一緒に来た男がつまらなそうにしているわけ。「ム

ーミン列車？  何だよ、それ。おもしろくも何ともねえじゃねえか」と言っているから、

じゃあというので、第 2 弾として、懐かしの国鉄木原線を再現しましょうということをや

ったんです。  

 「キハ 52」という車両ですが、形式を言われても分からないけど、見ると分かる。見た

ことがある方もいる思いますが、この車両です。この車両が日本で最後に残った一般形国

鉄形ディーゼルカーという、最後の 1 両です。昭和 40 年製です。昭和 40 年のディーゼル

カーをいすみ鉄道が導入すると言ったら、地元の人たち、もちろん行政の人も含め、全員

反対しました。何でそんな古いのを買うんだ、やめてくれと。私はそのときに、ああ、な

るほどと思いました。  

 例えばランプの宿ってあるでしょう？ 旅番組でよくやると思うんですけど、あのラン

プの宿は、そういう番組を見たら行ってみたいなと思うでしょう。泊まってみたいなと思

うでしょう。能登半島か、波打ち際にダダーンと、ランプの宿で露天風呂に入って星空、

泊まってみたいなあと。これが観光客の心理です。だけど地元の人はどう言うか。ランプ

の宿？ やめてくれよ、電気が通ってないと思われるじゃないか。それで電灯を引っぱっ

て蛍光灯の宿になっちゃうんです。それで誰も来ない。そうなってしまう。そうしてしま

っている。過去 40 年、高度経済成長時代からずっと田舎はそういうふうにした。  

 私より年上の方はお分かりになると思いますけど、昔、SL ブームというのがありまし

た。蒸気機関車がシュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ走って、そうするとみんな写

真を撮りに出かけたんです。駅前から何から人がごった返しました。いまのイベント列車

ではないですよ。普通に貨物列車とか蒸気機関車が走る。そこをお目当てでみんな行った

んです。せっかくそんなに人気が出ているのに、当時の地元の人たちは何と言っていたか。

こんな煙を吐いて走る前近代的なもの、古くさいものはやめてくれと。ディーゼルにしろ、

電化しろと言った。それで全部やめちゃった。せっかく人が来ているのに、全部やめちゃ

った。それでどうなったか。線路そのものがなくなっちゃったところがいっぱいあります。

発車しておけばよかったのにと思います。  

 つまりどういうことかというと、田舎の人は古いのは嫌いなんです。だから昭和 40 年

のものなんて、買おうと言ったら大反対なわけです。「そんなもの、何で買うんだ」と言

うから。地元の人は観光鉄道に乗らないんだから。お客さんはどこから来るんだ？ お客

さんは東京から来るんです。東京の人は古いのが好きなんです。ピカピカの東京の地下鉄

みたいなローカル線を走らせて、全部駄目になっています。久留里線がいい例です。久留

里線は 2 年前に全部変えてしまった。せっかく古いのが走っていたのに全部置き換えてし

まって、誰もいなくなった。  

 それで私は、都会人へのメッセージですからと。安かったんです。新車で買ったら 2 億
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ぐらいしますけど、これは昭和 40 年のもので簿価ですから、定期預金を下ろさなくても

買えます。皆さんの給料の半月分ぐらいで買えます。値段を言ってはいけないのでこのぐ

らいにしておきますが、譲渡価格は残存簿価ですから。だからこれを導入したんです。列

車のすれ違いができる。交換ができる駅。いすみ鉄道は単線ですから。みんなカメラを向

けているでしょう。着ているものを見れば分かりますけど真冬です。鉄道のイベントは四

季を問わずいつでもできます。  

 交換できる駅で、男がみんな国鉄形のキハの写真を撮っている。実はこの後ろ側にムー

ミン列車が止まっています。すれ違いだからムーミン列車が止まっていて、そっちはそっ

ちで女の人がみんなカメラを向けているわけです。こういうのを何と言うか。「商品の品

ぞろえ」と言うんです。簡単でしょう。私は難しいことなんか一つもやってないです。つ

まり男性向け商品と女性向け商品をつくりました。まず最初に女性がムーミン列車で集ま

って、一緒に来た男性がつまらなそうにしているから、男性向けの商品をつくりました、

というだけです。  

 さっき、いいところを見つけようと言いました。いすみ鉄道はどうやっていいところを

見つけるか。大多喜町は過疎地です。過疎地というのは、ひと言で言うとすたれているん

です。でもすたれていると言ったら、いいところではなくなるから、私は、昭和が残って

いると言ってみたんです。すたれているなんて言ったら、観光客は来ませんから、いすみ

鉄道沿線には昭和が残っていますという表現をして、昭和 40 年の国鉄のシーンが見られ

ますよと言ったわけです。全然お金はかからないです。  

 昭和と言えば、国鉄と言えば、こんなことをやってみました。これは輪っかの交換です。

年配の方々はお分かりになると思いますが、単線区間で正面衝突しないように駅長さんか

ら輪っかをもらって行くんです。運転手が輪っかをもらって次の駅へ行って、前からの輪

っかと交換する。そういうことをやっていた。いまはやっていません。自動信号でコンピ

ューターですから。だけど再現だけやってみたんです。いすみ鉄道は無人駅なので駅長は

いないんですけど、この人は移住者です。東京から移住してきた人で、俺、鉄道好きだか

ら観光客の気持ちも分かるから、じゃあこれやるよと言って、ただそれだけです。受け渡

しだけ。でも、ただそれだけで、こういうふうにこのシーンをみんな写真に撮る。口コミ

で集まって来るんです。原価ゼロです。駅長さんはボランティアです。鉄道会社はこうい

ういわゆる撮り鉄さんを嫌います。おまえら、来るなとか。おまえらはすぐ列車を止める

とか、必ず言います。  

 私は金をかけずにいままでと違ったことをやるということで、日本で初めて、写真を撮

りに来るだけでもいいからおいでと言った鉄道会社です。明治 5 年に、新橋・横浜間に鉄

道が開通してから百四十何年、日本で初めてです。それまで写真を撮りに来るだけでもい

いからおいでと言った鉄道会社はないです。いままでと違ったことをやろうよと言った。

何でそんなことを言ったか。つまりこれがうちの商品なんです。彼らは好きだから来る。

つまりうちの商品のファンです。うちの商品のファンに向かって、おまえら来るなとか、

あっちへ行けとか言う商売は、私は間違っていると思う。だから、写真を撮りに来るだけ

でもおいで、遊んであげるよと。  

 つまりどういうことかというと、観光とはファンビジネスです。京都へ行こうと思わな

い人、京都が好きではない人は京都へは行かない。南房総へ行ってみたいな、いいところ
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だなと思って、ああ、すごいきれいだなと。だから来るんでしょう。あんなところは行っ

たっておもしろくないけど、仕方がないから行くかという人はいないです。観光というの

はファンビジネスなのです。だからいかにしてファンをつくるか。鉄道という素材を使っ

てファンビジネスをやっている。だけど、いいか、おまえら、分かってるだろうな、おま

えらに写真を撮らせるためだけに鉄道を走らせているんじゃないんだからなと言うと、こ

の人たちはみんな律儀だから、必ず売店でせんべい、まんじゅう、もなかを買って帰る。

そうすると、鉄道って乗ったって 300 円とか 500 円の世界でしょう。おみやげ物は 1000

円札の商売だから、売り上げはガーッと上がっていくわけです。  

 またいまはありがたい時代で、こういう連中が情報発信をしてくれます。SNS、ブログ、

フェイスブック、ツイッター、みんな情報発信をしてくれる。いま、いすみ鉄道はこんな

ことをやっているよと。つまり広告宣伝費はないです。そしてそういう情報を聞きつけて

オート三輪がやって来た。「何で来たの？」と言ったら、並べてみたいからと言うんです。

鉄道会社に、自分の車とおたくの車両を並べてみたいから車庫へ入れてくださいと言って、

そんなので OK をくれるわけはないでしょう、と言ったんです。だけど俺も見てみたいか

ら車庫へ入れろと言った。何で持って来たか。昭和 41 年製だそうです。そしてこれは昭

和 40 年製だから、当然、並べてみたい。見てみたい。それで写真を撮って、こういうシ

ーンがまた SNS でワーッと広がります。ワーッと広がって、次の週にはボンネットバス

が来た（笑）。ボンネットバスが来て、何でボンネットバスは来たのと聞いたら、昭和 39

年製だと。こっちは昭和 41 年製でしょう。これは駅の駐車場です。駐車場の後ろを昭和

40 年製のディーゼルカーが通る。これだけで観光地ですからね。みんな待っている。  

 そしてこの人たちがまた、いすみ鉄道はおもしろいことをやってるぞ、だいたい沿線は

昭和だしな、なんて。すたれているなんて誰も言わない。沿線は昭和だしなあなんて言っ

て、そうするといろいろな車がしょっちゅう、歩き回るようになる（笑）。こういう車を

持っている人たちというのは、何か、グループで横のつながりがあるんです。どこそこへ

行ってオフ会をやろうとか、何かそんなことをやっていて、その場所になってしまう。そ

れで先週、10 月 11 日に国吉、いすみの刈谷地区というところで旧型自動車が集まるお祭

りをやったんですが、40 台ぐらい来て、1 万人ぐらい来た。そういうお祭りをやりました。  

 大原というと、昔は海水浴場でした。観光協会の調べでは、 8 月 1 カ月間の大原海水浴

場の海水浴客は 5000 人いない。町が観光を一生懸命やって、ポスターを作って、「海水

浴場」と言って、5000 人いないんです。いすみ鉄道が、勝手に集まって来る車を並べて、

スタートが商店街でお祭りをやると、1 日か 2 日で 1 万人来ます。ということは、やっぱ

りいすみ市の人たちだって考え方が変わります。このお祭りは今年で第 4 回だったんです

けど、最初は応援団といすみ鉄道がスタートしたんです。実行委員会は予算がいらない。

なぜか。エントリー料を払うんです。1 人 3000 円とかエントリー料を払って、それで 50

台来たらいくらですか。実行委員会ぐらいできてしまいます。それをこんなに人が集まる

んだからといすみ市商工会がその気になって、いすみ市商工会は俺たちがまとめてやりた

いと言う。そうしたら今度はいすみ市が、だったら一緒にやろうと、 4 回目ではもうわれ

われの手を完全に離れて、独立した自立したお祭りになりました。  

 そのぐらい、金なんかなくたってできるわけです。それでせっかく来たのだから、子ど

もたちをボンネットバスに乗せてやりました。過疎地だからこれで 1 学年、つまりボンネ
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ットバスが校庭を 6 周回れば、全校生徒です。子どもたちが大喜びしました。ボンネット

バスに乗った！ わあ、やったーと。何でボンネットバスで楽しいのかと聞きました。そ

うしたら、ネコバスみたいだと。今どきボンネットバスなんて、この子たちの親だって知

りません。それなのにこんな小さい子どもが大喜びする。つまり昭和は年齢に関係ない。

幅が広いんです。そして子どもたちが、ボンネットバス、来てくれてありがとう、私たち

がお礼をしますと言って、ブラスバンドをやってくれました。  

 これはこっちから見るとこうですけど、反対側から見ると、こういう状態です。つまり

子どもを人質に取ると、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんな集ま

る。駅の駐車場です。この写真は大問題なんですけど、駅の駐車場に人が集まっていると

いうだけです。誰も列車に乗りません。いすみ鉄道は運賃収入は 1 円にもならないです。

だけど、この人たちが異口同音に何と言ったか。「あら、駅に来たの、久しぶりだわ」「駅

がにぎやかなのっていいわねえ」とみんな言うんです。なぜか。駅がにぎやかだったころ

は、町も元気だったんです。その時代を知っている人たちだから。いったん鉄道からお客

が離れてしまう。地元の人が鉄道から離れてしまうと、乗ってくださいなんて言ったって

絶対乗らない。無理です。だけどこういうことを地道に繰り返して、まず駅に来てもらう。

ああ、駅はいいわねえと言ってもらう。こういうことをやらないと、なかなか難しいので

す。  

 中には地元にこういう人たちもいます。フォークソング。昭和といえばフォークソング

です。子どもたちばかりではなくて俺たちにもやらせろと言うから、私もフォークソング

世代なので、よし、じゃあおまえらのステージはオート三輪の荷台だということでやりま

した。皆さん方、若い方は、フォークソング知っていますか。知らないよね。こうせつと

か言ってもわからないでしょう。南こうせつって知っていますか。漢字で書くと南高節と

いうんですけどね。いまの人は「なんこうぶし」と読んでしまう。拓郎って分かりますか。

分からないよね。でも知っている人たちから見たら、これはしびれる。どちらかというと

50 代以上の人たちです。これが、うけた。昭和の駅、昭和のディーゼルカー、昭和の景色、

そして昭和のフォークソング。これがうけました。そして「フォークソング列車」なんて

いうのが走り始めました。思えば長ーい道のりで、やっとこれで鉄道運賃収入に結び付い

たわけです。そしていまでは「ジャズ列車」とか、いろいろなことをみんなが考えてやる

ようになりました。これは列車の中の結婚式です。こういう、いろいろな使い方をしてく

れるようになりました。  

 さて、ここでいすみ鉄道のポスターのお話をします。「ここには何もないがあります」、

これがいすみ鉄道のキャッチコピーです。見たことがある方はいらっしゃると思います。

何でこんなポスターを作ったか。実はあるとき、駅でお客が怒っているんです。応援団の

黄色いポロシャツを着た人たちが「すいません」「すいません」と謝っている。観光客が

テレビを見てやって来て怒っていて、地元の人たちが「すいません」と謝っている。私は

何を怒っているんだろうと思って行ったんです。そうしたら、その人、せっかく来たのに

何もないじゃないかと言って怒っているんです。それはそうですよ。昔からの観光地でも

ないし、房総半島と言ったって、大原から内陸に入って行くんだから田んぼと山しかない

んですよ。でもわれわれはそこで勝負しなければいけない。富士山が見えないかなと言っ

たって、ここのように、いまごろの季節になると夕日の沈む富士がよく見えるというよう
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なのがないわけです。ないものをねだってもしょうがない。勝負しなければいけないんで

す。そこへ持って来て、東京から来た人が、せっかく来たのに何もないじゃないかと怒っ

ている。それを田舎の人が「すいません」と謝っている。  

 だいたい東京の人間というのは、田舎を上から目線で見ます。来てやったよ、乗りに来

てやったよと。ところが田舎の人は都会に憧れているし、学校を出たらみんな東京へ行っ

ちゃう。だから東京を下から目線で見ているんです。こういう関係がある。上から目線と

下から目線の関係があって、上から目線で見ている人間が怒っている。下から目線の人間

は「すいません」「すいません」と謝っている。こんな関係があったら、地方なんか、絶

対に元気になるわけがない。それで私はこのポスターを作って、駅から列車の中から全部

に貼りました。おまえら、もう謝るなということです。  

 でもテレビを見てサーッと来て、怒っている人はいるんですよ。せっかく来たのに何も

ないじゃないかと。でもそいつが怒れば怒るほど、地元の人はニコニコします。「そうな

んですよ、お客さん、これがいすみ鉄道のポスターですから」と言えばいいでしょう。お

前ら、東京の人間に謝る必要はない。俺たちはこの風景の中で、田んぼと山と、この風景

の中でこれで勝負をしていかなければいけないんです。何でこんな貧乏な家に生んでくれ

たんだと言ったところでしょうがないでしょう。それと同じです。それから考えると南房

総はうらやましくてしょうがないんだけど、でもやっていかなければいけないわけ。  

 さっきから言っていますけど、現代は口コミの時代で SNS でバーッと広まります。何

が広まるか。あんなところへ行ったっておもしろくねえぞ、何もないから。いすみ鉄道は

開き直ってこんなポスターを作りやがった。冗談じゃねえ、とバーッと広がるわけです。

そうするとだいたい人口の 90％の人は、何もないと言ったら来ません。だけど残りの 10％、

10 人に 1 人ぐらいは「何もないんだってよ。おもしろくね？ 行ってみないか」と言うや

つが必ずいます。  

 首都圏の 3500 万人というマーケットを考えた場合、10 人に 1 人で何人ですか。350 万

人がこのポスターにピクンと反応するわけです。さらにその 10 人に 1 人、35 万人、人口

の 1％が 1 年にいっぺん、もしいすみ鉄道に来たら 35 万人でしょう。1 カ月 3 万人で、観

光は土日に集中するわけです。これはうちの商品です。 1 両の列車が 1 時間に 1 本です。

こんなのは乗せ切れなくなる。無理です。対応ができない。つまり地域の受け皿の容量、

大きさをまず考えて、一番いいお客さんに来てもらう。誰でもいいから来い、一般論とし

て、一般受けするような観光客ではない。一番いいお客さん、一番理解してもらえて、本

当にありのままで、地域が背伸びをしなくてもありのままで勝負ができる、そういう人た

ちに来てもらいたい。それがこのメッセージなのです。こういう地域です。  

 全部、私が撮った写真です。私は東京育ちで、自分が撮ると、やっぱりこういうふうに

撮っちゃう。空が半曇り。ディーゼルカーで電化されてないから、電信柱もなければ架電

もない。こういう景色が東京から 1 時間です。あ、本当に何もないや。いいところだなあ

と思って、まずどういう人たちが来てくれるか。てっとり早く言うとこういう人たちです。

さっきから言っている撮り鉄さんです。  

 だいたい、撮り鉄さんが列車を止めるってよく言うでしょう。線路の向こうですから。

何でこんなに離れたところにいるのか。つまり彼らは風景を写しているんです。沿線風景

の中を昭和の列車が走る。その風景を写しているんです。こういう景色を見ると、地元の
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農家のおじさんとかおばさんはびっくりします。あんたたち、そこで何してんだと。まし

てこれは 8 月の炎天下、外気温 35 度ですから。病気になるわよと、びっくりする。「い

や、写真撮っているんですよ」「何の写真、撮ってるの」「いすみ鉄道の写真」「えーっ、

いすみ鉄道の写真なんか撮ってどうすんのよ」。それは地元の人から見ればそうです。だ

けど彼らは異口同音に「ここはいい景色ですよ」「この景色、すばらしいですよ」と言う

わけです。彼らは都会から来ているんです。都会から来ている人たちが自分たちの田舎の

田んぼの景色をほめてくれる。田舎の人は東京に負けていると思っている。にもかかわら

ず、その東京から来た人たちが「ここはいい景色ですよ」「すばらしいですよ」と言うわ

けです。列車はあそこですから。結局、風景の中を走るのを撮っている。この田んぼの中

にいつも人がいるんです。これは 3 月の初め、菜の花が少し咲いたところで、列車から見

ると田んぼの真ん中に人がいる。誰も線路に近づいてないでしょう。  

 菜の花の咲く前。1 月、同じ場所です。田んぼの真ん中に人がいる。いつも、いつも人

がいる。夏です。列車が近づいている。田んぼの真ん中に人がいる。いつも人がいる。何

でか、分かりますか。このポスターを撮ったところなんです。踏切に向かってわだちがあ

るでしょう。これは列車から見たらこうなんです。ポスターと同じ写真が撮れるという、

ただ、それだけ。簡単でしょう。これで観光地ですから。  

 お金がないのが幸いです。お金があったらたぶん別なことをやって失敗しています。金

がないから、「なにもない」なんていうポスターを作って、それが観光地になっちゃうわ

けです。つまり皆さんから見たら、いすみの山の中です。いすみ鉄道です。そんなところ

で何が観光だと思うと思うんです。だけどわれわれはそこで勝負しなければいけない。地

域の人たちはそこで活性化しなければいけない。でもローカル線があれば表現がしやすい

わけです。  

 例えば、キハが 2 両になってしまったんです。乗せ切れなくなっちゃって。でも、これ

なら買えるから。だって給料の半分ぐらいで買えるのだから。ただし整備するのは金がか

かりますけど、それでも安い。  

 この「そと房」というのは昔のヘッドマークです。実はこれは房総東線、房総西線時代

の電化される前に走っていた車両です。最後の 1 両です。日本全国、いすみ鉄道だけです

が、これがいま走っています。「そと房」と書いてある。大きいヘッドマークと小さいヘ

ッドマークです。こんなことをやると、また来てくれるんです。たまには「うちうみ」と

か付けたり、「そとうみ」と付けたりする。  

 つまり何かというと、線路が濡れているでしょう。雨の日にやるんです。雨の日は日帰

り観光地は致命的です。客が来ません。雨が降ったら客は来ない。たぶんここもそうだと

思う。だけど北海道や沖縄は、大雪だろうが、台風が来ようが、必ず行く。飛行機が飛ぶ

限り行きます。予約しているからです。お金が返って来ないですから。だけど日帰り観光

地は、ああ、あしたは雨か、じゃあ行くのやめておこうとなって、駅弁を用意したりして

も全部駄目になるから、うちは、雨が降ったらいつもと違うヘッドマークを付けて走りま

す。そうすると、雨が降ると田んぼの中でみんな待っている。うちの運転手が、その日に

よって好きなヘッドマークを付けて、じゃあ、きょうは雨だからこれで行くかと「そとう

み」だとかやったりする。だからいすみ鉄道の時刻表を見ると、これは急行列車なんです

けど、普通は、「急行○○」とか「特急さざなみ」とか書いてありますが、でもうちは急
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行 1 号、急行 2 号です。日によって名前が違うからです。「急行そと房」と書いてあって

「そとうみ」が来てしまったら、違うだろうという話になるから名前は書いていません。

そのとき、そのときで、雨が降ったらいろいろな人が来てくれる。「水郷」とか、だいた

い千葉県にゆかりの昭和の急行列車です。これをやっているんです。時刻表 50 周年とか。

こういうのは撮り鉄さんです。撮り鉄さんはヘッドマークを変えればまた来てくれます。  

 実際にいま、この中で何をやっているか。たぶん皆さんはご存じだと思いますが、こん

なことをやっているんです。イタリアンのレストランです。 2 両つないで走ったって、せ

いぜい普通の客が乗るのは 1 両だから、残りの 1 両のほうでイタリアンのレストランをや

っているんです。伊勢海老、アワビ、サザエ。房総半島大原漁港は、伊勢海老の漁獲高は

日本一です。でも誰も知らない。千葉県は、取れたものを東京に運ぶだけで江戸時代から

生きてきた。運んで行った先の東京がいろいろ加工したり、お料理したりして、付加価値

を付けて、その付加価値の部分が一番おいしいところです。だから素材を送るのではなく

て、自分のところで調理をして自分のところで列車の中でやりましょうということになっ

た。  

 これは 1 万 4000 円です。大人気で予約が取れない。インターネットだけです。土曜日、

イタリアン、20 席だからすぐに埋まってしまいます。電話受け付けなんかをして、「じゃ

あ支払いはどうしますか」「当日払います」。雨が降って来ない、お料理を用意している。

そんな商売はできない。だからさっきから言っているように日帰り観光地の弱点は雨が降

ったら来ないこと。だけどインターネットで申し込んでクレジットカード決済をすれば、

来ようが来まいが関係ない。金は入っているんだから。そういう仕組みを作って 1 万 4000

円です。  

 でもうちは良心的です。私も 1 万 4000 円の飯だと、何か良心の呵責にさいなまれます。

それで、一応やさしい会社だからワインのお金込みです。ワイン込みで 1 万 4000 円で、

伊勢海老、アワビ、サザエが食えたら、これは結構、良心的でしょう。男性陣は経験のあ

る方がいると思いますけど、1 万円のごはんを食べに行ったら、だいたいワインも 1 万円

かかります。だからワインのお金込みです。  

 そうすると今度はまた心配になってくることがあります。フリードリンクだから、あま

り飲まれてはかなわないから、できるだけ安いワインを出さなければいけない。というこ

とで、うちの 1 万 4000 円の列車の中で出しているワインは、ご飯はイタリアン、ワイン

はチリワインで、ここだけの話ですが、1 本 650 円です。だけどものごとにはストーリー

がなければいけない。私はワインは分からないんです。飲まないから。だいたい芋焼酎で

すから。前に航空会社にいたでしょう。ケータリング、機内食部門というのがあるんです

が、そこの責任者と仲がよかったので、できるだけ安くていいワインを教えてくれと連絡

したんです。すると教えてくれたのが、このワインなんです。  

 1 本 650 円のチリワイン。どういうストーリーがあるか。アメリカン航空の成田からニ

ューヨークへ行く飛行機のファーストクラスとビジネスクラスで、このワインを出してい

ます。皆さん、アメリカン航空はファーストに 650 円のワインを使っているんです（笑）。

一番人気なんです。それで気が付いた。そうだよね、外国人はワインは舌で飲む。だから

安くてうまいワインが一番なんです。日本人はワインは頭で飲む。皆さんの中にもいるで

しょう。ボルドーの何年物か、うん、あの年は確かブドウの出来がよかったはずだなあ、
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なんてね。行ったこともないくせに。日本人はそういう飲み方をするわけです。それでい

いカモなんですけど。ところが外人は安くてうまいワインが一番いい。それがこのワイン

なんです。それでこのワインを乗せているわけです。  

 リストを立てかけてありますが、そこに小さく「赤、白ワイン アメリカン航空セレク

ション」と書いてある。そうすると、お客さんも列車に乗ってきて、座って、ああ、お料

理は何かしらと必ず見る。必ず聞く。「アメリカン航空セレクションって何ですか」と。

「お客さん、いいところに気が付きましたね。実はこのワイン、アメリカン航空の成田か

らニューヨークへ行く便のファーストとビジネスで出していて、一番人気のワインなんで

すよ」と職員が説明をする。1 本 650 円とは言わない。そうするとこの笑顔になるんです。

1 万円のご飯を食べる人たちはふだんからもっといいワインを飲んでいるはずです。だけ

ど、いすみ鉄道はアメリカン航空のファーストクラスと一緒なんだねと。  

 あまりおじいさん、おばあさんはいません。なぜならインターネットオンリーだからで

す。だって 20 席だからいっぱいになっちゃうんだもん。電話受け付けはいちいち面倒く

さい。人を張っておかなければいけない。3 回以内に出ないと怒られるとか、いちいちビ

ジネスのルールがいっぱいありすぎる。だったら最初からそこにはチャレンジしない。そ

れでネットでお申し込みくださいと。おばあさんがたまに乗って来ます。そして、「ああ、

これがテレビでやっていたやつね」と。「おばあさん、どうやって予約を取ったの？」と

聞いたら、息子が取ってくれた、プレゼントしてくれたと。そういう使い方もするように

なっています。「イタリアンランチクルーズトレイン」なんて、こんなのを雑誌で特集し

てくれました。  

 皆さん、分かります？ 壇蜜です。壇蜜がテレビの取材で乗りに来た。私は生壇蜜をこ

の距離で。そんなことはどうでもいいんですけどね。土曜日がイタリアン、そして日曜日

がお刺身の舟盛り列車。これを作っているのはいすみ市内の観光ホテルです。観光ホテル

が客がいない。何度も売りに出て、その度に主が変わっている「ヴィラそとぼう」という

ホテルが、料理を作って列車の中で出していすみ鉄道とタイアップしてやっただけで、こ

の夏、毎週土日は全館満室です。「あのいすみ鉄道のお料理を作っているホテルですよね」

「はい、そうです」。それで満室。おかげさまでうちの経営も順調になりましたと、この

間、言われちゃった。そういう状態です。刺身なんて、何を食ったって一緒です。新鮮だ

ったらいいんだから。だけど、これが都会人が求めていることです。  

 田舎というのはすごく不思議なんですけど、自分たちが何ができるかをよく考えます。

自分たちは何ができる、ここは何が特産か、そういうことはよく考えるんです。だけど、

都会人が何を求めているかというところのビジネスマッチングができてないところが多い

んです。うまくいかないところが多い。それで海の幸です。ただし、いすみ鉄道は、さっ

きから言っているように第三セクターです。地域の支援で成り立っています。そういう会

社が 1 万円の客を相手にするようになると、これは田舎ですから必ず言われます。ねたみ、

そねみで成功するやつの足を引っ張る。もう、これが田舎ですから。「いすみ鉄道、お前

はいつから 1 万円の客を相手にするようないやな会社になったんだ」なんて言う。だいた

い、地元の人は 1 万何千円出して食べませんから。ありがたみの感覚が違う。  

 いつからお前はこんな、1 万円の客しか相手にしないようないやな会社になったんだと

言われるのは分かっているから、ちゃんとこういうのもやっています。カレー列車。これ
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は 1000 円です。「キハカレー」なんていうのを作ったんです。保存車も含めてキハが 3

両あるから、ポーク、チキン、ミートとか、わけわからないんですけど作って、これは日

本で最初にできた、ジャケットで買わせるカレーです。鉄道好きだったら、見たらほしく

なる。孫におみやげに買って行ってあげたくなる。ジャケットで買わせるカレーです。何

でジャケットで買わせるカレーを作ったのか。味は大したことないからです。本当です。

ここにちゃんと「昭和に食べた懐かしい黄色いカレー」と書いてあります（笑）。これは

味は大したことはありませんよというカレーです。何で味は大したことがないカレーをわ

ざわざ作ったか。レトルトカレーなんていうのは、世の中にあり余っているんです。スー

パーに行けば 100 円しないで買えます。でもどのカレーも、メーカーはコストと戦いなが

らおいしいものを作ろうと努力しているはずです。その業界に、「いすみ鉄道もカレーを

作りました、おいしいですよ」と言った瞬間にどういうことになるか。これはマーケティ

ング的に言うと、血で血を洗うレッドオーシャンの戦いに入って行くわけです。血みどろ

の戦いの中に入って行きます。だから私はおいしいですよなんていうことはひと言も言わ

ない。ジャケットで買ってと。味は大したことないけど、でも日本で売っているのはここ

だけだからと言います。  

 ちなみに 1 箱 500 円です。味は大したことないカレーが、ジャケットで買わせるカレー

が 1 箱 500 円。これが年間 6000 箱売れる。それぞれですからね。流通にかけていません。

イオンだとかイトーヨーカ堂だとか、そういうところにやるためには、おいしくて安いカ

レーを作るべきです。だけどこれはイベントとか、駅の売店、そういうのだけです。で、

味は大したことはないけど 500 円で年間 6000 箱売れます。なぜか。スケールメリットの

勝負ができない。もしこれを 100 円で売るためには 10 万個とか作らなければいけない。

どうやってさばくかという話になります。だからうちは 1 回の発注は 2000 箱です。  

 どうですか、カレー列車は。さっきと客層が違うでしょう。全然違うでしょう。でもロ

ーカル線は金持ちも貧乏人も年寄りも若い人もみんな楽しめる、こういう世界です。  

 いすみ鉄道はそんなに難しいことはやってないです。だって、金がないから。金もない

し、人もいないし。それでこういうことをやったんです。今年は 11 月 23 日にやります。

何か。夜行列車というのを走らせます。いすみ鉄道は 26.8 キロ、片道 50 分です。片道 50

分のいすみ鉄道が夜行列車をやってどうするんですかと、朝日新聞がおもしろがって取材

に来ました。私は、3 往復すれば朝になると答えました。つまり夜行列車というのは昭和

の時代に、寝ている間に移動して朝になったら目的地に着いているから、こんなに便利な

列車はなかった。だけど、もうそういう時代ではない。飛行機もあるし、高速バスもある

し。だけど夜行列車に乗ってみたいという需要はあるはずなんです。夜行列車に乗って目

的地に行くという需要はないけど、夜行列車に乗ってみたいと。例えばキャンプに行って

野宿をするでしょう。何であんなところで寝るの。ホテルで寝ればいい。ふとんで寝れば

いい。だけどキャンプで野宿してみたいという需要があるのと一緒です。夜行列車に乗っ

てみたい。まして昭和の夜行列車ですから。そして必ずホテルに連れて行って夕ご飯を食

べさせて、地元にお金が落ちる仕組みを必ず一部入れて、そして刺身も出してバイキング

で食べさせて、夜の 9 時半になって、本当だったら部屋へ帰って眠る時間に、もう一回マ

イクロに乗せて駅へ連れて来て「はい、夜行列車の出発です」と。寝台ではないですから

ね。昭和のキハ、ディーゼルカー、座席車です。これで 1 万 3000 円です。9 月の終わり
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に 11 月 23 日の分を売り出しました。冬の間、1 カ月にいっぺんやるんですが、9 月に売

り出したら 2 日で満席になりました。不思議でしょう。  

 昭和の時代、皆さんは夜行列車に乗った方もいっぱいいると思うんですが、あのころは

4 人掛けのボックスに 4 人びったり座って、通路に新聞紙を敷いて、とにかく混んでいた。

そのころの懐かしい思い出をもう一回体験できるのだけど、いま、そういう混んだ状態を

やると、昭和の思い出が台無しになってしまうから、だからうちの夜行列車はワンボック

ス 1 人です。つまり 4 人分を 1 人で占有できます、だから 1 万 3000 円なんですよと言う

と、こういう人たちは、「おお、安いね」となるわけです。何が安いんだか、知らないで

すけど。いまどき、6000 円も出せばビジネスホテルでシングルルームにちゃんと泊まれま

す。だけど 1 万 3000 円で、応援団の人たちが変な被り物をして車内販売なんかをやって

くれます。ワンボックス 1 人で満席。でも 2 両編成で 40 人です。夜 10 時から朝の 6 時ま

で、本当だったら車庫に入って車両は寝ている間に、運転手 1 人にアテンダント 2 人付け

て、行ったり来たりするだけで 50 万です。何もない。地元にはいいでしょう。せっかく

房総まで来たんだからと言って食べてもらったりしますけど。  

 夜行列車は片道 50 分だからすぐ着いてしまいます。昔の夜行列車に乗った方は覚えて

いるかもしれませんけど、当駅で 20 分止まりますとか、よくありました。長時間停車と

いうのをやるわけです。その長時間停車のときに、応援団の人たちが何をやるかというと、

夜泣きそば、ラーメンです。50 円の袋麺が 500 円になってしまう。団長さんは旅館のご主

人です。時計を見てください。夜中の 11 時 20 分、50 円の袋麺を 500 円で買って、この

笑顔です。これは正しい商売です。  

 何で応援団がこんなことをやってくれるかというと、花の種を買う資金が必要なんです。

コスモスの種、ひまわりの種を買ったりするので、夜中に一生懸命やってくれる。列車か

ら途中下車してみんなラーメンを食べ、そして「はい、発車時間でーす」とまた乗って、

ただ発車して、終点へ行ってまた戻って来る。そういうことをやっています。駅弁の立ち

売りなんていうのもやりました。  

 それから、こんなことも。これはある時に訪ねて来たんです。この人は髪の毛はないで

すけど若いです。台湾人のカップルが、結婚式の最中にいまは映画とかスライドを上映し

たりしますが、その写真を撮りに来ました。何でうちに来たのと言ったら、ここには昭和

が残っていますと。俺の、昭和のいすみ鉄道というメッセージをしっかりと台湾人がキャ

ッチしてくれて、ここには昭和が残っていると来てくれた。自分たちの結婚式の写真を撮

るためです。それで「そんなに昭和っていいか？」と言ったら「いいです。最高です」と

言う。よし、じゃあもっと仲良くしようぜということで、「台湾鉄路管理局ご一行様来訪」

と書いてありますけど、これを機に、台湾の鉄道と姉妹鉄道締結をしました。この人は局

長さんですが、来てくれて姉妹鉄道締結をした。局長というと国鉄総裁にあたる人です。

そして台湾の集集線というところと姉妹鉄道締結をすることもやりました。  

 なぜかというと、台湾のローカル線も一度廃止にしようかという議論になった。これは

戦前に日本が作った鉄道です。それを廃止にしようかと議論があったときに、観光鉄道と

して何とか活性化してみようということで、台湾国鉄が 10 年前から取り組みました。そ

の結果として、何もないけれども駅が観光地という状態です。いま、そうなっているんで

す。台湾人は、日本が作ったものなのに捨てないで大切にして別の使い方をしてここまで
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なったのだから、われわれも学ぶものがあるだろうと。日本人はすぐに、ローカル線はい

らないから捨てると言うけれども、学ぶべきものがあるだろうということで、こういう状

態です。別にマニアではなく普通の人たちです。それで姉妹鉄道締結をさせてくださいと

お願いをしたら、いいよと言って、これは台北の駅で調印式をやりました。大多喜から手

作り甲冑隊を連れて行きました。それで「エイエイオーッ！」と、台北の駅でかちどきを

上げさせた。いま、台北の駅には「大多喜」というポスターを貼ってあるんです。  

 これは去年ですが、1 周年記念で来月行きます。手作り甲冑隊の甲冑は段ボールで作っ

ているんですが、これをプレゼントしようと持って行きます。それでいま、台湾のほうで

はガラスケースを用意してくれて、台北の駅に飾っておいてくれるということです。東京

駅の丸の内の赤レンガの中にあるようなものです。来月、甲冑を持って行って、11 月 9 日

にプレゼントするんです。実は 11 月の終わりに台北駅と東京駅が姉妹駅締結をします。

その場所に大多喜の甲冑がドーンと置いてある。そういう仕組みがいま、まさに進行中で

す。  

 ローカル線、捨てないでも使い方はいろいろあるでしょう。いま、台湾人、来ますよ。  

 そろそろ最後のほうの話ですが、これはいすみ鉄道とはまったく関係ありません。 JR

北海道の茅沼という駅です。釧網本線です。下が釧路、上が網走ですが、下から 3 分の 1

ぐらいのところです。茅沼は釧路湿原の外れにある駅です。何もないところです。実はこ

の駅は、JR 北海道の駅でまだ列車はちゃんと走っています。JR 北海道の駅なんですが、

私の駅です。この駅は私が所有しているんです。こう言うと、皆さんはだいたいポカーン

とした顔をされる。何で私の駅かというと、国鉄時代には駅員さんがいて、駅長さんがい

て、駅舎が建っていました。JR になったときに無人駅にして駅舎を取り壊したんです。更

地にしたその土地を、国鉄清算事業団が売りに出しました。それで買ったのが私です。だ

から私の駅です。2 年ぐらい前に、JR 北海道の会長さんに「茅沼駅は僕の駅です」と言っ

たら、会長さんもポカーンとした顔をして、「そうか、お前の駅だったか。それは知らな

かった」と言われました。  

 何で買ったか。日本で唯一、タンチョウヅルが来る駅なんです。と言うと、観光をやっ

ていらっしゃる方は聞いたことがあると思いますが、日本で唯一、タンチョウヅルが来る

釧路湿原の茅沼駅は、私の駅です。覚えておいてください。いま、機関車の車輪なんかを

置いて、ちょうどいま後ろに列車が止まっています。ここは土地は全部で 100 坪ですけど、

私の土地です。本当にツルがいます。  

 こういうことをしてみると、自分でやってみると分かります。何が分かったか。例えば

これからの季節、夜の天気予報で「明日は西高東低の気圧配置で北国は大荒れの天気でし

ょう」なんて言う。こっちは毎日晴れています。それを、向こうは、北国は大荒れですな

どと聞くと、いまごろ、雪降っているかなあ、俺の駅にもツルが来ているかなあと思うん

です。これはローカル線は遠くにありて思うもの。だから、よし、あしたも頑張って会社

に行こうというような気になれるわけです。  

 自分でこういう体験をしているから、私はいすみ鉄道に来て、同じ思いを共有してもら

おうということで、こういうことを始めました。これは枕木オーナーと言いまして、枕木

にプレートを貼って自分の名前を書いて、メッセージを書いて、これで 5000 円+消費税で

す。来なくていいです。インターネットで申し込みをしてクレジットカード決済です。ひ
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まなときに職員が、ポンポンポンとプレートを作ってデジカメでパシッと撮って、メール

に添付して「できました」と送るだけです。 5000 円+消費税です。ローカル線は、5000

円、客を集めるのは大変です。  

 こういうことをやると、この人は自分の枕木を見に、必ず来ます。それで「あったー！」

と言ってニコッと笑って、お土産を買って帰るでしょう。そうするとすぐにもう 1 回来る。

「俺の枕木、一緒に見に行かない？」とか言いながら、彼女を連れたり、友だちを連れた

りして来る。短い期間に同じ場所に 2 回、3 回と行くと、その人にとったらマイブームで

すから、大多喜や国吉や大原が自分の中でちょっと特別な場所になります。 2 年ぶりに行

ったって駄目です。今月行って、また来月行くとか、そういうことを 2 回続けたり、3 回

続けたりすると、マイブームになり、忘れられない土地になります。  

 そういうことをやって、これがある程度の数字を出したのである程度知られてきました。

大阪に水間鉄道という会社があります。貝塚というところから出て、水間観音様へ行く水

間鉄道という小さい鉄道です。そこは女社長です。その女社長が会議で寄って来て、「鳥

塚さん、鳥塚さん、枕木オーナー、パクっていいかしら」と言う。自分のところもやりた

いと。「いいかしら」と言うから、「どうぞ、どうぞ」と。ローカル線は成功事例、失敗

事例を共有しなければいけないから、いいですよ、やってくださいと言って、しばらくた

って行ってみた。本当にやっているんです。ああ、やってますねえと言って、よく見たら、

あれあれ……、1 本の枕木を 2 人に売っている（笑）。「さすが関西人！  商魂たくまし

いね」と言ったら、その女社長はニヤッと笑って、「まだ真ん中が売れるわよ」と。「ま

だ売るの？」と言ったんですけど、この写真から分かることは、どんな鉄道にも、その鉄

道に思いを馳せる人がいるということです。けちんぼうの関西人が何の役にも立たないも

のに 5000 円払って、それで 1 人 1 本では足りなくなって、1 本を 2 人に売るぐらい、い

るということです。これが外からその地域を思う人がこれだけいるということで、それが

鉄道というものを使うと理解しやすい。分かりやすい。外部の人たちがその地域に思いを

馳せる。いまごろ、あの駅は終列車の時刻かなあと、そういう人たちがこれだけいるとい

うことなんです。こういうことを一生懸命やっていくことがすごく大事だと私は思います。 

 最後の話。これは私です。昭和 48 年、当時中学 1 年生でした。場所はいすみ鉄道の始

発駅、国鉄木原線の上総中野駅です。中学 1 年生です。きみまろ風に言うと「あれから 40

年」、いまです。背景がだいぶ変わりましたけど、場所は同じです。国鉄時代の再現です

から、後ろの車両も一緒でしょう。何で私が航空会社を辞めて地域と格闘しながら、いす

み鉄道にこんなに一生懸命になっているかという理由です。子どものころ、行っているか

ら。自分にとって子どものころ行った場所というのはすごく大事な場所です。だから何と

してもなくなっては困る。そういうことで一生懸命にやっているんです。  

 いま、いすみ鉄道でどういうことをやっているかというと、小学校の遠足に来てもらう

ということです。皆さんだって小学生のとき、遠足に行ったところは覚えていると思いま

す。やっぱり大学生になってから、大人になってから行ったところは結構忘れてしまうん

ですけど、子どものころに親と行ったり学校で行ったりしたところは必ず覚えている。そ

ういう体験をしてもらって、その土地を自分にとって大事な場所に思ってもらう体験、こ

れをいすみ鉄道でやってもらう。そういうことをやっています。  

 それから地域の子どもたちには、列車の中を掃除する、職業体験というようなものをや
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っています。やっぱり彼らも忘れないです。こういうことをやった子どもたちが、大人に

なって忘年会帰りに駅の階段でゲロを吐くか。できないです。そういうことをいま、一生

懸命やってもらうんです。もしお客さんが来て駅が汚かったら恥ずかしいでしょうと言っ

た国吉駅は、いまはこうです。首からカメラをぶら下げたマニアみたいな人もいますけど、

女の人とか家族連ればっかりでしょう。これがいすみ鉄道の現状で、ローカル線の使い方

ひとつで、地域にこれだけ人が来るようになったわけです。  

 休耕田、春は菜の花、桜が咲いています。こういうところへ家族で来て、お母さんが作

ったサンドイッチなのに、ここで食べるだけでおいしい。お母さん、あのときのおにぎり、

おいしかったねという体験をしてもらう。若いお母さんが赤ちゃんを抱いてこちらからお

父さんが携帯で写真を撮っていますけど、この赤ちゃんは 20 年たったら大学生です。た

ぶん記憶はないと思いますけど、俺、おふくろに抱っこされていすみ鉄道に行ったんだと、

写真は残るわけです。そうするとこの子にとっても、やっぱりローカル線、いすみ鉄道沿

線、大多喜、大事な場所になるわけです。  

 東京から近いから、子ども同士で来られます。言うなれば 40 年前の私です。子どもた

ち同士で来て、それで写真を撮ってローカル線を体験してもらう。そうするとこの子たち

はローカル線、よかったなあ、いいよなあ、いすみ鉄道……という思い出を持って、この

子たちを 20 年後、30 年後の将来の日本に送り込む。ローカル線を知らないような子ども

たちばかりになったら、この国は新幹線と高速道路と飛行場だけの国になってしまいます。

アメリカ型経済で考えれば、田舎なんていらないんです。生産性は低いし、数の論理だっ

て通じないから。そうではなくて、田舎っていいよね、田舎必要だよね、ローカル線必要

だよねということを一生懸命やっている。そのために 1 万円のお客さんを相手にして、地

域のものを有名にして、キャッシュフローがまわるようにする。そしてこういう活動をや

っているわけです。  

 これはイベントのときではないです。いま、夏はこういう光景は普通です。これは国吉

駅ですけど、大多喜とか大原とか、地元の人たちから見たら信じられないです。何であん

なにいすみ鉄道は混んでいるか。東京から孫が来ます。「おじいちゃん、いすみ鉄道に乗

りに行こうよ」。東京ではいすみ鉄道は有名ですから。おじいちゃんちへ行ったら、いす

み鉄道が走っているんだぞと、学校とか幼稚園で自慢しているわけです。それで「おじい

ちゃん、いすみ鉄道に乗りに行こうよ」と。地元にいるおじいちゃんにしてみれば、そん

なものに乗ってどうするんだと思う。だけど孫に言われればしょうがないから乗りに来る

わけです。そうすると、この子どもは 5 歳にでもなっていれば、僕はおじいちゃんと一緒

にいすみ鉄道に乗ったんだという記憶が残ります。おじいちゃんは遅かれ早かれいなくな

るんです。私は 55 歳ですが、だけどこの子はいま 5 歳だとすれば 50 年たったって、いや

あ、昔、俺はおじいちゃんと一緒にいすみ鉄道に乗ったんだけど、すげえいい思い出なん

だという思い出を持って、次の日本をつくっていってくれる。  

 こういうことを、ローカル線として地域と一緒になってやるのが、何とか地域が踏ん張

るところではないか。そのためには絶対安売りをしない。いい思い出をつくらせて上げる。

ファンを増やす。こういうことをやっています。  

 こういう景色、どうですか。これは 11 月、もうじきです。いい景色でしょう。乗らな

くなったから捨てます？  取っておいたほうがいいでしょう。これは列車が走ってないと、
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単なるイチョウの木と祠ですから。日本の田舎はローカル線が走ると、どこも絶対に引き

立ちます。どんな山奥でも何でも、ローカル線が走ると絶対に景色は引き立つんです。そ

の景色を見て、都会の人たちはいいところだなあと思うんです。  

 こういう景色、大多喜城です。大多喜城だけでも絵になるけど、ローカル線が走ると、

これだけで観光ポスターはでき上がりです。  

 春はこういう季節です。どうですか。こういうシーンです。どうです？  いらなくなっ

たから捨てます？  バスで十分ですか？ これこそ地域の宝、地域が眠っている宝。これ

をやったのが地域住民です。菜の花を植えた。国鉄時代にはなかったんです。桜の木を植

えて、20 年でこれだけ大きくなりました。そして地域の風景をつくって、これをもとに鉄

道が、「いいところだろう、このよさは分かるか」と言って宣伝をすると、お客が来る。

この繰り返しです。そして、その来た人たちがいすみ鉄道を思い出に持ってくれる。こう

いうことをやっている。  

 これがいすみ鉄道が行政といま一体になってやっていることです。  

 皆さんの地域だって、都会人の気持ちをグーッとつかめるようなものが必ずあるはずで

す。それを探し出して担っていくのは、たぶん皆さん方のお仕事になるのではないかと思

います。これが地域のブランド化です。私は千葉県大好き人間です。自分のおやじも勝浦

だし、昔、木更津に住んでいたこともあるし、千葉県大好き人間なので、何とか千葉を外

人がわんさか来るぐらいのゴールデンルートにしたいと思っています。でもその前にまず

地域の人たちが観光客に慣れることが大事なので、それをいま、こういう形で表現をする

ことでいすみ鉄道で頑張っている次第でございます。  

 皆さん方の研修のテーマと内容が一致するかどうかはよく分かりませんが、ただ、地域

で奮闘しているのは同じだと思います。ですから私の話の中から、一つでも二つでも、あ

そこは使えるなとかいうことがあれば幸いに思います。  

 長い時間ご清聴いただきまして、ありがとうございました。（拍手）  
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だ
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たく
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や

 氏 
 

現  職 株式会社キューブルーツ 代表取締役 

 

略  歴 1995 年 ブックオフコーポレーション株式会社に入社 

     1997 年 店長就任 

     1999 年 東京エリア、エリア・マネージャー就任 

         ３年間の単月平均前年比売上 125％を達成 

     2000 年 ブックオフコーポレーションの年間 MVP 獲得 

         前年対比売上 150％以上を３度達成 

     2003 年 和食の名店（いろり処「雲母（きらら）」に入店 

     2004 年 店長就任 

     2005 年 有限会社 Cube Roots を設立 

     2007 年 11 月 株式会社 Cube Roots に変更し、新体制で本格

的に活動を開始し、現在は多くの自治体、民間

企業の研修講師として活躍している 

 

著  書 『どんなクレームもゼッタイ解決できる本』（あさ出版） 
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 皆さま、こんにちは。株式会社 Cube Roots、津田卓也と申します。このような研修や

セミナーの場で、必ず最初に披露するネタがあります。私の名前を 1 回で覚えていただ

きたいということで披露しているのですが、私、フルネームはツ・ダ・タ・ク・ヤといい

ます。これを頭の中で逆から読んでいただいてもよろしいでしょうか。もうお分かりいた

だけますでしょうか。大きな声でおっしゃっていただいて結構でございます、どうぞ。  

 そのとおりでございますね（笑）。ヤ・ク・タ・タ・ズになります。正式にはヤ・ク・

タ・ダ・ツですけれど。子どもの頃に「手袋の逆を読め」と言われて、「ロクブテ」と答

えて 6 回たたかれた。そういう遊びを一度でもしたことがあるという方、ちょっと手を

挙げていただいてよろしいですか。やったことがあると。たくさんいらっしゃいますね、

ありがとうございます。  

 私も小学生のときに当時の親友とお互いに言い合いっこしながら、たたき合いっこをや

っていたんですね。「トオシバにケをつけろ、トをしばけ」とか言いながらですね。その

ときに親友が、ふと「おまえよ、名前逆から読むと『役立たず』だよな」と言われまして、

親友が一転しまして次の日から、今でいういじめですね。学校で「おーい、役立たず。こ

っち来い、これ、役立たず、役立たず、役立たず」と言われ、3 年間ぐらいからかわれ、

当時は非常に傷つきました。今では「『役立たず』で覚えてください」と言うと、1 回で

フルネームを覚えていただけるので、必ずこのような場で披露するようにしております。  

 本日皆さま、お忙しい中、わざわざお集まりいただいております。2 時間という短い時

間ではございますが、皆さまと 2 時間を「役に立つ」時間にしていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。  

 早速ですが、この講演といいますかセミナーは、皆さまで何回かグループディスカッシ

ョンをしていただきたい意図がございます。そこでチームを編成したいと思います。基本

的に机を二つ、これが一つのチームだと思っていただけますか。もし二つにならない場合

は三つでも結構です。  

 4 人のチームもあれば、5 人、6 人のチームもあるかと思いますが、今から各チームで

簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。その上でお願いがあります。ディスカッ

ションを進めていくために、各チームでリーダーを選んでください。司会進行、仕切り役、

ムードづくり、これがリーダーの役割です。ご自身の意見も含めて皆さまの意見を聞いて、

意見を簡単に取りまとめるだとか、ディスカッションをしたときにリーダーにどのような

意見が出たのかをお聞きします。どのチームに当てるかは分かりませんが、リーダーはそ

の仕切り役をしていただきたいと思います。  

 リーダーには仕切り役とか役割だけを押し付けて申し訳ないので、リーダーに限っては

一つだけ特権を与えたいと思います。チームリーダーの特権。チームリーダーは好きなと

きにトイレに行ってもいい、というふうにいたします。手を挙げて、「すみません、トイ

レ行っていいですか」と言わなくても結構です。自由にトイレに行ってください。なので

ちょっとトイレが近いかなという方は、ぜひ積極的にリーダーになっていただきたいと思

います。  

 では各グループ、各チーム 4 人。基本的に 2 テーブルだと思ってください。2 テーブル

にならない場合は、三つのテーブルでも結構です。皆さまで工夫してチームを組んでいた

だいて、チームができ上がったならば、お互いに簡単に自己紹介をしてください。そして
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話し合ってリーダーを決めていただきたいと思います。それでは各チーム、よろしくお願

いします。  

 本当にリーダー、トイレに行っていいですよ（笑）。  

 全部決まりました？ では各チームリーダー、手を挙げてください。ではリーダー、よ

ろしくお願いします。リーダーのいちばん大切なポイントはムードづくりです。楽しくや

りましょう。楽しくやったほうが絶対身につくし、時間も早く過ぎます。嫌々やっていた

ら時間を長く感じるということもあるので、ぜひリーダーにはムードづくりをしていただ

きたいと思います。何度も言いますけれど、その代わりトイレは自由に行ってください

（笑）。それでは各チームリーダー、よろしくお願いします。  

 ではクレームの講演を始めるにあたって、私から自己紹介がてら少しお話をさせていた

だきたいと思います。先ほどもご紹介いただきましたが、私は、現在は人材マネジメント

会社、主にこのような講演、研修やセミナーをやっている株式会社 Cube Roots の代表取

締役をやっています。前職はブックオフコーポレーションという会社で、創業まもない頃

のメンバーです。東京にブックオフがまだ 1 店舗、神奈川に 3 店舗しかございませんで

した。つまりブックオフ 4 店舗の時代の創業期のメンバーです。まだブックオフの名前

を、世間の方が誰も知らない時代です。その後どんどん会社が大きくなっていき、いちば

ん忙しい拡大期の頃です。北は北海道から南は沖縄まで、年間新店を 100 店舗ぐらい出

店している頃です。この千葉も含めて、いろいろなところにブックオフをワーッと出して

いるときの関東圏、特に東京の統括エリアマネジャーをやっていました。  

 その当時、会社から携帯電話を持たされていましたが、その着信音は大好きだったイエ

ロー・マジック・オーケストラの「ライディーン」でした。ところが、この携帯は常に鳴

っています。そして出ると 9 割方、ろくでもない電話です。「今月も売り上げが達成で

きません」「前年比を割っています」「棚卸が合いません」「万引きが発生しました」

「パート、アルバイトスタッフさんが大量に辞めてしまって、シフトが回らなくなりまし

た」だとか、そんな電話ばかりです。挙げ句の果てに店長が電話してきたと思ったら、

「すみません、津田さん、会社を辞めさせてください」と言ってくるとかですね。「ライ

ディーン」は大好きな曲だったので着信にしたのですが、今では街角から聴こえてきたり、

CM から流れてくると条件反射的に耳をふさぎたくなります。嫌な記憶しか残っていない、

大嫌いな曲になってしまいました。  

 その当時、私の携帯は常に鳴っていたわけですが、いちばん多かった電話は今回の講演

のテーマの「クレーム発生」です。店内で暴れているお客さまがいる、買取価格が不服だ

と言っている、上司を出せと言っている、どう対応すればよろしいでしょうか、という関

東圏全店の店長からの電話です。毎日のようにどこかの店舗で、トラブルが発生している

わけです。店長が私に電話をかけてくるということは、もう店舗で手に負えなくなってい

る。中には「社長を出せ」みたいな話になっているわけです。  

 その当時、私の上になりますと、取締役と社長しかおりませんので、これ以上、上に上

げられません。社長を出すわけにいかないです。ということは私が最後の防波堤で、ここ

で何とかせき止めなければいけないということで、毎日のように店舗で手に負えない、や

やこしいクレームの対応に追われていました。いろいろなクレームに遭遇していましたが、

ここで皆さまにあえてお聞きします。  
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 皆さまの中でクレームが原因で、過去に監禁、軟禁あるいはさらわれた経験のある方、

手を挙げていただけますか。いらっしゃらない。これはいらっしゃらないほうがいいでし

ょうね。これは時々、手が挙がります。手が挙がりやすい仕事、たとえば税関係とかがあ

りますね。私はクレームの研修を民間企業でもやっていますが、民間企業の仕事の内容に

よっては、これをお聞きすると研修参加者の半分以上が手を挙げるような業界もあります。

そういうことが起こりやすい業界、仕事があるんですね。  

 実は私がいた当時のブックオフも、そういうことが非常に多くありました。なぜかとい

うと、まず一つは、ベンチャー企業はこういう人たちに狙われます。しかもブックオフは、

全国の土地に新店を出すわけです。そして急激に伸びています。そうすると土地、土地の

そういう人たちがやってきては、「誰に断って店出しているんだ。あいさつに来い」とい

うところから始まったり。あとは社員の行方が分からなくなったり、連絡が取れなくなっ

たりすることがありました。なぜ起こるかというと、チンピラたちの小遣い稼ぎにされて

いました。  

 ブックオフのサービスの中には、出張買取というサービスがありました。大量に本、

CD やゲームソフトをお売りいただく場合、持っていくのは大変です。そのような場合は

ご予約いただいたならば、こちら側からお客さまのご自宅まで行って、自宅の中に入って

本、CD やゲームソフトを査定して、その場で現金をお支払いして、本を段ボールに詰め

て車で持ち帰るというサービスをやっていました。それを狙われました。チンピラたちの

小遣い稼ぎになっているわけです。誰が予約してきているのか、予約の段階では分からな

いですよね。家の中に入ってみると、怖いお兄さんたちが待ち構えていてすごまれるわけ

ですね。こちら側は 1 人で行っていますから、5、6 人に囲まれてすごまれると恐怖から

言い値になるわけです。それが情報として行き渡っていて、ブックオフの出張買取を呼ん

でごねれば小遣いぐらいになるぞ、という話になっていて各地でそれをやられていました。

私自身もそういう経験を何度もしています。責任者でしたから「あいさつに来い」という

ことで、あいさつに行ってそのまま暴力団の事務所に 12 時間、拘束されたことがありま

した。そのときは命の危険まで感じました。  

 なぜこんな話をしているかというと、当時の私はクレーム対応においても全く知識を持

っていなかった、あるいは自己流で対応していた、法律的な知識も全くなかった。いま振

り返ってみれば 12 時間も暴力団の組事務所に拘束されたときも、「ああ、事前にこうや

っておけばあんなことにはならなかった。もっと早くに解放されていたな」とか。あるい

はクレームの対応でこじれにこじれて、裁判までもつれ込んでしまったケースもあります。

そのときも「ああ、こうやればもっと早くに終わっていたな」とか。あるいは裁判で不利

になったこともあります。「ああ、あの一言が不利だったんだ。こうやっておけばよかっ

た。そうしておけば、こちらが有利だった」ということが、今振り返ればたくさんありま

す。  

 ただし、その当時は全くそういうことを知らなかった、無知だったがゆえに失敗をたく

さんしているわけです。私は研修会社を経営していますから、クレームの研修だけをやっ

ているわけではございません。リーダーシップの研修、コーチング、メンタルヘルスなど、

いろいろな研修をやっていますが、この 10 年間でいちばんやってきた研修、セミナーは

「クレーム」です。クレームだけで全国で約 5 万人の方々にお会いしています。実は昨
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日も北海道で研修をしていました。  

 いろいろなところでクレームをやっています。そうすると仕事の内容によっては、当然

クレームの質が変わってきます。皆さまのお仕事、市役所や役場の職員さんのクレームと、

一般の民間企業との明らかな違いもあります。それなども踏まえて今日は短い時間ではご

ざいますが、皆さまと一緒に考えていきたいと思います。  

 テキストに入っていく前に、せっかくチームを組んでいただいたので各チームで考えて

いただきたいことがあります。まず個人個人で少し考えてみてください。皆さまの今の職

員である、という立場を忘れてください。職員という立場から離れて、一住民になってく

ださい。皆さまが皆さまの住むまちの住民だったらば、市役所や役場、そしてそこで働く

職員さんに対して、何を望まれるか、何を求められますか、ということです。何でも結構

です。住民ですから無理難題も言います、わがままも言います。自分の立場を入れてしま

うと、「それはできない」とすぐに分かりますけれど、住民は関係ございません。自分の

バイアスを取ってください。あくまでも相手の立場に立って、住民だったらばそのまちの

市役所及び市役所の職員さんに対して何を望むか。何でも結構です。  

 2 分間、まず個人個人で少し考えてみてください。そのあと 5 分間、各チームで意見を

出し合っていただきます。どんな意見が出たのかを、ランダムで 2 チームにお聞きしま

す。どのチームに当てるかは分かりませんので、各チームリーダーはご自身の意見も含め

て、チームメンバーの皆さまの意見を簡単に箇条書きでまとめておいていただきたいと思

います。では、まず 2 分間、個人個人で住民になって考えてみてください。よろしくお

願いします。  

（ワークショップ）  

 【津田】 まだ書いていらっしゃる方がおられますが、時間がまいりましたので各チー

ムで意見を出し合っていただきたいと思います。各チームリーダー、申し訳ございません

が、仕切り役になってご自身の意見も含めて、皆さまの意見を公平に聞くようにしてくだ

さい。それでは 5 分間、ディスカッションをお願いします。  

（ワークショップ）  

 【津田】 まだ意見が出ていますけれども、時間がまいりましたので 2 チームのリー

ダーに聞いてみたいと思います。では女性だけのチームです。今こちらはどんな意見が出

ましたか。  

 【チーム１】 市役所自体が入りづらいということがある。もう少し相談しやすい対応

だったら。届出のほうもいろいろあるのですが、一つの課ではなかなか済まないので、い

ろいろ回らなければいけないところがあります。もう少し 1 カ所で全部済むように。  

 【津田】 できればワンストップで。  

 【チーム１】 そうですね。そういった意見が出ました。  

 【津田】 なぜ雰囲気が入りにくいのか、具体的にいうと？  

 【チーム１】 話しかけづらい。  

 【津田】 その人の雰囲気？  

 【チーム１】 そうですね。  

 【津田】 見えてくるね。  

では、こちら男性だけのチームに聞いてみましょうか。  
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 【チーム２】 私たちの班では、今あちらの班で出たように一つの窓口で対応してほし

いということで。  

 【津田】 そういう試みをやっているところもあるけれどね。  

 【チーム２】 案として時間外で対応してもらいたいというのと。出張所みたいなとこ

ろを増やしてもらったらどうか、という案が出ていました。あと住民としては、税金を安

くしてもらえないかなと。あと魅力のあるまちにしてもらいたいということで、たとえば

海岸をきれいにしてもらいたいとか、そういったことを要望したい。  

 【津田】 海岸をきれいにしてほしい、まちづくりね。  

 【チーム２】 意欲を高めてもらいたいというお話です。  

 【津田】 なるほど、ありがとうございます。本当は全チームに聞きたいのですが、時

間の都合もありますので 2 チームにお聞きしました。  

 テキスト 2 ページ、「CS とは」。CS（Customer Satisfaction）は顧客満足のことで

す。皆さまの場合だと、住民満足、市民満足と置き換えてください。「住民満足の四つの

ポイント」と書いてありますが、このテキストは私が作成しています。私はこのクレーム

の研修やセミナーで、約 5 万人の方々にお会いしています。さまざまな民間企業、官公

庁、自治体や国税でもやっています。この研修をやる際には、今の質問を必ずさせていた

だいています。民間企業なら「お客さまだったら」、皆さまの場合なら「住民だったら」、

保育園なら「保護者だったら」、鉄道会社なら「利用者だったら、乗客だったら何を望ま

れますか、求められますか」。そう聞いてまいりました。  

 業種、業態や業界にかかわらず、「お客さまだったら、住民だったら何を望まれます

か」とお聞きすると、声がほぼ四つのポイントに集約されていきます。  

 まず一つ挙がってくるのは民間ぽく言いますと、商品、製品力について挙がってきます。

つまり民間企業だったらば、その会社がお客さまに提供しているものです。食べ物を提供

しているところだったら、当然おいしい料理が食べたいという声が出てきます。商品や製

品をお客さまに売っている企業は、その商品や製品の品質、機能性、デザイン、クオリテ

ィが挙がってきます。あるいは情報を提供しているところなら、その情報の頻度、正確さ

やボリュームが挙がってきます。皆さまの場合だったら、当然行政サービスです。こうい

うまちをつくってほしいとかもそうです。鉄道ならもっと本数を増やせだとか、きれいな

電車に乗りたいとか、それぞれが提供しているものに対して挙がってくる。  

 二つ目に挙がってくるのが、これも今日挙がりました。価格力について挙がってきます、

おカネです。今挙がっていましたね、税金をもっと安くしてくれというものです、保険料

を何とかしてくれだとか。民間企業でも運賃が高すぎる、運賃をもっと安くしろ、ほかと

比べて高い、安い。何を望むかと聞くと、必ずおカネについても挙がってきます。  

 三つ目は何を望まれますかとお聞きすると、10 年前と比較してこの 4、5 年で急激に多

く挙がってくるようになりました。何かというとブランド力というものです。つまり「あ

そこの焼肉屋さんのお肉は安心して食べられるよね」「あそこのホテルが出しているお野

菜は、原産地どおりだから安全だよね」「あそこの企業は管理がしっかりしているから信

用が置けるよね」「あのまちは安心して暮らせるよね」「このまちは安心して暮らせるよ

ね」「あそこの保育園は安心して子どもを任せられるよね」とか。つまり信用、信頼、安

心、安全がほしいという声です。  

-53-



 

  

 なぜこの声が近年、非常に多く挙がってくるようになったかというと、当たり前ですが、

この国は安全神話がもう完全に崩壊しています。食品偽装問題、マクドナルドの異物混入、

ベネッセの情報流出、昨年はフォルクスワーゲンもありました。いろいろなものが起こる。

となると、その企業や行政が提供しているものに対して、安心であるのか、安全であるの

か、信用が置けるのか、信頼ができるのか。これを昔よりも非常に多く問われるようにな

った。  

 これは皆さまのお仕事もそうです。実は私は福島県の自治研修センターで、震災前から

福島県の市町村の職員 800 名さまを対象にした、2 日間の宿泊しての研修をしています。

当然のことながら、震災直後は福島県の研修は全滅しました。それどころではありません

ね。あんなことが起こっているのに、研修なんかやっている場合ではないです。しかも福

島県の市町村の全域から来ますから、いわきや相馬など津波でやられた町の職員さんもい

らっしゃるわけです。それなのに研修なんかやっている場合じゃない。しかも研修センタ

ーそのものが、震災直後は家を失われた方々の避難場所になっていました。直後は仮設住

宅ができるまで、300 名さまぐらいが寝泊まりされていました。そういうような状況で研

修なんかできるわけがない。  

 そこで 2 年間ぐらいストップしていて、その後再開して福島県で今もやっています。

住民目線で CS を考えて意見を出していただくと、当然この声が福島では多く挙がってく

る。当たり前ですね、放射能の問題がありますから。「うちの子どもたち、学校に行くと

きに毎日この通学路を使っているけれど、ここの線量はどうなっているんだ。正確な情報

を調べて、きちんと保護者に正確なデータを伝えてくれ」、震災前には上がってこなかっ

たけれども、こういう声が非常に多く挙がってくる。  

 これは福島などの被災地だけではなくて各地でも起こっています。たとえば静岡県の焼

津市でも研修をしていますが、そこは海がすぐそばにあって津波が起こったらいっぺんに

やられます。ものすごい勢いで人口が減少している。静岡県の藤枝や浜松に、みんな移っ

ている。当たり前ですが、人口が減れば減るほど税収が減りますから、商店街はボンボン

つぶれていくし、まちはぼろぼろになっていきます。その中でどうするのか、みたいな声

が挙がってきます。つまり焼津は安心して暮らすことができない、と考えているわけです

ね。こういう声がものすごく多く挙がってくるようになった。  

 四つ目は、昔も今もお客さまだったら何を望むか、住民だったら何を望むかとお聞きす

ると、非常に多く挙がってくる声です。それは「サービス力」です。つまり明るい雰囲気、

積極的な声かけ、親切、丁寧な対応、分かりやすい説明、迅速な対応、プラスアルファの

情報の提供。つまり接客、接遇、対応、応対、人に関する声です。CS の向上を考える際、

住民目線で何を望むか、お客さま目線で何を望むかとお聞きすると、そのご意見の中には

当然のことながら無理難題も出てまいります。無理難題を出すことも大事です。  

 なぜかというと、いま現状はできなくても将来的にはできるかもしれないし、あるいは

角度を変えて考えたら、違うやり方でできるかもしれないから、初めから止めてしまわな

いでいったん出すことは大事です。CS 向上をするときの成功ポイントは何かというと、

いま現状できないことを永遠に話し合っていても仕方ありません。いろいろな意見を出す

中で、やれそうなものをみんなでピックアップします。そしてその中で優先順位をつけま

す。みんなで取りかかれそうで、その中でもいちばん効果を発揮するものは何だろうと考

-54-



 

  

えて、プライオリティ付けをする。そしてスローガンを掲げて、1 個ずつ地道に改善して

いくところが、だいたい CS 向上を成功させる組織の成功ポイントです。  

 たとえば「今俺、リストラされて仕事をしてないんだ。督促が来たけれど、税金を納め

ろと言われているけれど、この税金を納めたら俺、今月生活できない。おまえらは俺に死

ねと言っているのか。おまえら、サラ金の取り立てか」と言われて、それが本当に事実で

あって窮状が理解できたとしても、「分かりました。大変そうですから、税金を納めてい

ただかなくて結構ですよ」と言えます？ 納めていただかなければ困りますよね。  

 「北総鉄道、何であんなに運賃が高いんだ」と文句を北総鉄道の駅員さんに言われても、

土地を買収したときからの問題なので駅員さんにはどうしようもないです。でも人に関す

ること、雰囲気をよくする、積極的に声をかける、分かりやすい説明を心がける、たらい

回しにしないようにできるだけする、あるいはプロフェッショナルとしての情報の提供を

きちんとするだとかは、人のことですからやろうと思えば誰だってやれることであり、そ

して何よりもそれを職員全員で取り組むことは、長期的に考えれば次に声の多く挙がって

くるブランド力につながってくるということです。「ここの市役所の職員さんは、みんな

しっかりしてるよね。ほかのまちと比べても雰囲気がいいよね」となってくると、それは

ブランド力になっていく。つまりいちばん簡単に手がつけられて、いちばん効果を発揮す

るもの。これがサービス力の向上だということです。  

 ここで皆さまにはっきりと申し上げておきます。クレームはなくなりません。これから

ますます増えていきます。それは皆さまのせいでも何でもございません。私がクレームの

研修をなぜこんなに多くやっているかというと、それだけクレームが増えているからです、

ニーズがあるからです。年々ものすごい勢いでクレームが増えている。民間企業の中には、

クレームゼロ運動とスローガンを掲げてやっている企業があります。そういうところにコ

ンサルに行くと、「無理です。ゼロにはなりません」と言います。そんなものはリアリテ

ィがない。  

 数を減らすというのは総体的に無理です。無理ですけれど、裁判になっている原告側の

コメントをよく分析、解析してみますと、「どうして裁判までもつれ込んでしまったんで

すか、どうしてここまでこじれてしまったんですか」という質問に対して、いちばん多く

返ってくる答えがこれです。「最初の対応にむかついた」です。相手も裁判まで持ってい

くつもりはなかった。考えてみてください。皆さん、何かもめ事があったときに裁判を起

こしたいですか。面倒くさい、おカネもかかるし、普通の人間はそんなことをしたくはな

いです。それがそうなってしまうということは、そうとう心情を害しているということで

す。こじれにこじれて裁判までもつれ込んでいるケースが圧倒的に多い。もっと分析しま

すと、本来ならもっと早く解決していたというケースがむちゃくちゃ多い。ということは

最初の対応が悪くて、相手もそこまでやるつもりじゃなかったけれど、感情的になってこ

じれにこじれて、裁判までもつれ込んでいるケースが非常に多いということです。  

 この講演のテーマは何かというと、数を減らすことではございません。初期対応力を上

げるということです。クレームはどんなに親切、丁寧に対応してもトラブルは起こります。

そのときに初動、初期対応力を上げることによって、なるべく迅速に早期解決に結びつけ

ていく。本来終わるべきところで終わらせる、あるいはもっと早く終わらせる。もっと言

うと、クレームをきっかけに住民の方を皆さまのファンに変えることも可能です。  
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 こういうことはないですか。居酒屋さんに行って料理を頼んだけれど、料理がなかなか

出てこなくて、その居酒屋さんで文句を言ったとしてください。ところが文句を言ったと

きの店員さんの態度が、非常に真摯で誠実で心を打たれて、そのお店のファンになって、

常連になることもあります。人間ですからあり得ますよね。なので今日の一番のテーマは、

「初期対応」だと思ってください。  

 こういうことはないですか。同じことが起こってもこの人が出ていくと、いつも事を大

きくするという人がいるでしょう？  あるいはこの人が出ていくと、何となく丸く収まっ

てしまうという人がいるでしょう？  これには大きな違いがあるんです。わざわざこじら

せる人っているんです。何でこじらせるかということです。クレーム対応のスキルをいく

つか紹介いたしますが、仕事のクレームだけで使うものではないです。人間関係のトラブ

ルは、プライベート、職場内や職員同士でもありますね。プライベートでも、興奮して怒

っている人の対応をするときがありますね。そんなときのスキルです。  

 怒っている人の怒りを、どうやって感情を収めにかかるかとか。これは心理学です。ハ

ーバードや東大では人間学をすごく研究しています。その中で実際に調査して、データが

出ている。そういったものを含めて怒りを抑制する効果のあるものであったり、あるいは

ネゴシエーターといわれている連中がどうやって交渉しているのか。交渉でもクレームで

も情報戦です。そのときに大事なのは質問力です。ヒアリング能力、情報がないと解決策

も、代替案も、プラスアルファも、情報の提供も何もできません。そして対応を間違えま

す。  

 クレームにもいろいろなクレームがあります。どのクレームなのかを考えないと、対応

をえらく間違う。すぐにこれはうそだと判断してしまって、あとでクレーマー扱いしたと

言われて、とんでもないことになることだってあり得ます。相手が何でもかんでも言って

くれる人ならいいですよ。全部言ってくれる人だったらいいですけれど、あまり言わない

人のほうが怖いわけです。そのときにいかに短時間で、具体的で、精度の高い情報を引き

出すのか。これは質問の技法です。  

 こういったものを今日の時間の中でお伝えしますので、何となく終わっちゃったな、と

いうのではなくて、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います。クレーム対応スキルとはコ

ミュニケーションスキルです。コミュニケーションスキルとは、誰だって意識してやって

いればすぐに身につきます。ただし意識しなければ、ずっと身につかないです。意識して

いれば、誰でも上達するスキルです。きょう覚えたからといって、すぐに効果を発揮する

わけではありません。それでも長時間それをやっていれば身についていくので、ぜひ覚え

て帰っていただければと思います。  

 ではテキスト 2 ページ b、クレームとは何ぞやということです。クレームという言葉を

よく使いますが、この言葉を日本語にするとどんな言葉になると思われますか。各チーム

で話し合ってみてください。リーダー、仕切り役をお願いいたします。皆さんに聞いてみ

てくださいね、「クレームを日本語にすると、どんな言葉になると思う？」と。  

（ワークショップ）  

 【津田】 聞いてみましょうか。  

 【チーム３】 要望。  

 【津田】 なるほど。もう 1 チーム。  
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 【チーム４】 主張するとか要求する。  

 【津田】 なるほど。今日はすごいですね。これはいろいろなところでお聞きすると、

いちばん多く返ってくる言葉が「苦情」という言葉です。苦情には別の言葉もございます。

complain です。クレームを日本語にすると「苦情」という意味合いもありますが、今日

はもう正解が出ました。「要求する、要望する、主張する、異議を申し立てる」、この意

味合いのほうが強いということです。いろいろなクレームがありますが、あくまでも一般

的なクレームです。一般的なクレームとはどういうことかというと、さっき皆さんが住民

だったら何を望むかと、いろいろな意見を出していらっしゃいましたね。  

 これはわがままであろうが、何であろうが、一般のクレームというのは相手側、住民や

お客さま側からすると、自分の望んでいるとおりではなかったということです。つまりも

っと早く手続きが終わると思っていたのに、思っていたより待たされたとか、もっと安心

して子どもを任せられる保育園だと思っていたのに、子どもが怪我して帰ってきただとか、

もっと使い勝手のいい商品だと思ってこの商品を購入したのに、使ってみたら思ったより

も使い勝手が悪いとか、もっと長持ちする製品だと思っていたのにもかかわらず、早く壊

れたとか。つまりそのギャップです。本人が望んでいることとのギャップから生まれてき

ているのが、一般のクレームだということです。  

 なぜ一般のクレームをちゃんとお話を聞いて、情報をデータ化しましょうと言われるか

というと、望んでいることというのはわがままであろうが、何であろうが、言葉を代えれ

ばニーズということです。民間では顧客ニーズといわれるものです。実は下手なマーケテ

ィングよりも、クレームのほうが感情なのでリアルなニーズが把握しやすい、何を望んで

いるかを知りやすいと言われて、民間企業の中ではクレームを分析して新規事業を立ち上

げるところもあります。  

 実はブックオフというのは、そういうところから生まれています。ブックオフが生まれ

る前は、この国には普通の新刊書店と古本屋あるいは図書館しかありませんでした。そん

なときに、創業者である坂本社長が考えたのがブックオフです。古本屋の悪いイメージを

全部ひっくり返したわけです。薄汚い、暗い、店主がブスッとしている、探しにくい、ほ

しい本がない、くさい。そういうものを全部ひっくり返して考えたのが、ブックオフがで

き上がったきっかけになります。坂本さんはそういうことをすごく考える人です。  

 今でも覚えているのが、ブックオフの新規事業のアイデアが浮かんだと電話がかかって

きました。私には 2 人の娘がいまして、電話を取ると娘のことを聞いてくるわけです。

「かわいいか」「はい、かわいいですね」。「でも娘たちの子ども服はどうしてるの、ブ

ランド服とか買ってるの？」と言われたので、「はい、一応」と。「どこで買ってる

の？」「こういうところで買っている」。「子ども服って高いのか」「ええ、高いですね。

布切れは小さいですけれど、大人並みに高いんですね」と話していたら、「そうか、でも

そんなブランド物の高い服を買っても、子どもってすぐ大きくなるよな。すぐ着れなくな

るよな。どうするんだ」と言われたので、「そうですね。ほしい人にあげようかなと思っ

てるんです」「ああ、そうか。津田、それ、商売にしようか」と言うわけです。  

 「は？」と言うと、「そんな服、ほしい人、いっぱいいるだろう。きれいにして安いお

カネで提供すればいいんじゃないか」と言うから、「確かにそれはいいかもしれません

ね」。「いいと思うか、そうか、そうか。じゃあ、津田さ、調べてこいよ」と言うわけで
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す。「は？ 何をですか」と聞くと「赤ちゃん本舗を調べてこいよ。赤ちゃん本舗でお客

さんが、どんなことをクレームで言っていらっしゃるのかを調べてこい」「どうやって調

べるんですか」と言うと、「そんなもの、潜り込ませろ」というわけです。実は本当にや

りました。赤ちゃん本舗にアルバイトの人を雇って入れて、中でどんなお客さまのクレー

ムが起こっているのかを半年間ぐらい調査して、それをデータ化していって、実はブック

オフは B・KIDS（ビーキッズ）という新規事業を立ち上げて、今でも子ども服のリサイ

クルをやっています。  

 そのときに坂本さんに言われたことは、「津田、いろいろなクレームはあるけれども、

クレームの中にはいろいろなヒントが隠されている、宝の山でもある。だからちゃんとデ

ータ化して分類しろ」と言われました。私はそういうところに育っているわけですが、た

だ皆さまのお仕事というのは、一般の企業とは大きな違いがございます。一般の企業で例

をいうと、レストランに行ったとしてください。雑誌を見て、おいしそうなレストランだ

なと思って出かけたとします。期待して行ったけれど、たとえばサービスが非常に悪かっ

た、店員の態度が悪かったとしてください。ちょっと聞いてみたいと思います。  

 期待しているレストランに、友達とお 2 人で行ったとしてください。ところが店員の

態度がすごく悪かった、料理が全然おいしくなかった、期待どおりじゃなかった。そんな

とき、その店の中ですぐクレームを言います？  

 【参加者】 いや、すぐは言わないですね。  

 【津田】 言わないですね。多少不平不満を持ったけれど、面倒くさいから言わないと

いうことがありますね。そのまま食べて帰ったとしますね。そのレストランを、これから

も使います？  

 【参加者】 もう行かないですね。  

 【津田】 そうでしょうね。二度と行かないという選択肢がありますね。これはサイレ

ントカスタマーといいます。レストランや飲食店の場合は、すべてのお客さまが言うわけ

ではなくて、ほとんどの方は文句があっても言わない、一部の人しか言わない。だけども

お客さまには、もう二度とその店を使わないという選択肢があります。ということは言わ

れてないのでレストラン側は分かってませんが、こうやってブランド力を落として、下手

するとつぶれていく。これほど恐ろしいものはないと言われます。  

 ただ、もう一つ言うと、その場で言わないと言いましたね。では家に戻って、あるいは

職場に戻って、誰かには今の話を言う。つまり「雑誌を読んであそこのレストランに行っ

てきたんだけど、店員の態度、悪かったぞ、料理、まずかったぞ」と、誰かには言いま

す？ ほとんどの方は誰かには言うでしょう。ということは、1 人だけを失ったのではな

いということです。そのうわさを聞いた人たちも、大量に失う可能性があります。だから

サイレントカスタマーは怖いと言われるわけです。  

 皆さまの場合は違いがあるのは何かというと、サイレントカスタマーの数は少ないです。

なぜか。今のレストランとの違いを考えてみてください。レストランの場合は、わざわざ

選んでいるわけです。牛丼の吉野家だって選んでいるわけです。早く食べたいということ

で行ったりしますよね。そうすると吉野家さんでのクレームは、望みが早く食べたいこと

が入っていますから、遅く出てきたらクレームになるわけですね。このギャップから生ま

れるわけですが、皆さまのお仕事は違います。  
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 住民は市役所に行くときに何か期待しているのでしょうか。別に期待しているわけでは

なく、来たくて来ているわけでもないし、行きたくて行っているわけではない。行かざる

を得ない目的がある。住民票、転入の手続き、印鑑証明だとか、来たくて来ているわけで

はない。しかも住民側からは下手するとこう思っています。「他人の税金で飯食ってるく

せに、なんで土曜日、日曜日にやってないんだ。夕方に閉めるんだ。こっちだって平日は

忙しいだろう。なんで土日とかはやってないのか、夜遅くまでやってないのか」と思って

いたりする。たまにしか役所を使いませんから、久しぶりに時間をつくってやってきて入

ってみたら、どこに行っていいのかよく分からない。そこで、またイラッとします。「分

かりにくいな。もうちょっと分かりやすくしてくれよ」と思っている。  

 そこに明らかに職員さんと思われるネームプレートをつけた人が前から歩いてきて、声

かけようかと思ったらブスッとした表情でスーッと通り過ぎる。またイラッとするわけで

すね。われわれはこれを「クレーム貯金」と呼んでいます。ちょっとずつイライラがたま

っている、貯金がたまっている。ここかなと思ったらたらい回しにされて、またイライラ

します。やっと目的地にたどり着いたら、今度は待たされる。またイライラしている。絶

好調ですね（笑）。子育て支援課とかで自分の番が回ってきてちょっとイライラしながら

も、「うちの子ども、何々保育園に入りたいんですけども」と言っても、「あ、無理です。

もういっぱいです」と、いきなりノーを突き付けられる。バツン、爆発です、ドーン

（笑）。皆さまのお仕事は一般の企業よりも、サイレントカスタマーが少ないことと、感

情的な相手が多いです。  

 もう一つは市役所や役場というのは、別に顧客でなくても誰だって入れる。そのまちの

人間でなくても、入ってこようと思ったら入れる。あらゆる人間が関係してくることもあ

ります。住民はレストランの場合は気に入らなかったら二度と使わない、企業の場合は二

度とその商品を買わないという手はありますが、住民はそのまちに住んでいる限り、役所

を二度と使わないという選択肢はとれません。ということは、ダイレクトに声になって挙

がってくるということです。  

 違いでいうと、その説明の仕方、対応の仕方は、実は民間企業よりも大変である。です

からやはり接客、接遇が重要になってくるということです。お話しいたしましたが、私は

いろいろなところでやっていますが、この業界がクレームではいちばん大変な業界だなと

思っている業界があります。ヒントを言うと、ハードなクレームを受けるところは民間企

業でも特徴があります。ハード、たいへんなクレームを受けるところの特徴として、まず

一つは客単価の高いものをお客さまに提供している企業は、ハードなクレームを受けます。

食べ物ぐらいだったらお客さんは黙っています。  

 たとえば住友林業などは、お客さまに家を売っています。新築住宅を建てて、家に不具

合があれば黙っています？ 黙ってないですよね。一生住む家で、生涯ローンを組んで建

てているのに。あるいは TOTO、 INAX、LIXIL、東京ガス、千葉ガスなども、ハードな

クレームを受けます。生活に支障をきたすからです。給湯器が壊れて、今日お湯が出なか

ったら黙ってますか。あるいはトイレの水が流れなくなって、トイレが使えなくなったら

黙ってますか。すぐ直せと電話しますよね。ああいう方々の研修をすると、冒頭の「監禁、

軟禁、さらわれた経験のある方」と言うと、半分ぐらいが手を挙げます。  

 なぜかというと、相手の家に修理しにいかなければいけないからです。相手の家に行っ
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て、自分たちの製品に不具合があってお湯が出なくなっているのではなくて、使い方が悪

くて、あるいは使いすぎで壊れていても、とりあえず直せと。おカネがかかると言うと、

「何で無償で直せないんだ。そんな話、聞いてねえじゃないか、このやろう」という話に

なって、ごねられて帰れないとか。そういうケースがあるわけです。  

 ハードなクレームを受けるところには特徴がありますが、今言ったところとは違います。

私が最もハードなクレームを受けている業界だと思っているところがありますが、どんな

業界だと思われますか。各チーム、話し合ってみてください。リーダー、仕切りをお願い

します。  

 皆さんのお仕事もハードですよ。でも研修をやっていて、「ああ、ここは本当に大変だ

な」と思うところがあります。これはこの間聞いたら「東電ですか」とおっしゃったので

すが、東電じゃないですよ。あれは別物です。何業界か。  

（ワークショップ）  

 【津田】 どんな業界だと思いますか。  

 【参加者】 医療業界か保険金業界だと思います。  

 【津田】 医療業界も保険も、ハードと言えばハードですね、生命に関わったりするの

で。確かにハードではあるのですが、私が言っているのは数がハンパじゃないです。事が

起こったときのクレームの件数がハンパではないです。ゼロが 1 ケタ違う。さあ、どん

な業界か。はい、どうぞ。  

 【参加者】学校業界、いかがでしょうか。  

 【津田】 学校の特徴は保護者と長い付き合いをするから、いったんこじれるとしつこ

いというのがあるね。子どものことだから、やはり保護者はうるさい。だけど、件数はハ

ンパじゃなくはないでしょう？ 件数がそんなものの比じゃないですよ。もう少し話し合

ってください。学校関係も一つ起これば大変ですし、長引くということはありますが、件

数の問題です。ほかと比べて比較にならないです。  

 【参加者】 電車など公共機関関係ではないかと思います。  

 【津田】 正解。鉄道業界です。これはハンパじゃないです。きのう私は小樽にいて、

札幌でも研修していました。いま北海道は雪で、電車はものすごく遅れています。こうな

ると、鉄道会社に電話がかかってくるのがすごいんです。「飛行機に乗り遅れる、どうし

てくれるんだ。飛行機代、弁償しろ」「商談に遅れるじゃないか、破談になったらどうす

るんだ。3000 万の商談なんだ、このやろう」と、ウワーッとくるわけです。  

 電車を利用している人たちはどれだけいるのかということです。あれが 365 日起こり

ます。土日もへったくれもなく、始発から終電まで電車が遅れる理由って、いろいろある

でしょう。関東でも台風が直撃していて、強風のために電車が止まったりしますね。駅の

人たちがかわいそうなのは、強風で電車が動かないときに文句を言われるわけです。「い

つ再開するんだ、はっきりしろ、このやろう」と言われて。考えてみてください。自分た

ちが悪かったら、言われてもまだいいですけれど。強風のために電車が止まって文句を言

われても、「そんなの、風に聞いてください」と言いたいですよね（笑）。  

 だいたい電車のトラブルはそういうトラブルが非常に多くて、駅員さんや駅側に問題が

あるのではなくて、たとえば隣の兄ちゃんのヘッドフォンの音がチャカチャカうるさいだ

の、暖房が効きすぎだとか。今度は強くすると、こちらが寒い、暑いと言い始める。体感
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温度はみんな違う。痴漢が出た、万引きが発生した、酔っ払いがけんかしている。ありと

あらゆる訳の分からないことを言われる。大きな駅、特に新宿などはギネスに載った世界

で一番利用者数、乗降客数が多い駅です。あんなところはあらゆることが起こる、それが

ずっと起こる。  

 しかもかわいそうなのは、通常クレーマー対応は相手が 1 人か 2 人、せいぜい多くて

も普通は 4、5 人でしょう。改札で見たことがないですか。駅員さん 1 人に対して、相手

50 人とか。そういうことが起こります。話を聞くとかいう話ではないですね。こちらに

説明しても、後ろから言われるし。飛ばされたり、胸ぐらつかまれたり、暴行を受けたり。

調べてみると、鉄道会社の駅員さんに対する暴行件数は年々増えています。鉄道会社では

今メンタルヘルスやリスクマネジメントも含めてやらないと、みんな辞めていきます。鉄

道会社に入ってくる人は比較的やる気のある人たちが多く、電車が好きで入ってくる人が

多い。そんな人でも続かない。なので鉄道業界というのは、JR だけではなくて民間の京

成、西武、東武も含めて、あらゆるところでクレームの研修にものすごく力を入れていま

す。リスクマネジメント、危機管理対応やメンタルヘルスを全部連動してやっています。

そうでないと働く意欲を失う。そういう業界もあるということです。  

 なぜこの話をしているかというと、これは皆さまのお仕事もそうですが、民間企業でも

自治体でもクレームの ES 向上という言葉を言っています。テキスト 3 ページの 3、「CS

は、ES から」とあります。通常 CS は Customer Satisfaction ですから、住民満足や顧

客満足ということです。ES は Employee Satisfaction で、皆さまの場合だと職員満足、

民間企業だと社員満足、従業員満足ということです。企業の中には、「従業員満足なくし

てお客さま満足はない」と言い切る企業もあります。  

 これは分かりやすく説明すると、仕事に不平、不満で職員さん同士、ものすごく仲が悪

くてイライラ仕事をしているときに、窓口にやってこられた住民に対して心から気持ちの

いい接客ができますか、ということです。どうしてもその態度に心が出ます。なのでみん

なが気持ちよく働ける職場をつくっていきましょう、ということです。これは本当は広い

意味でいうと、福利厚生、給料面や待遇面なども含めてです。  

 通常はそういう意味ですが、クレームの ES 向上はどういうことで使われているかとい

うと、昔と違って今はクレームの数が増えているわけではなくて、訳の分からない異常な

クレームがものすごい勢いで増えている。この異常なクレームに対して、今までのように

住民のお話ですから、税金を納めていただいている限りは何でもかんでも聞きましょうと

か、お客さまは神様ですとか、あるいは一人一人がスキルアップをしていきましょうとか、

そういう精神論、スキルだけではもう対応できない。訳の分からない異常なクレームが増

えている。  

 このクレームにどう対応するのかを考えるときに、これは組織ぐるみで悪質なクレーム

に強い職場、組織、体制をつくっていかなければいけないということです。つまりクレー

ムによるメンタル不全者がものすごい勢いで出ている、鬱病になる。いま福島県は、それ

で悲鳴を上げています。名前は明かしませんが、ある町の職員さん 5 人に 1 人、20％が

鬱病です。これは異常ですね。ただでさえ人件費削減で、一人一人の業務量が増えている

中、10 人で仕事をしている、あるいは 5 人で仕事をしている中、5 人に 1 人が鬱病で休

職されてみてください。一人一人、また業務量が増えます。そこにクレームがやってくる、
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ドミノ倒しが起こっている。  

 もうクレームの対応、スキルとか精神論を言っている場合ではないです。こういうとき

には、当然ラインケアというメンタルヘルスのことも考えなければいけないのですが、悪

質なクレームに対しての組織ぐるみでの対応を考える。そしていちばん考えなければいけ

ないのは、悪質なクレームに対しては精神論で終わっていては駄目だということです。つ

まり訳の分からないお話をどこまで聞けばいいんですか、税金を納めてもらっている限り

は、延々にこの終わらない話を聞かなければいけないんですか。分からなかったら疲れま

すね。何回これを説明しなければいけないんですか。もう何回も説明しているんですけれ

ども、まだ説明を求められたら説明をしなければいけないんですか。これは本当にわれわ

れは悪いんですか、という話を延々に聞かなければいけない。これはエンドが見えないか

ら、精神的にやられるわけです。  

 そこで組織ではっきりとした見解を決めてあげます。ここまで聞けばいい、これ以上聞

かれたらこう答えろ。その代わり全員が同じ答えを出せ。クレームの ES 向上はリスクマ

ネジメントも入ります、危機管理も入ります。危機管理も入るわけですが、クレームに対

する ES でいちばん大事なのは全員が同じ対応をするということです。1 人が個別に対応

したら駄目なんです。誰に聞いても全員が同じ対応をする。それ以上こじれたら時間で区

切ります。時間をカウントしておいて、これ以上経過したらこの部門が担当する、弁護士

に頼めとか、全部決めておく。これ以上、説明を求められたらこう答えろとか。もう説明

責任は果たしましたと。  

 分かりやすく言うと、皆さま側に非がないことで説明を求められたときは、きちんとし

た理由と説明をします。できればそれは記録として残してください。何月何日、どの場所

で、誰が、誰に対して、どういう説明をしたのか。できれば録音をしておいてください、

本当は。ちなみに申し上げますが、こういった会話を相手の方に断りなく、無断で録音し

ていても、憲法上、法律上、何の問題もないです。録音していたほうがいいです。そして

4 回以上と決めます。  

 実は 4 回には理由があって、裁判に持ち込まれたときのためです。記録を残しておい

て、このようなことでわれわれはご要望に対してお応えできません、ときちんと説明させ

ていただきました。記録も残っています。何回説明されたんですか。6 回説明しています。

何月何日の何時にここの場所で誰が。全部証明できたら、4 回以上説明したと答えたなら

ば、組織として誠実な対応をされましたね、と判断されるということです。だから 4 回

以上きちんと説明したら、もう説明責任を果たしました。何回お尋ねになられても同じ答

えです、と答えていいよと決めてあげるわけです。そしてそれをマニュアルにして全員に

送る。全員が同じ対応をする。そういうことを決めていくのがクレームの ES 向上です。  

 ちなみに私がブックオフ時代、社長に言われてあまりにもひどかったのでクレームの対

応部署を作らされました。元マル暴の人や弁護士とつながって、一緒になって部署をつく

りあげました。それで今もこういう仕事もしているわけです。あまりにも行方不明になっ

たり、連絡が取れなくなる連中がいたので、まず暗号を決めました。全員に伝えました。

出張買取に行ったときに、相手が誰なのか分からないから危険な相手だったならば、必ず

連絡を取るようにしろ。相手にはこう言えと。「どうしても棚卸の指示を出さなければい

けませんので、連絡をお店のほうに取らせていただいてもよろしいですか。目の前で電話
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いたしますので」と。「電話は駄目だ」「ではメールだけでもよろしいですか。確認して

いただいてもよろしいですか」と、相手にそう言って「どうしても仕事の指示を出さない

といけない」と言っておいて、メールか電話を店舗に入れろ。  

 入れてきて「棚卸の件でお願いします。文庫本 201 のコーナーをきちんと整理してお

いてください」。文庫本 201 なんかないです。これは暗号です。文庫本 201 が出たら本

部に連絡。新書 301 が出たら、誰かを連れて現場に急行してくれ。単行本 501 ときたら、

警察にすぐに通報とか。相手にその会話の内容を聞かれても、メールの内容を見られても、

作業の指示を出しているようにしか見えないようにしておいて、いざとなったら会社ごと

動く。あらゆる細かいところで決めました。  

 暴力団や右翼団体ともめてばかりいたのですが、その数が 1 年ぐらいでものすごく減

りました。相手も組織ぐるみで対応していることが分かるわけです。そういうことを決め

ていくのが ES 向上です。私は全国を回っていますが、そういった取り組みをしている自

治体もあります。そういう自治体の事例なども入れながら、ES の向上のお話をしていき

たいと思います。  

 3 ページの 4、クレームの増加については簡単に申し上げます。クレームにはいろいろ

な理由があって増えています。たとえば便利になったこともあります。皆さまは今スマホ

や携帯を持っていますね。昔スマホや携帯がない時代、たとえば JR の駅員さんにカチン

ときて、文句を本社に言おうと思ったとします。どうしましたか。電話帳やタウンページ

で調べますね。けれど電話帳やタウンページを持ち歩いていますか。家に帰るか、公衆電

話に入って調べなければいけません。手間がかかります。昔の人はそんな手間がかかるの

だったら、言うのをやめておこうと思った人もいらっしゃったかもしれない。しかも調べ

るのに多少時間がかかるから、人間、多少クールダウンはしている。  

 ところが今は違います。みんな持っています。JR に文句を言おうと思ったら、今すぐ

調べられます。怒りが絶好調の中に出てくるわけです。ほかとの比較も容易にできる。あ

るいは SNS の普及があります。マクドナルドの異物混入なんて、昔だったらあんな大問

題にならないです。なぜかというと、食べ物を提供しているところで異物混入ゼロなんて

あり得ないです。しかもマクドナルドなんて、全世界に店舗を持っているわけです。昔だ

っていっぱいあったはずです。いっぱいあったけれど、昔は店の中で済んでいた。しかも

昔のほうが安全基準は緩かったから、絶対あったはずです。今のほうが厳しいです。  

 それでもああいう大ごとになるのは、今は個人が情報をどんどん発信できるようになっ

ている。しかも今はスマホでも携帯でもカメラが付いています。ラーメン屋に入った。ラ

ーメンが出てきて髪の毛が入っていた。昔だったら店主ともめて終わるぐらいが、今は下

手すると写真を撮られます。そしてツイッターやフェイスブックで、写真入りでつぶやか

れたりします。  

 3 年ぐらい前ですか、ベストセラーの『五体不満足』の乙武洋匡さんが東京のイタリア

料理店に入ろうとしたところ、車椅子だからと入店を拒否された。乙武さんはカチンとき

たのでしょうね。自分のツイッターで店名まで入れて、「車椅子で行ったところ、入店を

拒否された」と書いたわけです。フォロワー 30 万人もいる人が書いたら、いっぺんにそ

れが炎上してしまった。店名まで挙げているから、みんなそのお店を調べて電話がバーッ

とかかってきて、「差別しているのか」と言われて営業すらままならなかったことがあり
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ました。あれは昔だったら考えられません。個人情報も含めて非常に権利者意識が高まっ

ていて、企業が何でもかんでも謝ったからわがままになっている。病院なども今大変です

ね。名前を呼ぶと「名前で呼ぶな、個人情報だろう」と言われて。じゃ、番号で言うと

「囚人じゃないんだ、このやろう」と言われたり。では、どうすればいいのかということ

が起こっています。  

 実はこの国がクレーム大国になっている、いちばんの要因は何かというと心の問題、ス

トレスです。みんな、イライライライラしている。あと孤独。孤独死とかもありますね。

いま孤独な人たちがイライラしている、誰にも何も言えないとなったときに、誰かに認め

てもらうためにクレームを使って自尊心を満たそうとしている。クレームを言うとお客さ

ま扱いされるし、自分の意見を聞いてくれる、友達は誰も聞いてくれないのに。そういう

ようなものが根底にある。  

 私の会社でもそうですが、クレームの研修だけではなくて、この数年で急激に増えた研

修のコンテンツがあります。いろいろな研修をやっているのに、この研修をやってくれ、

セミナーをやってくれと増えているのがメンタルヘルスです。つまりこの国はクレーム大

国でもあるけれども、心の病大国です。これが、クレームがあふれている大きな原因であ

るということです。ということは、クレームは減らないです。これからのクレームは組織

ぐるみで考えていかないと、1 人に来ているのではなくて組織に来ているんだという考え

方を徹底してやっていかないと、精神論やスキルアップだけではもう対処できません。な

のでクレーム ES 向上が言われているということです。  

 ではクレームの種類にはどんなものがあるのか。4 ページ、まず一般クレームです。こ

れはわがままであろうが、何であろうが、住民側からすると自分の望んでいるとおりでは

なかったということです。そこから生まれてきているクレームです。このクレームに対し

てはわがままであろうが、何であろうが、ちゃんとお話を聞いて、なるべく納得していた

だけるように分かりやすい説明を心がける親切丁寧に対応する。これが一般のクレームの

対応です。  

 こじれたクレームというものがあります。これには大きく二つあります。まず、こじれ

クレーム①は、最初は一般のクレームだった。つまり分かりやすく言うと、待たされたこ

とに対してのクレームが発生したとしてください。「もっと早く終わると思っていた」。

これは一般のクレームですが、最初に対応した職員さんの対応が悪くて、途中から違う問

題になっている。つまり「おまえのその態度は何だ、そのものの言い方は何だ」とか、待

たされたという発端とは違う話になってこじれている、感情的になっている。これがこじ

れクレーム①です。ちなみにクレーム対応は、相手を感情的にさせればさせるほど難易度

が高まります。ということはこじれた段階で、難易度は上がったということです。  

 こじれたクレーム②は、最初は一般のクレームだった。最初の対応が悪くて、相手の方

が感情的になりました。難易度が少しアップしました。ところがそのあとの対応も悪くて、

さらに感情的になられ、不当要求、過剰要求や過大要求にまで発展しているクレーム。こ

れをこじれクレーム②といいます。もう 1 回言います。発端は一般のクレームで、相手

もそこまで狙ってなかったということです。やるつもりでなかった。ところが最初の対応

が悪くて感情的になって、さらに感情的になって、最終的には過剰要求、過大要求や不当

要求に発展しているクレーム。これがこじれクレーム②です。ちなみに裁判になっている
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多くはこじれクレーム②です。ということは対応さえよければ、裁判にまでもつれ込む必

要がなかったクレームでもあるということです。  

 こういうものはなるべく早く終わらせたい。これが今日の講演のテーマです。ですが、

こじれクレーム②については、相手の人の性格、パーソナリティにもよりますが、あまり

にも感情的になったがゆえに、途中から悪質化していく場合があります。この悪質化した

ときの対応についてのクレームの研修などもやることがありますが、今日はそれがテーマ

ではないので簡単にしか説明いたしません。  

 実は悪質化したという判断を下したならば、対応方法を変えます。「一般」から「こじ

れた」までは、われわれは何と呼んでいるかというと CS モードで対応してください。つ

まり住民満足モードです。なるべく親切、丁寧に対応する、分かりやすく説明する、相手

の話もちゃんと聞く。これが CS モードです。悪質化したと判断したら、CS モードから

モードチェンジで RM（Risk Management）モード、危機管理対応に入ります。このモ

ードに入ったらもう相手を納得させるというよりは、自分たちを守るための対応に入りま

す。自分のメンタル、職場、同僚を守るため、あるいは組織そのものを守るため、裁判に

なっても負けないような対応に入る。要らないことは言わない、どう説明する。全部これ

は決まっています。みんな、同じことを言う。これが RM モードです。  

 一つ、例を出します。数カ月前に静岡県のある市役所で研修をしました。5 年にわたっ

て訳の分からないクレームをつけてくる住民がいる、というご相談を受けました。電話を

してきては、どこそこの道路が陥没している、ひびが入っていると言ってくる。それはい

いけれども、話を聞いているうちに途中から訳の分からない話になって、それが小 1 時

間ぐらい続く。それが何年にもわたって続いていて、業務に支障をきたしているというこ

とで、その市役所では有名人です。  

 この人をどうすればいいのかと言われたので、まずはその会話は全部、無断で録音して

おいてください。そして記録を残しておいてくださいと申し上げました。その上でステッ

プを踏みましょう。必ず全員が同じことを言ってくださいと伝えた上で、練習してからそ

れをやってください。職員全員に行き渡ってから、その方法をとってください。  

 ステップ 1 は、その人からの電話がかかってきて、道路の補修だとかは業務上やらな

ければいけないことであるならば、それは聞いてください。ですが、仕事と関係のない話

になってきたら、時間を決めます。5 分を経過したら、まず最初のステップは全員、同じ

ことを言ってください。「この電話はほかの住民の方からもかかってまいりますので、す

みませんが、電話を切らせていただきます」。1 発目は、それで電話を切りましょう。全

員が同じ対応をします。  

 ステップ 2、それでも電話がかかってきたら、「業務に支障をきたしております。切ら

せていただきます」。  

 ステップ 3、「業務妨害ですよ」と言ってください。切ります。  

 次にかかってきたら、「業務妨害として、職場として検討させていただきます」。ガチ

ャッ。  

 次にかかってきたら、「すみませんが、電話番号とご住所を教えてください。答えなか

ったら、もう対応いたしません」。切ってください。答えて、また電話がかかってきたら、

「弁護士移管ののち郵送します。こちらに電話をかけてこられても一切対応いたしません。
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弁護士と話し合ってください」。それ以上かけてきたら本当に検討してください、とやり

ました。  

 そうすると、数カ月後にその電話は止まりました、組織ぐるみでやっていますから。そ

ういうようなステップを踏んでください。これもリスクマネジメントモードです。ただし

何度も言いますが、全員が同じ対応をするということです。それが大事なポイントです。

1 人だけがやっても全く意味がないです。これはリスクマネジメントモードの一つのやり

方ではあります。  

 悪意のクレームも、実はリスクマネジメントモードです。これはブックオフ時代、私が

数多く対応した連中です。犯罪型ともいわれていますが、プロも含まれます。暴力団、右

翼団体、悪質業者といった連中も含まれます。悪意のクレームとはどういうクレームかと

いうと、皆さま側、組織側に問題や落ち度あるいは非があるのではなく、相手側にほかに

意図があるクレームです。金銭目的、金品目的や業務妨害目的とか。ブックオフのときは

完全に金品目的ですね。おカネが目的で、いちゃもんをつけてきているわけです。いちゃ

もん、難癖、目的があるわけです。こういった連中を「悪意のクレーム」と呼んでいます。  

 このクレームについても時々研修しますが、ただ、これに関してはリスクマネジメント

モードで、全員が同じ対応をしたら昔と違って、今はそれほど怖い時代ではないです。今

の暴力団とかの連中はもう法律でがんじがらめですから、皆さまが理論武装して組織ぐる

みで対応したら、向こうだって捕まりたくないですから厄介なところには来ません。弱い

ところに食いついてくるわけです。昔のブックオフは弱かったから、食いつかれたわけで

す。なので、昔ほどこれは怖くないです。  

 それよりも、今いちばん厄介だといわれているのが特殊クレームです。世相反映型とい

われていますが、特殊クレームは年々ものすごい勢いで数が増えていることと、数が増え

ているだけではなくて対応がものすごく難しい。非常に厄介で難儀な相手、難儀なクレー

ムといわれています。この相手にどう対応するのかというのは、皆さまのお仕事だけでは

なくて、民間企業でも今や課題とまでいわれています。これをどうするんですか、といわ

れているものですが、これにはいろいろなタイプがあります。代表的なものを二つ挙げた

いと思います。  

 まず一つ目、教育的粘質型特殊クレーム、教育的粘着質のクレームです。これが特殊ク

レームの①です。教育的粘質型が 2007 年を境に爆発的に数が増えた。そして年々数が増

えている。しかもこれからもますます増えるであるだろうといわれている、非常に厄介な

相手、難儀なクレームです。これはどんな相手で、どんなクレームだと思われるでしょう

か。ヒントは教育的、粘着質という言葉と、2007 年を境に爆発的に数が増えた、年々増

えている、しかもこれからも増える。これもヒントです。さあ、どんな相手で、どんなク

レームだと思われるでしょうか。どうして 2007 年から増えたのかも含めて、各チームで

話し合ってみてください。2007 年も考えてくださいね。明らかにこの年からドーンと増

えましたし、これからずっと増え続けています。  

 これは新聞社であった本当にあった事例です。ある日、新聞社にお客さまから電話がか

かってまいりました。電話を取ります。当然会社名を名乗って、部署名を名乗って、名前

を名乗ります。そのあとこうきました。「君、津田君というのか。あのね、君のところの

新聞、長年ずっと取っているよ」。そういうふうに言われたら、当然「ああ、どうもあり
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がとうございます」ですよね。  

 そのあとこうきました。「君のところの新聞、長年ずっと取っているけれど、津田君、

君は新聞社に勤めてどれぐらいになるんだ」「え、私ですか」「そうだよ。おまえは何年

ぐらいになるんだよ」「私、30 年ほどになりますけれど」「おう、30 年にもなるのか。

じゃ、君はいっぱしの新聞社の人間だな。君に直接言いたいことがある。君のところの新

聞を長年取っているけれど、年々チラシや広告が増えていないか。朝ポストから取り出す

ときに大変だ、パンパンだよ。君さ、新聞社に勤めて 30 年にもなるんでしょう？ 津田

君、あんなに紙を無駄に使っていいと思ってるの？  君は地球環境についてどう思ってる

んだ。熱帯雨林について君の見解を聞かせてみなさい」。  

 そこから始まるクレームでございます。これはおっしゃっていることはごもっともです

が、これはわざわざ新聞社に電話してきて、一個人である私に対して熱帯雨林について文

句を言われてもお門違いでございますよね。こういうことを言ってくる人が、今ものすご

く増えてきているのですが、こういうことを言ってくる人に多い職業。多いといわれてい

る 2 大職業を話し合ってみてください。あくまで多いですよ。  

（ワークショップ）  

 【津田】 どんな職業が多いといわれていると思う？  

 【参加者】 公務員…？…。  

 【津田】 元公務員さんも多いといえば多いですね。2 大職業といわれているのは、一

つは教員、教師です。もう一つは医者といわれています。ポイントは何かというと「元」

です。元が付きます。広い意味でいうと元偉かった方々です。元聖職者だった方、公務員

でも元公務員の管理職だった、弁護士、医者、大企業の重役、社長をやっていた、かつて

は社長、先生、部長といわれていた人たちです。  

 皆さん、想像してみてください。かつては部長、社長といわれて、みんなにも意見を求

められて、指示、命令にも慣れていた。大企業の重役クラスになると、 1 人で何十億とい

うカネを動かしていた、力もあったわけです。でも元が付いています、引退しています。

別におカネに困っているわけでもありません。大企業の重役クラスだったりすると悠々自

適な老後です。引退して東京の吉祥寺とかの広い一戸建ての家に住んでいたりするわけで

す。でも子どもが巣立って、広い家に一緒にいるのは奥さんのみ。2 人きりで広い家に暮

らしているわけです。仕事もしていませんから、朝ご飯を食べたあとも暇ですから、応接

室でテレビを見ていたりすると、奥さんから平気でごみ扱いされるわけです。  

 「あんたも毎日朝からボケッとテレビ見てないで、どこかへ行ってきてよ。邪魔よ」と

言われたりします。家を出て町内会に顔を出しても、昔の癖でついつい上からものを言っ

たりするので、町内会でも嫌われたりします。「あの人、昔偉かったかもしれないけど、

いつも上から目線で偉そうよね」と言われたりします。唯一の楽しみは週に 1 回息子が

連れてくる孫と、井之頭公園に散歩に行くことぐらい。孫はおじいちゃんがお小遣いをく

れますから、一生懸命おじいちゃんの話を聞いてくれて、なついてたりします。孫の手を

引いて、時には自分の自慢話をします。  

 「じいちゃん、昔な、大学教授をやっててなあ。じいちゃんが教えた生徒の中には、今

立派になった人たち、いっぱいいるんだよ」と言うと、孫はキラキラした瞳で話を聞いて

くれて、中にはこういうことを言ってくれるわけです。「へえ、おじいちゃんってすごか
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ったんだね」。そんなことを言われようものなら、じいちゃんからすると孫がかわいいで

すね、息子よりかわいいです。そんなことを言われると、かわいさ余って「ほんとおまえ

はかわいいな。じいちゃんの宝物だよ。じいちゃんにギュッと抱きしめさせてくれ」。ギ

ュッと抱きしめても、孫からするとじいちゃんですからね。昔大企業の重役、医者、先生

や弁護士だったとかは関係ございません。孫は抱きしめられながら、じいちゃんに向かっ

て平気でこんなことを言います。「ね、おじいちゃんってさ、何かくさいよね」と言われ

たりするわけです（笑）。  

 夜になったら孫は帰っていく。家に戻って奥さんに話しかけても、奥さんはつれない。

さみしくなって昔の部下に電話を入れても、組織に属しているときは部下も付き合ってく

れましたけれど、組織から離れてみると部下もつれないもので、「飲みに行こう」と言っ

ても「いや、今忙しいんですよ」と断られる。かつては自分の周りにあんなに人がいっぱ

いいて力があったのに、今や誰も自分の話を聞いてくれない。  

 そんなときにテレビをつけた、ニュースを見た、新聞を開いた、ネットを開いた。この

国、さまざまな問題がありますね。そんなときにコールセンターに電話をしてきたり、市

民課の窓口にやってきたりするわけです。これは何が厄介かというとインテリが多い。特

に元公務員さんだったりした場合は、皆さまの仕事もよく理解しています。言っているこ

とはごもっともだったりするけれど、そんなことをこちら側に言われてもどうしようもな

い話をしてくる。厄介なのはこの人、時間だけはあり余っているということです。暇で仕

方がない、いくらでも相手してほしい。話を聞いたとしてください。 30 分間ぐらい、ず

っと話を聞く。まちの活性化がどうのこうのと、たいしたことを言っていらっしゃるわけ

です。それでも聞いているとしてくださいね。電話を切る。今何が起こっているかという

と、一生懸命電話を聞いた次の日に、もう 1 回電話をかけてきて、一生懸命聞いたその

人を名指しして、また話し始める。  

 これは一般のクレームと大きな違いがあるのは、親切、丁寧に住民の方の対応ができる

人は、本来は貴重な人材です。本当は優秀な人です。でもこの相手に関しては、優秀な人

材がターゲットにされやすいです。一生懸命聞けば聞くほど、丁寧に対応すればするほど、

泥沼化する可能性があります。なぜかというと、この人は自分の話を一生懸命聞いてくれ

る人、自尊心を満たしてくれる人を心の中で求めているからです。厄介なのは、この人が

訴えていることの現象面を、もし解消したとしても終わりません。それを解決してほしい

ことが真の目的ではないからです。心の問題です。孤独です。そこから生まれてきている。  

 2007 年からどうして増えたのかお分かりいただけますか。2007 年問題、団塊世代が大

量引退した年です。この国は、この年からどんどん退職者が増えている。しかもこれから

高齢化がどんどん進みます。昔はそういったおじいちゃんの役割もありました。コミュニ

ティが機能していた場合、ご近所との付き合い、大家族で暮らしているときは孫の面倒を

見るだとか、いろいろな役割があった。けれどいま孤独死が問題になっていますが、誰も

周りにいない。かつては偉かろうが、何であろうが、そういったときに独りぼっちでいる。

自分のアイデンティティの喪失です。これを埋めるために企業や役所にやってくる。  

 地方の市役所に行ったりすると、まちの中にはほとんど老人しかいないようなまちがあ

ったりします。まだ役所は開いてないのに、入り口でご老人たちがたむろしているのを見

ることがあります。担当者に「今日は何かお祭りでもあるんですか」と聞くと、「いえ、
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違うんです。かつてのまちの名士たちです」。暇を持て余して、毎日役所にやってきては

ずっと話をする。その間、完全に業務がストップします。後ろからほかの住民に言われる

わけです。「おい、いつになったらやってくれるんだよ」。これをどうするんですか。今

までのように「聞きましょう」とやると終わらないです。延々に続くし、しかもこれから

増える。こういったものが教育的粘質型といわれているものです。  

 もう一つが病的型といわれているものです。最悪です。最悪のケースを分かりやすくい

うと、何年か前に東京の秋葉原で無差別の通り魔殺人を犯した犯人がいますが、あれです。

最悪です。完全に自分のアイデンティティがない若い連中もいっぱいいます。その怒りを

誰かにぶつけようとしている。こういった相手に関しては特徴があります。面と向かって

対応しているときの病的型の特徴は、表情がないです、喜怒哀楽がない。笑っていてもず

っと笑っているとかで表情が動かない。目が死んでいる。話をしていても声が異常に小さ

い。何を言いたいのかよく分からない。そして話の内容が被害妄想的だったり、あとリア

リティのない話をしたりします。  

 私の聞いたことがあるのは、役所に電話してきたと思ったら、隣の家の給湯器が夜中に

なると大きくなり、うるさくなる。あれは俺に対する嫌がらせだから、給湯器の音を何と

かしてくれ、注意してくれと言ってきた。他人に嫌がらせするときに、給湯器の音を真夜

中にわざわざ上げて嫌がらせをしますか、ということです。  

 あと、これはよく聞きますが、消防の人間が 24 時間監視していると電話してくる。消

防の人は、そんなに暇じゃないですよね。そういうことを言ってきて訳が分からない。こ

ういうことを言ってくる人への対応は、何度も言いますが、みんなが同じ対応をすること

と、下手に気持ちに寄り添った言葉を言わないということです。「お気持ち、よく分かり

ます」なんて言うと、好かれます。ストーカーみたいになります。悪質なストーカーでつ

きまとってる女性に拒絶されたら、刺して殺したりする犯人がいるでしょう。ああいう反

応をするのが病的型です。なので恐ろしいということです。  

 みんなが同じ対応をしなければいけないことと、「よくお気持ち、分かります」なんて

言うのは絶対避けてください。なぜかというと世界中が自分の敵だと思い込んでいる人に、

「お気持ち分かる」と言ったりすると、自分の気持ちを理解してくれるたった 1 人の人

になったりするわけです。そしたらつきまとわれます。冷淡に対応する、職場で仕事上、

業務上やらなければいけないことはやりますが、それ以上は冷淡に対応すること。それと

1 人の人間が長時間にわたって対応しない、人が代わる。ターゲットをつくらない。その

ときの SOS の言葉をつくっておく。この言葉が出たら、誰かが代われという合図です。

電話であろうが、対面であろうが、誰かに聞かれても全然問題がないような言葉をつくっ

ておいて、これが出たら対応を代われと。特に病的型にはそうしないと、 1 人の人が長期

にわたってつきまとわれているとやられます。  

 ちなみに私、こういった仕事をずっとやっていますが、何年か前に栃木県のある市役所

さんで、12 年にわたって病的型につきまとわれていて、その対応を 1 人で背負っていら

っしゃった A さんという男性の職員さんが、最終的に遺書を残して庁舎から飛び降り自

殺をされて亡くなっていらっしゃいます。にもかかわらずその住民は次のターゲットを探

して、まだ庁舎内を徘徊しているということがありました。  

 そのときにお話ししたのは、まずはこういった連中に関しましては、必ず記録を取るよ
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うにしてください。共通の記録用紙を作る。クレームの対応が終わったあとに、全員がそ

の記録用紙に記録を残し、保管しておく。紙ベースのものを、まず作ってください。なぜ

紙ベースのものを作るかというと、裁判を起こすときのためです。裁判になったときに紙

ベースのものは、裁判資料として提出することになります。資料がたまってきたらデータ

ベース化してください。  

 これは徹底してほしいのですが、紙で残すときも筆記用具をまず徹底してください。ボ

ールペンの徹底をお願いします。シャープペンシルや鉛筆は、絶対使うなという指示を出

してください。なぜかというと裁判資料として提出するときに、鉛筆やシャープペンシル

で書かれている資料は、証拠能力が低いと判断されます。同じ提出するのであれば、証拠

能力が高いほうがいいに決まっている。だから必ずボールペンで記入。そして必須情報は、

相手の身元はでき得る限り細かく書いてください。名前、年齢、住所、電話番号、メール

アドレス等々、分かれば分かる限り。あとは会話の中で家族がいると分かったならば、そ

の家族構成も書いてください。奥さんがいる、旦那さんがいる、おじいちゃん、おばあち

ゃんがいる、子どもがいるだの、年齢も分かっていればそれも書き込む。  

 なぜかというと、病的型は精神疾患を患っているような人もいますので、まともな話も

できないということもあります。家族にまともな話が代理でできる人がいるのか。そうし

たことも必要な情報です。分かれば入れておいていただきたい。あとはそのとき対応して

いた職員さんの名前、誰がその日、対応していたのか。クレームの内容、経緯、結果を書

けるようにしておいて、必須情報はこれです。  

 対応していた時間です。何月何日何時何分発生、何時何分にその日は終了。何時何分に

電話がかかってきて、何時何分にその日は終えた。何時何分に相手に電話をかけて、何時

何分に電話を終了。何時何分にやって来いと言われて、何時何分に職場を出て、何時何分

に相手の家に着いて、家を出たのが何時、庁舎に戻ってきたのが何時。対応していた時間

を全部記録しておきます。  

 なぜこれを記録しておくかというと、調査の結果、皆さま側に明確な問題や非がないの

にもかかわらず、意味なく電話や訪問を繰り返すというのは業務妨害に当たります。どの

段階で業務妨害として組織ぐるみで対応するのか、というのは組織の判断になりますが、

時間を入れておくことは損害額を出すためです。人件費計算をします。皆さま、今の時間

も給料が払われていますね。1 時間いくらかかっていますか、いくらの税金を失っていま

すか、ということです。  

 こういう研修もそうですが、仕事中は全部給料が支払われているわけです。先ほどの栃

木県のケースでは、職員さんは 12 年間もつきまとわれています。人件費計算をすると、

それだけで数千万ぐらいになります。人命を失っています。もう完全に相手を訴えられま

すね。そのときのために損害額を出しておく。われわれの人件費をどれくらい失っている

のか、損害はどれくらいかということです。  

 企業の中には、金額ベースで対応を変えるところが増えています。私の知っているコー

ルセンターでは、自分たちの提供している商品、サービス等に明確な問題や落ち度がない

のに、電話をしてきて訳の分からないことを言い続ける人に対しては、全部時間をカウン

トしていって人件費計算をしています。ラインが決まっていて、30 万円以上の人件費を

失った段階で法的な手続きを取ります、とはっきり言うところがあります。なぜ 30 万円
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という金額が決まっているかというと、弁護士に頼んで支払う費用が 20～30 万円ぐらい

だからです。特殊クレームにおいてはよほどのことがない限り、弁護士が出ていって法的

な手続きを取り始めると、数カ月以内に 90％以上が解決します。  

 ということは数カ月、20～30 万円で解決するということです。数年間も数十年間もつ

きまとわれて、最悪人命を失うようなことまで考えたならば、30 万円払って数カ月で終

わるのであれば、結果的にそれが安上がりで、早く解決してみんなの安全も図れると捉え

るということです。そういう基準を決めるのは組織の判断になりますけれども、損害をは

っきりしておいて、このラインを超えたらこうしようと決めておくのもリスクマネジメン

トモードです。なので、まず記録から取ってください。  

 あとは、暴言を吐く相手に対しても記録を残しておいてください。なぜかというと、刑

法に引っかかる発言をしている人はいっぱいいます。「帰り道気をつけろ」という発言も

脅迫罪です。記録として残しておく、できれば録音しておく。ちなみに私はブックオフ時

代、保育園に行っている娘 2 人を襲うと、2 カ月にわたって言われ続けたことがありまし

た。ノイローゼになりました。今でもそれを思い出しても悔しいのですが。その件はどう

なったかというと、その後、相手は下着泥棒で警察に現行犯逮捕されています。そのとき

に所持品を調べたところ、娘の写真が出てきたり、家の住所、電話番号とか、あらゆるも

のが出てきて、警察から連絡があってそいつだと分かりました。けれど私の件では、一切

罪に問えませんでした。立件できなかった。  

 なぜかというと、証拠を残してなかったから、言った、言わないの話になったわけです。

私、今だったらとっくの昔に録音しておきます。娘や妻を襲うと言って、妻までノイロー

ゼになりました。そういうことがあったのですが、一切罪に問えなかったことがあります。

録音も全然オーケーです。ただし、これは組織ぐるみで考えていただいて、決めるところ

から始めていただきたいと思います。個人的に勝手に暴走はしないでいただきたいという

ことです。  

 一般クレームの手順だけ、お伝えして終わりたいと思います。4 ページの第一印象につ

いては、少しだけ申し上げます。皆さまには部下、後輩などもいらっしゃるかと思います

が、クレーム対応においても最初の印象がものすごく大事です。印象がいいか、悪いかに

よって、そのあとクレームが悪化するか、しないかの第 1 関門です。対面で初めてあっ

た場合、印象は数十秒ぐらいで決まっています。何で決まっているかというと、いちばん

影響を与えるのは対応している職員さんの表情です。  

 尊敬語、丁寧語、謙譲語を使えるようになって、言葉遣いを丁寧に話すことはいいので

すが、実は印象にいちばん影響を与えるのは表情です。特に若い職員さんたちに多いので

すが、言葉遣いは丁寧でも表情が全くないとなると慇懃無礼に映ったりします。そこから

クレームがどんどん悪化していく可能性が高い。職場の若手の態度が悪いとかで、こじら

せる対応をすることがありますね。そのときの重要ポイントは、その人の人と接している

ときの表情です。  

 プライベートでは最初の印象が悪くても、長く付き合っていると本当はいい人だったと

いうことはあります。でも窓口で最初の印象が悪かったら、それを取り戻すのはほとんど

不可能です。そんなことで言われるのは本人もかわいそうです。表情が乏しいということ

は、本人は気づいていませんから。これは若手の研修をやっているとよく分かります。本
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人たちは全く自覚していません。そういった指導をされる際には、ぜひそういったことも

伝えていただきたいと思います。人が自分を変えていくことは、自分にとってメリットが

あるか、ないかが分からなければ行動変革は起こりません。表情が乏しいのは損だよ、そ

れで言われるのは損じゃないか、と伝えていただきたいと思います。やらなきゃいけない

と言っても、人間、なかなかやりませんから。  

 その上でお詫びです。お詫びに関しては、時々こういう質問があります。「こちら側に

非があったらお詫びいたしますけれど、こちらに非がないのにお詫びしなければいけない

んですか」。それに対しての答えはこうです。相手の方はあくまでも住民の方です。ある

いは民間企業だったらお客さまです。その方の何らかしらの事情や都合で、不快な思い、

不便な思いについてお詫びの言葉を出してください。思いをされていることに対して、

「ご不便をおかけしました」「ご不快な思いをおかけしまして誠に申し訳ございません」

とお詫びの言葉を出してください。  

 なぜ言っているかというと、クレームに関してはこじれて感情的になる原因のナンバー

ワンが、お詫びに関することだからです。お詫びがない、お詫びが言い訳がましい、お詫

びに誠意が感じられない。これがこじれる原因のナンバーワンです。こんなことでこじら

せるぐらいだったら、お詫びの言葉を出してください。言い訳がましいお詫びの仕方、怒

らせるお詫びの仕方はこれです。「申し訳ないとは思っているんですが」「悪いとは思っ

ているんですけども」とやると、言い訳しているように聞こえます。マルで終わってくだ

さい。「申し訳なく思っております。申し訳ございませんでした」。マルです。  

 あと、お詫びの注意ポイントは訳も分からないのに、「申し訳ございません」の連発は

避けてください。ただ謝っているだけだとか、これは不快に聞こえます。中には「おまえ、

謝りゃいいと思っているのか」と、逆に突っ込まれたりしますので、よくお話を聞いた上

で、きちんと一度マルでお詫びをしていただきたいということです。「自分たちが悪くて

も、悪くなくてもお詫びをしなければいけないのですか」には「してください」とお伝え

します。  

 「不快な思い」「不便な思い」という言葉が不適切な場合もありますが、その場合はよ

くお話を聞いて、部分謝罪というお詫びの仕方をしてください。部分謝罪というのは一つ

の部分です。一つの行為についてお詫びの言葉を出すということです。分かりやすく言い

ますと、「説明が不足いたしまして誠に申し訳ございませんでした」「お手数をおかけい

たしまして申し訳ございませんでした」「お待たせいたしまして誠に申し訳ございませ

ん」。何が言いたいかというと、説明が不足したことについてのみお詫びをしているので

あって、われわれに非があるなんてことは一言も言っていません。こういうお詫びの仕方

をしたからといって、仮に裁判になっても皆さま、一切不利にはなりませんのでご安心く

ださい。それよりもお詫びをしないほうが、よほど問題だということです。  

 つまり自分たちが問題がないと思うのであるならば、全面謝罪に聞こえないようにして

くださいということです。これは、ぜひマニュアル化してください。なぜかというと、バ

ーンとクレームを突発的に言われて、器用に言葉がすぐに浮かんでくる人だったらいいで

すよ。でもクレームは突発的に起こりますし、怒りの感情をぶつけられるので頭が真っ白

になりますね。やはりすぐ出てこない。マニュアルにしておいて、みんなでふだんから練

習しておく。記録を取っておいて、記録を基に自分たちの職場でよく起こる事例からでい

-72-



 

  

いので、1 個ずつ部分謝罪をつくっていって、ふだんからみんなで練習しておこう。うち

の職場ではこういうことがよく起こるから、練習をしておけば言えるようになります。そ

れがクレームに強い組織づくりをしていく第一歩です。  

 ちなみに一つ問題を出しますので、皆さま、考えてください。保育園でのケースです。

保育園でいちばん起こる保護者のクレームは、子どもの怪我に関するクレームが多いです。

けんかして帰ってきた、かまれた、ジャングルジムから落ちたとか、何で見てなかったん

だ、というクレームが圧倒的に多いです。月に何回もそういうことが起こります。何でち

ゃんと見てないんだと言われるわけです。  

 では保育士さんがこれを言われたときに、保護者に対して部分謝罪をするとしたら、ど

んな言葉が適切だと思いますか。各チームで考えてみてください。こう言われてもパッと

出てこないでしょう？ これが普通の現場ですよ。パッと出てこない、だから作っておく。

皆さん、ちょっと考えてみてください。どんな部分謝罪があると思う？ 子どもの怪我を

見てなかったことで言われている。  

（ワークショップ）  

 【参加者】 大切なお子さまをお預かりしていて、どうも申し訳ない。  

 【津田】 そうですね。あとは「ご心配をおかけいたしまして誠に申し訳ございません

でした」「目が行き届かずに」とか、そういったようなことをいくつか作っておいて、ふ

だんからみんなが練習しておけばパッと出ますけれど、今みたいにパッと問われても出て

こないでしょう。実際の現場ではそういうことが起こるわけです。なので作っておく。そ

のあと実際にやってみて、挙げ足を取られたりしたら変えていく、ブラッシュアップして

いく。その蓄積が職場のクレーム対応を強くしていくということです。一人一人が頑張れ

ばいいとかではなくて、みんなで考えていく。それを異動してきた人にも伝えていき、そ

うやって職場全体が強くなっていくことをやっていただきたいということです。  

 あとは聞くというところですが、初動においてはできる限り、特に興奮している人間に

関しては、3 分から 5 分間ぐらいは相手の話を止めない。そして 8 割から 9 割、聞くよう

にしてください。なぜかというと怒っている人間の話を止めると、ほとんどよけいに怒ら

せます。しゃべらせるという行為はいろいろ理由がありまして、情報を取ることがいちば

んですが、もう一つはしゃべるという行為は息を吐き続ける行為に当たり、交感神経の問

題で多少落ち着かせることができます。もう一つは疲れさせるということもあります。だ

いたい興奮している人間の話を止めてもろくなことにならない、より怒らせるだけです。

ウワーッと言っていたら、とりあえず聞いておいて、言い終わったなと思ったら質問等を

しながら、話を引き出そうとする。こちらが説明に入ろうとすると、こちらの説明にまた

かんできますね。聞いてください、全部相手に言わせる。  

 これはテクニックとして覚えておいてくださいね。言い終わったなと思ったら、時にこ

ういうことをしてみてください。全部言い終わったならば相手に言うわけです。「今ちょ

っとお話をお伺いしていたんですけれど、少し整理させていただいてもよろしいですか」。

相手が「おう、いいよ」と言ってくださったら、「ありがとうございます」と言った上で

整理をする。「今整理させていただきましたけれども、合ってましたでしょうか」と聞き

返します。なぜこれをやるかというと、整理をするということは相手からすると自分の話

をちゃんと確認して、覚えようとしてくれている、聞こうとしていることが相手に伝わる
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こと。そして「合ってましたでしょうか」と聞いて、合っていたら相手の返事はどうなり

ます？ 普通は認めますね。そういう言い方で合ってると。「ああ、そうだよ」、そのと

おり、イエスということですよね。認めたということですね。  

 心理学的にいうと、興奮している人間に「イエス」という肯定的な言葉を吐かせるのは、

クールダウンに有効といわれています。これは怒っている人間の対応をしているプロは、

みんなやっています。「イエス」と言わせる。実際にこれは実験してもデータが出ます。

これは保育園の保育士さんで子ども相手にでも、上手な人は無意識にやっています。子ど

もが興奮してワーッと言ってるときは、話を止めないで目を合わせて話を聞きながら、最

後に「ああ、そうか、そうか。先生ね、今言ってたこと確認させてもらっていい？  タク

ヤちゃん、こういうことで今悲しい思いしてるんだよね。それでカチンときているんだよ

ね。先生の言ってること、合ってるかな？」。合っていたら、子どもは「うん」と言いま

す。「うん」という認める発言をすると、自分の気持ちを相手が理解してくれたと思うの

で、気持ちが落ちるようです。これがクールダウンの一つのテクニックです。  

 もう一つのテクニックは言葉です。クールダウンに有効な言葉というものがあります。

これはどんな場面でも使えますので覚えておいてください。「ありがとうございます」で

す。クレームでいうと、「ご指導いただきましてありがとうございます」「ご意見いただ

きましてありがとうございます」「ご足労いただきましてありがとうございます」と。本

気で言わないと駄目ですよ。本気で「どうもありがとうございます」と言ってみてくださ

い。これはハーバードが調査をしていますが、異常な人間は別ですけれど、普通の人間は

自分に対して感謝の気持ちを本気で言ってくる相手に対して、感謝されてしまうと攻撃し

にくくなるというデータがあります。  

 クレーム対応のプロは話を聞きながら、たとえば民間企業だったらば「いつもご利用い

ただきまして、本当にありがとうございます。にもかかわらずこのたびは……」と言いな

がら、「ありがとう」という言葉を挟んで相手の怒りをそれ以上、上げないようにしてい

るわけです。何度も言いますが、怒らせれば怒らせるほどクレーム対応は難しくなります。

こういったテクニックも覚えておいていただければということです。  

 あと短時間で情報を引き出す質問を覚えておいてください。ネゴシエーターと言われて

いる連中が使う質問の技法、D といわれる質問です。迷ったら全部 D を使えといわれま

す。「どうして、どのぐらい前に、どのような、どんなふうに」と。どのぐらい前にと言

われたら、何時という具体的な時間が出てきます。情報戦です。短時間で具体的な情報を

取る、そしてプロセスで考えて対応を考える。D と 6W3H を加えると、さらに精度が増

すと言われています。何を、いつという質問です。こういった質問を混ぜながら、相手か

ら情報を引き出してしゃべらせる、考えていくということです。  

 沈黙もありです。下手に言うぐらいだったら沈黙してください。「すみません、ちょっ

と整理させてください」と言っていいです。考える。相手の勢いにのまれて変なことを言

うよりは、「すみません、ちょっと考えさせてください」と言いながら考える。沈黙は全

然オーケーだと思ってください。沈黙を恐れるなということです。  

 最後に、これだけやって終わりたいと思います。6 ページ、手順の 3 番目。住民の気持

ちを理解する（心情理解）。相手の方の立場に立つということは頭の中では理解している

つもりでも、クレーム対応の現場ではなかなかできていない。住民の気持ちが理解できて
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いないために、こじれてしまうケースが多くあります、と書いてあります。先ほどこじれ

る原因、感情的になる原因のナンバーワンがお詫びに関することだと申し上げましたが、

ナンバーツーがこれです。こちらは気持ちを全くくみ取らない。ナンバースリーは、こっ

ちの話をちゃんと聞いていない。一方的に組織の論理ばかりを話している。  

 手順の 1、2、3 は、こじれ原因のトップスリーです。実はこの人が出ていくとややこ

しくする人と、何となく収める人の大きな違いはこの三つです。これがちゃんとできてい

る人は、ちゃんとしたお詫びが言えて、ちゃんと話を聞いて、上手に質問を引き出して、

相手の気持ちに沿ったような対応をする人がだいたい丸く収めていく人の特徴です。  

とはいえ、相手の気持ちをくみ取ることは難しいですよね、というお言葉をいただきます。

確かに難しいです。難しいですけれど、気持ちをくみ取れないいちばんの理由は質問が甘

いということです。  

 これで最後のディスカッションをします。これだけ考えて終わりたいと思います。例題

がありますが、皆さまの職場にある住民から電話がかかってきたとしてください。電話が

かかってきて職員さんを名指ししています。「おたくの職場に津田という人がいるでしょ

う」「はい、おりますけども」と答えると、出してくれと言われた。ところがふだんは職

場にいらっしゃいますが、きょうは講演やセミナーに出席されているのか、あるいは体調

不良なのか分かりませんが、職場にいないということでその事情を伝える。このテキスト

では「席をはずしております」と書いてありますが、そうではなくて事情を伝えて「本日

は職場に戻ってまいりません」と言った。  

 言ったところ相手が怒り始めた。「おい、ちょっと待て。津田から連絡があるという話

だったけれど、全然連絡がねえじゃねえかよ。いったいどうなってるんだ」とお怒りです。

さあ、皆さんが電話に出た職員さんだとすると、このあとどう対応されますか。これで最

後のディスカッションです。皆さん、各チームで話し合ってみてください。リーダー、仕

切り役をお願いします。  

（ワークショップ）  

 【津田】 これは実際に、皆さまの職場で今起こっているかもしれないですね。皆さま

を名指しにして出してくれと言われて、「なんでいねえんだよ。全然連絡ねえじゃねえ

か」と言われているかもしれないですね。こういうことって、しょっちゅう起こることで

すね。さあ、どうしましょう。  

 【参加者】 時間を決めて、それでこちらから……。  

 【津田】 時間を決めて。これね、まずお詫びをすることと、怒られようが何であろう

が、どのようなご用件でお電話をいただいているのかを、D を使って聞いたほうがいいで

すね。なぜかというと、名指し人の職員さんでしか対応できないことなのか、電話を取っ

た方でも対応できるかもしれないし、ほかの職員さんでも対応できるかもしれない。名指

し人でしか対応できないことであるならば、事の内容によっては「至急連絡をとりまし

て」ということもあり得るかもしれない。だからどのような用件で電話をかけてこられて

いるのか、怒られようが何であろうが、聞かなければいけないと思います。  

 ここまでは模範解答です。それでは、まだ甘いんです。何が甘いか、話し合ってくださ

い。何が足りてないと思う？ 逆の立場になってみましょうか。逆で私のところに電話を

かけてこられて、今みたいに言っていらっしゃるとしてください。今何で怒っているんで
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すか。  

 【参加者】 連絡がない。  

 【津田】 そうですよね。全然連絡がないというのが怒りのポイントですね。ほら、漠

然としています。全然ですよ。この人、どのくらい待たされているんですか。1 日ですか、

2 日ですか。連絡するという約束の時間はいつだったんですか。全然分かってないですね。

相手は「全然」しか言ってないです。もしかしたら気の長い人で、 2 日前が約束の時間だ

ったにもかかわらず、2 日間ずっと耐えていたかもしれないですね。頑張って耐えていた

けれど、まだ電話がかかってこないので、さすがにもういい加減にしてと電話したところ、

今度はいないと言われたからぶち切れた可能性もなくはないですね。  

 全然分かってないので、これは聞かなければいけない。「どのくらいお待たせしていま

すか。え、3 日もお待たせしていますか。私どもの何々は、いつ連絡を差し上げると申し

上げておりましたか。2 日前の 3 時。うわあ……」と、やっと分かってくるわけです。こ

ういうのが甘いから、相手の気持ちに沿った対応ができない。  

 もう一度言います。今日こういうことを、こういうところで話を聞いたからといって、

「ああ」と言ってすぐに使えるわけではないです。ですから職場、職場でよく起こる事例

からでいいので、税関係なら税関係、まちづくり推進課だったらまちづくり推進課、子育

て支援課なら子育て支援課など、職場、職場で起こる事例が違いますよね。起こる事から

でいいので、お詫び、文書でするとしたらどうするのか、あるいはこういうことが起こっ

たら、何を聞いておかなければいけないのか。こういうことを現場で試しながらやってい

きながら蓄積していくことが、3 年後、4 年後、5 年後の職場のクレーム対応を強くして

いく。  

 最後に申し上げると、私はいろいろなところでクレームの研修をやっていますが、 5 年、

6 年、7 年にわたって、地道にそういうことを活動しているところは必ず結果を出します。

費用対効果が見えやすいというのがクレーム対応です。組織ぐるみでやっていると、必ず

何年か後にはそれが結果として出てくる。ぜひこれをきっかけに取り組みを始めていただ

きたい。まずは記録から取っていただきたいと思います。  

 では、少し時間が過ぎましたけれども、これで本日の講演は終わりたいと思います。 2

時間という短い時間ではございましたけれども、皆さま、熱心にご参加いただきましてあ

りがとうございます。最後に皆さまに感謝の言葉を述べて、この講演は終わりたいと思い

ます。本日は皆さま、どうもありがとうございました。（拍手）  
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