report 企業紹介

「お客様の満足から感動へ」の運営テーマの
もと、徹底したＣＳ経営で地域経済の発展
と国際化の進展に貢献する

◎ はじめに
山口県国際総合センター（愛称「海峡メッセ

財団法人山口県国際総合センター

下関」
）は、山口県の国際経済交流の推進と地
域産業の振興を目的に、下関市の旧国鉄ヤード
跡地（豊前田町）に平成８年８月に開設された
多目的複合施設だ。展望室の高さ西日本一を誇
る「海峡ゆめタワー」、各種テナントや会議室
などのフロアから成る「国際貿易ビル」
、コン
ベンション施設の「アリーナ棟」を主要施設と
し、財団法人山口県国際総合センターがこれら
施設を管理運営する。
当財団の現理事長は、県庁ＯＢの伊藤俊昭氏。
伊藤

俊昭

理事長

（いとう・としあき）

商工労働部時代、同センター建設の構想段階か
らプロジェクトに参画し、施設建設時には管理

●財団概要

責任者として陣頭指揮に立った。そして県庁退

所 在 地：下関市豊前田町３丁目３番１号
設 立 日：平成７年６月１日

職後、平成17年６月に知事に代わって理事長就

職 員 数：33 名（平成 21 年４月現在）

任と、
「海峡メッセ下関」のことなら何でも知

事業内容：① 山口県国際総合センター及び山口

っている、まさに

県貿易ビルの管理運営
② コンベンションの企画、誘致及び
開催
③ 国際経済交流の推進
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kaikyomesse.jp

平成 ７年 ６月

だ。

しかし理事長就任早々に、指定管理者制度へ
の対応という事業運営の一大転機に直面した。
それは、県の外郭団体といえども厳しい競争原
理にさらされることを意味する。地域経済の発
展と国際化の進展を目指しながら、伊藤理事長

●財団沿革
昭和37年 ４月

メッセの生き字引

前身の財団法人山口県貿易センター

がこだわり続けてきた民間企業も顔負けの徹底

設立

したＣＳ（顧客満足）経営を紹介する。

財団法人山口県国際総合センターに
改組

平成 ８年 ７月

山口県国際総合センター完成、山口
県から管理運営を受託、事務所を同
センターに移転

平成17年 ６月

伊藤俊昭が理事長に就任

平成18年 ４月

山口県より同センター（県有施設部
分）の指定管理者に指定

平成18年 ７月

「海外ビジネスサポーター」設置
（中国・青島、香港）
韓国・釜山タワーとの姉妹提携締結

平成19年 4月

梅光学院大学との協力協定締結

平成20年 6月

香港企業との連携による「上海ＯＦ
ＦＩＣＥ」の開設

▲「山口県国際総合センター」全景
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◎ 設立経緯
当財団は、韓国貿易の支援を目的に昭和37年
に設立された財団法人山口県貿易センターを前
身とする。当時の事務所は、「山口県貿易ビル

入された（地方自治法の一部改正、平成15年９
月２日施行）
。その結果、同センターもこの制
度の対象施設となった。
指定管理者として指定を受けられなければ、

（下関市大和町）
」に置かれ、同ビルには現在も

職員の解雇という最悪の事態もあり得る。民間

30社余りのテナントが入居する。韓国と並んで

の事業者との競合に勝ち、指定管理業務の指定

中国については、日中国交正常化（昭和47年）

を受けるため、大幅な経費削減などを盛り込ん

を経て、昭和56年に「山口県日中経済交流促進

だ事業計画を作成し応募した。結果として、当

協会（下関市）
」が設立された前後から貿易相

財団は、平成18年度以降５年間、同施設の指定

談などを開始した。なお、同会長は現在伊藤理

管理者として同センターの管理運営を続けるこ

事長が兼務し、事務局は当財団の国際部に設置

とができた。

されている。
平成７年６月、山口県及び民間企業からの出

しかし、一大転機を迎えた事業運営への取り
組みは、ここからが本番となった。施設所有

捐により、現組織に改組され、前財団の業務を

者（山口県）からは事業運営の一切を任され、

継承した。平成８年７月、山口県国際総合セン

計画以上の収益を達成すれば当財団の収入にな

ターの完成を機に、事務所を現在地「国際貿易

る。反面、仮に赤字が発生すれば補てん義務を

ビル（７Ｆ）」に移転するとともに、山口県か

負うという、民間企業と何ら変わりない事業環

ら同センターの管理運営を委託された【表１】
。

境に一変したのである。次回以降の指定管理者

当財団の主要事業は、公益法人事業では財団所

に再指定される保証はどこにもなく、徹底した

有のテナントビルの管理運営と国際経済交流の

コスト削減とサービス水準の向上という相反す

推進であり、県有施設の管理運営事業では「ア

るテーマが事業運営の最重要課題となった。

リーナ棟」及び「国際貿易ビル（８Ｆ〜 10Ｆ
の会議室、海峡ホール、国際会議場）」を会場

■ 独自の運営テーマ「お客様の満足から感動

とするコンベンションの誘致・開催と「海峡ゆ
めタワー」への誘客である。

へ」が誕生
指定管理者制度のもとでの事業運営は、一見
マイナス面しかないように思われるが、実はそ

◎ 指定管理者制度の導入に伴い、事
業運営の一大転機を迎える

うではない。リピーターを増やし収益を向上さ

■ 指定管理者制度への対応

にも貢献できる。このプラス思考より生まれた

同センターの県有施設はオープン以降、山口

せれば、当財団の発展に加え、地域経済の振興
テーマが「お客様の満足から感動へ」であった。
【表１】 当財団が管理運営する施設

県との契約による管理委託制度に基づき、当財
化を背景に、公営組織の法人化・民営化の推進
が始まり、その一環として公的施設の管理運営
を地方公共団体などの公共的団体に限定せず民
間企業にも管理させる「指定管理者制度」が導

用
途
インフォメーションセ
１Ｆ
ンターほか
国際貿易ビル
２〜７Ｆ
テナント（41室）
会議室、海峡ホール、
８〜 10Ｆ
国際会議場
アリーナ棟 展示見本市会場、イベントホール
タワー棟
海峡ゆめタワー、展望レストランほか
山口県貿易ビル
全５Ｆ
テナント（50室）

山口県国際総合センター

団が管理運営してきた。しかし、社会情勢の変

施設名

フロアー

所有者
山口県
財

団

山口県
山口県
山口県
財 団

資料出所：（財）山口県国際総合センター
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その意味は、次の４段論法のとおりである。

んなに小さな苦情でも、理事長にまで直ぐに報
告されるシステムを構築している。しかも、苦

① お客様はお金（対価）を払って、施設を
利用される

情解決に対しては、「即行動」に移す。
■ コンベンションの開催支援を徹底する

② 対価とサービスが同じなら満足に留まる

コンベンション開催は、宿泊・飲食費、みや

③ しかし、対価以上のサービスを提供でき

げ代、出版費、交通費と、観光客誘致以上の経

れば感動が生まれる
④ お客様は再びその感動を味わうためにリ
ピーターになっていただける

済効果を地域に及ぼす。一般的に、全国規模の
コンベンションは開催地が持ち回りとなってい
ることが多い。そこで、当地が次回開催地とな
るコンベンションについては、日程調整がつく

◎ 徹底したＣＳ経営を実践

限り、担当者が前年度の開催地に赴く。来場者

この運営テーマを実現するため、顧客の苦情

の不満や運営上の問題点を事前に把握し、その

処理、コンベンションの開催支援の徹底、人材

ノウハウを当地開催に活かすためである。来場

育成の３つを重視した、民間企業も顔負けのＣ

者に感動していただけるコンベンションとする

Ｓ経営を実践している。コスト削減が優先され

ため、事前準備に万全を期し、本番に臨んでい

る状況ではあるが、これら施策には積極的に費

る。例えば、平成22年度に当地で開催される「日

用を投じてきた。

韓技術士会議」に備えて、前年度開催地の韓

■ 顧客の苦情を最重視する

国・仁川に担当者を派遣するほどの徹底ぶりで

苦情こそが、顧客サービスの向上と施設改善
につながる一番有難い財産という考えのもと、

ある。
■ 人材育成

指定管理者に指定された平成18年度より「利用

職場は、若い女性職員が多く、結婚退職など

者満足度調査」を実施してきた。同調査は、施

に伴う職員の異動が少なくない。そこで、担当

設利用者とテナントオーナーを対象とする２種

者の異動に伴い、顧客サービスが低下すること

類のアンケート調査であり、指定管理者の指定

のないよう、人材育成とノウハウの継承を重視

最終年度までの５年間、毎年度数十万円の費用

している。そのための予算も優先的に確保され

を投じ、実施するものである。また、日々のど

ている。

▲

10

運営テーマ

▲

コンベンション開催風景

やまぐち経済月報2009.7

07-企業紹介58.indd 10

2009/07/27 14:30:24

主な取り組みは、次の３つである。１つは、

スサポーター」を配置した。また、県内企業の

今年で３年目となる「海峡ゆめタワー」のアテ

ニーズに応えるため、20年度には上海市に当財

ンダント（接客係）研修。
「利用者満足度調査」

団の「上海OFFICE」を開設した。今後も、多

の結果によると、
「アテンダントのマナーは極

様な支援ニーズにタイムリーに対応し、
「アジ

めて良い」の回答が多く、同研修の成果が現れ

アの活力を取り込む窓口」を目指す方針を打ち

ている。２つ目は、
21年度より新設した語学
（中

出している。

国語・韓国語・英語）研修制度である。学ぶ意
欲のある職員をサポートする狙いで、教材費の

■ 指定管理事業

半額を補助している。１回の挫折を認めるユニ

＜「学会開催に強い 海峡メッセ下関 」をＰ

ークな面も兼ね備えている。３つ目は、契約社

Ｒする＞

員を含む全職員を、
最低でも一度は海外（中国・

コンベンション主催者は、大会が成功してく

韓国）に派遣することである。海外を見ること

れることを切望する。この点、当財団のコンベ

が、本人の成長の近道であることを経験上知っ

ンション施設を使用するリピーター利用率は

ているからである。

75％を超す高い水準にあり、
「海峡メッセに任
せておけば安心」というお客様が増えている。

◎ 事業発展に向けた今後の運営方針

年々、開催ノウハウの蓄積は進んでおり、その

■ 公益法人事業

ことが新たなコンベンションの誘致を可能と

＜「国際貿易ビル」の名称に相応しい企業の誘

し、さらに開催ノウハウの蓄積が進むという好

致を推進する＞
「国際貿易ビル」のテナント入居率は、平成
21年３月末現在で94.8％と極めて高い水準にあ
り、経営的には全く問題ない。山東省事務所（中

循環が生まれつつある。大学関係者には「学会
の開催がしやすい

海峡メッセ下関

」との評

価が定着しつつある。
現在、学会（医学・薬学）関連のコンベンシ

国）、ジェトロ山口、下関パスポートセンター、

ョンについては、２年先まで予定が入り始めて

グローバルサロンなど、国際色豊かなオフィス

いる【表２】
。なかでも、平成22年７月13日〜

が現在でも入居しているが、ビル名称に相応し

17日開催予定の「第65回 日本消化器外科学会

い海外企業や貿易関係事業者のテナントを、今

学術集会」は、当財団にとって過去最大の７千

後さらに誘致していく方針である。

人規模の学会となる。当財団が新たな運営ノウ

＜「アジアの活力を取り込む窓口」を目指す＞

ハウを蓄積するうえで、非常に意義ある学会で

県内企業の国際取引の支援は、貿易相談、現

あるのみならず、地域に及ぼす経済効果は実に

地企業の紹介・アポイント調整、商品の市場調

【表２】平成21年度以降開催予定の大型コンベンション（学会関連）

査、海外での展示会・商談会開催など、多岐に

イベント名

期

間

予定参加者数

及んでいる。しかも、年々、相談内容が専門化・

第41回 日本動脈硬化学会
総会・学術集会

高度化しているのみならず、迅速かつ的確な対

第65回 日本消化器外科学会 学術集会

H22/7/13 〜 7/17

7,000名

応が求められるようになっている。

第72回 九州山口薬学大会

H22/9/18 〜 9/20

4,000名

そのため、平成18年度に中国・青島と香港の
現地で活躍する専門家と契約し、
「海外ビジネ

H21/7/16 〜 7/18

2,400名

第29回 日本美容皮膚科学会 学術集会

H23/9/9 〜 9/11

1,000名

全国保健管理研究集会

H23/11/8 〜 11/11

1,000名

資料出所：（財）山口県国際総合センター
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５億円とも試算されている。不況のさなか、１

さらに、平成20年６月には香港企業と連携し

日当たり１億円の経済効果が地域に及ぶことは

た低コストの「上海OFFICE」の開設、平成21

大変な魅力である。

年７月には同じ「恋人の聖地」に指定されてい

会議後の交流会や、観光スポットの見学とい

る長門市の湯本温泉との共同イベントの開催な

ったエクスカーションは、参加者にとって会議

ど、他施設では見られない独特の戦略を積極的

の疲れを癒やすひとつの楽しみである。
この点、

に実行している。

当地は関門海峡という絶好のロケーションに加
え、全国ブランドのふく料理など、他の開催地
にないアフター・コンベンションの強みを持っ
ており、
「学会開催に強い

海峡メッセ下関

◎ おわりに
山口県国際総合センターという県内有数の優

」

れた施設と、訪れる人々に大きな「感動」を与

のＰＲに際し、この強みを従来以上に活用して

える多様なノウハウ。これら経営資源に当地の

いく方針である。

地域資源の強みを加えることで、さらに多様な

＜外部の企業、団体との積極的な連携を図る＞

ニーズに応えていくことも可能であろう。伊藤

「単独施設の経営努力には限界がある。」との
認識のもとで、外部との積極的な連携を打ち出
している。平成18年７月には韓国・釜山タワー

理事長のリーダーシップのもと、
「海峡メッセ
下関」のさらなる発展を期待したい。
（中村

滋）

との連携による韓国観光客の誘致。また、平成
19年４月には梅光学院大学との連携による国際
会議の誘致。外国語を学ぶ学生に国際会議を語
学実習の場とし提供する一方、外国語ができる
スタッフがいることを海峡メッセの強みとして
主催者に売り込むことができる。双方の利益が
一致するユニークな取り組みである。

▲「海峡ゆめタワー 29 Ｆ」カフェ＆バー
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▲「海峡ゆめタワー」からの眺望
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