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現場のカイゼン提案が
20 倍に激増！？
社員をイノベーターに変える
「ケースメソッド」とは！
─ ケースメソッドを活用した「提案しやすい」社風づくり ─
株式会社大津屋 マーケティング部 部長 岡本幸一さん
福井でコンビニ「オレボステーション」を営む大津屋。会社全体で330人ほどの規模にもかかわらず、
店舗あたり売上や客単価などの経営指標で日本最大手と肩を並べている地元の有名企業です。これ
まで「惣菜バイキング」
「メンテナンス省力化」など、同社は生産性向上につながるユニークな取組
みを次々と展開していますが、その発想力は独自の人材教育プログラム「ケースメソッド」によって
培われているそうです。もともとは同社の経営人材育成として始められた「ケースメソッド」につい
て、プログラムを立ち上げ、今も講師を担当されている岡本さんにその内容や意義を伺いました。

企業について
企 業 名／ ㈱大津屋
所 在 地／ 福井県福井市
創

業／ 1573年（設立1963年9月）

事 業 内 容／ コンビニチェーン主宰
米飯製造販売 など
売 上 高／ 23.6億円（2018.8）
従 業 員 数／ 330名（店舗数12）

マーケティング部 部長 岡本幸一さん

インタビュー
について

大学生の頃からアルバイトとして
「オレボステーション」
で働く。
1995年に新卒として当社に就職。
オレンジBOX学園で厨房を担当する。
2006年に外商部にてケースメソッドの開発・運営を担当。
2015年より現職。最近の趣味はイカ釣り。
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取組みによって起きた変化─ケースメソッドとは
ざっくり
言うと･･･

●大津屋が実践する「ケースメソッド」とは、ひとことで言えば「具体的
な事例を題材にした全員参加型のディスカッション」のこと
●一般的な全社ミーティングと比べると、①社長から新人まで全員がフ
ラットに意見交換する、② 講師役 の社員が準備・司会をすべて取り
しきる、③作業の悩みから経営課題まで幅広くテーマを決めてよい、
という特徴がある
●大津屋では２ヶ月に１回、全社会議のあとに「ケースメソッド」を開催
し、すべての総合職がディスカッションをする機会を設けている
ケースメソッドの進めかた

前

事前予習

●参加者は事前配布されたケース資料を読み、末尾
の 設問に対する自分 の 意見をまとめて提出する
（A4用紙１枚）
●ケース資料と設問は講師が用意する

イント

！

ポ

１ヶ月

ケース資料は大学等でも売って
います（１冊数百円ほど）

グループ討議

●参加者４〜５人で組になり、設問に対する自分の意見
を話し合う
【90分】
●はじめに必ず、勇気・礼節・寛容をもって討議にあた
ることの大切さを思い起こす
ン

ポ

勇気・礼節・寛容を全員が大切にするこ
とで、役職や年齢を超えて意見を言いや
すい場を作ります
●クラス全体で設問に対し
て のディスカッションを
行う
【90分】
● 講 師 は 有 意 義 な ディス
カッションが行われるよう
導くことが主な役割

２ヶ月に１回
全社大で開催
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イント

参加者の気付きが生ま
れることが大事。
ムリに結論ださないでOK

！

全体討議

イ ト

！

ポ

当日

取組みによって起きた変化─成果
参加された社員の方に、ケースメソッドについて聞いてみました。
【印象深かったテーマ】

社長が「石倉望央」
というケースで講義したことがあって…（笑）。当時私は仕事が
重なって大変忙しかったのですが、それを見ていた社長が討議で私の状況を共有

し、
「あなただったらどうする？」
と意見を求めました。たくさん助言をいただきまし

01

たし、周りの方に協力も仰ぎやすくなって、大変ありがたかったです。

【参加してみて起きた変化】
マーケティング部
石倉 望央さん

講義で学んだことが、ちゃんと自分のスキルになっていると感じます。討議には当

社の全総合職が参加していて、
ケースメソッドで学んだ問題解決の考え方をすぐに
実践しやすいです。

【印象深かったテーマ】

「震災に遭った施設の経営者として、非常事態にどう対処するか？」
というテーマです
ね。全体討議の場で、私は社長に正面から反論してしまい、さすがに怒られるかな〜

と思っていたのですが、逆に前向きに受け止められて驚いたことがあります（笑）。

【参加してみて起きた変化】

自分から提案をすることが増えました。以前の会社では意見を頭ごなしに否定され

ることが多く、なにか提案をする気が起きませんでしたが…ここでは突飛な意見に
も耳を傾けてくれるので、毎日何らかの提案をしています。先日は、あるお酒の仕

入れについて、私はマーケットニーズがあると確信していたので、企画書を作って

社長に談判したところ、即決で採用され売上500万円ほどの成果につながりまし

た。
とてもやりがいを感じています。

【印象深かったテーマ】

外商部
笹川 千尋さん

02

どの回でも色々な観点が出てくるから面白いですよ。以前は大手の成功事例が多

かったけど、最近ウチで起きている実際の問題をテーマにすることも多くて、よく
ハッとさせられます。

【参加してみて起きた変化】

店長たちは、討議のコミュニケーションのスタイルをそのまま現場に持ち込んでい

ます。例えばサンドイッチの売行きが悪かった店で、店長が仕入れ担当のパートの
管理本部
近藤 秀樹さん

03

成果を
まとめると･･･

店員に
「サンドイッチやめようと思うんだけど、
どう思う？」
と聞いたところ、
「店長、廃

棄ロス怖くて仕入れ絞ってるでしょ？それじゃスペースが寂しくなって悪循環だよ。
新商品が出たから売場をボリュームつけて作ってみない？」
と言われ、実践したらサ

ンドイッチの売上増えたみたいです。

●ケースメソッドの実践により、同社では２種類の変化が起きていた

「業務に関連する提案回数」が、月０回 から月 20 回に増えた
●

「提案を行う社員の範囲」が、総合職中心 から総合職＆パート
●
へと広がった
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取組みの内容とすすめ方
取組みの概要
ねらい

①リーダーシップの醸成（主に講師役対象）
②意見を出し合える社風への転換
③いま担当する仕事を超えた視座への引上げ
（最終的には経営を担う知的集団を作ること）

活

動

立上（2006〜2007年）
と運用（2007年〜）で大きく変化。
立上段階：①社内講師の育成
②社外講師との交渉・カリキュラム策定
運用段階：①社内向け講義（２ヶ月に１回）
②社内講師の拡充

体

制

立上段階：３名（社長＋担当２名）
運用段階：７名（講師役を持ち回り）

コ スト ケースメソッド教授法の受講（数十万円／人）
ケース教材の購入（数百円／冊）

はじめは次世代を担う経営者づくりとし
てスタート
イ ケースメソッドを活用した教育の取り組みはど

のような経緯で始まったのでしょうか？

テーマやケースを組み立てて、2007年に社内向け
のディスカッションで初めて講師を務めました。も
ちろん現在も講師役を続けています。講師の業務
としては他にも、社外向けのビジネススクールの講

岡 発端は社長の小川が大学主催のセミナーで

師を2010年から担当しています。近年はさらに自

ケースメソッドの効果を体験したことのようです。

治体や経営塾からの依頼を受けて、個別のテーマ

その前から小川は、自社の存続・発展に一番大切な

に合わせたセミナーの企画・運営もしています。

ものは経営をリードする「知的集団」だと常々口に

イ なるほど岡本さんの講師としてのステージは

していたのですが、その人づくりにケースメソッド

着実に上がってきているということですね。苦労な

の手法を採り入れようと思いついたと聞いていま

さったのはどんなことですか？

す。私は2006年に小川からこの取組みの立ち上

岡 どのステージも私にとっては挑戦でした。
もと

げとディスカッション・リーダー担当を指示され、以

もと私は「入社時の挨拶で一言も発せなかった当

降運営に携わっています。

社史上唯一の新人」で、人前で話すことがとにかく

地道な研鑽が「挨拶できなかった新人」を
「地元で評判の講師」に

苦手だったので、社長に講師役を打診されたときは
本当にガーンという感じでした（笑）。新たな取り組

イ 具体的にどんな活動をされたのでしょうか？

みのたびに猛勉強して何とか回せてこれた、
という

岡 まず大学のケースメソッド教授法の講座に通っ

のが本当のところです。 （

て講師の認定をとりました。そのうえで自分なりに

次のページへ

）

イ →インタビュアー
岡 →岡本部長
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取組みの内容とすすめ方
イ 大変だったんですね。
それでも続けることがで

きたのはどうしてでしょう？

ただケースメソッドに基づくディスカッションを繰り
返すうちに、全体会議の場だけでなく日々の仕事の

岡 講師という仕事の手応えが掴めたからだと思

中でディスカッションが自然に、社内の様々な場所

います。以前、地元の農家の方々向けに「６次産業

で、
ときには部署を超えて発生するようになりまし

化」のセミナーを実施したとき、後日ある参加者の

た。そして小さな問題ならその場で解決し、大きい

女性が私にお礼を言いに来てくれたんです。なん

問題は上司に相談・提案することが私たちの新しい

でも「自家製の漬物が売れず困っていたが、講義を

「普通」になっていったように思います。改めて考え

受けて自分が『お客さんの目線』に立っていないこ

ると、
これはケースメソッドの言う、勇気・礼節・寛容

とに気付かされた。食べやすいよう小分けにしたり、

を重視したコミュニケーションが私たちの習慣とし

ネーミングを工夫したら売れるようになった」
とか。

て馴染んできた結果なのではないかと理解してい

私としてもこの仕事に挑戦してきて良かったな、
と

ます。

改めて実感できました。

会議室だけでなく普段の執務スペースでも
ディスカッションが頻発するように
イ ケースメソッド導入により、
社内にはどのような

変化が起こったのでしょうか？
岡 そうですね。ケースメソッドをはじめる前は、

実践にはケースメソッドについて正しく
理解していることが不可欠
イ これからケースメソッドに取り組んでみようと

される方々にアドバイスをお願いします。
岡 組織としてケースメソッドに取り組む場合、
トッ

プの方がケースメソッドの意義を理解し、実践する

オーナー企業にありがちな、社長がアイデアを出し

かどうかで効果が大きく変わると思います。ですの

て社員がそれを黙々と実行するという仕事のスタ

で、予め大学などできちんとケースメソッド教授法

イルが当社においても「普通」でした。

を学習されることをオススメします。例えば「ディス
カッションで誰も発言してくれなかったらどうする
か？」というような具体的な対応方法まで学ぶこと
もできますし、ムダにはならないと思います。
イ →インタビュアー
岡 →岡本部長

編集コメント
現場で日々働く社員一人ひとりのなかに、生産性向上のヒントは眠っています。
「社員が自分で考えようと
しない」と言う経営者の方、
「トップが意見を聞いてくれない」と言う現場の方、もしかしたらそれは構造的
な問題なのかもしれません。提案が次々生まれる風土を醸成すべく、ケースメソッドの導入を検討してはい
かがでしょう？
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