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各業種のGDPに占める割合（2013） 

サービス業（広義） 
狭義のサービス産業の他、電気･
ガス･水道、卸･小売、金融･保険、
不動産、運輸、情報通信、政府
サービス、民間非営利サービス 

出典：内閣府「国民経済計算」 
（注） 民間非営利サービス生産者は、労働組合、政党、宗教団体、私立学校。 
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出典：内閣府「国民経済計算」 

サービス産業(広義)(民間) 

製造業、鉱業、建設業 

農林水産業 

（年） 

政府サービス 

民間非営利サービス 

サービス業（狭義） 
娯楽、飲食店、旅館、洗濯･理
容･美容・浴場、その他の対個人
サービス、広告、業務用物品賃貸、
自動車･機械修理、その他の対事
業所サービス、教育、研究、医療･
福祉等 

2013 
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 サービス産業(広義)は、GDPベースで約７割(約350兆円(2013))を占め、規模は拡大傾向。 
 多種多様な業種で構成。 

サービス産業の経済規模 



 運輸、卸・小売、宿泊、飲食、医療、介護・保育などのサービス産業は、製造業に比べて労
働生産性が低い。 

（出典）総務省・経済産業省「平成24年経済センサス‐活動調査」 
※労働生産性＝付加価値額／従業者数 
※※付加価値額＝売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課 

農林漁業 

鉱業，採石業，砂利採取業 

製造業 

情報通信業 

金融業， 
保険業 

不動産業， 
物品賃貸業 

卸売業，小売業 

運輸業， 
郵便業 

建設業 

サービス業 
（その他） 

[万円] 

複合サービス業 

医療， 
介護、保育 

教育， 
学習支援業 

宿泊業， 
飲食業 

学術研究， 
専門・技術サービス業 

生活関連サービス業， 
娯楽業 

全産業平均 

従業者数の構成比 [%]  
100% 

労働生産性 

＝「サービス産業チャレンジプログラム」 
  における主要業種 

サービス産業 

電気・ガス・ 
水道業 
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業種別の労働生産性水準（2011年） 



• 多くの分野のサービスにおいて、日本人・米国人がともに、日本のサービスの方が品質が高
いと評価している。 

サービス品質の日米比較（２００９） 

米
国
の
品
質
が
高
い 

日
本
の
品
質
が
高
い 

（出典）：サービス産業生産性協議会調べ（2009） 

日本人による評価 

米国人による評価 

※日本のサービス品質を100点とした時の、米国のサービス品質を、＋50点～－50点の範囲で日本
人と米国人が点数付けしたもの。 

 【日本人有効回答数555、米国人有効回答数500】 

（参考）サービス品質の日米比較 
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 「日本再興戦略」改訂 ２０１５に盛り込まれたサービス産業の活性化・生産性の向上を受けた施
策として、サービス品質の「見える化」を実施する。 

安倍総理スピーチ 
（平成27年3月２日 於：日本生産性本部60周年パーティ） 

サービス産業チャレンジプログラム 
（平成27年４月１５日 日本経済再生本部決定） 

（抜粋） 
世の中に、質の高いサービスを評価し、
リスペクトするための物差しを作っていか
なければなりません。・・・消費者が安心
して様々なサービスの提供を受けられる
よう、サービスの質を「見える化」する仕
組みも広げていきます。 

（引用：首相官邸ＨＰ） 

（抜粋） 
サービス品質の見える化を進め、質の高
いサービスが消費者に評価される仕組
みを広く普及していく。・・・地域サービス
業の実態等を踏まえ、その他、サービス
品質を評価する新たな仕組み創設を
平成27年度中に検討し、必要な対応
を実施する。 

（引用：首相官邸ＨＰ） 
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「サービス品質の見える化」の政策上の位置づけ 
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 外国人を含む観光・インバウンド市場との関係について着目し、ストレスを感じることなく日本のサービ
スを享受できるようなサービス産業の底上げを目指す。 

 様々な業種の事業所がチャレンジ可能な規格認証を目指す。 

おもてなし規格認証の基本的方向性（案） 

１．日本全体のサービス産業の底上げに資するような仕組みとする。 
２．質の高いサービスには高い付加価値が得られることを目指す。 
３．消費者が安心して様々なサービスの提供を受けられる環境を作る。 
４．事業者の顧客開拓・販路開拓につなげる。 
５．組織の成長を促すことで従業員満足（ＥＳ）につなげる。 

目 的 

１．レベル設定を設け、多くの事業所がチャレンジ可能なものとする。 
２．個人事業主でも対応可能な費用負担となる規格認証とする。 
３．各省庁と連携し、業種横断的な規格認証とする。 

方 向 性 
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季節感のある 
生け花 

お客様に 
合わせた掛け軸 

茶器 お香 言葉、表情 仕草、手配り、身配り 

茶道で例えると 

おもてなし規格認証 

クレジットカード 免税手続き お出迎え 冷たいおしぼり 施設案内 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 
B1F 
1F 
2F 
3F 
4F 
5F 
6F 

おもてなしの区分整理 
 おもてなしを“目に見える「モノ」（環境整備）”と“目に見えない「コト」（接遇）”に区分し、審査
基準の項目を抽出する。 

目に見える「モノ」 目に見えない「コト」 

環境整備によるおもてなし 接遇によるおもてなし 



※検討会において、検討。 ２０１５年度 
１１月１８日に検討会を設置し、基準及び事業スキームを検討。 

２０１６年度 
パイロット版の運用開始を目指す。 

認証機関認定・管理団体 

関係省庁 

普及率等を報告 助言 

民間企業 民間団体 自治体 

商店街 サービス事
業者 

公的サービ
ス機関 

※検討会において他の認証制度等との整合性を踏まえ、検討。 
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※検討会において、他の認証制度等との整合性を踏まえ、
複数のグレードを検討。 

A 

B 

C 

基準のイメージ 認証手順のイメージ 

主なスケジュール 認証マークのイメージ 

認
証
機
関 

おもてなし規格認証（仮称）の概要（案） 

・外国語の説明スタッフ 
・詳細な商品説明が各スタッフ可能 
・多言語表示がある 
・クレジットカード対応 
・接客マニュアルが整備されている 
・デジタル技術を用いた環境整備 
・５Sは徹底されているか 
・サービス内容など表示がわかりやすい 

等 

評価項目のイメージ 
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日本標準産業分類のサービス産業（広義）のうち、対消費者向けのサービス産業を規格の対象とす
る。 
審査基準は、業種横断的に評価でき、その多くは客観的に評価可能な基準とし、目に見える「モノ」と
目に見えない「コト」で構成する。 

審査基準の考え方 

審査項目の構成（イメージ） 

大項目 小項目 Ｃ Ｂ Ａ 

目に見えるモノ 

クレジットカード ２種類以上に対応 ３種類以上に対応 ５種類以上に対応 

問い合わせ メールでの問い合わせに対応で
きる 

英語のメール問い合わせに対
応できる 

メール／電話での対応が2カ
国語でできる 

多言語対応 
（ＨＰ） ２カ国語以上 ３カ国語以上 ４カ国語以上 

目に見えないコト 人材育成 入社時に接客の規則・基準に
ついて学ぶ仕組みがある 

社員のレベルに応じて定期的
な研修を受ける環境がある 

社員がさらなるレベル向上を
目指す制度がある 

記載内容は項目の一部 



 
【科学的・工学的アプローチ】 
• バスにGPSと赤外線乗降センサーを設置。 
  顧客の評価とニーズも収集。 
• 分析結果から、「ダイヤ最適化のエキスパ 
    ートシステム」を構築し、コスト削減と顧 
    客の利便性を両立。 
• 運行の評価と継続的改善をPDCAサイク 
    ルで実施。 

加賀屋（石川・旅館業）  
【サービスプロセスの改善】 
•客室係の負担を軽減するため、 
 料理を搬送するロボットを導入。 
•客室係の作業低減により、客と 
 接する機会が増え、サービスの質が向上。 
•またコンピューターによる繁忙時/閑散時 
 に応じた人員配置の管理システムも導入。 
 

（参考）ハイ・サービス３００選（平成19年度～21年度） 
 イノベーションや生産性向上に役立つ先進的な取り組みを行っている企業や団体を表彰することで企
業等の一層の取組を喚起し、優良事例を広く普及・共有する。本取組を通じてサービス産業全体の
イノベーションや生産性向上を促進する。 
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主催：サービス産業生産性協議会 
選定数 

3年間で300選。 
対象 
先駆的で他の企業の模範となる取組を行
っている企業 

評価項目 
・科学的・工学的アプローチ 
・サービスプロセスの改善 
・サービスの高付加価値化 
・人材育成 
・国際展開 
・地域貢献 

概要 

イーグルバス（埼玉・旅客自動車運送業）  

選出事例 

料理自動搬送システム 

ハブ＆スポークのバス停留所 
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（参考）おもてなし経営企業選（平成24年度～26年度） 
 ①社員の意欲と能力を最大限に引き出し、②地域・社会との関わりを大切にしながら、③サービスの
高付加価値化や差別化を実現する経営を行う企業を表彰し、地域の事業者が目指すビジネスモデ
ルの１つを広めていくことを目的としている。 

概要 

主催：経済産業省 
選考委員長：力石 寛夫氏（ＮＰＯ法人 日本ホスピタリティ推進協会 理事長） 
選出企業数：合計１００社（平成24年度 ５0社、平成25年度 28社、平成26年度 22社） 

おもてなし経営企業選のコンセプト 選考委員（敬称略・50音順） 



主催：サービス産業生産性協議会 
開催サイクル：年に１度 
対象：「優れたサービスをつくりとどけるしく
み」を有する事業者（業種は問わず） 

応募：自薦／他薦 

スケジュール： 
   平成２７年３月２日 制度発表 
   生産性運動60周年式典で総理から発表 
   平成２７年７月 募集開始 
   平成２８年３月 受賞企業発表 
   平成２８年４月 表彰 

企業のイノベーションを促進し生産性を高めるためには、 
成功事例の横展開が重要。 

 このためハイレベルでの表彰制度を創設し、強力に情報を発信する。 

目的 

概要 
  

内閣総理大臣賞 
 

大臣賞 
  ・地方創生大臣賞 
  ・総務大臣賞 
  ・厚生労働大臣賞 
  ・農林水産大臣賞 
  ・経済産業大臣賞 
  ・国土交通大臣賞 
 
ＳＰＲＩＮＧ賞 

表彰 
  

受け手の期待に対する達成度 
  期待を超える優れたサービスであること 
 
サービスをつくりとどけるしくみ 
構造 
  マニュアル、ICT、人財、事業モデル      

                                         等 
プロセス 
  変化に応じた継続的な改善・向上 

波及効果 
  地域経済活性化、雇用、社会貢
献、等 
 

サービス産業の発展への寄与 
  他の事業者への模範となるきらりと光
るもの 

審査基準 

（参考）『日本サービス大賞』の創設（平成27年） 
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＜東京会場＞ 
【平成２７年度 日程・講師】 
第１回： 2015年10月16日（金） 伊達 美和子 森トラスト株式会社専務取締役  
第２回： 2015年12月1日（火） 石坂 典子 石坂産業株式会社代表取締役社長 
第３回： 2016年1月12日（火） 河原 成美 株式会社力の源カンパニーFounder 
第４回： 2016年2月24日（水） 北川 浩伸 日本貿易振興機構（ジェトロ） 総務部総務課長兼サービス産業部主査 
第５回： 2016年3月16日（水） 出口 治明 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長兼CEO 

＜九州会場＞ 
【平成２７年度 日程・講師】 
第１回： 2015年10月21日（水） 米澤 房朝  株式会社ヨネザワ 代表取締役社長 
第２回： 2015年11月10日（火） 横田 英毅 ネッツトヨタ南国株式会社 取締役相談役 
第３回： 2015年12月10日（木） 新井 和宏  特定非営利活動法人いい会社をふやしましょう 理事 
第４回： 2016年1月20日（水）  鶴田 博文 医療法人 良陽会 鶴田歯科医院 理事長 
第５回： 2016年2月24日（水）  垣内 俊哉 株式会社ミライロ 代表取締役社長 

＜京都会場＞ 
【平成２７年度 日程・講師】 
第１回： 2015年11月6日（金） 根岸 榮治 株式会社ねぎしフードサービス 代表取締役 
第２回： 2015年12月15日（火） 宇都宮 恒久 中央タクシー株式会社 代表取締役会長 
第３回： 2016年1月14日（木） 力石 寛夫 トーマス アンド チカライシ株式会社 代表取締役 
第４回： 2016年2月17日（水） 須藤 秀一 川越胃腸病院 常務理事 
第５回： 2016年3月17日（木） 中澤 清一  四国管財株式会社 代表取締役 

（参考）知恵の場（平成2２年度～平成27年度） 

 サービス産業経営に資する「知恵の共有」と「新たな価値の創造」を推進する取組。 
 次世代のサービス産業経営者及び経営スタッフが、現役経営者の経験を“追体験”する場。 
 企業・業界の枠を越えた経営に関する課題を討議するグループワーキング等を実施。 
 
 
主催 NPO法人日本ホスピタリティ推進協会 
後援 経済産業省、公益社団法人 経済同友会 
協力 サービス産業生産性協議会、学校法人メイ・ウシヤマ学園 ハリウッド大学院大学、株式会社MS＆Consulting 
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一般的な国際規格作成プロセス サービス分野における標準化の動き 

ISO(International  Organization for 
Standardization)はじめ世界各国がサービス分野
の標準化に高い関心を持っている。 

今後は、サービス分野の多様性や特異性等の観点
から、最終的にはステークホルダーのニーズをしっかり
把握して標準化を進めること、ISOメンバー間での意
見交換を経てボトムアップで国際標準化の提案が行
われることが適切であるとの議論がなされている。 

我が国サービス産業の発展や我が国の優れ
たサービスの戦略的な標準化の推進のため、
積極的に標準化に取り組んでいく必要がある。 

２年 
～ 
３年 

新規提案 

作成原案 

委員会原案 

国際規格案 

最終国際規格案 

国際規格発行 

（参考）サービス分野における標準化の動き 


	スライド番号 1
	サービス産業の経済規模
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14

