
事務局説明資料（中間とりまとめ） 
（第４回｢おもてなし規格認証｣に関する検討会） 

平成２８年３月１１日 
検討会事務局 

資料４ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
※全てを満たす必要はない※立証の仕方（C自己申告、B他社評価、A第３者機関の評価（ここでビジネス化）



第３回検討会での主なご指摘① 
○ 第３回検討会（H28.1.25）では、規格認証案のとりまとめに向けたご議論を頂いた。 

１．最上位の「理念」に沿って認証基準の各アクションを決めていけば、取りこぼしのない認証基準ができるだろう。 
論点１．理念、展望 
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１．サービス産業は肉体労働が厳しすぎる。製造業における設備投資の概念（肉体労働に代替する・改善する概念）を、「従
業員」に関する規格の要求事項に盛り込んではどうか。 

２．今回の評価の肝の一つは、従業員満足（ES）を重視する点。サービス品質は従業員の仕事の動機付けに左右されることが
多いにも関わらず、いまだ多くのサービス事業者における従業員の労働環境は劣悪。本規格認証においてESに関するものを
要求事項に盛り込むのはどうか。 

論点２．規格 

１．３段階基準の名称について、A・B・Cという表現は変えた方が良い。 
２．認証基準の各項目が、全体として一貫性を維持していることが重要。 
３．Bランクのコンセプトについて、（事務局案の）「他との差別化」はあくまで認証取得後の結果であり、むしろ「独自の価値をつ

くる」という“アクション”の表現を据えた方が良い。 
４．Cランクのコンセプトについて、「失点の少ない」という表現ではなく、「顧客のベーシックな期待に応えられる」という表現に替え

た方が良い。 
５．サービスは結果と過程の両方で行われるため、A、Bランクについては、消費者の評価等、サービスの結果も加味できると良い。 
６．Cランクは幅広い顧客に対して一定のサービスを行えること、Bランク以上は顧客ターゲットを明確化した上でプラスアルファ

のサービスができていること、と段階的に認証基準を設定すると、事業者における実質的な改善に繋がり、良い。 

論点３．認証基準 



○ 安倍総理より、第４回「未来投資に向けた官民対話」（H28.3.4）にて、サービス産業の生産性の伸
びを倍増する目標と、このための施策の一つとして、「おもてなし規格」の創設に言及。  

「未来投資に向けた官民対話」における総理発言 

安倍総理のご発言 
（平成28年3月4日 未来投資に向けた官民対話） 

（抜粋） 
・・・サービス産業の生産性の伸びを２０２０年までに倍にすることを目指します。 
２０２０年までに、全国１万社で生産性伸び率１０％を達成します。サービスの質を
『見える化』する『おもてなし規格』を作り、３０万社による認証の取得を目指します。・・・ 
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本規格認証が目指す全体像（案） 
○ お客様に対するサービスを、４つの理念に基づく認証で見える化し、消費者と事業者間の好循環を促す。 
○ これによりサービス産業の生産性向上と、インバウンド・アウトバウンドを促進する。 

サービス産業の 
「生産性の向上」 

おもてなし規格認証 

「また来たい」 
の増加 

（消費喚起） 

国内外の 
「顧客の獲得」 

優れた 
「人材の確保」 

事業者 

高品質サービスの 
見える化 

（アクセス向上） 

「高価格設定」 
の実現 

消費者 

本規格を元にした新たなＩＳＯ 

サービス産業の 
「アウトバウンド」促進 

従業員の 
「モチベーション」 

向上 

基本的な期待に応える
サービス 

＜三十万程度＞ 

独自の創意工夫を 
凝らしたサービス 
＜数千～数万＞ 

期待を大きく超える 
「おもてなし」 
＜数十～数百＞ 

「継続・発展」していく 
「お客様」の 
期待を元に、 
共に価値を創る 

「従業員」の意欲と 
能力を引き出す 

「地域社会」と 
共生していく 

「おもてなし」による 
嬉しい、楽しい 
（高い満足感） 

予想外価値 
感動体験 

願望価値 
喜び・満足 

期待価値 
安心・ストレスフリー 

オリンピック・パラリンピック等に向けた 
「インバウンド」と国内需要の喚起 

更なる 
おもてなしの 
実現 

規格認証による 
ブランディング 
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おもてなし規格 

基
準
レ
ベ
ル 

基本的な期待に応えるサービス 
○ターゲット顧客が望む基本的な
環境整備及びおもてなしを評価 

○数値目標 
 ３０万程度 

独自の創意工夫を凝らした 
サービス 

○顧客の期待を自ら拾い、組織な
らではのおもてなしの提供を評価 

○数値目標 
  数千～数万程度 

期待を大きく超える 
ロールモデルとなるおもてなし 

○顧客の期待を分析し、期待を超
えるおもてなしを自ら生み出す取
組を評価 

○数値目標 
  数十～数百程度 

名
称
（
案
） 

おもてなし規格認証 
～申請中～ 

おもてなし規格認証 
～認可前～ 

おもてなし規格認証 
～承認～ 

おもてなし規格認証 
～ハイサービス～ 

おもてなし規格認証 
～エクセレントサービス～ おもてなし認証 

○ 名称は「おもてなし規格」とする。 
○ ランクの名称とマークは、認証開始までに様々な意見を踏まえて確定する。 
○ 現地審査は、日本のサービス・もてなしが、形式的で一方的なものとならないように、外国人ミステリーショッパーに

よる評価を中位ランクで実施し、上位ランクにおいては、日本人にも外国人にもおもてなしが伝わる様に両者のミ
ステリーショッパーを行う。 

規格の名称、審査、マーク 

規
格
の

名
称 

・書類審査 
・現地審査無し 

・書類審査 
・外国人ミステリーショッパー 

・書類審査／経営層への面談 
・日本人、外国人ミステリーショッパー 
・別途設置する審査会における審査 

審
査 
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（参考）要求項目のセグメンテーション（第２回配布資料） 
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○ サービス提供にいたるプロセスを、①顧客との接点、②バックオフィスで区分し、要求事項を設定する。 
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基本理念の要求事項への反映 
○ 基本理念の実現に向け、１０の要求事項を設定。 
○ 下位の詳細要求項目については別紙参照。中位ランクは、下位要求項目よりも高度な取組を求めるとともに、第三者評価を導入 
   する。上位ランクについては、日本サービス大賞の選出基準との整合性を加味し、設定することとする。 

要求事項 
お客様との接点 バックオフィス 

基
本
理
念 

「お客様」の 
期待を元に、 
共に価値を創る 

1.1サービス内容について事前に、
わかりやすく伝えるとともに、お
客様の期待をサービス内容等
に活かす仕組みがあること 

1.2お客様の期待を汲み取り、分
析する仕組みがあること 

1.3お客様の期待を組織で共有し、
改善につなげる仕組みがあること 

「従業員」の意欲と 
能力を引き出す 

2.1個別の要望や状況に応じた
サービスを提供出来るよう、従
業員の創意工夫を引き出す仕
組みがあること 

2.2従業員がサービス提供に注力
するための仕組みがあること 

2.3安定したサービス品質を提供でき
るよう、従業員の意欲と能力を向
上させる仕組みがあること 

「地域社会」 
と共生していく 

3.1地域社会の声をサービス内容
に活かす仕組みがあること 

3.2地域社会の声を聞き、分析す
る仕組みがあること 

3.3地域社会の声を組織で共有し、
共生につなげる仕組みがあること 

「継続・発展」 
していく 

4.1持続的な成長・地域社会への貢献に向けて、上記の取組を定期的に見直し、必要に応じて、改善する
仕組みがあること。 

＊ご当地要素 
＊事業者の環境やサービス内容における優先事項は、地域によって異なることから、おもてなし規格を基礎としたご当地版の 
  設計を奨励する。 
  (例：エコフレンドリーな街づくりを薦める○○市においては、社内でリサイクルを進める取組を行っていること） 

＊第三者評価 
 による補完 ＊表彰、評価サイト、ミステリーショッパー等の第三者評価が高いこと等に対しては加点評価を行う。 
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2015年 

○ 検討会において取りまとめた政策としての議論を踏まえ、民間規格として運用するために必要な実行ス
キーム等の詳細設計を進めていく。 

○ 本年、夏頃までのパイロット版の運用開始を目指すとともに、同時に国際規格化の検討も行っていく。 
○ 運用開始後、消費嗜好や経営環境の変化等を踏まえ、随時、規格内容の見直しを行う。 

今後の進め方①～スケジュール～ 

検討会 

パイロット版に
運用開始 

3月 11月 

4月～ 
７月 

海外版の 
普及 

国際規格化に向けた検討 

国内外での本格的な運用開始 
※随時、規格内容は見直しを行う。 

目標 
30万社
取得 

3月 

2016年度中 

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 
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今後の進め方②～運用に関する基本方針～ 
１.時代や市場の変化に柔軟に対応する観点から、詳細項目については、今後も柔軟に変更することと  
  するが、原則、今回の取りまとめを元に、詳細設計を行い、今夏頃までに民間規格として運用を開始する。 
 
２.中位ランクの要求項目については、下位要求項目よりも高度な取組を求める方向で策定し、第三者 
  評価を導入する。 
 
３.上位ランクの要求項目については、日本サービス大賞の選出基準との整合性も加味し、策定する。 
 
４.規格の管理者兼認定機関は効率的な運用を行う観点から、1機関が担い、認証機関の審査や 
  当該規格内容の更新を行うこととする。 
 
５.当該規格の審査・認証を司る認証機関は、自治体・地域の支援機関・民間企業等、可能な限り、 
  幅広く募集を行い、その要件は、財務体質等の一般的な条件に加え、最低限、①審査を行った結果 
  をレビューする仕組みがあり、②審査員の審査能力を確認または担保する仕組みを求めることとする。 
 
６.複数の認証機関間による評価の同等性を担保する仕組みとして、定期的に、サンプリングを用いた 
  同等性審査を認定機関で実施することとする。 
 
７.認証制度自体の品質を維持・向上させるため、 
   ①認証を受けた企業への抜き打ちによる確認を行う 
   ②更新期間を設け、定期的な確認を行う 
   ③顧客からの相談窓口を設けるとともに、苦情または重大な事故があった場合は、緊急確認を行う 
   ④重大な瑕疵があった場合の登録停止などの措置を講じる 
  こととする。 8 



今後の進め方③～認証の手引きに記載すべき事項～ 
１.認証の手順 
   １－１ 概要 
   １－２ 認証の具体的手順 
 １－２－１ 申請手続き 
 １－２－２ 契約の締結 
 １－２－３ 審査書類の提出 
 １－２－４ 書類審査 
 １－２－５ 実地審査 
 １－２－６ 認証委員会における審査結果の反映 
 １－２－７ 登録、登録証の発行及び公表 
   １－３ 登録の維持 
 １－３－１ 確認審査 
 １－３－２ 更新審査 
 １－３－３ 同等性震災 
 １－３－４ 臨時審査 
   １－４ 登録証及び認証マークの使用条件 
   １－５ 登録の停止、取消し 
   １－６ 登録を受けるための費用、日数及び所要時間 
   １－７ 苦情 
   １－８ 守秘義務 
   １－９ 審査登録契約締結後の契約解除 
 
２．認証にあたっての考え方 
   ２－１ プロセスについて 
   ２－２ ランクについて 
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今後の進め方④～運用の手引きに記載すべき事項～ 
１．認定機関に関する規則 
   １－１ 認定機関に求められる要件 
 １－１－１ 認定機関として認められるに際する必要文書    
   １－２ 認定機関の役割 
   １－３ 認定機関の運営 
 １－３－１ 公正な制度運営 
 １－３－２ 地域に密着した制度運営 
 １－３－３ 責任ある制度運営 
 １－３－４ 透明な制度運営 
 １－３－５ 機密保持 
 １－３－６ 苦情等への対応 
 
２．認証機関に関する規則 
   ２－１ 認証委員会の役割 
   ２－２ 認証業務を始めるための手続き 
 ２－２－１ 要件 
 ２－２－２ 申請 
 ２－２－３ 登録 
 ２－２－４ 要求事項等の改定時の実施猶予期間 
 ２－２－５ 認証規格の変更の連絡 
 ２－２－６ 苦情 
 ２－２－７ 利益相反 
 ２－２－８ 審査人の認定及び教育 
 
３．審査人の要件及び業務 
   ３－１ 審査人の要件 
   ３－２ 審査人の業務等  
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