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（１）サービス産業の高付加価値化を担う「人材」とは 

 一般にサービス業は、 

  ①サービスを企画・開発する「経営人材」 

    （既存企業の経営者、企業の経営・企画層（次世代の経営者）、新たな企業の起業家） 

  ②サービスを提供する「従業員人材」 

 といった「人材」こそが、付加価値の主な源泉。 

 こうした人材の育成が、サービス産業の高付加価値化の重要な要素の一つ。 
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（２）「経営人材」育成の必要性① 厳しい経営環境 

 消費者嗜好の多様化、国内市場縮小、競争激化が進む中、サービス業の法人
数は減少傾向。こうした経営環境の厳しさとのトレードオフで、経営人材の重要
性が増している。 

 こうした環境下、サービス業の多くの経営者は、特に次世代の経営者の育成・確
保が今後の重要課題と認識している。 

ビジネスの高付加価値化を図るための課題として 
サービス業の経営者が認識している事項（アンケート） 

出典：日本生産性本部「サービス産業生産性向上支援事業報告書」
（H20年度、経済産業省委託事業） 4 
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従業員との関係 
次世代の経営者の育成・確保 



（２）「経営人材」育成の必要性② サービスクリエイティブ経営人材 

 サービス産業は、これまでにない新たなサービスの創出により、そのビジネスモ
デルの革新が進んできた。 

 経営人材の中でも、こうした新たなサービスを生み出す経営人材（サービスクリエイティ

ブ経営人材）を育成し、日本発のサービスにより、サービス産業の革新を図ることも
重要な視点の一つ。 

㈱星野リゾート 星野 佳路氏【既存企業の経営者】 
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クックパッド㈱ 取締役 佐野 陽光【起業家】 

 慶応義塾大学卒業後、１９９７年、
クックパッドの前身企業「有限会社
コイン」を創業。 
 

 料理レシピの投稿・検索Webサー

ビスを開発。レシピ投稿者が、自身
のレシピに関する他ユーザーの閲
覧回数・コメント等を見れる仕組み
や、近所のスーパーの特売情報と
合わせたレシピ検索などの機能を
作り、多くのユーザーを獲得。 

 月間のべ約４０００万人（１３年１０月）が利用する日本
最大の料理レシピWebサービスへ成長。売上高約４９

億８２００万円、営業利益約２７億円の企業に成長（１３
年４月期）。 
 

 クックパッドは、平成２５年「情報化推進貢献個人等
表彰（経済産業省）」を受賞。 
 
 

 慶應義塾大学卒業後、米国コーネル
大学ホテル経営大学院へ留学。 
 

 その後、現JALホテルズに就職後、星

野温泉（現㈱星野リゾート）代表取締
役に就任。 
 

 所有と運営を一体とする観光産業でい
ち早く運営特化戦略をとり、顧客満足
度や労働生産性を追求した運営サー
ビスを提供するビジネスモデルを構築。 

 
 日本全国でホテル・旅館の再生案件を

手がけ、２０１４年現在、運営拠点は３
２か所まで成長した。 

 
 国土交通省の第２回観光カリスマに選

ばれている。 



 サービス産業向けの体系的な経営学を学ぶことができる、経営者育成の場が少
ないことが課題の一つ。 

  ①学術機関は東大、東工大のMOTに代表される様に,これまでは技術や製造業が中心。 

  ②セミナー等も、サービス業の経営に専門化したものは少ない。 

  ③経営者ネットワークも経済団体等は製造業中心。サービス業間のネットワークは細い。 

 経済団体も、サービス業の課題の一つとしてこの点を挙げている。 
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ビジネス・MOTの専門職大学院 

○サービス産業の経営者を対象に産官学の教育機関の
充実を！ 
 

  サービス産業はこれから成長する余地が大きい。その反面、企
業の急成長に経営者の力量が追いついていかないこともある。ガ
バナンス・コンプライアンスやCSR など経営者を教育する機関も必
要である。サービス経営学・サービス工学等も含み、又、実践的経
営スキルの向上も目指した、サービス産業のリーダー的経営者や
大学の研究者・教育者を講師とした「経営塾」のような教育機関を
充分な予算を取り、産官学で設置・拡充していくべきである。 

       （出典：サービス化経済の推進で日本経済の再成長を！ 
（2011、経済同友会）） 

サービス産業の人材に関する経済同友会の提言（抜粋） 

（２）「経営人材」育成の課題 育成の場 

セミナー等の学びの場に関するサービス事業者の声 

経営者ネットワークに関するサービス事業者の声 

Ｂ社 
（旅館業） 

Ａ社（飲食

業向けコンサ
ルタント業）  

「先代から事業を引き継ぐにあたり、旅館経営に関す
る知識を一から全てを学ぶ必要があった。業毎に経
営ノウハウは大きく異なるため、それぞれ専門的な
経営学を学べる学術機関は極めて重要。」 

Ａ社（飲食

業向けコンサ
ルタント業） 

「飲食業は、セミナーや交流会等の経営の学びの
場に参加する経営者は少ないと思う。」 

「大企業や、経営暦の長い企業の多い製造業と異な
り、飲食業は横のつながりは弱く、飲食業向けのネッ
トワークはあまり組成されておらず、情報のインプット
が少ない。」 （経済産業省によるヒアリングより） 

Ｃ社 
（情報サービ
ス業（ベン
チャー）） 

「特にあまり規模の大きくないサービス業は、クラウド
サービス等を利用したくともどこで学べば良いかわか
らない状況。こうした事業者向けのIT講習は、非常に
好評を得ている」 （経済産業省によるヒアリングより） 

○ビジネス・MOTの専門職大学院は、３１大学３３専攻
（平成２５年７月現在） 
 
○うち、技術経営関連は、９大学９専攻。 



 一部の大学院ではサービス産業に関する経営学プログラムが行われている。 
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サービス産業に関する経営学プログラムを有する主な大学院 
京都大学経営管理大学院 

（経営学修士） 
サービス価値創造プログラム 

【サービス産業全般】 

○サービスに関する高いレベル
の知識や専門性を有し、新た
なサービスを創造する「サービ
ス創造人材」の育成を行う。 

 
○各サービス分野のケーススタ
ディ、サービス創出の方法論・
マネジメント論、IT等の新技術
等に関するプログラムを提供。 

 
○２００７年より本プログラムを
設置。新たな事業を立ち上げ
た起業家や、企業の経営層を
輩出している。 

筑波大学大学院社会 
工学専攻（サービス工学修士） 

【サービス産業全般】 

ハリウッド大学院大学 
（ビューティービジネス修士） 
【理美容業（ビューティ産業）】 

参考①．日本のサービス産業の「経営人材」育成機関 

○サービス産業を工学的に分析
し、新たなサービスを創造する
人材「サービス分野の未来開拓
者」の育成を行う。 

 
○サービスを科学的に分析するス
キル、多様なサービスフィールド
においてそのスキルを使いこな
すノウハウ、現実問題に立ち向
う積極性・社会性・協調性を学ぶ。 

 
○２０１４年４月開設を予定。 

○ビューティビジネスで活躍する
高度な専門経営者、管理者、
教育者の育成を行う。 

 
○理美容・ブライダル・化粧品に
関する専門的な知識とともに、
経営に必要な経営学、会計学、
マーケティングを理論と実践の
両面から学ぶ。 

 
○２００８年開設。２０１０年、第１
期生が卒業し、卒業生のうち３
名が、美容サロンや美容販売
業の経営者として活躍中。 

千葉商科大学 
サービス創造学部 
【サービス業全般】 

○サービス業で活躍できる人材
の育成とサービス事業者への
人材輩出を行う。 

 
○サービスに関する学問の他、
５２企業と提携し実ビジネス体
験やインターンシップ等を実施。 

 
○２００９年開設。１学年２００人
規模。卒業生（第１期生）の就
職率９６％（2013年3月現在）を
達成。 



参考②．海外のサービス産業関連の教育機関の例1 
Cornell University School of Hotel Administration【宿泊業】 

Hospitality and Tourism  
Research Rankings by University（2011） 

1位 Cornel University 
2位 Hong Kong Polytechnic University 
3位 Pennsylvania State University 

出典：Hospitality and Tourism に関する世界の大手学術誌
「 Journal of Hospitality & Tourism Research 」によるランキング 

インターン・講義における提携先の有名ホテル等 

①マリオット・インターナショナルホテル【ホテル業】 
  世界各地にホテルを展開する米国の高級ホテル会社。ホ
テルの収益管理等に関するインターンを実施。 

 

②全米レストラン協会【飲食業】 
  米国の外食産業の業界団体。外食サービスの開発等に
関するインターンを実施。 

 

③Carnival Cruise Lines【娯楽業】 
  マイアミのクルーズ会社大手。顧客マーケティング等に関
するインターンを実施。 

 ホテル経営学を教える世界屈指の教育機関。ホテル経営学に関する博士・修
士・学士号を提供。 

 有名ホテル等と連携した講義やエクスターンシップ※など、ホスピタリティ業の経
営に特化した独自のカリキュラムを提供。※２週間程度、教育機関の学外で実務の研修を積むこと。 

 卒業生は、有名ホテルの他、他分野（金融等）において世界各国で活躍している。 

卒業生の主な就職先企業（２０１１） 
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・Batali & Bastianich Hospitality Group【米、飲食業】 
  Restaurant Manager 
 
・Carlson Hotels Worldwide Singapore【星、宿泊業】 
  CRM & Loyalty Marketing 
 
・Marriott International UK【英、宿泊業】 
  Senior Revenue Manager 
 
・Kimpton Hotels & Restaurants【米、飲食・宿泊業】 
  Area Revenue Management Analyst 
 
・Villa Romanazzi Carducci【伊、宿泊業】 
  Entrepreneur 
 
・InterContinental China【中国、宿泊業】 
  Revenue Management 

出典：Cornell University 「Post Graduate Report」（2011） 
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参考③．海外のサービス産業関連学術機関の例2 
The Culinary Institute of America(CIA)【飲食業】 

 １９４６年、米国初の料理学校として創設、１９７１年には米国初の飲食関連の学
士号（Bachelor of Professional Studies）を取得できる料理大学へ。 

 同学士号プログラムでは、世界各国の調理技術の講義・実習の他、会計やマー
ケティング等のマネジメントプログラムを提供（主に料理関連の職経験のある者を対象）。 

 米国では「食産業界のハーバード」と呼ばれ、ニューヨークのトップ１０レストラン
のうち７軒のシェフ・経営人材が同校卒という実績を誇る。 

 またシンガポールは、政府主導で同校を誘致し、分校を設立。飲食業の経営人
材や調理師の育成に努めている。 

日本とのつながり シンガポールにおけるCIAの誘致 
① 日本人卒業生 
 レストランの経営者、有名百貨店における飲食店

舗のオープニングマネージャー等、食経営の専門
家として活躍。 

 
② 日本食文化の発信 
 ２０１０年、 「日本の味と文化」をテーマに、国際料

理会議をCIAが開催。 
 

 日本側は、京都吉兆、キッコーマン、マルコメ、菊の
井、ソシエテミクニ等の飲食関連企業が参加。各国
のオーナーシェフや料理研究家等も参加し、日本
食文化の普及に貢献。 

 シンガポールでは、ホスピタリティ産業の人材育成
のため、国策として海外教育機関を誘致。 
 

 その一貫として、２００７年、CIAの分校を国立大学
Temasek Polytechnic内に誘致。飲食業の経営人材、
従業員人材の育成に努めている。 

出典：http://www2.ciachef.edu/singapore/index.html 出典：CIA Alumni Club of Japan 
(http://www.ciachef.jp/) 



 NPO法人日本ホスピタリティ推進協会が運営する、サービス産業の経営人材向
けの経営セミナー（経済産業省の無償公募事業）。 

 サービス産業の経営人材を招聘し、当該人材の経営体験講義や、ケーススタ
ディ、グループワークを主に実施。 

 平成２２年度より実施し、平成２４年度はのべ約６００名が参加。 
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参考④．サービス産業の経営人材の育成の場（知恵の場） 

■㈱一蘭（ラーメン店）の代表取締役社長。 
 
■一蘭では、「一人でゆっくり味わいたい」という 
  顧客ニーズに応えるため、 
  ・仕切り壁等を設置した「味集中カウンター」  
  ・声を出さずに注文できる「オーダーシステ 
   ム」  などの新サービスを導入。 
 
■知恵の場では、一蘭流マーケティング術、 
   サービス・商品開発、海外展開ノウハウ等を講演。 
   サービス産業の次世代経営者等から好評を得ている。 
 
■2013年3月には経済産業省「おもてなし経営企業選」に選出。 
 
■（㈱一蘭 
  1,993年設立。資本金4,000万円。従業員数正社員198名、アルバイト

3,100名。香港にも進出。 

知恵の場の主な講師 

「知恵の場」（２０１３年９月５日）講師 
岩田 松雄 氏 

「知恵の場九州」（２０１４年２月１９日）講師 
吉富 学 氏 

■元スターバックスコーヒージャパン代表取締役 
    最高経営責任者、現リーダーシップコンサル 

    ティング代表。 
 
■UCLAビジネススクールにて経営理論を学び、 
   様々な企業にて重要ポストを歴任。飲食業や 
   小売業等の企業の再生等を実現。 
 
■知恵の場では、特にスターバックス流の人材 
   育成、サービス・商品開発、ホスピタリティ企業 
   の成長の秘訣等、経営改革について講演。 
   サービス産業の次世代経営者等から好評を得ている。 
 
■（主な経歴） 
 2000年 ㈱アトラス（ゲーム制作会社）代表取締役社長 
  2005年  ㈱イオンフォレスト（化粧品小売業）代表取締役社長 
 2009年 スターバックスコーヒージャパン㈱CEO 
 2011年 リーダーシップコンサルティング設立。 



（３）「従業員人材」の必要性 従業員によるサービスの高付加価値化 

 サービスの多くは、従業員から顧客にその場で直接提供される（サービスの同時性）。
消費者の約４割は、サービス提供にあたっての従業員の対応を求めている。 

 つまり、サービスの付加価値は、従業員のサービス提供スキルにも大きく依存し
ている。 

消費者が商品・サービスの購入時に得たい情報（複数回答可） 
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デザイン 

製造場所や原産地 

購入・利用できる場所の利便性 

企業の信頼性 

商品やサービスに詳しい人の評価 

周囲の人や家族の評判 

購入・利用できる時間帯の利便性 

従業員の対応 

誠実な消費者対応をしているか 

環境保全に配慮しているか 

商品やサービスのアフターサービスの内容 

購入・サービスに関する契約の解約方法 

生活を便利にする商品開発力の有無 

企業情報の開示姿勢 

消費者の権利を積極的に伝えているか 

商品やサービスに関する問い合わせ窓口 

ユーザー同士のインターネット上のコミュニ… 

商品の廃棄方法 

地域に密着したサービス体制の情報 

出典：「消費者購買動向調査」(経済産業省（2012）） 

（％） 

（N=3000） 
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従業員によるサービスの高付加価値化事例 

 顧客に対して感動を提供できるほどの、従業員による丁寧
なサービス提供を徹底。これにより、５割という高いリピート
率を実現。 
 

 こうしたサービスを継続的に提供できるよう、従業員のモチ
ベーション維持を図るべく、同社他にはない以下の取組を
実施。 
 

  ・客単価（4000円／人）のうち10％を、顧客への感動提供

のために従業員が裁量を持って使える枠として設定（顧
客の好みに合わせた調理変更など）。こうした従業員個人
の取組を社内SNSで共有。 

 
  ・新卒社員は５年程度店舗に配属されるが、将来のキャリ

アを描けるよう、週一回、本部の仕事を経験させている。 

Ａ社（飲食店（居酒屋）） 

（経済産業省によるヒアリングより） 



 日本のサービス産業は人材が集まりにくいことが課題の一つ。 

 また、人材が定着しにくいことも課題の一つ。 

（３）「従業員人材」の課題① 人材の集まりにくさ、定着のしにくさ 

日本の社会人が働きたい企業（2013） 

 ○上位100位に飲食業1社、卸小売業1社がラ
ンクイン（宿泊業0社）。 
1位  グーグル（IT／通信） 
2位  トヨタ自動車（メーカー） 
3位  ソニー（メーカー） 
  ・ 
  ・ 
27位 スターバックスジャパン（飲食業） 
40位 ファーストリテイリング（小売業） 

出典：㈱インテリジェンス調査（2013） 

100 Best Companies to Work For（US,2012） 

○上位100位に飲食業2社、ホテル業3社、卸
小売業12社がランクイン。 
1位     Google （IT／通信） 
2位       Boston Consulting Group （コンサル業） 
4位     Wegmans Food Market （小売業） 
16位  Kimpton Hotels & Restaurants （ホテル･飲食業） 
32位  Whole Foods Market（小売業） 
78位  Publix Super Markets （小売業） 
85位  Four Seasons Hotels & Resorts（ホテル業） 
100位  Intercontinental Hotels Group(ホテル業） 

出典：Fortune社（2012） 
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産業別 ３年以内の離職率比較 

出典：厚生労働省「新規学卒者の事業所規模別・産業別離職状況」（2012） 

サ
ー
ビ
ス
産
業 

48.5  

45.0  

38.6  

38.5  

35.8  

26.8  

25.1  

20.8  

18.9  

15.6  

7.4  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

宿泊業、飲食サービス業 

生活関連サービス業、娯楽業 

医療、福祉 

不動産業、物品賃貸業 

小売業 

卸売業 

情報通信業 

運輸業、郵便業 

金融・保険業 

製造業 

電気・ガス・熱供給・水道業 



 これらの要因として、主に以下の待遇面の問題が挙げられる。 

  ① サービス産業は正規雇用の割合が低い業種が多い。 

  ② サービス産業は賃金水準が低い業種も多い。 
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産業別 労働者の雇用形態比較 

建設業 

製造業 

電気ｶﾞｽ熱供給
水道業 

情報通信業 

運輸業 

卸売・小売業 

金融・保険業 

不動産業 

飲食、宿泊業 

医療、福祉 

学習支援業 

サービス事業 

その他 

出典：総務省「H19就業構造基本調査」 
注：「雇用者」の総数から「会社などの役員」を除いたものを100%とし、それぞれ
の雇用形態別に割合を算出 

正規
雇用 

契約
社員 

嘱託・そ
の他 アルバイト パート 派遣社員 

（％） 

52.8 

30.8 

0 20 40 60 80 100 120 140

宿泊業 

小売業 

飲食業 

製造業 

卸売業 

娯楽業 

情報サービス業 

銀行業 

保険業 

放送業 

産業別 年間正社員賃金水準比較 

（全産業平均を100としたときの日労連の試算値） 

出典：日本労働組合連合会「産業別の賃金水運比較」（2011） 

（３）要因分析① 待遇面 



 多様な働き方の実現（p.32） 
  ○「多元的で安心できる働き方」の導入促進 
    ・職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図る

ため、成功事例の収集、周知・啓発を行うとともに、有識者懇談
会を今年度中に立ち上げ、労働条件の明示等、雇用管理上
の留意点について来年度中のできるだけ早期に取りまとめ、速
やかに周知を図る。これらの取組により企業での試行的な導入
を促進する。 

  

 正規雇用比率や賃金水準を高めるため、正社員の勤務形態の更なる柔軟化（多

様な形態による正社員）等の取組を進めることが重要。 

 また、「繁閑差が大きい」等のサービス産業の就労特性を踏まえた、サービス産
業の勤務形態のあり方も、重要な論点の一つ。 
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正社員の勤務形態の柔軟化に関する政府の取組の方向性 

（出典）厚生労働省「「多様な形態による正社員」に関する研究会報告書」より 

サービス事業者の声 

A社 
（ブライダ
ルサービ
ス業） 

「ブライダル業界は、顧客の都合に合わせたサービス提
供が求められるため、多くは夕方～夜のサービス提供が
メイン。従って残業を所与のものとする必要があり、ブラ
イダル業にあった正社員の労働時間体系が望ましい。」 

（３）要因分析② 労働法制 

 「 いわゆる正社員と同様に無期労働契約でありながら、職種、勤務地、

労働時間等が限定的な「多様な形態による正社員」の導入は、非正
社員にとって正社員転換の機会を拡大する可能性。正社員にとって
もワーク・ライフ・バランスの実現の一つの手段となりうる。」 

②日本再興戦略（抜粋） 

①多様な形態による正社員の導入に関する提言（厚生労働省） 

労働時間制度の概況 

通常の 
労働時間制 

一般的な働き方 
１日８時間、週４０時間まで 
（法定労働時間） 

変形 
労働時間制 

交替制勤務の場合や、季節等によっ
て業務に繁閑の差がある場合 

一定期間を平均して、法定労働時間の
範囲内であれば、１日８時間、週４０時
間を超えて労働させることができる。 

フレックス 
タイム制 

協定した労働時間の範囲内で、始
業・終業時刻を労働者にゆだねる場
合 

一定期間の総労働時間を労使協定で
定めれば、始業・終業時刻を労働者の
自由にできる 

事業場外 
みなし制 

事業場の外で労働する外回りの営
業職等 

所定労働時間または労使協定で定めた
時間を労働したものとみなす。 

専門業務型 
裁量労働制 

新商品や新技術の研究開発、情報
処理システムの設計、コピーライター、
新聞記者等 

労使協定で定めた時間を労働したもの
とみなす。 

企画業務型 
裁量労働制 

事業の運営に関する事項について
の企画、立案、調査及び分析の業務
に従事する場合 

労使委員会決議した時間を労働したも
のとみなす。 

制度名 対象 制度の内容 

（経済産業省によるヒアリングより） 

出典：：厚生労働省「弾力的労働時間制度の概要」 



 人材が集まりにくい・定着しにくい要因として、サービス事業者の人材ニーズと大
学／大学院が輩出する人材のミスマッチが考えられる。 

 これに関し、サービス事業者側からは、高等教育機関におけるサービス産業に
関する経営学の充実等を求める声が挙がっている。 

 一方、教育機関側はこれまで製造業との連携（共同研究）が中心（工学部など）。
サービス産業との連携は必ずしも多くはなかった。 

（３）要因分析③ 人材ニーズとのミスマッチ  

○サービス産業の経営学につき高等教育機関の更なる充実
を！ 

  現在でも大学に観光学部やホテル経営学科など、徐々に
できつつあるが、産業構造の変化に、大学など高等教育機
関の構造は対応しておらず、相変わらず第一次・二次産業
重視である。産業構造の変化に合わせた教育内容の改革
が望まれる。特に国立大学は実際の産業構造に合わせて
変化するべきである。 

 
  サービス産業の従業員についても、それぞれ個別分野ご
とに専門知識や能力が必要となってきており、就職してから
のOJT では間に合わなくなりつつある。在学中のインターン
制度など、学校教育にサービス産業の職業訓練をさらに取
り入れて行くべきである。 

 
（出典：サービス化経済の推進で日本経済の再成長を！（2011、経済同友会） 

サービス産業の人材に関する経済同友会の提言（抜粋） 
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大学における共同研究の分野別の割合（2012年度） 

（出典：文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」（2012年度）） 

○製薬等のライフサイエンス分野、半導体製造等のナノテ
クノロジー・材料といった、製造業関連が中心。 



 サービス事業者の企業内の人材育成が不十分であることも課題の一つ。 

  ①欧米と比べ、教育研修にかける費用・従業員が少ない。 

  ②人材育成に関するノウハウやツールの活用が不足しているとの声がある。 
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日本 米国 欧州 

1998年 
（根本 孝） 

53,137 79,577 106,071 

1999年 
（産業能率大学） 

47,322 99,235 95,285 

2011年 
米国：ＡＳＴＤ 
日本：産労総合研究所 

約3万4千 約10万 －  

従業員一人あたりの研修費用（年間） 

研修を受講した従業員の比率（1998年） 

75% 71% 

47% 

0

20

40

60

80

米国 欧州 日本 

（％） 

                      （単位：円） 

出典：明治大学 根本孝教授による調査 

（３）「従業員人材」育成の課題② 企業内の人材育成が不十分 

有識者のコメント 

○特に日本のサービス業は、人材育成に関するノウハウ、ツー
ルを学ぶ場や、活用が不足していると一般的に言われている。 
 
○また社内研修への投資も諸外国比較で日本は最低レベルと
いうのも良く知られている。 
（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 高橋俊介特任教授） 

25歳以上の社会人の学士課程への入学者の割合（国際比較。2009） 

出典：OECD教育データベース（2009）。ただし、日本の数値については、「学校基本調査」及び 
    文部科学省調べによる社会人入学生数 
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（４）サービス産業の人材育成に関する政策の方向性（案） 

（１）サービス産業の「経営人材」の育成の促進 
  ①大学院等の教育機関によるサービス経営学プログラムを更に広めるべきではない

か。 
    そのため、サービス産業と大学院との連携強化や、社会人の学び直しやインター

ンシップの拡大などを支援すべきではないか。 
 
  ②大学院等の教育機関による特定のサービス（ホスピタリティ業など）の経営学プログラムを更

に広めるべきではないか。 
 
  ③知恵の場等の経営の学びの場の更なる普及・拡大を進めるべきではないか。 

 
 
（２）サービス産業の「従業員人材」の育成の促進 
  ①サービス事業者の求める人材を大学や専門学校が輩出することを促すため、サー

ビス事業者の人材ニーズの明確化と、大学へのフィードバックの仕組みを作るべき
ではないか。 

 
  ②政府で議論を進めている労働法制の見直しの議論にあわせ、サービス事業者の特

性に合わせた雇用のあり方も検討すべきではないか。 

サービス産業の高付加価値化を担う人材の育成を促進する 
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