
サービス産業の業種別
生産性向上アクションプログラム

策定に向けて
（参考資料）

平成２０年２月２８日

甘利議員提出資料



1

サービス産業生産性協議会とは

科学的・工学的アプローチ委員会

■ベストプラクティスを表彰・公表することにより、
企業の一層の取組を喚起。
（３年間で３００事例 を公表予定）

サービスプロセス委員会

人材育成委員会

品質・認証委員会

ＣＳＩ委員会

ハイ・サービス日本３００選選定委員会

サービス統計委員会

発足までの経緯 取組の具体例①

医療社団法人 いでした内科・神経内科クリニック
（製造業の管理ノウハウをサービス産業に活用）

・病院に

トヨタ生産方式を導入。
・６０分以内で診察が
終了した患者の割合が

２年間で
３８％ → ８５％
に改善。

協議会の概要

■平成１８年６月
新経済成長戦略でサービス産業生産性協議会の設置が明記。

■平成１９年４月
「サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会」（座長：
ウシオ電機（株）牛尾会長）で、協議会の概要を検討、とりまとめ。

■平成１９年５月
サービス産業生産性協議会が発足。

トヨタ生産方式で改善した
ナースステーション

幹事会

幹事会オブザーバー省：
経済産業省、総務省、文部科学省、厚生労働省、
国土交通省、農林水産省

（代表）

牛尾治朗氏

（幹事）
ほか産業界・有識者
２３名で構成。

受賞例

■産学官が連携する共通のプラットフォーム

ハイ・サービス日本３００選ハイ・サービス日本３００選

ＣＳＩ（顧客満足度指数）の開発ＣＳＩ（顧客満足度指数）の開発取組の具体例②

■サービスの質で競争する市場環境を整備する
ために、顧客満足度指数を開発。

企業例 分類 スコア 50                                        100
コストコ 小売 81 |||||||||||||||||||||||||||||||
シアーズ 小売 73 |||||||||||||||||||||||

ウォルマート 小売 69 |||||||||||||||||||
ユナイテッド航空 航空 63 |||||||||||||

トヨタ 自動車 87 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォード 自動車 77 |||||||||||||||||||||||||||

マクドナルド レストラン 63 |||||||||||||
スターバックス レストラン 77 |||||||||||||||||||||||||||

アマゾン WEB 87 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グーグル WEB 81 |||||||||||||||||||||||||||||||

バンク・オブ・アメリカ 銀行 72 ||||||||||||||||||||||

・ 平成１９年度は

３業種（百貨店、
総合スーパー、
フィットネスクラブ）
を対象に実証事業
を実施。今後、本格
導入を予定。 米国のCSIスコアの例（2006年）
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「サービス工学研究センター」とは

発足までの経緯 研究センターの役割・機能

■平成１８年６月
新経済成長戦略にて、「サービス研究センター」の設
置が明記。

■平成１９年１２月
（独）産業総合技術研究所とサービス産業生産性協
議会が連携・協力協定締結。

■平成２０年４月
（独）産業技術総合研究所に、「サービス工学研究
センター」を設置。(センター長は、吉川弘之理事長が兼務)

■サービス工学の研究拠点としての役割を果たす。
（サービス産業を業種横断的に扱う研究機関は国内
初。）

■徹底した現場主義による研究開発を行う。

■研究開発を通して、科学的・工学的手法による生産
性向上の方法論・ツールを確立する。

■企業、大学、研究機関等における産学連携を推進す
るための拠点機能を果たす。

サービス産業の生産性向上

サービス産業生産性協議会
産総研

サービス工学研究センター

企業 企業 企業 大学・研究機関

○企業への普及・啓発 ○生産性向上の方法論・ツールの開発

○産学連携拠点

連携・協力

研究体制図

（包括協力協定）
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産構審サービス合同小委における検討分野と検討の方向性

■ 生産性が低迷している分野

■ 相当の経済規模を持つ分野

■ 今後世界市場成長の

見込める分野

卸売、小売、ビジネスサービス、
情報サービス 等

対個人サービス、自動車小売 等

ビジネスサービス、金融 等

＜特に取組を進める必要がある分野＞

健全な競争ルールの整備

新規参入の促進
①競争環境に関する課題（参入障壁等）【２】業界要因

人材育成インフラ整備（リーダー人材育
成の仕組み等）

①人材育成インフラの整備状況

②組織の規模、技術の蓄積等
組織・人材

品質の明示化・標準化

商品開発

①質の明示化、担保ができていない

②商品開発（付加価値）力の不足
プロダクト

ビジネスモデル革新、ＩＴ利活用、サービ
ス工学、プロセスの標準化

①企業内各機能の効率性等
業務プロセ

ス効率性の
向上

マーケティン
グ付加価値

の向上

マーケティング・フレームワークの導入、
グローバル展開

①マーケティング力の欠如（需要と供給のミスマッチ、国際
的需要への未対応等）

【３】

個別企
業要因

規制・制度改革、顧客ニーズの把握等、
商慣行是正、税制改革

①資本市場（資金調達）、労働市場（人材確保）、製品市場
（取引慣行）等における生産性向上の阻害要因

②消費者の選好等文化的要因

③税制

【１】外部要因

方向性（例）課題（例）生産性を捉える論点

※労働生産性、国内雇用比率、付加価値比率は1995～2004年の平均値
出典：EUKLEMSより経済産業省作成

対米労働
生産性

国内雇用
比率

付加価値
比率

市場規模の
伸び率

全産業 62.3% 100.0% 100.0% 1.01
電気 100.2% 0.2% 1.7%
ガス 190.5% 0.1% 0.2%
建設 73.2% 9.8% 7.5% 0.82
卸売 56.1% 5.7% 8.3% 0.90
小売 54.2% 11.7% 5.1% 0.84
飲食・宿泊 46.0% 7.1% 3.0% 1.13
運輸 53.0% 4.9% 4.5% 0.94
情報通信 87.2% 0.9% 1.7% 1.39
金融・保険 95.7% 2.9% 5.8% 1.09
不動産 72.6% 1.5% 12.3% 1.16
ビジネスサービス 31.0% 9.1% 6.5%
　機械・設備リース 42.5% 0.5% 0.6%
　情報サービス 25.2% 2.2% 1.6%
　研究開発（※※） 8.2% 1.4% 0.3%
　法務・技術・広告 71.3% 0.3% 0.5%
教育 165.0% 4.9% 6.0% 1.28
その他個人・社会サービス 82.3% 6.2% 3.8% 1.07
第三次産業全体 60.4% 74.6% 76.8% 1.09

1.27

1.02

＜検討の方向性＞
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○㈱東洋ボデー【製造業（トラック車体）】

○㈱八幡ねじ【卸売業（ねじ）】

○㈱ヤマサキ【製造販売業（化粧品）】

表彰式の様子①中小企業ＩＴ経営力大賞のイメージ
表彰式の様子②

ＩＴを活用し、生産性や顧客満足度の向上を図るなど優れた経営を実践し、他の模範となる中小企業

等を表彰する「中小企業ＩＴ経営力大賞」を本年度創設。約４３０件の応募の中から、経済産業大臣

賞３件をはじめ２２件を表彰。

ＩＴを活用し、生産性や顧客満足度の向上を図るなど優れた経営を実践し、他の模範となる中小企業

等を表彰する「中小企業ＩＴ経営力大賞」を本年度創設。約４３０件の応募の中から、経済産業大臣

賞３件をはじめ２２件を表彰。

ＩＴによる生産性向上に向けた取組① ～中小企業ＩＴ経営力大賞～

経済産業大臣賞受賞企業
○明豊ファシリティワークス㈱【建設サービス業】

○㈲新福青果【農業】

○㈱ビッグ【不動産業】

○㈱ホイッスル三好【飲食業】

○千代田漬物㈱【卸売業（漬物）】

○久恒衣料㈱【小売業（衣料品）】

その他受賞企業例

優秀・特別賞優秀・特別賞

経済産業局長賞等
地域表彰等地域表彰等

経済産業大臣賞

大賞大賞

中小企業庁長官賞等
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中小企業が、ＩＴを利用・活用して経営革新、生産性向上を図る「ＩＴ経営」の実践を自主的に進める
ことを促すため、官民連携のネットワーク（IT経営応援隊）を通じて、研修事業、ベストプラクティス

の収集・普及事業、地域連携支援事業を実施。

研修事業

ＩＴ経営についての講義
ＩＴ経営についての講義

グループによるディスカッション
グループによるディスカッション

ベストプラクティスの普及

事例集の提供
事例集の提供

北海道ＩＴ経営応援隊
東北ＩＴ経営応援隊
関東ＩＴ経営応援隊
中部ＩＴ経営応援隊
関西ＩＴ経営応援隊
ちゅうごくＩＴ経営応援隊
四国ＩＴ経営応援隊
ＩＴ経営応援隊九州地域ブロック会議
沖縄ＩＴ経営応援隊

ＩＴコーディネータによる個別指導
ＩＴコーディネータによる個別指導

普及啓発セミナー
普及啓発セミナー

全国９つの地域で支援

中小企業経
営者が受講

・ＩＴコーディネーター
・地域ソフトウェアセンター
・商工団体
・ＩＴベンダ
・中小企業支援機関

・金融機関
・税理士
・中小企業診断士

等

地域の支援ネットワーク形成

ＩＴによる生産性向上に向けた取組② ～ＩＴ経営応援隊によるＩＴ利活用サポート～
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ＩＴに関する専門知識が不要かつ、安価にＩＴを活用できる情報処理提供サービスである
SaaSを普及させ、中小企業のＩＴ活用を支援する。
平成２０年度から、財務会計、給与計算等の情報処理サービスを提供する基盤となるシステム
の開発を行い、平成２１年度末に５０万社以上の中小企業が利用することを目指す。

ＩＴによる生産性向上に向けた取組③～SaaS(Software as a Service)の利用促進～

パッケージソフトの事例：
「弥生会計ネットワーク」
・ソフト購入費用：３７８，０００円
（２ユーザID）＋ハードウェア費用

・サポート＆サービス費用：６３，０００円
／年（２ユーザID）

ＳａａＳ・ASPの事例：
「ネットde記帳」
・サービス利用料金：３１，５００円／年（２
ユーザID） ※初期費用なし

①コストパフォーマンスがよい
・初期導入に係る費用負担が少ない
・必要なサービスを従量制又は定額制で購入できる

②システムの導入・運用・保守が不要
・高度で専門的なIT技術・知識が必要ない

・災害・ネットセキュリティ・人的管理の高度な環境を
装備 したデータセンタでベンダー企業が運用

ＳａａＳ導入のメリット

平成平成2121年度末にＳａａＳを利用する中小企業年度末にＳａａＳを利用する中小企業5050万社を目標万社を目標

B社B社A社A社 ASP/SaaSサービスベンダーASP/SaaSサービスベンダー

顧客
管理

人事
管理

財務
管理

人事
管理

財務
管理

社内システム 社内システム

従来システム

各社個別にシステム構築

顧客
管理

人事
管理

財務
管理

アプリケーションソフト
アプリケーションソフト

品揃えアプリケーションソフト

Internet

A社ユーザ B社ユーザ

情報処理サービス
そのものを購入

運用・保守は
サービスベンダー

ASP/SaaS

A社ユーザ B社ユーザ

【従来型のシステムとSaaSシステムの違い】


