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「業種別生産性向上プログラム」 

 

はじめに 

 

 近年、中小企業の多く存在する業種を中心に生産性の伸びが低下している。

特に、サービス産業においては技術と経営環境の急速な変化への対応が遅れて

いる企業も多く、同一業種内における企業間の生産性のばらつきが大きくなっ

ている。ＩＴ化とグローバル化の進展により色々な分野において生産性の向上

がみられる一方で、様々な制約によって生産性の向上が遅れている分野もある。 

政府においては、このような認識のもと「成長力加速プログラム」を策定1し

「経済財政改革の基本方針 2007」に盛り込んだ。また、中小企業の生産性向上

を目指し「中小企業生産性向上プロジェクト2」などの施策を実施している。平

成 20 年２月 28 日の経済財政諮問会議において業種別生産性向上プログラムを

早期に策定・実行すべきとの提言が民間議員よりなされた。これを受けて、業

種別のプログラムを関連各省が今般取りまとめたので、ここに報告する。 

内閣府では、サービス産業を中心とするいくつかの重点業種3について、生産

性向上のために検討すべき課題についての分析を行った4。その結果、企業の規

模、ＩＴ化、規制、グローバル化などの要因が影響していることが分かった。

さらに、規制・商慣行の見直し、取引の透明化、規格の標準化、ＳＣＭ5などに

よるＩＴの活用と組織の改革、業務プロセスの系統的な分析と設計、国際連携、

産学連携、異業種連携、人材育成などの課題がヒアリングにおいて指摘された。

こうした認識を共有しつつ、各省庁が所管する主要業種について各種の施策を

検討し策定したものが本プログラムである。 

なお、本プログラムについては、各省庁が担当責任者を決めてフォローアッ

プを実施する。進捗状況と成果について可能な限り数値を用い年２回程度定期

的に経済財政諮問会議に報告する。 

本プログラムの対象となる業種は次のとおりである。 

                                                  
1 平成 19 年４月 25 日 
2 経済産業省ホームページ

（http://www.meti.go.jp/press/20071113004/20071113004.html）を参照。 
3 「経済財政改革の基本方針 2007」などの指摘に加え、業種別生産性についての先行研究

などを参考にして次の８業種を対象として選定した。ＩＴ（ソフトウェア・情報サービ

ス）、通信・放送・コンテンツ、住宅・建設・不動産、宿泊・旅行、卸・小売、食品加工、

物流、人材ビジネス。 
4 内閣府「業種別生産性向上に向けた検討課題」（平成 20 年４月 28 日）

（http://www.keizai-shimon.go.jp/special/taskforce/item3.pdf）を参照。 
5 サプライチェーンマネジメント（supply chain management） 

 1

http://www.meti.go.jp/press/20071113004/20071113004.html
http://www.keizai-shimon.go.jp/special/taskforce/item3.pdf


 

 2

「業種別生産性向上プログラム」対象業種 

「経済財政改革の基本方針 2007」などの指摘に加え、業種別生産性の水準及

び伸び率、就業者の割合、インフラ的役割を担う重要性などを参考に、以下の

８業種を対象とする。 

１. ＩＴ（ソフトウェア・情報サービス） 

２. 通信・放送・コンテンツ 

３. 建設・住宅・不動産 

４. 宿泊・旅行 

５. 小売 

６. 食品製造 

７. 物流 

８. 人材ビジネス 

なお、経済産業省・産業構造審議会による「サービス産業の業種別生産性向

上プログラム」における 11 業種のうち、上記８業種に含まれるＩＴ（ソフトウ

ェア・情報サービス）と小売を除く下記９業種についてもここに掲載する。 

① 研究開発サービス 

② 認証サービス 

③ プラントエンジニアリング 

④ プラントメンテナンス 

⑤ 総合商社 

⑥ 対個人サービス 

⑦ 業務プロセスアウトソーシング 

⑧ 環境装置のサービサイジング 

⑨ 自動車販売 

図 業種別労働生産性の日米比較（参考） 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

卸・小売

電気・ガス

通信等

スサービス

運輸等

ビジネ

金融仲介

建設
産業計
0.59

飲食・宿泊

電気・ガス

0.3％

金融仲介

2.8％

建設

9.4％

通信等

0.9％

卸・小売

18.2％

運輸等

4.9％

飲食・宿泊

7.4％

ビジネスサービス

9.9％

その他サービス

その他サービス

4.2％

不動産

食品加工

不動産

1.6％

食品加工

2.5％

（備考）　１．ＥＵ ＫＬＥＭＳデータベースより作成。

　　　　　２．同データベースにおける産業別の購買力平価（1997年値）を用いて、労働生産性水準を比較し、
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  （労働生産性、米国＝１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（就業者数のシェア、％） 



 

１．IT（ソフトウェア・情報サービス） 経済産業省 

(1) 総論 

情報サービス業の生産性を向上させていくため、これまで科学的・工学

的手法に基づくソフトウェア開発（ソフトウェア・エンジニアリング）の

促進のための拠点の整備や、産業構造・市場取引を可視化していくための

各種ツールの整備・普及、高度 IT 人材の育成をはじめとする各種情報サー

ビスのサプライヤ向けの施策を展開するとともに、情報サービス産業の構

造にも大きな影響を与えているユーザに対しても、中小ユーザ企業の質の

高い IT 投資の促進支援策などに取り組んでいるところである。 

 今後もこれらの施策を継続して実施していくとともに、必要に応じて弾

力的に見直し、拡充を図りながら最適な施策を講じていく。 

 

(2) 政策としての取組 

① 科学的・工学的手法に基づくソフトウェア開発（ソフトウェア・エン

ジニアリング）の促進 

品質や信頼性の高いソフトウェアの開発力強化に取り組むとともに、開

発の成果を先進的なソフトウェア開発プロジェクトにおいて実践・検証す

るため、産学官が連携する拠点として平成 16 年に独立行政法人情報処理推

進機構（IPA）にソフトウェア・エンジニアリング・センター（SEC）を設

置し、ソフトウェア開発の生産性・信頼性を向上させる手法（ソフトウェ

ア・エンジニアリング手法）の開発をはじめ、手法の導入促進、国際標準

の獲得などを実施している。今後もこれらの取組を継続していくとともに、

成果の普及を図っていく。 

なお、近年、情報システム障害が相次いで発生している状況を踏まえ、

情報システムが障害を発生しにくい手法等の確立に力点を置いた活動も展

開する。 

 

② 我が国が強みを有するソフトウェアの国際競争力強化 

自動車、ロボット、産業機械など我が国が国際的に強みを有するものづ

くり製品を制御し、機能を実現するソフトウェアである組込みソフトウェ

アについて、プラットフォーム化を進めるなど開発を効率化していく。あ

わせて、ユーザ・ベンダ間の協業を促進するための環境整備を行う。また、

製品がグローバルに展開している分野を中心に、標準プラットフォームの

国際標準化を戦略的に進めていく。 
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③ 産業構造・市場取引の可視化・高度化 

産業構造・市場取引を可視化・透明化するツールとして、「情報システム

の信頼性向上に関するガイドライン」、「情報システムの信頼性向上に関す

る評価指標」、「情報システム・モデル取引・契約書」、「IT 投資価値評価ガ

イドライン」（平成 19 年 12 月）等の各種ガイドライン・指標等を整備して

きた。引き続きこれらのガイドライン・指標等の普及に努めていくととも

に、平成 20 年４月に公表した、中小ユーザ企業等の IT 取引の実態を考慮

した「情報システム・モデル取引・契約書＜追補版＞」を普及していく。 

今後は、「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」及び「情報

システムの信頼性向上に関する評価指標」の見直していくとともに、民間

協議会「情報サービス・ソフトウェア取引高度化協議会（仮称）」を立ち上

げ、IT と法務両方の知識を兼ね備えた専門家を IT 取引へ介在させていく

仕組み等を含めたモデル取引・契約の普及・実効性担保に向けた環境の整

備を進めるとともに、「人月単価」からの脱却のためのパフォーマンスベー

スのユーザ・ベンダ間取引に関するガイドラインを策定する。 

 

④ 情報システムの信頼性の向上 

IPA／ソフトウェア・エンジニアリング・センターを中核として関係機関

とも連携を図りながら、情報システムが障害を発生しにくい手法等の確立

に力点を置いた活動を展開していく。 

また、「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」及び「情報シ

ステムの信頼性向上に関する評価指標」の見直し、ユーザ・ベンダ間の合

意を真に担保する契約・取引の在り方の見直し、IT と法務両方の知識を兼

ね備えた専門家を IT 取引へ介在させていく仕組み等について検討を進め、

ユーザ・ベンダが共同して信頼性の高い情報システムを構築していく環境

を実現する。 

     

⑤ 高度 IT 人材の育成 

IT人材育成については、これまで、情報処理技術者試験6の実施や、高度

IT人材の評価や育成に資する人材スキル標準7等の人材育成に係るツール

の整備、産学連携による実践的教育の推進などに取り組んできたところで

あるが、昨今、ITの経営への浸透、IT開発サービスの構造変化、グローバ

                                                  
6 情報処理の促進に関する法律（昭和 45 年法律第 90 号）に基づき IT 技術者の有する知識・

技能を確認するたに実施される国家試験。年間約 60 万人が応募。 
7 IT 技術者に求められるスキルを体系化した指標。IT スキル標準（ITSS／2002 年～）、組

込みスキル標準（ETSS／2005 年）、情報システムユーザースキル標準（UISS／2006 年

～）の３指標が整備されている。 
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ル化など情報サービス業を取り巻く環境の変化を踏まえ、高度IT人材の育

成のための総合的な取組をさらに拡充・強化することが求められるに至っ

ている。 

このため具体的取組として、客観的な人材育成メカニズムの構築の一つ

として、IT スキル標準などの人材スキル標準との整合化を図った情報処理

技術者試験を、平成 21 年春より実施することとしている。 

また、教育機関に対しては、実践的なIT教育のためのカリキュラム標準

を策定するとともに、それらの教育機関での活用や産学連携の取組みを推

進していくため、産学人材育成パートナーシップ情報処理分科会8が設置さ

れた。ここでは産学で求められる高度IT人材像を共有するとともに、人材

育成カリキュラムの整備に取り組んでいるほか、実際に情報システムを開

発した経験が無い教員に対して実践的な開発プロセスや技術を獲得するた

めの機会や、専門教育を受けずにIT技術者として活躍している者に対して

ソフトウェア・エンジニアリングに基づく教育を実施するための施策等に

ついての検討を進めている。 

さらに、国際的な人材育成メカニズムの構築に資するため、我が国情報

処理技術者試験とアジア 11 カ国・地域の IT 技術者試験との相互認証を締

結し、合格者が我が国に入国する際の査証発給の要件緩和措置を講じてい

る。 

また、独創的なアイデアを有する開発者を発掘・育成している。 

今後は、これらの取組を継続していくとともに、企業の壁を越えて人材

育成等に取り組む IT 技術者のコミュニティー活動の支援や、将来を担う人

材に対するキャリア開発計画の提示、アジア諸国の IT 人材と我が国 IT 人

材のスキルの標準化に向けた取組、突出した人材が活躍できる環境整備等

を行っていく。 

 

⑥ IT 投資の拡大・質の向上 

ⅰ）中小企業の IT 投資の拡大 

中小企業の IT 投資が進まないのは、IT 投資の負担が大きいことに加え、

IT に対する知識の不足や、社内に IT に関する専門人材を確保することが

困難であるため、IT の活用方法や効果について理解されていないことなど

が大きな要因である。これらを解決するために、以下の取組を推進してい

                                                  
8 グローバル競争が激しさを増す中、我が国における人材育成について、産業界と教育会が

協力して横断的課題や分野別課題について、産学双方向の対話の場として「産学人材育成

パートナーシップ」が創設され、８つの分科会の一つに情報処理分科会が設置されている。

http://www.ipa.go.jp/jinzai/sangaku/index.html 
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る。 

 

ア．IT 活用のベストプラクティスの収集・普及 

IT を活用して優れた経営（IT 経営）を実践し、他の中小企業が IT を

活用した経営に取り組む際の参考となるような中小企業を経済産業大

臣等が表彰する制度である「中小企業 IT 経営力大賞」を平成 19 年度に

創設した。同年度は、経済産業大臣賞３件をはじめとする約 150 の IT

経営の成功事例を収集・公表した。2010 年までに 1000 件のベストプラ

クティスを収集・公表すべく、来年度以降も継続的に実施していくこと

としている。 

 

イ．各地域における支援体制の整備 

     平成 16 年度から全国９地域において、IT コーディネータや中小企業

診断士、税理士等の専門人材、銀行等の金融機関及び商工会議所等の

中小企業支援機関が連携し、地域の中小企業の IT 活用を支援していく

ためのネットワークである「IT 経営応援隊」を設置し、中小企業経営

者に対する IT 利活用に関する研修やセミナー、相談会等を実施してい

る。平成 20 年度は、中小企業の規模、業種、IT 導入レベルに応じた研

修をきめ細かく全国で展開するとともに、開催箇所も倍増して約 200

カ所以上で実施する予定である。 

今後は、中小企業の IT 導入を一層進めるため、各地域の中小 IT ベン

ダと連携を強化するなど、地域のユーザのニーズにきめ細かく対応でき

るようにするため、地域における IT ベンダの IT 供給力の向上を図る取

組を展開していく。 

 

ウ．SaaS(Software as a Service)の普及に向けた基盤の整備 

SaaS9は、従来の情報システムと異なり、ユーザが自前で情報システム

を構築・運用する必要が無いことから、ITシステムの導入に係る資金的

余裕がない企業や、ITに関する専門人材がいない企業でもITを活用する

ことを可能とするサービスである。 

この SaaS を普及し、今まで IT の活用が遅れていた中小企業の IT 活

用を底上げしていくために、本年度から財務会計、給与計算等の業務か

ら電子申請までを行える情報処理サービスを提供する基盤となるシス

テムを開発する。また、昨年度 SaaS 利用者が安心して SaaS を利用する

                                                  
9 Software as a Service。サプライヤがインターネット経由で、ソフトウェアを提供するサ

ービス。 
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ために策定した、利用者と提供者間で合意すべきサービス内容やその具

体的設定例等について規定した「SaaS 向け SLA ガイドライン」の普及を

図っていく。 

 

   

ⅱ）企業内・企業間の最適化に向けた IT 経営の実践促進 

IT による生産性の向上を加速化するため、経営者らによる「IT 経営協

議会」を設置し、IT 経営実践に向けて必要な環境整備・制度整備等の提言

を行う。具体的には、IT 経営に悩む企業のカイゼン活動に基づく IT 経営

実践のガイドラインの策定・改訂を行う他、業種横断的なデータ連携に向

けた標準作り、ユーザー企業における人材育成、情報システムの信頼性確

保に向けた制度設計、IT 環境経営のあり方、情報の利活用を支える情報セ

キュリティの実現方策などに取り組む。これらにより、IT 経営の抜本的な

普及を図り、世界トップクラスの IT 経営を実現する。 

 

⑦ オープンなソフトウェアの普及促進 

過去に開発したソフトウェアの再利用など効率的な開発を促進したり、

オープンな協業によりイノベーションを促進するためには、オープンソー

ス・ソフトウェア（OSS）10をはじめとするオープンな標準11に基づいたソ

フトウェアを普及していくことが有効な手法であり、これまで、民間を巻

き込んだOSSの普及体制の整備や、政府IT調達の標準・技術参照モデル

（TRM: Technical Reference Model）の考え方について、検討を進めてき

た。 

引き続きＯＳＳ・オープンな標準に基づくソフトウェアの普及促進に向

けた取組を継続し、特にオープンな標準及び TRM は、政府調達における活

用を加速するための体制の整備を進めていく。 

 

⑧ イノベーションを促進する制度の見直し、運用の明確化 

ソフトウェアのイノベーションを促進させるためには、知的財産の活

用・流通の促進を図るための取り組みであるパテントプールや、パテント

コモンズの利活用促進等の海外で活用されている制度の在り方について

検討を進める必要がある。 

                                                  
10 ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを公開し、誰でもそのソフトウェアの改良

や再配布が可能なソフトウェア。 
11 オープンな標準とは、原則として、①開かれた参画プロセスの下で合意され、具体的仕

様が実装可能なレベルで公開されていること、②誰もが採用可能であること、③技術標準

が実現された製品が市場に複数あることのすべてを満たしている技術標準をいう。 
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また、政府調達におけるソフトウェア開発の成果を活用していくために、

「ソフトウェアに係る日本版バイ・ドール制度に係る運用ガイドライン」

（平成 19 年８月）の活用を促進する。 
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【工程表】ＩＴ（ソフトウェア・情報サービス） 【工程表】ＩＴ（ソフトウェア・情報サービス） 

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

1

（独）情報処理推進機構（ＩＰＡ）
に設置しているソフトウェア・エ
ンジニアリングセンター（ＳＥＣ）
を中心としたソフトウェア・エン
ジニアリング手法の開発をはじ
め、手法の導入普及、国際標
準の獲得などを継続していくと
ともに、情報システムが障害を
発生しにくい手法等の確立に力
点を置いた活動を展開する

ＳＥＣにおいて、エンタープライ
ズ系及び組込み系両分野にお
いて先進的なソフトウェア開発
手法・ツール等の開発・普及を
推進する。

ソフトウェア・エンジニアリング
手法の確立及び普及を目指
す。

2

組み込みソフトウェアについ
て、ユーザ・ベンダ間の協業を
促進するための環境整備を行
う。

組込みソフトウェアのユーザ・ベ
ンダ間の議論の場を設定する。

平成２０年度に設定した場にお
ける議論を促進する。

我が国が強みを有
するソフトウェアの
国際競争力の強
化

3

組み込みソフトウェアについ
て、製品がグローバルに展開し
ている分野を中心に、標準プ
ラットフォームの国際標準化を
戦略的に進めていく。

組み込みシステムの中の共通
基盤的なソフトウェアのプラット
フォーム化推進に向けた車載
制御用のプロジェクト実施体制
を作るなど企業連携を促進する
具体的な施策について、引き続
き検討を行う。

平成２１年度までに車載制御用
の高信頼な基盤ソフトウェア開
発環境を開発・整備する。

4

民間協議会を立ち上げ、ITと法
務両方の知識を兼ね備えた専
門家をＩＴ取引へ介在させていく
仕組み等を含めたモデル取引・
契約の普及・実効性担保に向
けた環境整備を行う。

民間協議会を立ち上げ、関連
業界団体とともに左記専門家を
ＩＴ取引へ介在させていく仕組み
等の検討など、モデル取引・契
約の普及・実効性担保に向け
た環境整備の検討を行う。

左記環境整備の検討結果を踏
まえ、実効性のあるモデル取
引・契約の普及・促進を図る。

5

「人月単価」からの脱却のため
のパフォーマンスベースのユー
ザ・ベンダ間取引に関するガイ
ドラインを策定する。

高付加価値型取引のあり方や
その活用基盤の整備に向けた
検討を行い、高付加価値型の
ユーザ・ベンダ間取引に関する
ガイドラインを策定する。

左記検討結果を踏まえ、実際
の取引での活用など高付加価
値型ユーザ・ベンダ間取引の普
及・促進を図る。

情報システムの信
頼性の向上

6

「情報システムの信頼性向上に
関するガイドライン」及び「情報
システムの信頼性向上に関す
る評価指標」の見直しを行う。

平成２０年度内に「情報システ
ムの信頼性向上に関するガイド
ライン」の改訂及び「情報システ
ムの信頼性向上に関する評価
指標」の改訂を実施。

改訂後は普及に努める。

高度ＩＴ人材の育成 7

ITの高度化・専門家に対応した
客観的な人材育成メカニズム
の構築のため、ＩＴスキル標準な
どの人材スキル標準との整合
を図った情報処理技術者試験
を実施する。

情報処理技術者試験とＩＴスキ
ル標準などの人材スキル標準
との整合化に向けた作業を実
施

平成２１年春に新たな試験を実
施する。

科学的・工学的手
法に基づくソフト
ウェア開発（ソフト
ウェア・エンジニア

リング）の促進

産業構造・市場取
引の可視化・高度

化

取組の方向性 No.
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具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

8

産学で求められる高度ＩＴ人材
像を共有するとともに、人材育
成カリキュラムの整備に取り組
むほか、実際に情報システムを
開発した経験が無い教員に対
して実践的な開発プロセスや技
術を獲得するための機会や、
専門教育を受けずにＩＴ技術者
として活躍している者に対して
ソフトウェア・エンジニアリング
に基づく教育を実施するための
施策等についての検討を進め
る。
また、企業の壁を越えて人材育
成等に取り組むＩＴ技術者のコ
ミュニティー活動を支援する。
さらに、若い人材に対してＩＴの
重要性や魅力をアピールすると
ともに、突出した人材の発掘・
育成をしていく。

産学連携人材育成パートナー
シップの下、ＩＴ分野における産
学連携の場として2007年11月
に設置した情報処理分科会に
おいて産業界及び教育界の課
題及び対応策等につき、引き
続き検討を行う。

産業界及び教育界が継続的に
議論する場として情報処理分
科会を活用し、必要に応じて高
度ＩＴ人材の育成施策の見直し
等を行う。

9
アジア諸国のＩＴ人材と我が国Ｉ
Ｔ人材のスキルの標準化に向
けた取組を実施する。

アジアにおけるＩＴ人材スキルの
共通化を目指し、我が国の情
報処理技術者試験とアジア各
国（インド、中国、ベトナム等）
の情報処理に関する試験との
相互認証を維持・継続する。ま
た、専門家派遣等を通じたＩＴス
キル標準の策定・導入支援、域
内の産業界・大学等における普
及を促進する。

アジアにおけるＩＴ人材スキルの
共通化を目指し、我が国の情
報処理技術者試験と各国の情
報処理に関する試験との相互
認証を引き続き推進する。ま
た、専門家派遣等を通じ、アジ
ア域内各国での共通ＩＴスキル
標準の導入支援、域内の産業
界・大学等における普及を促進
する。

10

「中小企業ＩＴ経営力大賞」を通
じて、2010年までに1000件のベ
ストプラクティスを収集・公表す
べく、継続的に実施していく。

「中小企業ＩＴ経営力大賞」を引
き続き実施するとともに、収集
した成功事例をインターネット
や事例集の配布等を通じて広く
情報提供を行う。

平成22年度までに1000件のベ
ストプラクティスを収集、公表す
る。

11

「ＩＴ経営応援隊」による中小企
業経営者に対するＩT研修やセ
ミナー、相談会等を実施すると
ともに、各地域の中小ＩＴベンダ
と連携を強化するなど、地域に
おけるＩＴベンダのＩＴ供給力の
向上を図る取組を展開してい
く。

・ＩＴ経営応援隊による経営者等
への研修会について、業種や
規模ごとにきめ細かく対応する
とともに、実施回数を倍増（全
国200回程度）する。
・ＩＴ経営応援隊と地域の中小ベ
ンダとの効果的な連携について
検討する。

ＩＴ経営応援隊のネットワークを
強化し、地域における中小企業
ユーザ、中小ＩＴベンダ、ＩＴコー
ディネータ等専門家等によるＩＴ
利活用の好循環モデルを創出
し、普及促進を行う。

12

財務会計、給与計算等の業務
から電子申請までを行える情
報処理サービスを提供する基
盤となるシステムを開発する。

インターネットを活用したソフト
ウェア提供サービス（ＳａａＳ）を
活用して、中小・小規模企業で
も、安価かつ容易にＩＴを活用し
た業務効率化を行えるよう、基
盤となるシステムの開発を行
う。これにより、財務会計、人事
給与、顧客管理等の業務の革
新を支援するとともに、公的手
続きの電子申請による円滑化
を図る。

平成２１年度までに基盤システ
ムを開発する。

13
「ＳａａＳ向けＳＬＡガイドライン」
の普及を図っていく。

平成19年度に策定した、ＳａａＳ
サービスにおける利用者と提供
者間で合意すべきサービス内
容等に関する指針「ＳａａＳ向け
ＳＬＡガイドライン」について、セ
ミナー等の場を通じて、普及を
促進する。

ＳａａＳサービスの今後の普及
状況を踏まえ、必要に応じて現
行のＳＬＡガイドラインを見直し
つつ、事業者が安心してＳａａＳ
サービスを受けられるようガイド
ラインの普及に努める。

高度ＩＴ人材の育成

取組の方向性 No.

ＩＴ投資の拡大・質
の向上
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 11

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

14

ＩＴによる生産性の向上を加速
化するため、経営者らによる「Ｉ
Ｔ経営協議会」を設置し、ＩＴ経
営実践に向けて必要な環境整
備・制度整備等の提言を行う。

経営者によるＩＴ経営協議会を
開催し、ＩＴ経営実践に向けた「Ｉ
Ｔ経営憲章」の採択を行う。

・ＩＴ経営協議会を継続して開催
するとともに個別課題に対応し
た分科会を実施、検討を行い、Ｉ
Ｔ経営の実践を促進する。

15

「IT機器の省エネ」と「ITを活用
した社会全体の省エネ」を目指
すべく「グリーンＩＴ推進協議会」
を設立し、普及啓発等を進める
とともに、技術開発の推進、ＩＴ
による環境貢献度の可視化な
どを進める。

我が国の取組を対外的に発信
するため「グリーンＩＴ国際シン
ポジウム」を開催するとともに、
洞爺湖サミットの環境ショー
ケースやゼロエミッションハウス
の場を活用して、我が国の「グ
リーンＩＴ」の取組を海外メディア
を通じて発信する。また、省エ
ネ効果の高いＩＴ関連技術の
マッピングやロードマップ作成、
ＩＴによる環境負荷低減効果の
評価・可視化の手法を検討す
る。

「グリーンＩＴ推進協議会」を継
続して開催するとともに、個別
課題の検討を進め、「グリーンＩ
Ｔ」の取組を推進する。

オープンなソフト
ウェアの普及促進

16
ＯＳＳ・オープンな標準に基づく
ソフトウェアの普及促進に向け
た取組を継続していく。

政府調達のためのＴＲＭの案を
作成し、公表する

オープンソフトウェアを安心して
活用するための環境整備を行
う。

17

知的財産の活用・流通の促進
を図る制度であるパテントプー
ルや、パテントコモンズの活用
を促進していく。

パブリックドメインの構築や、相
互運用性の確保等によるイノ
ベーションの向上を図るなど、
産業界の自主的な対応を促進
する。

産業界の自主的な対応を引き
続き促進していく。

18

政府調達におけるソフトウェア
開発の成果を活用していくため
に、「ソフトウェアに係る日本版
バイ・ドール制度に係る運用ガ
イドライン」（平成１９年８月）の
活用を促進していく。

関係府省において積極的に活
用されるよう普及に向けた取り
組みを行う。

現行のガイドラインを普及しつ
つ、必要に応じて改訂・追補を
行う。

19

ソフトウェアの受託開発時にお
いて著作権の権利の帰属が適
正になされた契約を促進してい
くために、平成１９年度に策定し
た「情報システム・モデル取引・
契約書」を普及していく。

E-learningシステムの整備やセ
ミナーの開催など「情報システ
ム・モデル取引・契約書＜追補
版＞」の普及に向けた取り組み
を行う。

現行のモデル取引・契約書を
普及しつつ、必要に応じて改
訂・追補を行う。

イノベーションを促
進する制度の見直
し、運用の明確化

ＩＴ投資の拡大・質
の向上

取組の方向性 No.
 

 



 

２．通信・放送・コンテンツ 総務省 

本格的な少子高齢化社会に突入し、経済成長率の低下、地域間格差の拡大等

我が国はさまざまな社会的課題に直面している。 

このような状況において、世界最高水準のＩＣＴ環境を達成した我が国にお

いては、「いつでも、どこでも、誰でも、何でも」ネットワークに簡単につなが

るユビキタスネット社会を実現することによって、ＩＣＴが日本経済を牽引し、

かつ豊かで安全な未来社会をもたらす役割を果たすことが期待されている。 

ＩＣＴ産業の発展を図りつつ、ＩＣＴの技術革新がもたらす生産性向上など

のメリットを国民・社会に広く還元していくため、下記の戦略的プログラムに

基づいて具体的な取組を進める。なお、「ＩＣＴ成長力懇談会」において、「Ｉ

ＣＴ成長力強化プラン」を策定することとしている。 

 

【通信・放送分野の改革の推進】 

（１）現状と課題 

我が国は世界で最も安くて速いブロードバンド環境を達成しており、この

世界最先端のインフラを最大限に活用し、先進的なデジタル・サービスが開

発・提供され、国民生活、経済活動及び文化の全般に技術革新のメリットが

行き渡るようにするためには、通信・放送分野について抜本的な改革を進め

ていく必要がある。 

 

（２）取組と方向性 

  「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」（平成 18 年 6 月）に基づき、

施策のタイムスケジュールなどを明示した「通信・放送分野の改革に関する

工程プログラム」を平成 18 年 9 月に策定。同プログラムに基づき、 

・ガバナンス強化を含むＮＨＫ改革、マスメディア集中排除原則の緩和等の

放送分野の改革について、第 168 国会において放送法等の一部を改正する

法律案が可決・成立、 

・通信・放送の融合・連携に対応した新たな法体系について、「通信・放送の

総合的な法体系に関する検討会報告書」（平成 19 年 12 月）を踏まえ、情報

通信審議会において平成 20 年 2 月から具体的な制度を検討中、 

・通信分野の公正競争ルールの整備について、携帯電話の販売奨励金に係る

見直し等を内容とする「モバイルビジネス活性化プラン」を策定（平成 19

年 9 月）、 

等、具体的取組が確実に進捗。引き続き、工程プログラムに基づき必要な制

度整備等を行い、通信・放送分野の改革を進める。 
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【ＩＣＴ産業の国際競争力強化】 

（１）現状と課題 

ＩＣＴ産業は我が国経済のリーディング産業であり、ＧＤＰ成長率の４割

を牽引するとともに、技術的にも海外の専門家から高い評価を得ている。し

かし、一方で、携帯電話やパソコン等の情報通信機器市場では、日本の主要

メーカーの売上高の合計が海外主要メーカー１社の売上高に及ばず、国内市

場に偏重した「ガラパゴス化」が指摘されるなど、グローバル市場展開に課

題を抱えている。また、海外での事業展開、標準化・知的財産権の獲得、人

材育成等も今後の大きな課題になっている。我が国ＩＣＴ産業のさらなる発

展を図るためには、国内市場偏重から脱却し、積極的な国際展開等を通じた

戦略的な取組が必要である。 

 

（２）取組と方向性 

「ＩＣＴ国際競争力懇談会最終とりまとめ」（平成 19 年 4 月）を受け、「Ｉ

ＣＴ国際競争力強化プログラム」（平成 19 年 5 月）を策定。同プログラムに

基づき、平成 19 年度から平成 20 年度までを「ＩＣＴ国際競争力強化年間」

と位置付け、世界の需要に応えるＩＣＴサービスの開発・実証を行う「ユビ

キタス特区」事業、先端的な技術開発を推進する「ジャパン・イニシアティ

ブ・プロジェクト」の推進、放送コンテンツをはじめとする我が国の魅力あ

るコンテンツの発信によるソフトパワーの強化、ナショナルセンター構想を

含む高度ＩＣＴ人材育成、各国・地域の情報収集等国際展開支援等、産学官

の連携強化等により我が国ＩＣＴ産業の国際競争力強化を図るべく各種施策

を推進している。 

 

【ＩＣＴによる生産性向上】 

（１）現状と課題 

  人口減少社会下の我が国経済を新たな成長のトレンドに乗せるためには、

ＩＣＴの利活用を促進し、生産性の向上を図ることが不可欠である。特に、

我が国の世界最先端のネットワーク環境を活かし、これまでＩＣＴを十分に

活用できていなかった産業分野や、大企業に比べＩＣＴに対する投資余力の

少ない中小企業等、幅広い産業・組織におけるＩＣＴ利活用を促進していく

ことが重要である。 

 

（２）取組と方向性 

「ＩＣＴ国際競争力懇談会最終とりまとめ」（平成 19 年 4 月）を受け、「Ｉ
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ＣＴ生産性加速プログラム」（平成 19 年 6 月）を策定。同プログラムに基づ

き、情報通信審議会「ＩＣＴによる生産性向上に関する検討委員会」におい

て検討を進め、平成 20 年 5 月に「ＩＣＴによる生産性向上戦略（案）」を公

表（パブリックコメントを募集中）。同戦略に基づき、ＡＳＰ・ＳａａＳ12の

普及促進や更なる徹底活用に向けた環境整備、ネット上の企業台帳（「企業デ

ィレクトリ」）の整備、実社会の企業活動をネットワーク上で可視化する「場

所コード」の構築等、生産性向上に向けたＩＣＴ共通基盤整備を進める。 

 

【放送コンテンツの制作取引の適正化】 

（１）現状と課題 

昨今、放送コンテンツ製作における放送コンテンツ製作者の役割の重要性

は増大してきており、製作環境を改善し、製作インセンティブの向上を図る

観点からも、製作取引の適正化の要請は一層高まってきている。 

こうした状況を踏まえ、放送コンテンツに係る製作取引の現状を検証する

とともに、当該分野における適正な製作取引のガイドラインの策定など、よ

り具体的な取組を進めていく必要がある。 

 

（２）取組と方向性 

平成 20 年 1 月より、総務省において「放送コンテンツの製作取引の適正化

の促進に関する検討会」を開催。放送コンテンツ分野における製作取引の現

状を把握・検証するとともに、下請代金支払遅延等防止法、独占禁止法等の

関係法令や具体的事例等を踏まえた、適正な製作取引のガイドラインを策定

するとともにそのフォローアップ体制の整備について検討中。放送コンテン

ツ分野における適正な取引のためのガイドラインの周知・啓発・フォローア

ップ等を行うとともに、製作者等を取り巻く製作環境を改善し、製作インセ

ンティブを向上させ、製作取引の適正化を目指す。 

                                                  
12 ASP（Application Service Provider）・SaaS(Software as a Service)。情報通信システム

の有する機能を、ネットワーク経由で提供するサービス。 
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【工程表】通信・放送・コンテンツ 

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

通信・放送分野の改
革の促進

1

「通信・放送分野の改革に関する
工程プログラム」（平成18年9月1
日）に基づき、通信・放送分野の
改革を促進

ガバナンス強化等のＮＨＫ改革、
マスメディア集中排除原則の緩和
等の放送分野の改革、通信・放
送の融合・連携に対応した法体系
の検討、通信分野における公正
競争ルールの整備等、通信・放送
分野の改革促進を図る

引き続き、同プログラムに基づき
必要な制度整備等を行い、通信・
放送分野の改革を促進する

ＩＣＴ産業の国際競争
力強化

2

「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」
（平成19年5月22日）に基づき、産
学官の連携強化等により我が国Ｉ
ＣＴ産業の国際競争力強化を図る

平成19年度から平成20年度まで
を「ＩＣＴ国際競争力強化年間」と
位置付け、世界の需要に応えるＩ
ＣＴサービスの開発・実証を行う
「ユビキタス特区」事業、先端的な
技術開発を推進する「ジャパン・イ
ニシアティブ・プロジェクト」の推
進、アニメ・ゲーム等我が国の魅
力あるコンテンツの発信によるソ
フトパワーの強化、ナショナルセ
ンター構想を含む高度ＩＣＴ人材育
成、各国・地域の情報収集等国
際展開支援等、各種施策を集中
的に展開する

各施策を着実に実施していくとと
もに、「ＩＣＴ国際競争力会議」にお
いて継続的に産学官連携、施策
の進捗管理等を行う

ＩＣＴによる生産性向
上

3
「ＩＣＴ生産性加速プログラム」（平
成19年6月20日）に基づき、ＩＣＴを
活用した生産性の向上を図る

「ＩＣＴ生産性加速プログラム」（平
成19年6月22日）に基づき、ＡＳＰ・
ＳａａＳの普及促進のための環境
整備、業種業界横断で利用でき
るコード体系や認証連携機能を
有するICT共通基盤の整備等に
ついて、「情報通信審議会　ＩＣＴ
による生産性向上に関する検討
委員会」における検討結果を踏ま
え、具体策を順次実施

情報通信審議会答申を踏まえ、
各施策を着実に実施

放送コンテンツの製
作取引の適正化

4

放送コンテンツ分野における適正
な製作取引の実現に向け、より透
明で公正な製作取引の実現を図
る

「放送コンテンツの製作取引の適
正化の促進に関する検討会」（平
成20年1月～）において、放送コン
テンツ分野における製作取引の
現状を把握・検証するとともに、下
請代金支払遅延等防止法、独占
禁止法等の関係法令や具体的事
例等を踏まえた、適正な製作取
引のガイドラインを策定するととも
にそのフォローアップ体制の整備
について検討

放送コンテンツ分野における適正
な取引のためのガイドラインの周
知・啓発・フォローアップ等を行う
とともに、製作者等を取り巻く製作
環境を改善し、製作インセンティ
ブを向上させ、製作取引の適正
化を促進するための具体策を順
次実施

取組の方向性 No.
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３．建設・住宅・不動産 国土交通省 

（１）総論 

 建設投資が急激に減少する中で、建設産業は厳しい経営環境に直面している。

建設産業における労働生産性は他産業に比べて相対的に低い水準にあるが、マ

クロ的な要因としては建設投資の急激な減少によるところが大きく、ミクロ的

な要因としては、屋外・単品・受注生産という現場の特性や、重層下請構造と

いう産業特性を背景として、企業レベル、現場レベルでの非効率性の存在が挙

げられる。 

 建設産業の労働生産性を高めるためには、建設産業全体として、建設生産シ

ステムの改革（バリュー・フォーマネーの実現）・公正な競争環境の整備を進

めるとともに、個々の企業による経営合理化への取組を促進することが必要で

ある。 

 住宅産業において、住宅供給の多くを担う地域の大工・工務店等は生産合理

化や技術力の向上が求められているため、木造住宅の供給体制の整備、担い手

育成等の取組を進めることが必要である。 

不動産業は、開発・分譲、流通、賃貸、管理と多様な事業形態があるほか、

事業者の規模もさまざまであるが、今後のストック重視の住宅政策の展開に向

けた既存住宅流通の活性化や不動産投資市場の健全な発展を図る観点から不

動産業の生産性向上を図るためには、不動産情報に関する収集・分析コストの

低減を図る必要がある。 

 

（２）政策としての取組                            

① 入札契約制度改革の推進 

 技術と経営による競争の促進による建設生産システムの生産性の向上及び

価格と品質が総合的に優れた調達によるバリュー・フォーマネー13の実現を目

指す。このため、一般競争入札の拡大、企業の技術力等の価格以外の要素も適

切に評価する総合評価方式の導入・拡充を促進する。また、ＣＭ方式14等多様

な発注方式の活用による発注者の体制補完を図るとともに、ワンデーレスポン

ス15、三者協議16等による受発注者間の連携を促進し、我が国におけるパート

                                                  
13 バリュー・フォー・マネー：対価に対して最も価値の高いサービス。 
14 ＣＭ方式：コンストラクション・マネジメント方式のこと。発注者・受注者の双方が行

ってきた様々なマネジメント（発注計画、契約管理、施工監理、品質管理等）の一部を、

これまでの発注方式とは別な方法で、別の主体に行わせる契約方式。 
15 ワンデーレスポンス：受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」

に回答するよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なの

かを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にす
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ナリング17等のあり方に関する検討を行う。 

                                                                                                                                                 

 元請業者の下請業者へのしわ寄せ等の不公正な取引慣行を是正し、元請下請

関係を適正なものとするため、「建設業法令遵守ガイドライン18」の改定及び更

なる普及、元下関係に係る実態調査の拡充、法令遵守推進本部による立入検査

の実施等を推進する。 

 

② 建設生産システムのＩＣＴ19化、合理化の推進 

建設生産物は、発注者・設計者・建設業者・資材業者等による協業により生

産されているが、建設生産システムのＩＣＴ化、合理化を推進し、業務の効率

化やコストの削減を進めることが求められている。 

このため、ＩＣＴを活用して施工の効率化を実現する情報化施工の戦略的な

普及を図るため「情報化施工推進戦略（仮称）」の策定を行うほか、公共事業

における受発注者間の電子情報の共有やＣＡＤ20を活用した設計・施工の合理

化を推進するとともに、適正な履行期間確保や通年の業務平準化のため、国庫

債務負担行為を活用した複数年契約を推進する。また、建設業者による資材の

共同購入システムの構築などの事業効率化に向けた取組やＩＣタグによる資

材管理の高度化、ロボットによる自動施工などのＩＣＴを活用した取組等を支

援していく。 

 

③ 経営力の強化 

地域の建設産業は、公共投資への依存度が高く、厳しい経営環境に直面して

いる。一方、地域経済・雇用を支え、災害対応の担い手としても大きな役割を

果たしている。こうした状況を踏まえ、各企業においては、その特性を生かし

つつ、技術力・施工力・経営力を強化することが求められている。 

このため、経営改善・コストダウン、経営統合・企業間連携、「川上、川下

分野」・新分野進出など、幅広く相談に応じるワンストップサービスセンター

事業を充実させるとともに、農業・福祉・環境・観光等の新分野進出の取組等

の支援（「建設業の新分野進出・経営革新モデル構築支援事業」等）を行って

いく。 

 
ること。 

16 三者協議：設計思想の共有、条件変更への対応等のための発注者、設計者、施工者の三

者による協議。 
17 パートナリング：建設生産における対立構造を排除し、関係者が信頼関係をベースに共

通の目標に向かって取り組む手法。 
18 平成 19 年６月 29 日発表。 
19 ＩＣＴ：Information and Communication Technology 
20 ＣＡＤ：Computer Aided Design。コンピュータ支援による設計のこと。 
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④ 人材の確保・育成 

建設生産は、屋外・単品・受注生産であり、事業ごとに異なる施工条件・施

工内容等の中で、優れた技術者・技能者がその技術力や技能をいかに発揮でき

るかによって、生産の成否が大きく左右される。このように建設産業は「人」

で成り立つ産業であり、建設産業を支える優秀な人材の確保・育成とその評価

が不可欠である。 

 このため、現場の施工において中核的役割を担う「基幹技能者」の確保・育

成を図るとともに、地域の建設業団体と工業高校等と連携した将来の人材の確

保・育成を図る取組みを支援していく。 

 

⑤ 地域における住宅生産の合理化 

地域における住宅産業の生産性向上のためには、地域の住宅市場において重

要な位置を占める木造住宅について生産合理化のための取組を強化すること

が重要である。このため、地域の住宅関連事業者が共同して行う木造住宅の供

給体制整備、普及推進、担い手育成、企画開発等の取組への支援を実施する。 

 

⑥ 不動産流通の活性化・効率化 

不動産業における生産性向上においては、業界全体での不動産情報規格の標

準化や情報共有のための連携強化、個社における情報検索能力や市場分析能力

の向上等を通じた不動産流通の活性化・効率化が必要である。併せて、昨今著

しい拡大をしている不動産投資市場の健全な発展を促す必要がある。 

このため、レインズ21（指定流通機構）の拡充（現在４つのシステムに分か

れて登録されている物件情報データの統合、レインズが保有する成約情報を活

用した不動産取引情報提供サイトの情報量拡大及び機能改善等）や不動産市場

データベース22の構築により、不動産取引・不動産投資に当たっての情報収

集・分析コストの低減に資する情報を広く提供する。 

 

                                                  
21 レインズ(REINS)：Real Estate Information Network System の略称で、国土交通大臣

から指定を受けた全国４箇所の指定流通機構が運営している不動産情報交換のためのコ

ンピュータ・ネットワーク・オンラインシステム。 
22 不動産市場データベース：不動産の取引価格情報等に加え、新たにオフィス・マンショ

ンの賃料等のデータを収集・加工し、広く提供するデータベース。 
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【工程表】建設・住宅・不動産 

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

1

一般競争入札の導入を拡大し（平
成８年度から継続中）、企業の技
術力等価格以外の要素も適切に
評価する総合評価方式の導入を
促進する。

国土交通省直轄事業の一般競争
入札対象額を６千万円以上に引
き下げ、また、総合評価方式を原
則実施する。地方公共団体につ
いても、総合評価方式の導入目
標等の設定を促進し、所要の支
援を行う。また、低入札価格調査
等の品質確保対策を推進する。
実施状況をふまえ、各発注者に
対して所要の要請を行う。

２０年度の取組を引き続き実施す
るとともに、各発注者の実施状況
をフォローアップし、必要に応じ、
各発注者に対して更なる取組に
ついて要請を行う。

2

建設業法令遵守推進本部や建設
業法令遵守ガイドラインの活用に
より、適切な元請下請関係を構築
する。

平成１９年度に開催した低価格受
注問題検討委員会の提言を受
け、建設業法令遵守ガイドライン
の改定及び更なる普及を図るとと
もに、下請代金支払状況実態調
査の拡充・見直しを実施する。

ガイドラインの更なる普及を図る
ことで、法令遵守を徹底する。

3
CM方式（コンストラクション・マネ
ジメント方式）の活用、ワンデーレ
スポンス、三者協議の推進

地方公共団体のＣＭ方式活用の
ため、モデル的導入の支援を行う
とともに、ＣＭ方式活用協議会に
おいて、課題整理の検討を行う。
国土交通省直轄事業におけるＣ
Ｍ方式の試行を引き続き実施す
る。また、ワンデーレスポンス、三
者協議の実施による発注者・設
計者・施工者の連携を推進する。

２０年度の取組を引き続き実施す
るとともに、２１年度より、パートナ
リング、ＫＰＩｓ（Key Performance
Indicators）等の新たなシステムの
導入に向けた検討を行う。

4

ＩＣＴを活用して施工の効率化を実
現する情報化施工の戦略的な普
及を図る「情報化施工推進戦略
（仮称）」の策定を行う。

情報化施工推進会議での審議結
果に基づく「情報化施工推進戦略
（仮称）」を平成２０年７月に策定
する。

推進戦略に基づいて、情報化施
工の普及に努める。

5

・公共事業における受発注者間
の電子情報の共有やCADを活用
した設計・施工の合理化を推進す
る。
・適正な履行期間確保や通年の
業務平準化のため、国庫債務負
担行為を活用した複数年契約を
推進する。

・「国土交通省CALS/EC AP（アク
ションプログラム）2008（仮称）」に
公共工事に関する生産性の向上
を盛り込み、推進する。
・より一層の早期発注を推進す
る。

・平成２０年度の成果を踏まえ、
「AP」に基づく生産性向上を推
進、フォローアップする。
・工事以外の分野においても、国
庫債務負担行為を活用した複数
年契約を推進する。

6

建設業者による資材の共同購入
システムの構築などの事業効率
化に向けた取組やICタグによる資
材管理の高度化、ロボットによる
自動施工などのＩＴを活用した取
組等の支援を行う。

建設業の新分野進出・経営革新
モデル構築支援事業の公募を実
施。建設業の生産性向上に資す
る先進的な取組に関するモデル
事業を７月末までに選定し、選定
事業の取組を支援する。

選定されたモデル事業の成果を
全国に普及・促進する。

7

経営改善・コストダウン、経営統
合・企業間連携、「川上、川下分
野」・新分野進出など、幅広く相談
に応じるワンストップサービスセン
ター事業を充実する。

「建設業経営相談窓口」を全国に
８４箇所設置し、建設業者からの
相談に応じて、「建設業経営支援
アドバイザー」を派遣し、個別企
業の経営力向上・生産性向上に
向けた取組を支援していく。

事業者の視点に立って、個別企
業の経営力向上、生産性向上に
向けた取組みを引き続き支援して
いく。

8
農業・福祉・環境・観光等の新分
野進出の取組等の支援を行う。

建設業の新分野進出・経営革新
モデル構築支援事業の公募を実
施。建設業の生産性向上に資す
る先進的な取組に関するモデル
事業を７月末までに選定し、選定
事業の取組を支援する。

選定されたモデル事業の成果を
全国に普及・促進する。

取組の方向性 No.

札契約制度改革
の推進

設生産システム
CＴ化、合理化の

経営力の強化

入

建
のＩ
推進
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具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

9
現場の施工において中核的役割
を担う「基幹技能者」の確保・育成
を図る。

基幹技能者講習の登録制度を盛
り込んだ改正建設業法施行規則
を４月１日から施行。

引き続き、基幹技能者が広く周知
され、活用が図られるよう努め
る。

10

工業高校等と連携し、建設技術
者・技能者による生徒への実践
的指導や生徒の企業実習の実施
等、将来の人材の確保・育成に向
けた取り組みを支援する。

建設業人材確保・育成モデル事
業の公募を実施。モデル事業を５
月末までに選定し、選定事業の
取組を支援する。

選定されたモデル事業の成果を
全国に普及・促進する。

11

地域の木造住宅関連産業の競争
力強化、木造住宅市場の活性化
を図るため、地域の住宅関連事
業者が共同して行う木造住宅の
供給体制整備、普及推進、担い
手育成、企画開発等の取組への
支援を実施する

平成20年度４月から、　地域木造
住宅市場の活性化に資する木造
住宅の供給体制整備、普及推
進、担い手育成、企画開発その
他の事業を公募を開始し、優れた
事業を応募した者による取組を支
援する。

平成22年度まで事業を実施し、そ
の後も引き続き住宅生産の合理
化等の取組の普及推進に努め
る。

の活性
化・効率化

12
レインズの拡充（情報量拡大及び
機能改善等）や不動産市場デー
タベースの構築を行う

【不動産市場データベース】：取引
価格情報等の提供に加え、平成
２０年度末を目途に、賃料、維持
修繕費等の不動産管理に係る収
益費用の価格情報のうち、可能
なものからデータ公表を開始

【レインズの拡充】：２１年度に拡
充機能を稼働

【不動産市場データベース】：引き
続き、情報の拡充、可能なデータ
を公表

取組の方向性 No.

地域における住宅生
産の合理化

不動産流通

人材の確保・育成
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４．宿泊・旅行 国土交通省 

（１）総論 

宿泊・旅行業の生産性向上を図るためには、個人・小グループ旅行の増大

や旅行者ニーズの多様化等の環境変化、外国人旅行者のニーズに対応したビ

ジネスモデルを構築するとともに、新たなサービスの提供を促進することが

課題である。そのための方向性としては、①業務の共同化や流通の効率化等

の経営革新を通じた経営基盤の強化、②多様で付加価値の高いサービスの提

供による顧客満足度の向上を通じた集客力・収益性の向上、③長期的な生産

性向上を可能とするためのソフトインフラの整備などを図っていく必要があ

る。 

 

（２）政策としての取組 

①新たなビジネスモデルの構築による経営基盤の強化 

 個人・小グループ旅行の比重が高まる中、従来の団体客を中心に設計さ

れたビジネスモデルは、収益性において厳しい状況になってきている。そ

こで、旅行動向の変化に対応した新たなビジネスモデルを構築し、経営基

盤の強化を図るため、業務の共同化や流通の効率化等について実証事業を

実施して先進事例をとりまとめ、普及・啓発することなどにより、個別企

業による収益性・生産性向上に向けた取組を支援する。 

 

②ニューツーリズムの創出・流通の促進 

 旅行者ニーズが多様化し、とりわけ地域独自の魅力を生かした体験型・

交流型観光へのニーズが高まってきている。こうしたニーズに応える高付

加価値型のニューツーリズムは、新たな旅行需要の創出を図る上で極めて

重要であるが、その促進のためには顧客ニーズの把握や旅行商品化に向け

たノウハウの蓄積が必要である。また、ニューツーリズム旅行商品は大量

規格商品を中心とした現在の旅行市場では流通しにくい側面があり、地域

発の旅行商品と旅行者を結ぶ仕組みの構築が必要である。 

そのため、平成19年度より、実証事業によるニーズの把握・ノウハウの

蓄積や、ニューツーリズム旅行商品を創出する地域と旅行会社とのマッチ

ングのためのデータベースの構築等を講じているところである。今後とも、

データベースの活用や実証事業の実施などによりニューツーリズム市場の

育成を図り、ニューツーリズム旅行商品の創出・流通を促進する。 

 

③人材の育成 
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    宿泊・旅行業における顧客満足度の向上を図るためには、国内外の観光

旅行者に対する接遇の向上を促進することが重要である。これまで、観光

事業従事者等を対象に訪日外国人対応レベルの向上を図る研修を実施して

きたところであるが、今後はこのような取組とあいまって、関係業界と連

携しながら、観光事業従事者の新たな技能評価システムの導入や資格制度

の導入により、観光事業従事者のインセンティブの向上や、増加している

訪日外国人旅行者に対する接遇の向上を図る。 

 

④地域の一体的な観光振興との連携 

宿泊・旅行業の集客力・収益性は、地域全体の魅力・ブランド力と密接 

に関連するものであることから、地域の関係者との連携により、集客力を

相乗的に高めることが重要である。平成 18・19 年度には、旅館と地域の飲

食店等との連携による「泊食分離23」等の取組について実証事業を実施した。

こうした取組も踏まえつつ、今後は、第 169 回国会において成立した「観

光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」により、

宿泊・旅行業を含む地域の関係者が一体となって行う観光振興の取組を総

合的に支援していく。また、同法に基づく旅行業法の特例により、地域の

魅力を生かした地域密着型旅行商品の宿泊業者による販売を容易化するこ

とを通じて、宿泊業者と旅行業者の連携を促進するとともに、宿泊施設に

おけるオプションサービスの多様化を図る。さらに、同法に基づく宿泊サ

ービスの改善・向上のための施設整備に対する中小企業金融公庫の特別貸

付制度による、増大する個人・グループ客の受入に対応した客室の改修等

を行いやすくするための環境を整備する。 

 

⑤顧客満足度を重視した経営の普及 

 旅行者ニーズに対応した質の高いサービスの提供によるリピーターの確

保を図り、生産性の向上を実現するためには、個別企業による顧客満足度

を重視した経営努力が不可欠である。このため、顧客満足度を重視した経

営の確立に向けた課題等についての調査・分析を行うとともに、旅行者満

足度調査を実施することなどにより、顧客満足度を重視した経営の普及・

定着を図る。 

 

⑥統計の整備 

                                                  
23 泊食分離：食事サービスと宿泊サービスの提供を分離することにより、個々の顧客のニ

ーズに合わせて食事の取り方の自由度を高めること。 
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宿泊・旅行における生産性向上を図るためには、的確なマーケティング

を可能とするための統計の整備が不可欠である。このため、平成15年度か

ら実施している「旅行・観光消費動向調査」及び平成19年から実施してい

る「宿泊旅行統計調査」について、調査対象の拡大や調査項目の追加など

更なる充実のための検討を行う。また、日帰り旅行者に関する統計等その

他の観光旅行者に関する統計について、都道府県が行っている統計調査を

踏まえつつ、地方公共団体が採用可能な共通基準を策定し、平成22年に共

通基準での調査の実施を目指す。 さらに、観光がもたらす経済効果の国際

間比較を正確に行うことができるよう、国際的に導入が進みつつある「Ｔ

ＳＡ（Tourism Satellite Account）24」の導入に向けた検討を行う。 

 

【工程表】宿泊・旅行 

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

なビジネスモデ
る経営

基盤の強化
1

業務の共同化や流通の効率化等
の経営革新を促進する

「観光産業のイノベーション促進
事業」により、業務の共同化や流
通の効率化等について実証事業
を実施

実証事業により積み上げた成功
事例の普及・啓発等により、生産
性向上に向けた取組を支援

ニューツーリズムの
の促進

2
旅行者ニーズの多様化を踏まえ
た、ニューツーリズムの創出・流
通を促進する

「ニューツーリズム創出・流通促
進事業」により、実証事業としてモ
ニターツアーを実施

実証事業により積み上げた成功
事例の普及・啓発やデータベース
の活用等により、ニューツーリズ
ムの創出・流通を促進

人材の育成 3
国内外の旅行者に対する接遇の
向上を促進する

「訪日外国人に対応した観光事業
従事者の人材育成」及び「観光事
業従事者の技能評価手法の検
討」を実施

引き続き、訪日外国人に対応した
観光事業従事者の人材育成等に
より、旅行者に対する接遇の向上
を促進

地域の一体的な観光
振興との連携

4
地域の関係者が一体となって行う
観光振興の取組を総合的に支援
する

「観光圏の整備による観光旅客
の来訪及び滞在の促進に関する
法律（観光圏整備法）」に基づく支
援を実施

引き続き、観光圏整備法に基づく
支援等により、地域の関係者の
連携による取組を促進

顧客満足度を重視し
た経営の普及

5
顧客満足度を重視した経営の普
及・定着を図る

顧客満足度を重視した経営の確
立に向けた課題の検討を行うとと
もに、「旅行者満足度調査」を実
施

調査結果の活用等により、顧客
満足度を重視した経営の普及を
促進

統計の整備 6 観光に関する統計を整備する
「旅行・観光消費動向調査」及び
「宿泊旅行統計調査」を実施

左記調査の充実を図るとともに、
その他観光旅行者に関する統計
の整備を推進

No.取組の方向性

新た
ルの構築によ

創出・流通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
24 ＴＳＡ（Tourism Satellite Account）：国や地域の旅行・観光に係る経済のありさまを記

述するための国際的な統計基準であり、他産業との比較や国際間比較を可能とすること

を重要視している。 
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５．小売 経済産業省 

 (1) 総論 

小売業の生産性向上においては、個別企業の努力として、サービスの質

を維持する一方で顧客満足に直結しない業務を減らすなど効率化を進め

るとともに、業界全体での標準化や商慣行改善の取組などに積極的に協力

していくべきである。また、政府としては、小売事業者が安全・安心で効

率的なネットワークを実現できる環境を整えることが課題である。 

また、特に中小小売業の生産性を向上させるために取るべき方向性とし

ては、集積性の促進、環境変化への対応力の強化、効率化の推進、サービ

スの高付加価値化を目指して、①中小小売業の特徴である集積メリットを

最大限に高めること、②個店の経営力向上を促進すること、という２つの

観点から捉えるべきであり、両者の相乗効果により更なる生産性の向上が

促進されるものと考えられる。 

 

(2) 政策としての取組 

① 高効率化を可能とする基盤整備 

IT を駆使したサプライチェーンマネジメントを進めるため、国際標準の

流通 IT インフラが整いつつあり、これを活用する業種・業態をさらに拡大

する。電子タグや次世代 EDI の国際標準化が進行しているが、電子タグの

導入に必要となる運用ルールの策定及び規格の国際標準化プロセスにおけ

る国際提案を行う。 

また、高効率化のためには、規模の経済の獲得が重要である。事業再編

等を通じた効率化については、改正産業活力再生特別措置法の活用を進め

るため、小売事業分野の指針を策定したところ。今後とも、事業再編等を

通じた生産性・経営効率向上の取組をより一層支援していく。 

 

② 高付加価値化への対応 

効率化によるサービスの質の低下を防ぐため、平成 19 年より、顧客満足

度指数（CSI）の導入を検討しているが、その導入により事業者が高効率化

と高付加価値化を同時に達成することを支援する。 

また、人材育成を支援するため、サービス産業生産性協議会と連携し、

パート労働者の基幹人材化に向けた能力評価制度（試験・検定）構築を支

援しており、こうした制度の活用を促進する。 

 

③ グローバル展開の支援 
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小売業もグローバルに商品を調達する時代であり、国際物流上の貿易手

続き等の円滑化、物流効率化のための空港・港湾の利便性向上といった取

組を進める。 

また、小売業の海外市場への参入を進めるため、貿易・投資及び事業継

続に関する制度障壁の除去、参入にあたっての情報提供窓口の整備、海外

市場参入及び事業継続に係る信用リスクの低減、及び競争力の源泉である

人材育成の支援体制整備等を進める。 

 

④ ネット・リアル融合の支援 

ネットとリアルの融合によって、リアル流通業は時間や空間の制約にと

らわれないマーケティングが可能となり、顧客の利便性を増すことが可能。

また、電子流通業は、物流や情報流における標準化等、効率化に向けたリ

アル流通事業者による取組の成果を積極的に活用することで、一層の効率

化をはかることが可能。 

こうした電子流通業の健全な発展を支援するため、電子流通における安

全・安心の確保、簡便な決済手段の整備、物流・情報流の標準化等の環境

整備を進める。 

 

⑤ 財の流通効率化等のための規制や商慣行の改革 

不透明な物流センターフィーやリベート、返品制度といった取引慣行の

見直しや、赤字・不採算事業からの撤退を妨げる要因の解明等を行うこと

で、サプライチェーンの効率化を図ることが必要である。 

 

⑥ 面的集積効果の向上（コンパクトで賑わいあふれる街づくり） 

中小小売業について、人口減少による市場縮小の中でその生産性を高め

ていくために、中小小売業の特性である面的集積の効果を最大限活用すべ

く、コンパクトで賑わいあふれる街づくりを通して中心市街地における中

小小売業の生産性向上を目指す。 

このため、街なか居住の増加による商圏人口の拡大等、中小小売業の経

営環境を促進するための中心市街地の活性化について関係省庁とも連携し

積極的に推進するとともに、中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性

化基本計画の認定を受けた地域等において行われる中小小売業の生産性向

上に繋がる商業活性化事業に対して積極的な支援を行う。 

さらに、中心商店街区域などにおける空洞化対策として、不動産の「所

有」と「利用」を分離し、まちづくり会社等に利用権を集約するなどによ

って、当該区域をコンパクトにまとめ、活性化につなげる方策について、
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具体化を推進する。 

 

⑦ 中小企業の個別企業支援 

中小小売業の生産性を高めるには、その特性である面的集積効果を高め

るとともに、個店の経営力の向上・魅力の向上を図ることが重要である。 

このため、中小小売業を含む中小企業の抱える課題等に対し、事業者の

視点に立ってワンストップで支援を行う地域力連携拠点を整備するととも

に、情報及び物流ネットワークの強化を促すこと等により、個別企業の経

営力向上・生産性向上に向けた取組を支援していく。 
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【工程表】小売 

 
 具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

高効率化を可能と
する基盤整備

1
電子タグの運用ルールの策定
及び規格の国際標準化プロセ
スにおける国際提案を行う。

・電子タグの運用ルールについ
て実証実験を行い、結果を検証
する。
・EPCglobalの場において、規格
の国際標準化に関する提案を
行う。

（20年度までの予算事業）

2
顧客満足度指数（ＣＳＩ）の導入
を検討する。

ＣＳＩの導入に向け、実装化の
ための実験等を行う。

ＣＳＩを活用し、サービス品質を
見える化することで、事業者が
高効率化と高付加価値化を同
時に達成することを支援する。

3

サービス産業生産性協議会と
連携し、小売業に従事する人材
の能力評価制度（試験・検定）
構築を支援する。

小売業に従事する人材の能力
評価制度（試験・検定）の制度
設計を行う。

能力評価制度（試験・検定）の
活用を促進する。

4

国際物流上の貿易手続き等の
円滑化、物流効率化のための
空港・港湾の利便性向上等の
取組を進める。

「国際物流競争力パートナー
シップ会議」において策定され
た行動計画（アセアン広域物流
網の整備、物流・通関手続関連
人材育成、物流資材の高度利
活用、通関手続き電子化、我が
国輸出入制度改革とインフラ整
備）を踏まえ、通関・運行管理、
荷おろし、積み上げ等の人材育
成のためのパイロットプロジェク
トを実施する。

「国際物流競争力パートナー
シップ会議」の５つの行動計画
を着実に実施する。

5
海外進出にあたっての貿易・投
資環境の整備、及び必要な情
報等の提供を行う。

・貿易・投資及び事業継続に関
する制度障壁等を特定し、参入
にあたっての情報提供窓口の
整備に取り組む。
・情報提供のための窓口設置
や、現地の人材を教育して現地
の店舗の基幹人材とする育成
事業を実施する。

人材育成の支援体制整備、情
報提供窓口の運営及び貿易・
投資の制度障壁の緩和等を目
指した取組を行う。

ネット・リアル融合
の支援

6
電子流通業の健全な発展を支
援するための環境整備を進め
る。

電子流通の国際展開を促進す
るため、制度障壁を検証する輸
出実験を行うとともに、必要な
情報を収集する。

・輸出実験の実験結果を検証
し、問題点の洗い出しを行う。
・海外ビジネス情報の提供窓口
を整備し、海外での見本市を開
催する。
・物流資材の廃棄物削減実証
実験を行うなど、物流・情報流
の標準化を進める。
・電子流通産業の基礎的な統
計を整備する。

財の流通効率化
のための規制等改

革
7

不透明な物流センターフィーや
リベート、返品制度といった、非
効率を生んでいる商慣行の見
直しを行うことで、サプライ
チェーンの効率化を図る。

サプライチェーンにおける事業
者間の商慣行等の影響につい
て情報を収集し、実態を把握す
る。

事業者間の商慣行の見直しに
よるサプライチェーンの効率化
を促す。

グローバル展開の
支援

高付加価値化へ
の対応

取組の方向性 No.
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具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

面的集積効果の
向上

8

中心市街地活性化法の認定を
受けた地域等において、中小
小売業の経営環境改善に繋が
る面的再生を促進し、更に、生
産性の向上に繋がる商業活性
化事業について積極的に支援
する。
　また、不動産の「所有」と「利
用」を分離し、まちづくり会社等
に利用権を集約するなどによっ
て、当該区域をコンパクトにまと
め再生するために研究会を開
催し、必要な方策の具体化を推
進する。

中心市街地活性化法に基づく
中心市街地活性化基本計画の
認定を受けた地域等において
行われる、中小小売業の活性
化に繋がる事業に対して補助
事業などによる重点的な支援を
行う。
また、不動産の「所有」と「利
用」を分離し、まちづくり会社等
に利用権を集約するなどによっ
て、当該区域をコンパクトにまと
め再生するために研究会を開
催し、活性化につなげる方策の
具体化を推進する。

中心市街地活性化法の認定を
受けた地域等において実施さ
れる中小小売業の生産性向上
に繋がる商業活性化事業が着
実に実施されるよう引き続き支
援する。

 中小企業の個別
企業支援

9

中小小売業の特性である面的
集積効果を高めるために、面を
構成する個別企業の経営力向
上・生産性向上に向けた取組を
支援していく。

中小小売業を含む中小企業の
抱える課題等に対し、事業者の
視点に立ってワンストップで支
援を行う地域密着拠点の整備
等により、個別企業の経営力
向上・生産性向上に向けた取
組を支援していく。

事業者の視点に立ってワンス
トップで支援を行う地域力連携
拠点の活用等により、個別企
業の経営力向上・生産性向上
に向けた取組を引き続き支援し
ていく。

No.取組の方向性

 



 

６．食品製造 農林水産省 

１．総論 

 食品製造業は、国民への食料の安定供給や食生活の向上、さらには地域の

活性化において重要な役割を果たしている。 

 一方、食品製造業を取り巻く情勢をみると、原油価格や輸入農産物価格の

上昇による製造コストの上昇、食品の安全性や食品事業者に対する信頼性、

健康に関する国民の関心の高まり、女性の社会進出や単身世帯の増加等を背

景とした消費者ニーズの多様化等に適切に対応することが求められている。 

 こうした課題に適切に対応し、食品製造業の生産性向上を図ることが重要

であり、農林水産省としては、これまで、食品製造業者と農林漁業者等の連

携による新商品の開発や販路拡大、我が国の食品産業の東アジアへの投資の

促進、ＨＡＣＣＰ手法25の導入促進や食品産業のコンプライアンスの確保など

への支援に取り組んできているところである。 

  今後とも、これら施策を継続して実施し、必要に応じて見直し、拡充を図

ることにより、業界全体の生産性の水準を向上させていくことが必要である。 

 

２．政策としての取組 

 ① 新商品の開発や販路の拡大などの取組の推進 

 食品製造業者と農林漁業者等との連携による新商品の開発や販路の拡大な

どの取組について、事業化の段階に応じた多様な支援を実施する。 

 具体的には、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に

関する法律」に基づき、中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞ

れの経営資源を有効に活用して行う新商品の開発や需要の開拓等の取組につ

いて、設備投資への税制・金融面の支援措置を講ずる。 

 また、全国４９ヶ所の食料産業クラスター協議会において、コーディネー

ターを設置し、地域の食品メーカー等と農林漁業者との連携を図るための出

会いの場の設定等を支援する。 

 

 ② 東アジアの市場全体を見据えた食品産業活性化戦略の推進 

 東アジア地域の活力を活かして我が国食品産業の国際競争力の強化を図る

ため、｢東アジア食品産業活性化戦略」により、食品産業の東アジア各国への

投資促進等を推進する。 

                                                  
25 ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point）手法：食品のすべての製造

工程で、あらかじめ危害を予測し、危害防止につながるポイントで継続的に監視・是正

することにより、問題のある製品の出荷を未然に防止する管理手法。 
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 具体的には、食品産業が投資に当たって必要な情報の収集・分析、相談体

制の整備、現地の食文化・嗜好にあった製品開発等のための技術開発支援等

を実施する。 

 

 ③ 食品の輸出の拡大 

 農林水産物・食品の輸出額を平成２５年度までに１兆円規模とする目標に

向け、関係府省、都道府県、民間団体等が参画する農林水産物等輸出促進全

国協議会で了承された「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿

って、意欲ある農林漁業者・食品事業者に対する支援を行う。 

 具体的には、輸出先国の貿易等に係る諸制度や市場動向等の調査・情報提

供や、貿易実務経験や専門的知見を有する者の活用等を行い輸出に取り組も

うとする事業体への支援、国内外における展示・商談会の場の提供等を行う。 

 

 ④ ＨＡＣＣＰ手法の導入促進や食品産業のコンプライアンスの確保 

  食品の安全確保と品質管理の高度化に資するＨＡＣＣＰ手法の導入を推進

するため、これに必要な施設整備に対する長期低利融資等を措置するととも

に、ＨＡＣＣＰ手法の導入に必要な責任者・指導者の人材育成を図るための

研修等の取組を支援する。 

  また、「｢食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き～５つの基本

原則～」を策定したところであり、食品事業者団体等に対して、その周知徹

底を図るとともに、信頼性向上自主行動計画、企業行動規範の策定等を働き

かける。 

 

 ⑤ 技術開発の推進 

  我が国の食品製造業は、零細な中小企業が多く、他の製造業、更には海外

の食品企業と比べて技術開発への取組が弱い中で、多様化・高度化する消費

者ニーズ、食品の安全、国際化の進展に係る問題等に対応するためには、技

術開発への取組を強化することが必要である。 

  このため、比較的優位にある我が国の食品技術であって、業界に波及して

新たな基盤となりうる研究課題について、産学官連携による共同研究開発を

更に促進する。また、新たに研究・開発された研究成果や知的財産が地域の

食品産業において適切に活用され、実用化・事業化につながるよう、情報の

提供や関係者の連携強化、研究開発促進のための各種支援を行う。 

 

 ⑥ 電子タグなどの新技術の活用などによる食品流通の効率化 

  食品流通は、情報化の立ち遅れなどにより労働集約的な作業体系となって
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おり、電子タグなどのＩＴは、食品流通の効率化や消費者への情報提供など

様々な場面で活用可能である。 

このため、新技術の活用に向けて、物流効率化等を実現するビジネスモデ

ルを構築し、その普及・啓発を行う。 

 

 

【工程表】食品製造 

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

食品製造業者と農
林漁業者等の連
携による新商品の
開発・販路拡大等

1

・食品製造業者と農林漁業者
が連携し、それぞれの経営資
源を有効に活用して行う新商品
や新サービスの開発・販路拡
大の取組等を推進する。

・農林水産省と経済産業省は共同で、
農林漁業者と中小企業者が連携した新
商品の開発・販路拡大等の取組に対
し、金融・税制の支援を講ずる｢農商工
等連携促進法」の現場への普及啓発を
積極的に進めるとともに、中小企業者と
農林漁業者が共同して作成した事業計
画の認定を進める。
・「食料産業クラスター展開事業」によ
り、地域の食品製造業者と農林漁業者
との連携を図るための出会いの場の設
定、食品企業と農林水産業を結びつけ
るコーディネーターの育成・確保の取組
等を推進する。

・｢農商工等連携促進法」や｢食料
産業クラスター展開事業」を活用
し、食品製造業者と農林漁業者等
の連携による新商品や販路拡大
の取組等を推進する。

東アジアの市場全
体を見据えた食品
産業活性化戦略
の推進

2

・東アジア地域の活力を活かし
て我が国の食品産業の国際競
争力の強化を図るため、平成１
８年１２月に有識者からなる東
アジア食品産業活性化戦略会
議において策定した「東アジア
食品産業活性化戦略」に基づ
き、食品産業が投資に当たって
必要な情報の収集・分析、相談
体制の整備、現地の食文化・嗜
好にあった製品開発等のため
の技術開発支援、セミナーの開
催等の支援を実施する。

・中国、タイ、ベトナムを中心に投資情報
等の収集・提供を行うとともに、投資促
進セミナー等の開催を行う。
・食品産業の海外進出・拡大のための
技術実証の支援、技術関連の相談サー
ビスを実施する。
・既に海外展開している日系企業から出
される現地国における問題・課題を精査
し、政府が対応すべきものについては、
二国間協議の枠組等を活用して対応す
る。

・引き続き、投資促進に資する情
報の収集・提供を実施するととも
に、食品企業等の要望や関心を
踏まえて、投資環境の改善を進め
る。

食品の輸出促進 3

・平成19年5月に策定した「我が
国農林水産物・食品の総合的
な輸出戦略」に基づき、
（１）輸出先国の貿易等に係る
諸制度や市場動向等調査・情
報提供
（２）貿易実務経験や専門的知
見を有する者の活用等を行い
輸出に取り組もうとする事業体
への支援
（３）国内外における展示・商談
会の場の提供
等を行う。

・輸出先国における貿易、衛生、表示等
に係る諸制度や商慣行、市場特性、市
場動向等について調査し、その結果を
ホームページに掲載し、わかりやすい形
で提供する。
・戦略的に輸出に取り組もうとする事業
体による、貿易実務経験や専門的知見
を有する者の活用をはじめ、相手国の
市場調査、海外のバイヤーや消費者に
対する販売促進活動、パンフレットの作
成、ブランドの基準づくり等の様々な取
組を支援する。
・国際見本市・商談会等への日本パビリ
オン設置や、国内各地での輸出オリエ
ンテーションの会の開催により、国内外
バイヤーとのマッチング支援を行う。
・「新たな農林水産政策を推進する実用
技術開発事業」により、農林水産物・食
品の輸出促進及び食品産業の海外展
開に資する産学官連携による技術開発
を支援する。

・「我が国農林水産物・食品の総
合的な輸出戦略」（平成19年5月）
に基づき、
（１）輸出環境の整備、
（２）品目別の戦略的な輸出促
進、
（３）意欲ある農林漁業者等に対
する支援、
（４）日本食・日本食材等の海外へ
の情報発信
等を総合的に推進する。
・引き続き採択された課題に係る
研究を推進するとともに、得られ
た成果の普及・実用化を推進す
る。

取組の方向性 No.
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具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

4

・ＨＡＣＣＰ手法の導入が遅れて
いる中小企業を中心に、ＨＡＣ
ＣＰ手法導入に必要な施設整
備等に対する支援を行うととも
に、責任者・指導者の人材の育
成等を推進する。

・平成20年6月に期限が到来するＨＡＣ
ＣＰ法の期限を延長し、ＨＡＣＣＰ手法導
入に必要な施設整備等に対する長期低
利融資を措置する。
・ＨＡＣＣＰ手法の導入や食品の全社的
な品質管理体制づくりを推進するため、
食品企業の経営者や現場責任者等に
対する研修会、セミナー、シンポジウム
の開催等を実施する。

・引き続き、ＨＡＣＣＰ手法導入に
必要な施設整備等に対する支援
を行うとともに、責任者・指導者の
人材の育成等を推進する。

5

・｢｢食品業界の信頼性向上自
主行動計画」策定の手引き～５
つの基本原則～」を策定したと
ころであり、食品事業者団体等
に対して、その周知徹底を図る
とともに、信頼性向上自主行動
計画、企業行動規範の策定等
を働きかける。

・｢｢食品業界の信頼性向上自主行動計
画」策定の手引き～５つの基本原則～」
を策定したところであり、食品事業者団
体等に対して、その周知徹底を図るとと
もに、信頼性向上自主行動計画、企業
行動規範の策定等を働きかける。

・信頼性向上自主行動計画、企業
行動規範の策定状況を調査・把
握し、取組が遅れている団体等に
対して働きかける。

6

・比較的優位にある我が国の
食品技術であって、業界に波及
して新たな基盤となりうる研究
課題について、産学官連携に
よる共同研究開発を促進する。

・業界・学会等からのヒアリング等を通
じ、 比較的優位にある我が国の食品技
術であって、業界に波及して新たな基盤
となりうる研究課題を選定する。

・比較的優位にある我が国の食
品技術であって、業界に波及して
新たな基盤となりうる研究課題と
して選定されたテーマの共同研究
を推進する。
・同研究課題について、研究開発

7

・新たに研究・開発された研究
成果や知的財産が地域食品産
業において適切に活用され、実
用化・事業化につながるよう、
情報の提供や関係者の連携強
化、研究開発促進のための各
種支援を行う。

・①意欲的な地域と連携して、技術シー
ズ展示の紹介や応用可能性提案セミ
ナーの開催、②開発された技術の実用
化・事業化に向けた産学官と金融の連
携チーム形成のコーディネート活動の
支援、③実用化・事業化に向けた地域
戦略ロードマップ作成の支援を行う。
・開発された科学技術の応用化・実用化
を支援する競争的研究資金の活用にお
いて、地域活性化への効果を配慮す
る。
・農林水産知的財産ネットワークを通
じ、わが国の研究機関が有する知財情
報を提供する。

・引き続き、意欲的な地域と連携
して、コーディネート活動の支援
等を行い、開発された科学技術の
応用化・実用化へ向けた競争的
資金の活用、農林水産知的財産
ネットワークの活用を推進する。

タグなどの新
術の活用などに

品流通の効
8

・電子タグなどの新技術の普及
に向け、新技術を活用するビジ
ネスモデルを構築し、その普
及・啓発を図る。

・新技術の活用に向けて、物流効率化
等を実現するビジネスモデルの実証を
行う。

・新技術を活用したビジネスモデ
ルを構築し、その普及・啓発を行
う。

取組の方向性 No.

術開発の推進

・ＨＡＣＣＰ手法の
入促進とコンプ

ライアンスの確保

電子
技
よる食
率化

技

導
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７．物流 国土交通省・経済産業省 

（１）総論 

近年、東アジア域内物流の準国内化、京都議定書発効による環境対策の必要性、

米国同時多発テロを契機とした物流セキュリティ対策の強化等、物流をめぐる

環境は大きく変化している。これらから生じる課題へ迅速かつ適確に対応する

ため、我が国は、平成 17 年 11 月に「総合物流施策大綱（2005-2009）」を閣議

決定した。 

「総合物流施策大綱（2005-2009）」においては、これまでの施策の進捗状況、

経済社会の変化や構造改革の進展、物流を取り巻く新たな課題への対応の必要

性を踏まえ、今後、 

（１） スピーディでシームレスかつ低廉な国際・国内一体となった物

流の実現 

（２） 「グリーン物流」など効率的で環境にやさしい物流の実現 

（３） ディマンドサイドを重視した効率的物流システムの実現 

（４） 国民生活の安全・安心を支える物流のシステムの実現 

を目標とし、物流施策の総合的・一体的推進を図ることとされている。 

 原材料の調達から製品の販売までの一連の「モノ」の流れを支える物流の効

率化は、我が国産業の活性化を図る上で必要不可欠な課題である。そのため、

原材料や製品といった「モノ」を効率的かつスピィーディーに運ぶ物流システ

ムの構築を目指し、物流の生産性の向上を図る必要ある。 

また、物流部門のうち、特にトラック運送業においては、規制緩和の影響を受

け、平成１８年度の事業者数が平成２年度と比較して約５割増加しており、厳

しい競争環境となっている。トラック運送事業者は荷主及び元請事業者に対す

る運賃交渉力が弱いため、軽油価格の急激な高騰に対する運賃への価格転嫁が

難しい状況にある。さらに、荷主、元請事業者から下請事業者までの多層化の

進行に伴い不適正な取引が広がっている実態がある。 

このため、荷主、元請事業者、下請事業者（以下、荷主等）から構成される「ト

ラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議（仮称）」の活用を通じて、適

正取引の推進及び輸送効率の向上に取り組むことにより、トラック運送業の生

産性の向上を図ることとする。 

さらに、企業の調達・生産・販売等の活動のグローバル化に対応し、我が国

物流事業者もワールドワイドな事業展開を行っていることを踏まえ、アジアワ

イドなシームレスな物流圏の構築実現に向けた取組を行う。 
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（２）政策としての取組 

①国際物流競争力の強化 

国際物流パートナーシップの行動計画に基づき、アジアにおける物流人材育

成や物流網の構築等に取り組む。 

 

②環境に優しい物流の実現 

「グリーン物流パートナーシップ」等も活用して、モーダルシフト、輸送拠

点の集約化、共同輸配送等、荷主と物流事業者が連携して行う取組を支援する。 

 

③物流効率化の推進 

総合的な物流サービスである３ＰＬ26（サードパーティ・ロジスティクス）の

普及による物流効率化がもたらす環境負荷低減（ＣＯ２排出量の削減）、我が

国国際競争力の強化及び地域雇用の創出等の効果にかんがみ、３ＰＬ事業の促

進のための施策を総合的に推進する。 

具体的には３ＰＬ人材育成研修の実施や平成１７年に施行された物流総合効率

化法27の趣旨が広く理解されるよう周知するとともに、３ＰＬ契約及び情報セキ

ュリティに関するガイドライン、環境配慮型３ＰＬガイドライン等これまでに

作成した各ガイドライン等の普及に努め、必要に応じてこれらの充実を図って

いく。 

 

④トラック運送業における荷主等の協働によるパートナーシップの構築 

「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」及び「トラ

ック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」28について、業種毎

の荷主団体に対する協力要請やトラック協会と連携して行うトラック運送事業

者に対する周知徹底、地方運輸局等に設置された相談窓口における事業者から

の相談といった対応を実施している。また、学識経験者、関係事業者、行政等

から構成される「トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議（仮称）」

を設置し、燃料サーチャージ制の導入等健全な運賃水準の確保、安全運行の確

保に最大限配慮した輸送契約の締結等荷主等の協働による適正取引を推進する

                                                  
26 ３ＰＬ（third party logistics） 
 荷主から物流を一貫して請け負う高品質のサービス。３ＰＬ事業の推進によって物流が

効率化し、コストや環境負荷の軽減が実現。 
27 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）：物流拠点施設

を中核とした輸送・保管・流通加工の総合的・効率的実施を支援することを内容とした

法律。２００５年７月２２日に公布。同年１０月１日施行。 
28 平成２０年３月４日に国土交通省及び公正取引委員会の連名で決定した「軽油価格高騰

に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置」を踏まえ、３月１４日に策定・公

表。 
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とともに、エネルギー効率の低い自家用トラックから営業用トラックへ転換す

るトラックの営自転換、共同輸配送の促進等輸送効率向上のための取組を推進

する。 

 

【工程表】物流 

 

 

 

 

 強化

 

 （「

 

 

 

 
環境
の実

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

国際物流競争力の

小売」より再掲）

1

国際物流上の貿易手続き等の円
滑化、物流効率化のための空港・
港湾の利便性向上等の取組を進
める。

「国際物流競争力パートナーシッ
プ会議」において策定された行動
計画（アセアン広域物流網の整
備、物流・通関手続関連人材育
成、物流資材の高度利活用、通
関手続き電子化、我が国輸出入
制度改革とインフラ整備）を踏ま
え、通関・運行管理、荷おろし、積
み上げ等の人材育成のためのパ
イロットプロジェクトを実施する。

「国際物流競争力パートナーシッ
プ会議」の５つの行動計画を着実
に実施する。

に優しい物流
現

2

グリーン物流パートナーシップ等
を活用しモーダルシフト、輸送拠
点の集約化、共同輸配送等荷主
と物流事業者が連携して行なう取
組を推進する。

平成１９年度までのグリーン物流
パートナーシップ推進事業等で得
られた成果について、広報・普及
活動を実施する。

引き続き、グリーン物流パート
ナーシップ推進事業、広報普及活
動を実施し、荷主と物流事業者の
連携による運輸部門でのCO２排
出量削減の自主的取組の拡大に
努める。

物流効率化の推進 3

物流コストの低減、環境負荷の軽
減、地域経済の活性化を図るた
め、「３ＰＬ人材育成研修の実
施」、「契約ガイドライン、情報セ
キュリティガイドライン」の普及等
により３ＰＬ事業の促進を図る。
　また、「流通業務の総合化及び
効率化の促進に関する法律（物
流総合効率化法）」の更なる活用
促進を図る。

平成２０年度までに、３ＰＬ人材育
成研修の実施状況、各ガイドライ
ンの普及に努めるとともに、物流
総合効率化法の趣旨を広く理解
されるよう周知を図る。

　研修実施状況、各ガイドライン
の普及状況、物流総合効率化法
の運用状況等をフォローアップ
し、必要に応じて研修内容、各ガ
イドラインの改訂、認定基準の見
直し等を行う。

トラック運送業にお
ける荷主等の協働
によるパートナー
シップの構築

4

荷主、元請事業者、下請事業者
から構成される「トラック輸送適正
取引推進パートナーシップ会議
（仮称）」の活用を通じて、燃料
サーチャージ制の導入等健全な
運賃水準の確保、安全運行の確
保に最大限配慮した輸送契約の
締結等荷主等の協働による適正
取引を推進するとともに、トラック
の営自転換、共同輸配送の促進
等荷主等の協働による輸送効率
向上のための取組を推進する。

３月１４日に策定・公表された「ト
ラック運送業における燃料サー
チャージ緊急ガイドライン」及び「ト
ラック運送業における下請・荷主
適正取引推進ガイドライン」につ
いて、業種毎の荷主団体に対す
る協力要請やトラック運送事業者
に対する周知徹底、地方運輸局
等に設置された相談窓口におけ
る事業者からの相談対応を実施
する。また、学識経験者、関係事
業者、行政等から構成される「ト
ラック輸送適正取引推進パート
ナーシップ会議（仮称）」を開催す
る。

「トラック輸送適正取引推進パート
ナーシップ会議（仮称）」におい
て、引き続き適正取引の推進を図
るとともに、荷主等の協働による
輸送効率の向上のための取組を
推進する。

No.取組の方向性
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８．人材ビジネス 厚生労働省 

労働者派遣事業については、昭和 60 年に労働者派遣法を制定後、産業界や働

く者のニーズ等も踏まえ、対象業種等について拡大を図ってきたところである

が、近年、偽装請負や二重派遣、禁止業務派遣といった違法派遣が後を断たな

いなど、様々な問題が顕在化している状況にある。 

労働者派遣には、産業界、労働者双方のニーズがあるものの、業界を健全に

発展させていくためには、労働者派遣制度について見直しを行い、業界全体の

適正化を図っていくことが必要である。 

このため、厚生労働省において、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研

究会」を開催し、労働者派遣制度の在り方に関し議論・検討を行っているとこ

ろである。 

 

（１）現状と課題 

偽装請負や、禁止業務への労働者派遣を繰り返すなど、コンプライアンス

に大きな問題がある企業も見られ、業界の適正化を図ることが必要である。 

 

（２）取組と方向性 

「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」において、派遣労働の

雇用政策における位置付け等を議論の上、 

・ 「登録型」「常用型」の在り方、日雇派遣の在り方 

・ 期間制限、雇用契約申込義務等の在り方 

  ・ 均衡処遇の考え方、派遣元と派遣先の役割分担 

  ・ 事前面接、紹介予定派遣、専ら派遣等の在り方 

 ・ 優良な事業主を育て違法な事業主を淘汰するための仕組み（情報公開、

指導監督等）の在り方 

 等について検討する。 

  当該研究会の報告を踏まえ、労働政策審議会で議論を行い、労働者派遣制

度について必要な見直しを行い、労働者派遣事業の適正化を進める。 

 

【工程表】人材ビジネス 

具体的取組 短期　(平成２０年度中） 中長期

健全な労働者
派遣事業の育
成

1

労働者派遣制度の見直しによ
り、違法な派遣を行う事業所の
指導監督を一層強化するととも
に、健全な労働者派遣事業の
育成を図る

「今後の労働者派遣制度の在り
方に関する研究会」において、労
働者派遣制度の根幹に関わる問
題について検討し、7月末を目途
に取りまとめる。

制度の見直し後、派
遣元事業主等に対
する普及啓発、指導
等を実施。

No.取組の方向性
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サービス産業９業種 経済産業省 

①研究開発サービス業 

(1) 総論 

研究開発サービス業の生産性向上は、研究開発サービス業にとっての

課題であるだけでなく、これを利用する顧客産業の競争力の維持・向上

にとっても重要な課題として認識されている。 

研究開発サービス業の生産性向上のためには、投入した研究開発コス

トに対して、より質の高い研究成果をあげることが必要であり、今後、

個々の事業者が高品質化、高効率化に向けた様々な取組を推進すること

により、業界全体の生産性の水準を上げていく必要がある。 

 

(2) 政策としての取組 

① 統計の整備 

今後、研究開発サービス業の生産性向上のための取組むべき方策を検

討する際の基礎とするためにも、産業実態についての適切な把握が必要

であり、研究開発サービス業に関する統計整備に向けた検討を進める。 

 

② 各種規制・基準についての点検 

研究開発サービス業の国内外におけるビジネス展開、生産性向上の障

壁となりうる請負労働における共同作業制限、検査分析サービスに係る

国内基準の国際整合性について、その運用状況を点検し、今後の対応の

在り方について検討する。 

    

   ③ 研究開発サービスの見える化・取引のオープン化の推進 

     研究開発をより生産性の高い事業者にシフトさせるオープンイノベ

ーション戦略は、我が国全体の研究開発の生産性向上に寄与すると考

えられる。しかし、研究開発サービスの品質等に関する情報が第三者

にも客観的に利用可能な状態となってはいないため、現状では研究開

発サービスのオープンな取引、取引のメッシュ化は進展しているとは

言えない状況である。したがって、オープン取引環境を実現する観点

から、研究開発サービスの品質等の見える化のためのモデル指標の整

備、さらにモデル指標を活用したオープン取引のためのプラットフォ

ームとしてのモデル整備に向けて取り組んでいく。 
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④ サービス生産性指標の整備 

     我が国の研究開発サービス業の生産性が欧米に比して低いというデ

ータも存在するが、その利用データの範囲等に差異があることも踏ま

え、国際的にも比較可能な研究開発サービス業の生産性指標の整備に

向けて取り組んでいく。 

 

⑤ サービス・イノベーションへの挑戦に対する支援 

     研究開発サービス業はその科学的・工学的知見、ノウハウを活かし

て、小売や運輸等他のサービス産業の生産性向上に寄与することが期

待できる。 

したがって、小売や運輸等他のサービス産業との連携・融合によるサ

ービス・イノベーションのための研究開発について支援の充実を図る。 

 

⑥ 研究開発サービス業の発展に向けた横断的課題への対応 

     研究開発サービス業は萌芽的産業であるため、取引慣行の確立、人

材育成の在り方など研究開発サービスを巡る横断的な諸課題の解決に

向けて産学官が連携して取り組んでいく。 

 

 38



 

【工程表】研究開発サービス 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

統計の整備 1
研究開発サービス業に関する

統計整備に向けた検討を進め
る。

研究開発サービス業の定義及

びその実態の把握等について
検討及び調査を行う。

研究開発サービス業に係る統

計の整備を図る。

各種規制・基準に
ついての点検

2

研究開発サービス業の国内外
におけるビジネス展開、生産性
向上の障壁となりうる請負労働
における共同作業制限、検査

分析サービスに係る国内基準
の国際整合性について、その
運用状況を点検し、今後の対

応の在り方について検討する。

研究開発サービスに係る各種

規制・基準について問題等の
洗い出し等調査を行う。

必要に応じ、研究開発サービス

に係る各種規制・基準の見直し
を行う。

研究開発サービス
の見える化・取引
のオープン化の推

進

3

研究開発サービスの品質等の
見える化のためのモデル指標

の整備、オープン取引のため
のプラットフォームのモデル整
備に向けて取り組んでいく。

研究開発サービスの品質を客
観的に計測することができる指
標の策定及び守秘義務や知財
帰属に関する一定のルールを

設けたインターネット上の研究
開発サービス需給マッチング市
場（「電子プラットフォーム」）を

開発する。

「電子プラットフォーム」の自立
化を図り、研究開発サービス仲

介業者の育成と研究開発サー
ビス取引市場の確立を期す。

サービス生産性指
標の整備

4
国際的にも比較可能な研究開
発サービス業の生産性指標の
整備に向けて取り組んでいく。

研究開発サービス業に適した
生産性を計測する指標の開発・
調査を行う。

研究開発サービス業に係る指
標の整備を図る。

サービス・イノベー
ションへの挑戦に

対する支援
5

小売や運輸等他のサービス業

との連携・融合によるサービス・
イノベーションのための研究開
発について支援の拡充を図る。

(独)産業技術総合研究所サー

ビス工学研究センターにおける
研究実証事業等を実施する。
「サービス工学分野技術戦略
マップ」を引き続き充実する。

研究開発サービス業のノウハ
ウを活用してサービス・イノベー
ションの促進を図る。

研究開発サービス
業の発展に向けた
横断的課題への

対応

6

取引慣行の確立、人材育成の
在り方など研究開発サービスを

巡る横断的な諸課題の解決に
向けて産学官が連携して取り
組んでいく。

研究開発サービスの今後等に

ついて検討する研究会を産学
官が連携して設置する。

研究開発サービスの発展を図

る。

 

 

 39



 

②認証サービス業 

(1) 総論 

MS 認証サービスは信頼性が付加価値の源泉であることから、認証に対す

る信頼性の向上を通じて生産性向上を図るべきである。 

そのため、まずは認証の価値を明確化し、業界としてのコンセンサスを形

成すると共に社会に対して積極的な情報発信を行う必要がある。その上で、

認証の質を維持するための仕組みづくりにも取り組むべきである。更には、

認証市場の拡大を図るための方策についても検討すべきである。 

 

(2) 政策としての取組 

① 「マネジメントシステム規格認証制度の信頼性確保のためのガイドラ

イン」の制定 

日本工業標準調査会における審議を踏まえ、認定機関及び認証機関が MS

認証制度の制度設計及び運用において留意すべき事項を、経済産業省のガ

イドラインとしてとりまとめ、本年夏頃までに公表する。 

 

マネジメントシステム規格認証制度の信頼性確保のためのガイドライン（案） 
のポイント 

 
《認証機関に係るガイドライン》 

・ 認証に係る規律の確保 
・ 審査員の質の向上と均質化のための取組の推進 
・ 認定機関への協力 

 
《認定機関に係るガイドライン》 

・ 認証を受けた組織の不祥事等への対応の適正化 
・ 認定行為の透明化 
・ 有効性審査の徹底 
・ MS 認証制度の積極的広報 
・ MS 認証に係る情報の積極的提供 
・ 国際整合性への配慮 

 

② 認証サービス WG における詳細検討 

産業構造審議会サービス合同小委員会における検討のために設置した

認証サービス WG を今年度も引き続き開催し、MS 認証サービス業が健全に
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発展するための諸課題について検討を行い、具体的方策等の提示を目指す。 

 

③ 事業統合、業務連携による効率化 

審査員の質の向上、業務の効率化による認証コスト削減のため、他機関

との業務連携や経営統合などの効率化を図る。 

 

【工程表】認証サービス 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

「マネジメントシス
テム規格認証制度

頼性確保のた
ガイドライン」
の制定

1

認定機関及び認証機関がMS

認証制度の制度設計及び運用
において留意すべき事項を、経
済産業省のガイドラインとしてと
りまとめ、公表する。

認証を受けた組織が審査の際

に故意に虚偽の説明を行って
いたことが判明した場合や重大
な法令違反など社会的に理解
を得られない活動を行っている

組織に対しては、一定の期間
認証を保留するなど、認証制度
の信頼性向上のためのガイドラ
インについて、パブリックコメン

ト等所定の手続きを経て、平成
２０年の夏頃までに策定・公表
する。

マネジメントシステム認証制度
の信頼性の向上を図る。

認証サービスWG
る詳細検討

2

認証サービスWGにおいて、マ
ネジメントシステム認証サービ
ス業が健全に発展するための

諸課題について検討を行い、具
体的方策等の提示を目指す。

マネジメントシステム認証サー
ビス業が健全に発展するため
の諸課題について検討を行い、

具体的方策等の提示を目指
す。

認証サービス産業の一層の生

産性向上を図る。

事業統合、業務連
携による効率化

3

審査員の質の向上、業務の効
率化による認証コスト削減のた
め、他機関との業務連携や経
営統合などの効率化を図る。

産業活力再生特別措置法に基
づく事業分野別指針を策定す
る。

事業者の業務連携や経営統合
などの効率化を支援する。

の信
めの

におけ
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③プラントエンジニアリング業 

(1) 総論 

プラントエンジニアリング業は、プロジェクトマネジメントを担う人材

の育成が重要であるとともに、官民が一体となったビジネスチャンスの拡

大や業界の基礎となる統計の整備を進めることが必要である。 

 

 (2) 政策としての取組 

① 官民連携によるトップセールス外交 

欧米や中国はトップ外交によって、プラント関連等の民間企業による商

談成立に積極的に支援している中、我が国においても近年、総理・大臣の

ビジネスミッションが拡大しており、今後とも官民連携によるトップセー

ルスの拡大を推進する。 

 

② 海外プロジェクトへの金融・保険機能の強化 

プロジェクトリスクの拡大に対応するため、他国に劣後しない ECA

（Export Credit Agency: 輸出金融機関）機能の確保、PPP（Public Private 

Partnership：官民協調）プロジェクト等の円滑なリスク補完を推進する。

また、民間企業の海外展開を支援するため、円借款等の ODA の活用も推進

する 

 

③ ２国間経済連携における競争環境の整備 

世界的に経済連携はマルチとバイの２本立てで進められているが、特に

EPA、租税条約、投資協定等の二国間経済連携については、我が国プラン

トエンジニアリング企業が第３国の企業との競争環境において劣後しな

い対応を行う。 

 

④ プロジェクトマネジメント（PM）に係る人材育成支援 

製造中核人材育成事業など業界全体における取組を支援する。また、産

学連携パートナーシップにより大学活用のあり方を検討する。 

 

⑤ 統計等の産業基盤の整備 

プラントエンジニアリング業は、日本標準産業分類において、サービス

業「その他の技術サービス業」に平成 20 年 4 月より内容例示された。今

後産業分類における位置付けの明確化を進めるとともに、サービス統計の

整備を行う。 
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【工程表】プラントエンジニアリング 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

官民連携による
トップセールス外

交
1

欧米や中国はトップ外交による
プラント商談成立に注力してい
る中、我が国においても近年、
総理・大臣のビジネスミッション
が拡大しており、今後とも官民
連携によるトップセールスの拡
大を推進する。

総理や大臣出張に合わせプラ
ント輸出に関するトップセール
ス案件を的確にインプットでき
るよう日常的に業界への情報
発信やヒアリングを実施。

成長市場への注力と潜在市場
の発掘を行い、トップセールス
外交に結びつける。

プロジェクトマネジ
メント（ＰＭ）に係る

人材育成支援
2

製造中核人材育成事業など業

界全体における取組を支援す
る。また、産学連携パートナー
シップにより大学活用のあり方

を検討する。

・製造中核人材育成事業「次世
代のエンジニアリング産業を担
うプロジェクトマネージャー育成

事業」を着実に推進する。
・産学連携パートナーシップに
関して、平成１９年度報告を踏

まえ社会人の人材育成におけ
る産学連携のあり方等、新たな
議論を行う。

海外展開に伴うリスクを政策金

融等により補完するとともに、
他国におけるPPP案件を増大さ
せてビジネスチャンスの拡大を

図る。

統計等の産業基
盤の整備

3
産業分類における位置付けの
明確化を進めるとともに、サー
ビス統計の整備を行う。

（財）エンジニアリング振興協会
による業界統計整備に随時必
要な情報提供を行う。

産業分類における位置付けの
明確化、サービス統計の整備
を図る。
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④プラントメンテナンス業 

(1) 総論 

プラントメンテナンス業における生産性向上に関する基本的な方向性

としては、以下があげられる。 

① プラントメンテナンス業務の季節変動の平準化に資するため、効率的

なプラントメンテナンス事例となるような企業間の共同化・ネットワ

ーク化等について情報発信・共有化。 

② 品質の可視化に向けたプラントメンテナンス業務の標準化について

検討。（含む資格制度の創設及び契約標準の普及） 

③ プラントメンテナンス業の高付加価値化に資するような基盤技術の開

発に関する調査・検討。 

④ ユーザーのグローバル化が今後一層進展することが予想される中、グ

ローバル展開や相互連携の在り方に向けた検討。 

 

 

課題の全体像 

阻害要因・問題点阻害要因・問題点

人工契約による契約金額の低迷

課題課題

外部要因外部要因

業界要因業界要因

個
別
企
業
要
因

個
別
企
業
要
因

ﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞ

ﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞ

ﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽ

組織組織

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ

プラントメンテナンス業の位置付けが
不明確

プラントメンテナンス業の明確化

現場監督者、熟練技術者の確保

新規技術開発の必要

国内外パートナーリングの必要

外国人技術･技能者の採用

定修時期の集中化

国内市場の縮小

メンテナンスプロセスが不明

プロジェクトマネジメント人材の不足

若年技術･技能者の不足

サービスの質が不明

海外案件対応が不十分

定修時期の分散、年間稼動の安定化

メンテナンス基盤技術の探索（診断、
高寿命化技術、自動化技術など）

地方中小零細企業との協業の必要

下請け体質の存在

サービス高付加価値化が不十分

業務プロセスの分析、見直し

業務の見える化の推進

契約仕様、形態の整備

業務プロセスの分析、見直し

業務の見える化の推進

契約仕様、形態の整備

グローバル市場環境の把握

高付加価値サービスの提案

業務プロセスの分析、見直し

業務の見える化の推進

契約仕様、形態の整備

業務プロセスの分析、見直し

業務の見える化の推進

契約仕様、形態の整備

プラント稼働中の作業の必要性

業務プロセスの分析、見直し

業務の見える化の推進

契約仕様、形態の整備

業務プロセスの分析、見直し

業務の見える化の推進

契約仕様、形態の整備

 

 

(2) 政策としての取組 

上記課題は、行政、業界、個別企業がそれぞれ役割を意識しつつ取り組
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むことが期待されるが、当面具体的に国が政策的に関与する取組として、

以下があげられる。 

① プラントメンテナンス業務の季節変動の平準化の促進 

 我が国製造業のプラントについては、その定期修理の時期が主に製

品の不需要期などに合わせて春秋に集中することに伴い、メンテナン

ス需要も非常に大きく変動する。そのため、定期修理の際に必要とな

る雇用については、その多くを地域の中小企業に外注せざるを得ず、

定期修理の時期はそもそも雇用の確保は困難であり、また、専門人材

の育成の観点からも弊害となっている。これらのことから、ユーザー

等の協議会を設置し、認識の共有を図ることなどにより、季節変動の

状況などを調査しつつ、プラントが集積する地域ごとに効率的なプラ

ントメンテナンス事例となるような企業間の共同化・ネットワーク化

等に向けて検討を行う。また、海外における季節変動の実態調査等も

行う。 

 

 

定期修理変動事例イメージ（石油精製、化学設備） 

2004 2005 2006 2007
0

25

50

75

100

 

（出所）日本メンテナンス工業会調べ 

 

② 統計等の整備 

日本標準産業分類におけるプラントメンテナンス業の位置付けの明

確化を進め、サービス統計の整備を目指す。 
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【工程表】プラントメンテナンス 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

季節変動の平準
化の促進

1

ユーザー等との協議会を設置
し、認識の共有を図ることなど
により、季節変動の状況などを

調査しつつ、プラントが集積す
る地域ごとに企業間の共同化・
ネットワーク化に向けて検討を
行う。

プラントの集積している地域に
おいて効率的なメンテナンスの
取組を行っているベストプラク

ティス事例（例えば、クレーンの
効率的配置等）を収集し、普及
公表を行う。

調査結果を踏まえつつ、ユー
ザー等との協議会の設置や成

功事例の普及・啓発により、地
域における季節変動の平準化
に向けた取り組みを推進する。

統計等産業基盤
の整備

2

日本標準産業分類におけるプ

ラントメンテナンス業の位置付
けの明確化を進め、サービス統
計の整備を目指す。

上記調査等を踏まえつつ、適
宜、業界へ情報提供等を行う。

日本標準産業分類におけるプ

ラントメンテナンス業の位置付
けの明確化に向けた検討を行
う。
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⑤総合商社 

(1) 総論 

総合商社の生産性向上に関する基本的な方向性としては、以下が挙げら

れる。 

 

① 効率的な事業投資拡大 

総合商社は、過去に投資した不採算事業からの撤退に伴う資産圧縮や

リストラによる損益改善を進めてきたが、依然として成長分野以外の資

産を抱えており、財務の健全性を保ちながら効果的に投資を拡大し、収

益を拡大していく必要がある。 

 

② 非資源分野での業績拡大 

近年の総合商社の業績回復は、資源分野の価格高騰など、特定事業分

野に依存している面が大きく、収益源の多様化と収益の安定化を図るた

め、非資源分野への事業展開と業績の拡大が必要である。 

■ グローバル展開

■ 法制度整備支援

産活法に基づく事業分野別指針の
策定により、事業の統廃合を促進。

戦略的な経済協力政策を推進し、総合
商社の海外における事業展開を支援。

個別ｻｰﾋﾞｽ分野における事業環境整備
のあり方を検討。

■ 事業再編

政府間の規制緩和交渉の推進

■ 国内サービス産業（対

面産業）への参入

■ 規制緩和

●バリューチェーンの
川上部分への展開
→海外での原材料調
達等

●持続的成長の確保
→収益源の多様化
●ＣＳＲとコスト管理
→国内諸規制への対
応

●収益体質の改善
→不採算事業からの
撤退
→事業の選択と集中

政
府
と
し
て
の
取
組
み

業
界
・個
別
企
業

の
取
組
み

【要因】 【課題】 【対策】

 
 

(2) 政策としての取組 

① グローバル展開支援 

総合商社の海外事業展開を促進するため、円借款の活用や官民パート
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ナーシップの強化等、戦略的経済協力政策を推進し、総合商社の事業環

境整備を通じて、グローバル展開を支援する。 

 

１．円借款を効果的に活用したインフラ整備の推進

・円借款を活用し、我が国企業のニーズを踏まえた産業・物流インフラの整備を

重点的に支援。

→ 現地大使館やＯＤＡﾀｽｸﾌｫｰｽ等を通じ、アジア諸国との対話の枠組を強化

→ 「国際物流競争力パートナーシップ」行動計画（２００６年１２月）の実施

・中 P：本邦技術活用条件）でも、タイド円借款（STE により、日本の優れた技

術・ノウハウを普及。

・途上国における膨大なインフラ需要に対応し、

２．ＯＤＡと民間資金との連携／官民パートナーシップ（ＰＰＰ）の強化

民間資金を活用したインフラ

整備を推進。

・ＯＤＡとの連携も念頭に置きつつ、公的信用機能の活用や政策対話・セミナー

等を通じて支援。  

 

② 法制度整備支援 

総合商社が海外での事業を検討する際の参入障壁を軽減するため、我

が国および企業が有する制度や技術を普及し、事業環境の改善を図る。 

１．ＯＤＡを活用した法制度整備・執行強化への支援

我が国経済界のニーズを踏まえた重点分野

各省連携の下で技術協力を

活用した支援を重点的に行っていく。

について、経済連携協定（EPA）や二国間投資促進

枠組等を通じて制度インフラの整備・執行強化を働きかけるとともに、

我が国の産業発展の基盤を果たした制度や技術をアジアに体系的に展開すべく、技術協力を重

点化する。一部の国で制度構築に成功したモデル（

各国に展開してい

中小企業診断士、公害防止管理者制度、情

報処理技術者制度）を くとともに、物流分野、リサイクル分野等新たに「アジア標

準」化に取り組むべき分野を選定して重点的に取り組む。

課題抽出

途上国への働きかけ

・知財・投資等に係るＥＰＡに基づく対話枠組との連携
（「知的財産」「ビジネス環境整備」に係る小委員会）

・投資環境整備のための官民対話「行動計画」
（インドネシア、ベトナム）

知財・投資に係る経済法制度のニーズへの対応に
加え、基本法分野についても連携して支援・協力

２．我が国の優れた制度・技術のアジア展開（「アジア標準」化）

 

 

③ 事業再編支援 

総合商社の課題である、グループ内外における重複事業の解消と不採算

事業からの撤退、および新規事業分野への参入を促進するため、産活法

に基づく事業分野別指針の策定により側面支援する。 
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＜双日＞
○経営統合に伴う持株会社設立（２００３年）
○増資（２００３年）・合併（２００４年）

→登録免許税の減免
○増資（２００４年）

→登録免許税の減免
○子会社の本社への吸収合併（２００６年）

→登録免許税の減免
＜豊田通商（旧トーメン）＞

○増資（２００３年）
→登録免許税の減免

＜丸紅＞
○事業革新設備投資（２００２年）

→日本政策投資銀行の融資
○増資（２００３年）

→登録免許税の減免
→日本政策投資銀行の融資

＜三菱商事＞
○鉄鋼部門分社化（２００３年）

→登録免許税の減免
→日本政策投資銀行の融資

総合商社の産活法活用事例

重複

今後の 

業務の事業統廃合

産活法活用ニーズ

不採

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

グローバル展開支
援

1

円借款の活用や官民パート

ナーシップの強化等、戦略的経
済協力政策を推進し、総合商
社の事業環境整備を通じて、グ
ローバル展開を支援する。

・アジアＰＰＰ推進協議会等の
官民パートナーシップ推進母体
と協働して、海外における総合

商社の事業環境整備を推進す
る。
・総合商社との協議の場（商社
会等）を通じて、業界からの

ニーズを把握し、政策に反映す
る。

・我が国企業が有する高い技
術や優れたノウハウをアジアを
始めとする諸外国へ普及させ、
総合商社のビジネスチャンス拡
大を図る。
・円借款やＰＰＰ等の案件のベ
ストプラクティスを共有し、案件

の面的な展開を促進する。

法制度整備支援 2

総合商社が海外での事業を検
討する際の参入障壁を軽減す
るため、我が国および企業が有
する制度や技術を普及し、事業

環境の改善を図る。

・東アジア諸国の産業発展の基
盤となるとともに日本企業の事

業活動の円滑化に資する法制
度の整備・運用に関する支援を
推進する。
・各省で連携し、法制度整備支

援に関する基本計画を策定す
る。

・日系企業の海外での事業環
境の改善も期待し、アジアの成
長基盤たる法制度を調和・高度
化させるとともに、その整備・執

行を支援する。

事業再編支援 3

総合商社の課題である、グ

ループ内外における重複事業
の解消と不採算事業からの撤
退、および新規事業分野への

参入を促進するため、産活法に
基づく事業分野別指針の策定
により側面支援する。

・改正産活法に基づく総合商社
事業分野別指針を策定し、税
制等のメリットにより、総合商社

の事業の選択と集中を促進す
る。

・産活法の適用により事業再編
が促進され、収益の効率化・高

度化が期待される。

算事業からの撤退

商社

事
業
分
野
別
指
針
の
策
定 参入による業界再編

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【工程表】総合商社 

 

 

 49



 

⑥対個人サービス業 （※） 

(1) 総論 

 対個人サービスにおいては、消費者からの信頼性が確保されていることが

健全な市場の成立にとって不可欠であることから、認証制度などの「品質の

見える化」に取り組む必要がある。 

また、科学的・工学的アプローチの導入や、生産性向上の核となる人材の

育成などを進める必要がある 

（※）本プログラムでは、個人のライフスタイルや価値観の変化、女性の社

会進出、少子高齢化などの社会環境の変化の中で、自己実現、健康増進等生

活の質向上の観点から、今後の発展が期待されるサービス（学習塾、語学教

室、エステティック、フィットネス、結婚相手紹介サービス）、ワークライ

フバランス、少子化対策の観点から重要性を増しているサービス（家事支援

サービス、育児支援サービス）を対個人サービスとした。 

 

(2) 政策としての取組 

① 消費者の信頼性確保 

サービスの品質を見える化し、契約後のトラブルを回避して消費者に対す

る信頼性の確保を図る。また、同時に、サービスの品質に基づく競争を促し

ていく。 

 

ⅰ）消費者に対する信頼性の確保 

 認証制度や信頼性確保のためのガイドラインの整備を推進するとともに、

ADR（裁判外紛争解決制度）の整備に向けて検討を進める。 

 

（参考）エステティックでは民間の第三者機関がサロン認証の申請受付を平

成 20 年１月より開始。結婚相手紹介サービスでも認証ガイドライ

ンを策定中。 

また、適正な消費者取引を推進するため、特定商取引法（対個人サービス

のうちエステティック、学習塾、語学教室、結婚相手紹介サービスが対象）

についての説明会の開催等により、コンプライアンスの周知徹底を行う。 

さらに、消費者トラブルのリスク低減を図るためには、事業者側において、

長期契約の回避、契約金額の少額化、企業・業界による前受金保全の仕組の

導入等の措置をとることが重要である。このため、業界団体等における具体

的な対応可能性の検討など、業界による取組を促す。 
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ⅱ）高品質なサービスが適正に評価される仕組みの構築 

顧客満足度指数（CSI）については、平成 19 年度におこなった３業種（百

貨店、総合スーパー、フィットネス）におけるプロトタイプモデルの実証事

業を平成 20 年度は延べ 10 業種程度に拡大し、平成 21 年度からの本格的な

導入を図る。 

 

また、サービスの品質レベルを可視化する際に参考となりうる格付け制度

など様々なアプローチ方法の整理・公表、サービス品質の向上がどのように

生産性向上へ結びついているかについての因果関係の調査・分析を進める。 

 

② 科学的・工学的アプローチの拡大 

平成 19 年度に策定したサービス工学分野技術戦略マップに基づき、平成

20 年４月に産業技術総合研究所に設置された「サービス工学研究センター」

等における研究開発、産学連携の推進、サービス産業生産性協議会による普

及啓発を進める。 

また、製造管理ノウハウを活用し、サービスの品質のバラツキの解消やム

リ・ムダの排除などを進めるため、サービスプロセス改善のための実証事業

を推進するとともに、中小企業基盤整備機構の専門家派遣事業などと連携し、

その成果を裾野広く波及させる。 

 

③ スタッフ人材及び経営人材における人材育成 

業界や業種に共通するスキル標準や能力評価制度を整備するとともに、資

格の整理や充実を図ること等により、スタッフ人材の育成を推進する。 

また、実践的な技能や知識のみならず、幅広く体系的な経営能力を持った

経営人材が不可欠であることから、産業界がどのような課題を抱えているか

明らかにするとともに、産学連携による対話を通じて、大学等教育機関にお

ける教育体制の充実を促していく。 

 

④ チェーン化等による生産性向上 

複数営業所のチェーン化は、管理業務等にかかる規模の経済の発現、効率

化やノウハウの営業所間での共有等を通じることで、生産性向上に有効であ

る。また、フランチャイズ等は、一般的に、創業・起業の有効な手段として

活用可能である。 

このため、ボランタリーチェーンを活用し、効率的な仕入れや情報化など

の課題解決を図った事例や、フランチャイズチェーンにかかわる本部の情報

開示ルールや加盟店が契約時に留意すべき点など、事業者が必要に応じてチ
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ェーン化に関する情報を得られるよう適切に情報提供等を実施する。 

 

⑤ グローバル化による新たな市場の創出 

対個人サービスにおいても、国際展開に関心がある企業は少なくないが、

実際に海外進出している企業は少ない。このため、海外に進出している日本

のサービス産業の成功要因や制約要因を把握・分析する。また、アジア市場

に着目し、アジア主要都市のサービス産業への消費トレンドを調査する。 

また、外国人観光客を誘客し、国内における消費を増大させることによ

る国内サービス産業の需要拡大による市場創出も重要である。現在、外国

人観光客数を 2010 年までに 1,000 万人誘客するために様々な取組を実施し

ている中、外国人観光客数を伸ばすための取組に加え、外国人観光客一人

当たりの消費額を伸ばすための取組も強化していくことが必要である。こ

のため、外国富裕層にターゲットを絞った誘客のための PR の充実、外国人

富裕層のニーズにあった観光体験を可能とする国内受け入れ体制の整備を

進めていく必要がある。 

 

 

⑥ 育児支援サービス市場の一層の拡大 

育児支援サービスについては、待機児童という形でサービスの供給不足が

恒常化している。また、多様な育児支援サービスを期待する需要も高まって

きている。このような中で、社会福祉法人のみならず、株式会社など民間企

業がより参入しやすい環境を整備し、育児支援サービス市場を拡大すること

が重要である。 

保育制度については、規制改革会議等の場で検討が行われているところで

あるが、民間企業と民間企業以外の法人間の競争条件のイコール・フッティ

ングの確保、民間企業による多様なサービスの提供という観点から制度・運

用の柔軟化などが重要である。また、これらの規制制度改革に加え、以下の

取組を通じ、民間企業が活動しやすい環境の整備を進める。 

 

ⅰ）サービスの質の見える化 

個人の選択肢の拡大につながる、保育サービスの品質の見える化を図るた

め、統一的な指標による保育所の第三者評価の活用の促進を検討する。 

 

ⅱ）ソーシャル・ビジネスの振興 

病児保育など多様なニーズに対応する NPO など、ソーシャルビジネスにお

ける先進的なビジネスモデルの普及促進を図るとともに、ソーシャルビジネ
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スを担う人材の育成、資金調達の円滑化に向けた環境整備に取り組む。 

 

  ⅲ）税制による支援 

企業が従業員の子育て支援の観点から設置する事業所内託児施設につい

ては、平成 19 年度から割増償却制度を創設したところであるが、制度の広

報を図るとともに、活用促進に向けた検証を行う。 

 

⑦ 指定管理者制度等の活用による公的サービス市場の拡大 

自治体の保有する施設の管理運営を民間企業にも開放する指定管理者制

度については、これを受託した民間企業からは、創意工夫の自由度の少なさ

や、自治体とリスクをシェア・負担するルールの不明確さ、サービスを向上

させるためのインセンティブ不足などが課題としてあげられている。また、

「小規模細切れ、単年度、外郭団体主体」が主体の制度運用を「大規模複合、

長期、民間企業主体」に転換する重要性が指摘されている。 

このため、公的サービス市場の拡大を図るため、民間企業が魅力のある新

たな市場として参入できるように、課題の解決につながる契約のひな形・ガ

イドラインの提示などの整備を検討する必要がある。また、自治体担当者、

民間事業者の情報共有、情報交換の場の創設を支援する。さらに、民間事業

者の参入により、サービスの質も向上し、利益も創出された包括アウトソー

シング等の事例などのベストプラクティスを発掘し、普及・啓発する。 

 

  ⑧ ベストプラクティスの普及・啓発 

   サービス産業の生産性向上に資する先進的な取組の選定を、平成 19 年度

からの３年間で 300 事例行う「ハイ・サービス日本 300 選」を活用し、対

個人サービスについてもベストプラクティスを収集し、広く普及していく。 
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【工程表】対個人サービス 
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取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

1

消費者に対する信頼性を確保
するために、①認証制度の構
築支援、②ＡＤＲ（裁判外紛争
解決）機関等のあり方の検討、

③コンプライアンスの周知・徹
底、④消費者に対するリスクを
低減する手法の普及促進など
を行う。

認証制度の構築支援を数業種

実施するとともに、ＡＤＲ機関の
あり方の検討を行う。

認証制度、ＡＤＲ機関の拡充を

図る。

2

高品質なサービスが適正に評
価される仕組みの構築に向け
て、①ＣＳＩ（顧客満足度指数）

の開発・導入、②より高品質な
サービスの評価について検討
などを行う。

①構築したCSIのプロトタイプモ
デルについて、平成１９年度か
ら対象業種を拡充してモデルの
信頼性を高めるための実証実

験を実施。
②サービス品質の向上がどの
ように生産性向上に結びついて
いくかについての因果関係の

調査・分析を行う。

①開発したCSIを導入・運用して
いく。

②サービス品質を評価する仕
組みの構築について検討を行
う。

科学的・工学的ア
プローチの拡大

3

業務の標準化・マニュアル化、

高付加価値化・業態のイノベー
ションを推進するために、①科
学的・工学的アプローチの開
発・普及、②製造管理ノウハウ

活用によるプロセス改善を推
進、などを行う。

①サービス研究者とその研究
成果のＤＢ構築（「サービスシー
ズマップ」の作成）や「サービス

工学センター（（独）産業技術総
合研究所に平成２０年４月設
立）」を初めとする研究機関に
おける革新的技術研究を推進

するとともに、研究成果が社会
へ波及するよう、産学連携の強
化・推進や事業化の支援など

の取組を実施する。
②平成１９年度に引き続き、効
率化・標準化等の成功事例開
発のための実証事業を実施す

る。また、こうした取組の普及の
ため、中小企業庁や中小企業
基盤整備機構の専門家派遣事
業等と連携を行う。

①革新的技術開発の推進と社
会への波及による生産性の向
上を図る。
②製造管理ノウハウの普及に

よる生産性の向上を図る。

スタッフ人材及び
経営人材における

人材育成
4

「スタッフ人材」及び「経営人材」

の各層における共通課題を整
理し、当該課題の解決に資する
事業及び検討を行う。

・業界・業種に共通するスキル
標準や能力評価制度を整備す
るとともに、資格・検定制度の

整理・充実を図る。
・産学連携により、大学等教育
機関における教育内容を充実
させるための方策について検

討を行う。

大学等の知見を活用し、サービ

ス産業の革新に資する人材育
成を推進するための教育プロ
グラムの開発を推進する。

チェーン化等によ
る生産性向上

5

複数営業所のチェーン化は、生
産性向上に有効であり、また、
フランチャイズ等は、一般的

に、創業・起業の有効な手段と
して活用可能である。事業者が
必要に応じてチェーン化に関す
る情報を得られるよう、適切に

情報提供等を実施する。

事業者が必要に応じてチェーン

化に関する情報を得られるよ
う、適切に情報提供等を実施す
る。

事業者の事業拡大を円滑化す
る。

グローバル化によ
る新たな市場の創 6

サービス産業の事業者が海外

展開を行う際の課題抽出と実
国際展開の成功要因や制約要 対個人サービス業の海外展開

消費者の信頼性
の確保（品質の見
える化の促進）

出 態の把握を進める。
因についての実態を把握する。 支援を推進する。
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グローバル化によ
新たな市場の創

出（続）
7

外国人観光客一人当たりの消
費額を伸ばすために、外国富
裕層にターゲットを絞った誘客

のためのＰＲの充実、外国人富
裕層のニーズにあった観光体
験を可能とする国内受け入れ
体制の整備を進めていく。

外国富裕層の多様なニーズに
きめ細かく対応することができ
る国内受入体制の在り方につ

いて検討を実施する。また、訪
日外国人の我が国における消
費実態について調査する。

平成２０年度の検討結果を踏ま
え、訪日の窓口となる海外バイ
ヤーと日本国内に点在する

様々な「本物」の和のコンテンツ
の橋渡しを円滑に行うことが可
能な受入体制の検討を行う。

育児支援サービス
市場の拡大／公

的サービス市場の
拡大

8

指定管理者制度などを活用し、
公的サービス市場に民間企業
が魅力のある新たな市場として
参入できるように、課題の解決

につながる契約のひな形・ガイ
ドラインの提示などの環境整備
を検討する。また、保育サービ

スにおいては、民間企業、その
他の法人間の競争条件のイ
コール・フッティング、制度運営
の柔軟化などの環境整備を検

討する。

・自治体担当者、民間事業者の
情報共有、情報交換の場の創
設を支援し、指定管理者制度

における契約ひな形・ガイドライ
ン（リスク・シェア等）の作成及
び周知の検討を行う。
・企業が従業員の子育て支援

の観点から設置する事業所内
託児施設については、平成19
年度から割増償却制度を創設

したところであるが、制度の広
報を図るとともに、活用促進に
向けた検証を行う。
・ソーシャルビジネスにおける

先進的なビジネスモデルの普
及促進を図るとともに、ソーシャ
ルビジネスを担う人材の育成、
資金調達の円滑化に向けた環

境整備に取り組む。

・統一的な指標による保育所の
第三者評価の促進など、市場

環境整備を検討する。

ベストプラクティス
の普及・啓発

9

サービス産業の生産性向上に

資する先進的な取組を表彰す
る「ハイ・サービス日本300選」
を活用し、対個人サービスにつ
いてもベストプラクティスを収集

し、広く普及していく。

ハイ・サービス日本300選は、
2007年からの３年間で300選の
選定を行うこととされているが、
対個人サービスのベストプラク
ティスの収集・普及を進める。

ベストプラクティスの普及により
生産性の底上げを図る。

る

 

 

 



 

⑦業務プロセスアウトソーシング業（BPO） 

(1) 総論 

BPO 提供企業のサービスの質の向上、ユーザー企業におけるバックオフ

ィス業務の可視化、並びに BPO 提供企業およびユーザー企業の戦略的連携

などを通じ、ユーザー企業及び BPO 提供企業双方の生産性向上に取り組む

ことが重要である。具体的な方向性は以下のとおり。 

 

(2) 政策としての取組 

① 制度面での環境整備 

 業務の標準化の阻害要因となっている複雑な法制度に関する検討を

通じ、BPO 提供企業が規模の経済を追求することが可能となるような環

境整備について検討を行う。 

 

② 産業活力再生特別措置法・分野別指針の整備 

 グループ企業内の BPO 提供会社が、グループの枠を越えて競争するこ

とを促すため、事業再構築を伴う企業再編の際に、不動産取得税の減免

等といった恩典が受けられるよう、産業活力再生特別措置法の事業分野

別指針の策定について検討を行う。 

 

③ BPO 提供企業とユーザー企業が戦略的連携を行っている事例（ベストプ

ラクティス）の収集・普及 

  戦略的連携のベストプラクティスを収集し、ユーザー企業が BPO を活

用する際の先進事例として普及させる。また、ユーザー企業と BPO 提供

企業が契約を結ぶ際に、予めサービスレベルを規定し、そのサービスレ

ベルを維持・管理していく契約（サービスレベルアグリーメント（SLA））

形態のあり方のあり方について検討を行う。 
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【工程表】業務プロセスアウトソーシング 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

制度面での環境整
備

1

業務の標準化の阻害要因と
なっている複雑な法制度に関す
る検討を通じ、BPO提供企業が

規模の経済を追求することが
可能となるような環境整備につ
いて検討を行う。

業務の標準化の阻害要因と

なっている複雑な法制度に関す
る検討を行う。

BPO提供企業にとって、規模の

経済の追求が可能となるような
環境整備を行う。

産業活力再生特
別措置法・分野別

指針の整備
2

自社グループ外に対しても、

BPOサービスの提供を促すこと
により、サービスの品質（付加
価値のレベル）向上に基づく競

争環境を整備するため、産業
活力再生特別措置法における
分野別指針の整備を行う。

BPO研究会の結論を踏まえ、
産業活力再生特別措置法の分

野別指針の策定に取り組む。

必要に応じて分野別指針の見
直しを行う。

ベストプラクティス
の収集・普及

3

BPO提供企業とユーザー企業

が戦略的に連携し、生産性向
上を実現した事例（ベストプラク
ティス）を収集し、ユーザー企業
がBPOを活用する際の先進事

例として普及させる。また、BPO
提供企業とユーザー企業が契
約を結ぶ際に、予めサービスレ
ベルを規定し、そのサービスレ

ベルを維持・管理していく契約
（サービスレベルアグリーメント
（SLA))形態のあり方についても

検討を行う。

ベストプラクティスの収集・普及
を行うと共に、BPO提供企業と

ユーザー企業が契約を結ぶに
あたり、予めサービスレベルを
規定し、そのサービスレベルを
維持・管理していく契約形態の

あり方についても検討を行う。

ベストプラクティスの更なる収
集・普及を図る。
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⑧環境装置のサービサイジング 

(1) 総論 

ビジネスモデルの創出やリスク回避をしながらビジネススキームを構

築することは、サービサイジングの推進において非常に重要な課題であ

るが、これについては業界及び個別企業が、高付加価値なビジネスモデ

ルの検討、ビジネスモデルを創出する人材育成・確保、異業種との資金

面での連携、リース会計基準を含めた契約形態の検討等を通じ、取り組

んでいくことが求められる。 

サービサイジング導入のメリットを分かりやすく提示するという課題

については、政策としてその定量化の手法や認定基準等について検討し

ていくほか、個別企業が環境負荷低減効果を定量的に示すことが必要で

ある。 

ユーザー側に起因する課題に対しては、政策としてサービサイジング

の認知拡大を図り、セミナーや環境展示会等におけるサービサイジング

の広報活動を行うことでユーザー側の受け入れ態勢整備を促進すること

が求められる。また、市場環境を把握するためのデータ整備を行う必要

がある。 

 

(2) 政策としての取組 

① サービサイジングの認知拡大 

サービサイジングの認知拡大は今後のサービサイジングの推進にあた

り非常に重要な課題である。これについては政策によるサービサイジン

グの普及、拡大が求められており、セミナーや展示会を活用した認知度

向上といった施策を充実・強化する。 

 

② 環境負荷低減効果を測定、認定する手法または基準の検討 

サービサイジングによるメリットを分かりやすく示すため、環境負荷

低減効果を測定・認定する手法や基準を検討する。サービサイジングに

よる環境負荷低減効果の「見える化」と「動機付け」のための施策を実

施していく。 

 

③ サービサイジングに関するデータ整備 

市場の全体像を掴み今後の施策につなげるため、サービサイジングに

関する会計面・税制面の取扱いを含めたデータ整備等について、その具

体的な方策を検討する。 

 58



 

 

④ 異業種連携 

 装置のライフサイクルを通したビジネスの展開及びリスク軽減のため

の異業種連携を促進する。 

 

【工程表】環境装置のサービサイジング 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

サービサイジング
の認知拡大

1
セミナーや展示会を活用した認

知度向上といった施策を充実・
強化する。

サービサイジングの内容、手
法、メリット等を分かりやすく伝
えるための事例等の整理を行

い、エコプロダクツ２００８等の
環境展示会や成果報告会等に
おける普及・啓発を行う。

東京・地方・海外の環境展示会
等におけるサービサイジングの

内容、手法、メリット等の普及・
啓発を促進する。

環境負荷低減効
果を測定、認定す
る手法または基準

の検討

2

サービサイジングによるメリット
を分かりやすく示すため、環境
負荷低減効果を測定・認定する
手法や基準を検討する。

サービサイジングによる環境負
荷低減効果の「見える化」と「動
機付け」のための施策を実施し

ていく。

実証事業を行い、環境負荷低

減効果等について取りまとめ、
課題抽出等を行う。

実証事業により得られた成果を

活用し、事業者の事業スキーム
策定と定量的な評価を促進す
る。

サービサイジング
に関するデータ整

備
3

市場の全体像を掴み今後の施

策につなげるため、サービサイ
ジングに関する会計面・税制面
の取扱いを含めたデータ整備
等について、その具体的な方

策を検討する。

実証事業を行い、データ整備等
について取りまとめ、課題抽出
等を行う。

実証事業により得られた成果を
活用し、事業者に会計面、税制
面の取扱等を明らかにすること
等により事業展開を促進する。

異業種連携 4
装置のライフサイクルを通した

ビジネスの展開及びリスク軽減
のための異業種連携を促進。

異業種間のマッチング等の場を

提供する。

マッチングの拡大等により事業

者の異業種連携を促進する。
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⑨自動車販売 

(1) 総論 

自動車販売業の生産性向上に関する大きな方向性としては、以下のよ

うに考えられる。 

  

① 自動車メーカーとの関係の再構築 

自動車メーカーによる自動車販売業者の経営・事業運営への関与により、

相互の連携による業務効率化が進んでいるとの側面がある一方、時にこうし

た関与が過剰となり、日常的な業務遂行の細部を規定したりするほか、自動

車販売業者の主導による地域での出店店舗の集約化等の積極的な事業展開

が行われ難い状況となっている例がある。また、IT 投資等の面で自動車販

売業者の独自性の発揮を阻害しているとの指摘がある。自動車メーカーの経

営・事業運営への関与のあり方について、自動車販売業者との協力のもとで

の効率化を一層進めるとともに、自動車販売業者の経営主体性を高め、独自

の創意工夫に基づく積極的な事業戦略構築を促すとの観点から、非効率な面

については見直していく必要がある。 

 

② 付加価値の向上 

自動車の持つ魅力を的確に伝達することが自動車販売業の使命であると

の認識のもとに、環境・エネルギー性能の高い自動車や次世代自動車の商品

展開と普及を推進すべきである。政府においても、環境・エネルギー性能に

優れた次世代自動車が実用化され、本格的に普及段階に入れば、消費者の自

動車に対する新たな需要の喚起につながるのではないかと期待されること

から、次世代自動車の技術開発や普及促進策を講じることによって、民間事

業者の取組を支援すべきである。 

また、新たな販売手法の開発や魅力ある店舗作りによる店頭販売の活性化

といった従前からの取組を更に強化することが重要である。 

さらに、新車販売を事業の中核としつつも、自動車の使用年数の長期化や、

保有台数の増加により、定期点検や車検などのストックビジネスの積極展開

がますます重要になっていく中、消費者のサービス需要を的確に取り込み、

積極的な事業展開を図っていくことが期待される。そのためにも、例えば、

適切な設備投資と人材の確保・育成を進めていくことが重要である。 

 

③ 経営の合理化・効率化 

これまでも自動車メーカー主導での販売チャネルの統合等の事業再構築
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が進展しているが、今後は、自動車販売業者の主導による販売店舗網の集

約・拡大の可能性についても検討する余地がある。また、整備関連業者との

提携による整備サービスの効率的な運営、自動車販売業者の共同での店舗展

開の推進などを更に進めていくことが重要である。 

また、販売員や整備エンジニアの配置や効率的な活用を行うため、適切な

人材配置や時間管理の徹底、バックアップ体制の確保等を進めるとともに、

コールセンターの設置や関係資料のデータベース化等のシステム整備によ

る効率化を進めていく必要がある。 

加えて、今後求められる高度な整備技術に対応できる人材を確保し、社内

教育を通じて育成していくことが重要である。 

 

 

(2) 政策としての取組 

① 自動車関係諸税の見直し 

自動車関係諸税の負担が大きいことが消費者の自動車購入意欲を萎縮す

る要因になっているとの指摘がある。平成 20 年度税制改正大綱の記述を踏

まえ、自動車関係諸税の簡素化に向けた具体的な検討を進めていく。 

また、既存の環境・エネルギー性能に優れた自動車への税制優遇措置との

関係などを整理しつつ、新車への買い換えを促進するという側面にも留意し、

現行の自動車グリーン化税制等の取組を着実に進めていく。  

 

② 電子化の推進による登録・納税業務などの更なる効率化 

自動車は、その普及に伴う社会的な負荷等にかんがみて他の業態と比して

も多くの規制・制約に服しているが、自動車販売に際しての諸手続について

は、ワンストップサービスに向けた取組や、自動車リサイクルの預託システ

ムの構築などが進められてきた。今後とも、必要に応じて、こうした登録・

納税等の更なる効率化を進める。 

 

③ 基盤整備支援 

ⅰ）IT を活用した顧客管理の効率化 

自動車販売業者が行う顧客管理、販売関係資料のデータベース化等のシス

テム整備による効率化の取組を支援していく。 

 

ⅱ）販売・整備人材の確保及び育成 

自動車の機能向上に伴う、的確な商品説明や高度な整備技術等を実施する

ため、優秀な販売員・整備エンジニアの確保とその効率的な育成を進める自
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動車販売業者の取組を支援していく。 

 

④ その他の関連規制 

販売に関する規制等について、必要に応じ合理化・運用の効率化を図っ

ていく。 

 

【工程表】自動車販売 

取組の方向性 No. 具体的取組 短期
（平成２０年度中）

中長期

1

平成２０年度税制改正大綱の
記述を踏まえ、自動車関係諸

税の簡素化に向けた具体的な
検討を進めていく

自動車関係諸税については、
今後の抜本的な税制改革にあ
わせ、道路の整備状況、環境

に与える影響、厳しい財政状況
等も踏まえつつ、暫定税率を含
め、そのあり方を総合的に検討

する。

必要に応じ、自動車関係諸税

のあり方について、総合的な検
討を継続する。

2

既存の環境・エネルギー性能に
優れた自動車への税制優遇措
置との関係などを整理しつつ、

新車への買い換えを促進する
という側面にも留意し、現行の
自動車グリーン化税制等の取
組を着実に進めていく。

排出ガス性能及び燃費性能に
優れた自動車の普及を促すた

め、長期保有の車に重課する
一方、要件を満たした自動車に
対する自動車税及び自動車取
得税の軽減措置を実施する。

引き続き、排出ガス性能及び燃

費性能に優れた自動車の普及
を促す。

電子化の推進によ
る登録・納税業務
などの更なる効率

化

3

自動車販売に際しての諸手続
について、ワンストップサービス

に向けた取組など登録・納税等
の更なる効率化を進める。

自動車販売に際しての諸手続
のうち、現在サービスを行って
いる新車新規登録手続につい

てワンストップサービスの利用
率を上げる取組を進める。

引き続き、利用率を上げる取組
を進めるとともに、ワンストップ
サービスの対象手続を５０％以
上の利用が見込まれるものに

拡大することにより、IT化による
登録納税業務の効率化を促
す。

ITを活用した顧客
管理の効率化

4

自動車販売業者が行う顧客管
理、販売関係資料のデータ

ベース化等のシステム整備に
よる効率化の取組を支援してい
く。

自動車販売業者の顧客管理の

効率化のための具体的な支援
策を検討する。

必要に応じ、自動車販売業者
の顧客管理の効率化のための

支援策の見直し・拡充を検討す
る。

販売・整備人材の
確保及び育成

5

自動車の機能向上に伴う、的
確な商品説明や高度な整備技
術等を実施するため、優秀な販

売員・整備エンジニアの確保と
その効率的な育成を進める自
動車販売業者の取組を支援し
ていく。

販売・整備人材の確保及び効

率的な育成のための具体的な
支援策を検討する。

必要に応じ、販売・整備人材の
確保及び効率的な育成のため

の支援策の見直し・拡充を検討
する。

自動車関係諸税
の見直し

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


