
当協議会では、「SPRINGメイト」にご登録いただいた方に、サー

ビス産業に関する様々な情報をご紹介するメールマガジンをご提供

しております。ぜひ、「SPRINGメイト」にご登録ください。

検 索サービス　生産性

お問い合わせ先

公益財団法人 日本生産性本部
サービス産業生産性協議会
〒150-8307　東京都渋谷区渋谷3-1-1

16111000

 03-3409-1189 03-3409-1187
 service-js@jpc-net.jp http://www.service-js.jp
　　Facebook： http://www.facebook.com/SPRING.Service
　　Twitter ： ＠SPRING_Service



サービス産業生産性協議会（SPRING）とは
Service PRoductivity & INnovation for Growth

　当協議会は、サービス産業の生産性向上を実現するため、産学官が連携する共通のプラット
フォームとしての役割を担います。 サービス産業は多種多様であり、また多くの分野に渡ってい
るため、抱えている課題も様々です。 
　サービス産業の生産性向上には、"Output（産出）" "Input（投入）" の同時改善が不可欠です。
　当協議会は、生産性向上に役立つ経営革新ツールなどの情報の提供、有効な知識の共有のた
めの「場づくり」や業界・企業の自主的な取組みの支援などを通じて、サービス産業のイノベー
ションと生産性の向上を促し、ダイナミックな成長を支援することを目指します。
　なお、当協議会は日本生産性本部が事務局を担っています。

主な歩み

サービス産業における生産性の考え方

　物やサービスをつくり出すときには、労働力、機械設備、
土地、エネルギー、原材料などを「投入」（インプット）
する必要があります。これらを使って、どれだけ多くの
物やサービスを「産出」（アウトプット）することができ
たか、その効率の良し悪しを、「投入」「産出」の比率で
表したものが「生産性」です。
　我が国の製造業の多くは、技術力・開発力の前進とと
もに、省力化によって競争力を維持してきました。サー
ビス産業においても、労働力の節約などにより、見かけ上、
生産性は向上します。しかし、その結果、サービスレベ
ルが低下して、お客様が離れてしまっては企業の発展は
ありません。省力化だけでなく、より高い価値を発見・
提案し、お客様に届けることがサービス産業の課題と言
えます。

　「サービス産業」は、広義には第三次産業を指します。わが国のGDP（国内総生産）に占めるサー
ビス産業の割合は拡大を続けており、近年は約 7割に達しています。

　サービス産業は、その生産性の低さが指摘されてきました。加えて昨今では、低賃金、人材
のミスマッチ等、雇用の問題も深刻です。その解決のためにはサービスの価値を高くすること
が必須です。もっとレベルの高い産業にするためにはどうすればいいのでしょうか。

　また製造業においても、製品だけを売るのではなく、保守やメンテナンスをはじめとする付
加価値を生み出すサービスの部分が非常に重要になってきています。それは新しい雇用を生み
出すことにもつながります。

　サービス産業生産性協議会では、日本経済全体を底上げすることを目標に、各関係機関とも
連携しながら、サービス産業を巡る課題に取り組み、行動するプラットフォームであり続けます。

　皆様方のご協力ご支援、ご参画をお願いいたします。

サービス産業生産性協議会

サービスイノベーションによる
　　　　ダイナミックな成長を目指して。

公益財団法人 日本生産性本部とは

日本生産性本部は、企業、労働組合、学識者により構成されている中立

的な組織であり、「雇用の維持・拡大」「労使の協力・協議」「成果の公

正な分配」を基本的な考え方として、1955年（昭和30年）から生産性運動

を展開しています。産業人の育成やコンサルティングをはじめ、政策提言

や調査・研究などの幅広い事業を通じて、生産性向上を実現し、日本経

済の発展、国民生活の向上および国際社会への貢献に寄与しています。

2006年

財政・経済一体改革会議にお
いて「経済成長戦略」が策定さ
れ、産学官によるサービス産
業生産性協議会の発足が決定

● 7月

2007年

経済産業省の「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」で、サービス産業生産性協議
会の基本構想取りまとめ

● 4月

社会経済生産性本部（現：日本生産性本
部）会長 牛尾治朗を代表幹事として
「サービス産業生産性協議会」が発足

● 5月

「ハイ・サービス日本300選」第１回授
賞表彰式（以後、2010年３月の第９回ま
で表彰を継続）

● 12月

2008年

「SPRINGシンポジウム2008」を開催（以後、
毎年春開催）

● 3月

2010年

JCSI（日本版顧客満足度指数）第 1回結果発表
（以後、年間4～6回の結果発表を継続中）

● 3月

2013年

提言「サービスイノベーションへの取組みの
新たな展開にむけて」発表

● 4月

政府の「日本再興戦略」で「サービス産業
生産性協議会を国民運動として再構築」す
ることが明記される

● 6月

2014年

2016年

第１回日本サービス大賞表
彰式（以降、隔年表彰を継
続予定）

● 6月

2015年

日本経済再生本部が「サービス産業
チャレンジプログラム」を発表、「日
本サービス大賞」等を通じて優良取
組事例を収集・提供することを明記
される

● 4月

Productivity
生産性

Output 産出
つくり出されるもの、

サービス、価値など

Input 投入
労働力、設備、土地、

エネルギーなど設立目的

「サービス産業の仕組み化研究会」を設置● 4月

「日本再興戦略」の改訂発表（2014）にて
『「サービス産業生産性協議会」における高
付加価値型のサービス事業モデルに関す
るベストプラクティスの分析と「日本サー
ビス大賞」の創設（2015年3月）による普
及』が明記される

● 6月
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　2013年（平成25年）4月、サービス産業生産性協議会は、提言「サービスイノベーションへの取組みの新たな展開
にむけて」を発表しました。提言では、新たな段階の活動を展望し、現在の取組みにつなげています。
　当協議会は「ベストプラクティスセンター」機能を基盤として、普及啓発、人材育成、政策提言、経営者コミュ
ニティ形成など、多様な国民的活動を展開していきます。

サービス産業における
ベストプラクティスセンターとしての取組み

サービス産業の生産性向上を進めるため、３つのアプローチにより活動しています。

　サービス産業におけるベストプラクティスを普及啓発するため、全国各地で「SPRING シンポジウム」を
開催しています。また、サービスイノベーションに関心を持つ方々がベストプラクティスを共有し、意見交
換を行うコミュニティとして「SPRING フォーラム」を定期的に開催しています。

シンポジウム／フォーラム

サービスイノベーションの取組み

1 　サービス産業の生産性は企業により大きく異なることが分かっています。このことは、優れ
た取組み（ベストプラクティス）に学ぶことで、サービス産業全体の生産性を高める余地が大
きいことを示しています。このため、ベストプラクティスの収集・普及が重要です。

ベストプラクティスの収集・普及

2 　サービスの質の良し悪しは目に見えないという特性があります。このため、サービスの質を
統計的に評価し、可視化することによって、価格競争ではなく、サービスの質をめぐる競争を
生み出すことが、サービス産業全体の発展につながります。

サービスの質を可視化

3 　サービス産業では「モノづくり」ではなく「コトづくり」を行うため、製造業以上に人材の
役割が重要です。現場のサービスを担う人材教育と経営に関わる人材の育成を分け、異なる観
点でのアプローチが重要です。

人材育成

　2015年 3月、「優れたサービスをつくりとどけるしくみ」を表彰する、日本で初め
ての表彰制度「日本サービス大賞」を創設しました。
　本賞は、業種が多岐にわたるサービス産業において、各サービスを共通の尺度
で評価するという、従来に無い新たな試みにより選考を行います。人々に感動を
呼ぶようなサービス、今まで見たこともない独創的なサービス、お客様に永く愛
されているサービス、地域で輝いているサービスなど、“きらり”と光る優れたサー
ビスを、幅広く表彰します。
　国内のあらゆるサービス提供事業者を対象に、最優秀賞である内閣総理大臣賞をは
じめ、地方創生大臣賞、サービスに関連する各省の大臣賞などの表彰をすることによ
り、より一層の士気向上や切磋琢磨、サービス産業全体のイノベーションを促します。

日本サービス大賞 内閣総理大臣表彰

2017年 4月上旬：応募要領・応募用紙公開
2017年 5月中旬：応募受付開始
　　　　～　　　 ：審査
2018年春　　　 ：発表・表彰

第２回実施スケジュール（予定）

32 ベストプラクティスの
収集・普及

ベストプラクティスの
収集・普及

ベストプラクティスの
収集・普及

サービスの質を
可視化

サービスの質を
可視化

サービスの質を
可視化

人材育成人材育成人材育成

1

第１回 表彰
内閣総理大臣賞、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、優秀賞（ＳＰＲＩＮＧ賞）

アプローチ

 「SPRINGシンポジウム」  開催地実績  「SPRINGフォーラム」  過去開催テーマ

2015年12月 テーマパーク見学会

2016年8月 札幌開催

● JCSI 1位企業（銀行等）
● おもてなし経営企業
● 出版取次流通センター
● 社会福祉法人
● エンタテインメント産業のCS・ES
● 外食産業における人材育成
● SNSのマーケティング活用
● 通信販売コールセンター
● ネットスーパー専用店舗
● 学習教室の海外展開
● テーマパークのビジネスモデル
● 街づくり　　　　    など

企業事例（見学会等含む）
● 農業の成長産業化
● 中国から見る
 日本のサービス業
● 新・余暇市場
● 観光政策
● サービス産業政策
● スポーツ政策

市場動向・政策など

神戸
東京

札幌

横浜

名古屋

京都

高松鹿児島 松山

松江

長崎
福岡

金沢
新潟

大阪

仙台

盛岡
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サービス産業生産性協議会 入会のご案内

　当協議会はサービス産業のイノベーションと生産性向上を目指して国民運動を推進しています。 企業、業
界団体、労働組合、研究者、 コンサルタント、サービスユーザーなど、幅広いご参加による、協議会活動の
ダイナミックな展開を目指すべく、是非、当活動にご賛同・ご支援のほど、お願い申し上げます。

サービスの質を可視化する取組み

現場のサービスと生産性の向上

　サービス産業の生産性向上のため、日本最大級の顧客満足度調査（JCSI 調査）
を実施、結果の公表を行うと同時に、企業の成長やブランド力向上のために詳細な
データ等の提供を行っています。JCSI（日本版顧客満足度指数）とは、業種・業
態を横断して比較することができる顧客満足度指数です。顧客満足と合わせて、満
足の「原因」と「結果」を調べ、実際にサービスを利用した人の心の動きのモデル化、
見える化により、多面的に分析することができます。

JCSI（日本版顧客満足度指数）の実施

　2015年度から、「業務仕組み化」支援ツールを活用した生産性向上事業を開始し
ました。サービス提供現場の業務を「仕組み化」することにより、個人の勘や経験、
暗黙知を、組織のノウハウとして可視化して蓄積し、改善につなげます。
　業務基準書の作成・運用を支援するツールをご提供するとともに、「仕組み化」
を自律的に実行できる人材育成や改善プログラムをご用意しています。

「業務仕組み化」支援ツールの普及と活用

　当協議会は、各界の有識者から成る幹事会を最高意思決定機
関として運営しています。 また、必要に応じて、個別のテーマ
に対応した専門家・実務家によるアドバイザリーグループ、研
究会、委員会を設置します。 
　活動にご賛同いただいた企業・団体・個人の方には、サービ
ス産業生産性協議会会員として、上記委員会等の活動成果を公
開する各種プログラムや、当協議会主催のイベント等にご参画
いただけます。

サービス産業生産性協議会 会員 
（企業、団体、研究者、コンサルタント、個人事業主他）

（オブザーバー省庁）
経済産業省
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
国土交通省 活動への

参画
活動成果
の公開

幹事会

事務局

アドバイザリーグループ・
各種研究会・委員会

サービス産業生産性協議会の運営と体制

※会費は 2016/4/1 時点の税込価格です。
　2017/4/1 に改訂予定です。
※日本生産性本部の賛助会員は 20%引になります。 

 会員は、当協議会の目的に賛同してご入会する法人および団体、個
人とします。
 会員資格は、登録月より１年間有効ですが、２年目以降は特にお申し
出のない限り自動的に継続いたします。
・ 会員は、全社単位あるいは部門単位でもご入会いただけます。 
・ 企業・団体等の経営者・代表者の方は、原則、法人会員でのご入会をお願
いいたします。

・ 「入会申込書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、ご提出ください。申込書
受領後、会員年会費の請求書をお送りいたします。入会金はございません（申
込書はホームページからダウンロードできます）。

・ ご入会は随時受付けております。 
・ 入会にあたっては審査をさせていただく場合がございます。

会員種別 入会方法

会員種別 会 費
（税込）

対 象 特 典
（上記表のうち）

51,400円

10,200円

企業、
労働組合、
団体

個人、
研究者等

一般法人会員

一般個人会員

顧客満足
知覚価値
（コスト・

パフォーマンス）

推奨意向
（他者への推奨意向）

ロイヤルティ
（将来への再利用意向）

知覚品質
（全体的な品質評価）

顧客期待
（企業・

ブランドへの期待）

満足／不満足の結果
満足を構成する原因

ツール

可視化 標準化

理論モデル

現状 As-isモデル
（現状）

To-beモデル
（あるべき姿）

To-doジョブ
（業務基準書）

改善

業
務
仕
組
み
化
の
フ
ロ
ー
と
支
援
ツ
ー
ル

分析ツール 評価ツール 作成ツール

サービス産業生産性協議会会員にご入会いただくと、下記の特典が得られます。会員の特典

※交流会等一部実費をご負担いただきます。

※JCSI調査対象企業に限ります。

JCSI（日本版顧客満足度指数）調査結果基本データの無料ご提供※
● 業種内における貴社の順位　    ● 基本6指標のグラフ
● 顧客満足度と標準偏差のプロット図など　ご

優
待

無

　料

● SPRINGフォーラム（年間10回前後開催・見学会含む）　
● 日本生産性本部主催・賛助会員向け月例研究会（年間10回程度）
● 会員交流会※ 懇親会※ 

● メールマガジン（月1～2回配信） ● 各種イベントのご案内（随時） ｠
● 活動報告（会報）（年間4回発行） ● ブックレット 等 その他刊行物（年間2冊程度発行）
● 年間活動報告書（年間1回発行） 

● 日本生産性本部主催セミナー・研修※、「生産性の船」へのご参加費【10%割引き】
● 研修施設「生産性国際交流センター」（葉山）のご利用料金【10%割引き】

● 組織の経営課題（経営戦略、人材育成、業務改善、マーケティング等）について
　専門家、コンサルタントがアドバイス【初回相談無料】

そ
の
他

イベント1

情報提供2

JCSI3

SPRING主催の有料セミナーを優待価格でご提供
● サービス産業の「業務仕組み化」セミナーなど

有料セミナー4

事業割引5

経営相談6

～1 6

1 2 4 5

※経営・人事等に関する研修をご利用いただけます。詳細はホームページをご参照ください。

※当協議会に直接申込まれた場合に限ります。
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