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第１章 事業所サポート産業の現状と定義

【サービス産業の主な特性】

①変動性
（誰が誰に提供するかに左右される）

②同時性（生産と消費の時間が同一）
③同地性（生産と消費の場所が同一）
④消滅性（貯蔵できない）
⑤無形性

（見えない、触れることが出来ない）

対面取引が基本

１．今後有望視される対事業所サービス業

【サービス産業の特徴】

ⅰ）取引先の需要に依存

ⅱ）時間的制約

ⅲ）空間的制約

ⅳ）効果（効用）持続の限界

ⅴ）質の決定要素が属人的で標準化困難

我が国では、サービス経済化の流れの中で、対事業所サービス業は順調に増加
2015年には117兆円、雇用者数が841万人になると推計されている

★対事業所サービス業は大都市において有望な産業

機能が強化されることで、地域産業全体の活性化を促すことのできる産業
→地域経済にとっての経済波及力が大きい有益な産業

ユーザーとなる企業、優秀な人材が集中する大都市において優位性のある産業
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２．対事業所サービス業を取り巻く環境変化

（１）需要面の環境変化
・企業業務の選択と集中、周辺業務のアウトソーシング→対事業所サービス業への需要の増加

（２）供給面の環境変化
・ＩＴ化がサービス業の同時性、同地性、消滅性、無形性を緩和・排除→業務拡大・業容変革の可能性増大

（３）社会規制面の環境変化（法規制改変・強化と規制緩和）
・環境配慮意識の向上、企業経営に関する法整備・改変→多様なサービス業の需要を誘発
・規制緩和→業務拡大

（４）大手企業や他産業からの独立・子会社化と競争激化
・対事業所サービス業の多様化と拡大→競争の激化→独立系サービス企業の更なる経営改革

対事業所サービス業

ユーザー企業
リストラ

業務の選択と集中

大手メーカー

大手対事業所サービス業

商業

物流業者

独立
開業

独立
開業

起業
促進

業務の規制緩和
参入の自由化

起業関連法改正
企業活動への規制・罰則強

化

競争激化

アウトソーシング

系列化による内製化
本体又は子会社による参入

業務領域拡大

進化

IT 化

リストラ推進
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３．対事業所サービス業の進化

事業を取り巻く様々な環境変化→対事業所サービス業自身も大きな進化を遂げつつある

ユーザー企業の単なる業務代替機能を担っているだけでは低価格競争に巻き込まれる
→サービスの差別化

単なる業務
代替機能

専門ノウハウの
蓄積

ニッチ分野
（高シェア確保）

周辺業務一括受注
（総合化）

コンサル事業
（企画提案型）

事業
プロデュース

４．大阪市における対事業所サービス業の意義

大阪市でも全体の事業所数や従業者数が減少している中で、対事業所サービス業の従業者数
は順調に増加

対事業所サービス業は既存産業の競争力強化をサポートすることで、大阪経済の発展に寄
与することができると期待される

大阪市は関西圏の中心都市として中枢的な都市機能を担い、立地に適している

対事業所サービス業は、その立地において大規模開発を必要とせず、都市環境にもやさしい
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５．事業所サポート産業の定義と分類

対事業所サービス業は常に進化しているため、従来の産業分類では動きを捉えることが困難。
本調査では将来、大阪市にふさわしいサービス業を把握する必要があるため、対象を従来の「対
事業所サービス業」よりも広義に解釈し、運輸業等を含めて「事業所サポート産業」と定義する。
具体的には日本標準産業分類のなかから、以下の産業を抽出し、それを企業の業務機能によ
って、「経営支援サービス」「直接業務実施サービス」「間接業務支援サービス」「人材関連サービ
ス」の４分野に分類した上で、分析する。

●人材関連サービス

専修学校・各種学校、民営職業紹介業、労働者派遣業

●間接業務支援サービス

印刷業、製版業、製本業・印刷物加工業、印刷関連サービス業、ソフトウェア業、情報処理サービ
ス業、その他の情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、法律・特許事務所、公
証人役場・司法書士事務所、公認会計士・税理士事務所、各種物品賃貸業、産業用機器賃貸業、
事務用機器賃貸業、自動車賃貸業、速記・ワープロ入力・複写業、計量証明業、建物サービス業、
警備業、他に分類されない事業サービス業

●直接業務実施サービス

倉庫業、こん包業、運輸施設提供業、その他の運輸に附帯するサービス業、デザイン業、機械設
計業、自然科学研究所、人文・社会科学研究所、産業廃棄物処理業、機械修理業（電気機器を除
く）、商品検査業

●経営支援サービス

情報提供サービス業、映像情報制作・配給業、音声情報制作業、新聞業、ニュース供給業、その
他情報制作に附帯するサービス業、興信所、他に分類されない専門サービス業、広告代理業、そ
の他の広告業
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第２章 大阪における事業所サポート産業の特徴と現状

１．大阪市の事業所サポート産業の重要性

製造業と並ぶ重要な産業に成長（→図表2-2）

特に人材関連サービスに牽引されて、従業者数は全体で増加し、他産業に比べて雇用吸収力
も大きい（→図表2-22）

経済圏の中枢都市に集積する性質があり、大阪市は近畿内シェアが大きく、また全国シェアも
東京都区部に次いで大きい（→図表2-4）

２．大阪市の事業所サポート産業の経営的観点での特徴

他の産業に影響を与えるが、それ以上に他の産業から影響を受けやすい産業。大阪市では特
に製造業とサービス業自身との関係が密接である（→図表2-9、10）

設備投資などが小さく、参入が比較的容易であるが、アイデア勝負であるため事業に失敗する
確率も高い多産多死の産業（→図表2-11）

他のサービス業に比べて生産性が高い、特に経営支援サービスは高付加価値産業（→図表2-13）

従業者規模は他産業に比べて大きく、大規模化の傾向にある（→図表2-39）

業種によって、増減率も収益力も傾向はまちまちであり一括りに捉えることが難しい

１事業所あたりの収入額は、大阪市は東京都区部に次いで大きい。利益率は東京都区部より
も大きいが、これは地方ほど高いという傾向がある。人件費では 東京都区部と比べて低く、さら
に労働分配率も全国他都市に比べて低い傾向がある （→図表2-34、35、37、38）
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３．事業所サポート産業の立地特性

業種により立地特性が異なり、経営支援サービスは東京集中、直接業務実施サービスは大都
市優位、間接業務支援サービスは地方分散傾向（→図表2-19）

経営支援サービスは大都市圏の中枢都市に立地する傾向があり、大阪市では京都市や神戸
市のサポート・ニーズの一部をカバーしている（→図表2-19）

人材関連サービスは事業所は地域分散しているが、従業者数は仕事量に応じて大都市に集中
する傾向（→図表2-19）

４．統計データから読み取れる大阪市の事業所サポート産業の問題点

大阪市の事業所サポート産業の事業所数は他都市と比べて減少幅が大きく、全国シェアも近
畿シェアも低下傾向にある（→図表2-5、6、8）

大阪市の事業所サポート産業の市場規模は、東京都区部と約6倍の格差がある（製造品出荷
額、卸売業販売額、小売業販売額の格差はそれぞれ、1.2倍、3.8倍、2.9倍） （→図表2-31）

大阪市では他都市と比べて開業率が低く、廃業率が高い特徴がある（→図表2-12）
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５．シェア、成長性、収益力からみた業種特性

■全国での大阪市のシェアが高い業種（→図表2-16、18）

事業所数では、「デザイン業」「印刷関連サービス業」「その他の情報処理・提供サービス業」

従業者数では「情報提供サービス業」「法律・特許事務所」「デザイン業」が高い

コンテンツ関連などは、近畿シェアが高い

■大阪市において成長性が高い業種（→図表2-22、23、24）

「インターネット附随サービス業」「その他情報等制作に附帯するサービス業」「労働者派兼業」
などの成長が著しい

「商品検査業」「機械設計業」等は大阪市で全国に比べて成長性が高い

■大阪市で収益力が高い業種（→図表2-32、33）

「ニュース供給業」「士業」「興信所」など比較的小規模の事業所で成り立っている知識集約型
の業種の利益率が高い

全国と比較すると「ニュース供給業」「興信所」「機械修理業」「その他情報等制作に附帯する
サービス業」などが優位である
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第３章 大阪の事業所サポート産業の取り組みと課題

１．成長企業の戦略（差別化と高付加価値化の手法）

大手企業との競合を避けて、ニッチな分野をターゲットとする
顧客の業種はより細かい業種レベルへ絞り込む（例：卸売業→医薬品卸売業）
顧客の企業規模は、自社の身の丈にあった中小企業へ

①ターゲットとする顧客

単純請負に甘んじることなく、企画提案力を発揮し、質を高める
質を高める方向としては、全方位ではなく専門領域で、ア）ワンストップ化（川上から川下まで
トータルで対応）するか、イ）狭い業務において専門化（熟練化）を目指すか

②事業の領域

受注業

単純請負型

質の向上

成長企業の戦略
全方位（作業は孫請けに丸投げ）

専門領域に特化

ア）ワンストップ化

企画提案型

イ）専門化（熟練化）

川上から川上まで一括で対応

狭い業務で知識を深める
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段階的な事業展開（最初は周辺業務で市場と企業体力、信用力を確保）

徹底的にリサーチした上で、最終目標のサービスを実施

口コミにより販路開拓できるような仕組みを構築

コア業務以外をアウトソーシングすることにより、コア業務に特化、ノウハウの集中化を
図る

流通業者やメーカーの付加価値を高めることに貢献すると同時に、それらの企業と連携し
取引先の紹介を受けるなど販路を拡大

⑤外部連携

④販路開拓

③事業運営（展開）
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２．事業所サポート産業の経営課題と解決への取り組み例

いくらアイデアが良くて、市場性があったとしても、
企業の信用度が不足するために、設立時に販
路開拓に苦労

景気が回復している今、質の良い人材が大手企
業に流れてしまい、中小の事業所サポート企業は
人材確保が難しい
事業所サポート産業が求める人材にはコミュニケ
ーション力がまず必要

ソフトウェア開発や、機械設計業など、それなりの
設備投資が必要な業種があるが、担保力や信用
度が低く、金融機関からの資金供給が難しい

あえて人材の流動化に逆行し
終身雇用による人材育成
採用時の「人材の資質」に対す
る目利き能力を高める

信用力向上（認知度向上）
マーケティングを強化し、事業
の説明力を強化

公的認定活用
大手企業とのアライアンス
インキュベーションに入居
公的プロジェクトに参画

課題２ 資金不足

課題３ 人材の確保と育成

課題１ 認知度(信用)不足
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３．事業所サポート産業の市場の問題

事業所サポート産業は既存産業に依存しているため、一企業の努力では解決しえない市
場の問題が存在する

市場の意識が低い

適切な対価を得ることが難
しい

問題１

問題２

ある程度の行政支援が必要

４．大阪の市場としてのポテンシャルと問題

【大阪のポテンシャル】

豊富な人材と人脈

関西の中枢機能

サービスの質に厳しいユーザーが新しい
サービス需要を生み出す

【大阪の問題】

市場のボリュームに東京との格差（生産機
能の流出と本社機能の東京移転）

市場の質（単価の東京との格差）

人材の流出

大阪の事業所サポート産業自体の支店化
により、対応力が低下
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第４章 大阪における事業所サポート産業に関する行政支援のあり方

１．事業所サポート産業の行政施策への評価と要望（ヒアリング調査から）

（１）行政施策への評価

既存の公的支援が成長に大いに貢献しているという評価

（２）行政施策への要望

事業所サポート産業が存立できる基盤である市場を活性化する方策を検討して欲しい

優れたサービスに対する行政の評価と認定やＰＲ

中小の事業所サポート産業と学生や転職希望者とのマッチングの場を設定

（３）行政支援への参加意欲

自身の考案したサービスで大阪の中小企業を助けたいという奉仕の精神
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２．大阪経済活性化のための事業所サポート産業振興策の基本的な考え方

（１）既存産業の活性化
事業所サポート産業と既存産業は互いに密接に関係しあいながら、ビジネス活性化サイクルを
形成し発展する
大阪経済全体の活性化を促進するためには、事業所サポート産業と既存産業の両者をバラン
スよく発展させることが必要

（２）市場の質の向上
創造された新しいビジネスに対して認知度を高めること、法令順守など、社会経済問題の課題
に対する認識の向上を目指すような啓発をしていくことが必要

大阪発の優れたサービスに対して、評価し適正な対価を払うような市場を形成していくなど、市
場の質を高める方策が必要

事業所
サポート産業

既存産業

（製造業・商業等）

既存産業は事業所サポート産業にとって
・ 存立基盤（市場）
・ 成長基盤

事業所サポート産業は既存産業にとって
・ 体力強化基盤
・ 成長基盤

好循環
サイクルの

形成
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３．事業所サポート産業の課題解決のための行政支援策の方向

事業所サポート産業は、それ自体が既存産業を支援する機能を担っていること、およびそれら
既存産業の動向に依存する産業であるため、事業所サポート産業振興のためには、当該産業
への直接的支援だけではなく、基盤となる市場の育成策も必要

さらに、行政自らも、既存産業への支援事業を意欲ある事業所サポート産業へアウトソーシン
グしていくことも重要である

（１）事業所サポート産業への直接的支援策

ア）認定、広報
イ）交流の場の設定
ウ）インキュベーション
エ）人材マッチングの場の設定

（２）市場の育成策

ア）有望で優れたビジネスモデルの紹介
イ）アウトソーシング推進、デザイン振興

（３）事業所サポート産業の行政施策での活用


