
2019年 9月 2日 

 

公益社団法人関西経済連合会 

一般社団法人関西経済同友会 

 

「関西財界セミナー賞２０２０」の公募について 

 
関西経済連合会と関西経済同友会は、「関西において、優れた技術やビジネスモデルを持

ち、独自性を生かして関西の活性化に貢献している企業・団体・個人など」を表彰する    
「関西財界セミナー賞２０２０」の公募を本日から開始いたします。 

本賞は２００５年に創設され、今回で１６回目となります※。１０月９日の公募期間終了

後、選考を行い、２０２０年２月に京都で開催予定の第５８回関西財界セミナーの中で   
受賞者の発表と表彰を行う予定です。 ※輝く女性賞は２００９年の創設、今回で 12回目の表彰 

＜関西財界セミナー賞２０２０公募概要＞ 

１．表彰対象と要件 

（1）表彰対象 

・関西２府８県（※）で事業活動を行う企業・団体・個人等。 

     ※福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、徳島 

・本社の所在地、企業・団体規模の大小、自薦・他薦 は問いません。 

（2）表彰要件 

①独自の経営や技術、ビジネスモデルなどによって業績をあげていること。 

 ※直近３年の業績(経常利益)も参考にする。 

②新規事業等により関西経済の発展、関西のイメージアップに貢献していること。 

 または、社会的活動を通じ、地域社会に貢献していることなど。 

２．表彰内容  

・大 賞・・・・表彰要件①に該当する、最も優れた企業、１件 

・特別賞・・・・表彰要件①または②に該当する優れた企業・団体・個人、２件以内 

・輝く女性賞・・表彰要件①または②に該当する活躍が著しい女性、または、 

女性の活躍を支援する企業・団体・個人、３件以内 

３．応募方法 

別紙の応募用紙・推薦用紙に必要事項をご記入のうえ、１０月９日(水)までに、下記 

宛先までメール、ＦＡＸ、または郵送にてご応募ください。 

※応募用紙・推薦用紙は、以下のホームページからダウンロードできます。 

（http://www.kankeiren.or.jp/project/cat62/） 

 
○応募先 メール：zaisemishou2020@kankeiren.or.jp 

ＦＡＸ：０６－６４４３－５３４７ 

郵 送：〒530-6691 大阪市北区中之島 6－2－27 中之島センタービル 30階 

(公社)関西経済連合会 総務部 関西財界セミナー賞 2020担当 宛て 

以  上 

【添付資料】①「関西財界セミナー賞 2020」募集のご案内、②応募用紙、③推薦用紙、 

④参考：関経連 NOW関西財界セミナー賞 2019 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西経済連合会・関西経済同友会共催  

関西財界セミナー賞２０２０ 募集のご案内 

資料 １ 

＜関西財界セミナーとは＞ 

1963 年以来、毎年 2 月に関西の企業経営者が一堂に会し、国、地域、企業経営のあり方を

議論するセミナー。企業経営者のみならず、外資系企業、在日公館、大学、自治体など

幅広い分野の方々が参加している。 

関西財界セミナー賞は、関西全体の競争力強化や地域の活性化に寄与することを目的

として 2005年に創設され、今回で 16回目となります※。 

同賞は、「関西において、優れた技術やビジネスモデルを持ち、独自性を生かして関西 

の活性化に貢献している企業・団体・個人など」を表彰しています。 

賞の贈呈式は、2020年２月開催予定の第 58回関西財界セミナーの中で行います。 

“われわれの取り組みにぜひ注目して欲しい！”といった自薦や、“あの企業・団体・ 

個人の取り組みはすばらしい！”といった他薦、どちらでも結構です。多くの皆様から 

の積極的なご応募をお待ちしております。 

※輝く女性賞は 2009年の創設、今回で 12回目の表彰 

＜大   賞＞  ㈱神明 

＜特 別 賞＞ ㈱Darma Tech Labs 代表取締役 牧野 成将氏 

        福井経編興業㈱ 

＜輝く女性賞＞ ㈱Kaeru 代表取締役 大崎 弘子氏                    

 中西金属工業㈱ 代表取締役社長 中西 竜雄氏  

㈱minitts 代表取締役 中村 朱美氏 

㈱ｸﾛｼｪﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役 沼部 美由紀氏  

 

前回の受賞者 

※前回の贈呈式の様子 

大賞贈呈の様子 

輝く女性賞受賞者 

特別賞受賞者 



 

 

― 募集要項 ― 

１．表彰対象と要件 

（1）表彰対象 

・関西２府８県（※）で事業活動を行う企業・団体・個人等。 

  ※福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、徳島 

・本社の所在地、企業・団体規模の大小、自薦・他薦 は問いません。 

（2）表彰要件 

①独自の経営や技術、ビジネスモデルなどによって業績をあげていること。  

※直近３年の業績(経常利益)も参考にします。 

②新規事業などにより関西経済の発展、関西のイメージアップに貢献していること。 

または社会的活動を通じ、地域社会に貢献していることなど。 

   

２．表彰内容  

・大 賞・・・・表彰要件①に該当する、最も優れた企業、１件 

・特別賞・・・・表彰要件①または②に該当する優れた企業・団体・個人、２件以内 

・輝く女性賞・・表彰要件①または②に該当する活躍が著しい女性、または、 

女性の活躍を支援する企業・団体・個人、３件以内 

３．募集期間 

  ２０１９年９月２日（月）～１０月９日（水） 

４．応募方法 

別紙の応募用紙・推薦用紙に必要事項をご記入のうえ、１０月９日(水)までに、 

下記宛先までメール、ＦＡＸ、または郵送にてご応募ください。 

※応募用紙・推薦用紙は、以下のホームページからダウンロードできます。

（http://www.kankeiren.or.jp/project/cat62/） 

○応募先 メール：zaisemishou2020@kankeiren.or.jp 

ＦＡＸ：０６－６４４３－５３４７ 

郵 送：〒530-6691 大阪市北区中之島 6－2－27 中之島センタービル 30階 

(公社)関西経済連合会 総務部 関西財界セミナー賞 2020 担当宛て 

５．受賞者の発表・贈呈式 

厳正なる選考の上、受賞者には事務局よりご連絡いたします。 

  贈呈式は、2020年２月開催予定の第 58回関西財界セミナーの中で行います。 
 
 
お問い合わせ先： 

(公社)関西経済連合会 総務部   三村     TEL：０６－６４４１－０１０１ 

(一社)関西経済同友会 企画調査部 與口・木津  TEL：０６－６４４１－１０３１ 

 

以上 

大賞(小林製薬㈱)贈呈の様子 



２０１９年 月 日

＜独自性・革新性＞※箇条書き（100文字以内）
（例：日本・世界初の取り組み・ビジネスモデル、従来と異なる手法に挑戦、本業を生かし新たに○○の分野に進出、

○○（技術・商品）は日本唯一　など）

＜活動成果・影響＞※箇条書き（100文字以内）
（例：○年連続で収益増、約○％(国内○位)のシェア、○億円の経済効果があった、施設において○人を集客　など）

※概ね直近３年間でのご活躍内容をご記入ください。

＜関西への貢献＞※箇条書き（100文字以内）
（例：地域の課題解決への取り組み、地域の雇用創出に貢献、住民交流の場の提供、地域振興活動の実施　など）

＜女性の活躍＞※箇条書き（100文字以内）
（例：○○年経営者として活躍、女性初となる○○、女性ならではの視点を生かした事業の実施および商品の開発、

働く女性を支援する○○制度を整備し、育児休業取得率、復職率○％を達成　など）

（直近１年での特別なトピックス等、自由にご記入ください。）

「関西財界セミナー賞２０２０」　応募用紙

募集期間　２０１９年９月２日(月)～１０月９日（水）

企業・団体・個人名

事業・活動名

◆アピールポイント ※可能な範囲でご記入ください。

◆応募への意気込み

資料 ２



※記載例： （売上高） 1600億円 1824億円 2466億円

（経常利益） 43億円 50億円 46億円

（2017年3月時点） （2018年3月時点） （2019年3月時点）

〒
府 県

都 道

※ご応募内容に関し、補足資料があれば、添付くださいますよう、お願いいたします。

○応募先

メール：zaisemishou2020@kankeiren.or.jp
ＦＡＸ：０６－６４４３－５３４７
郵　送：〒530-6691 大阪市北区中之島6－2－27 中之島センタービル30階

(公社)関西経済連合会 総務部 関西財界セミナー賞2020　担当宛て

企業概況　（連結決算の場合は、連結ベースでご記入ください。）

（経常利益）

※西暦でご記載ください。
　　　記載例：1945年

資本金
※記載例：
       1億5000万円 従業員数 ※記載例：1000名

本社所在地
※市区町村は
　 不要です。
　　記載例：大阪

創業年

ご担当者
※上記と
　 異なる場合

(　　　年　月時点) (　　　年　月時点) (　　　年　月時点)

最近の業績

※お分かりになる範囲で結構ですので、最大3カ年分ご記載願います。

（売上高）

ご連絡先

部署名
（役職名）

お名前

電話 ＦＡＸ

E-mail

※「関西財界セミナー賞２０２０」事務局へメール、ＦＡＸ、または郵送でお送りくだ
　 さいますよう、お願いいたします。

住　所



２０１９年 月 日

＜独自性・革新性＞※箇条書き（100文字以内）
（例：日本・世界初の取り組み・ビジネスモデル、従来と異なる手法に挑戦、本業を生かし新たに○○の分野に進出、

○○（技術・商品）は日本唯一　など）

＜活動成果・影響＞※箇条書き（100文字以内）
（例：○年連続で収益増、約○％(国内○位)のシェア、○億円の経済効果があった、施設において○人を集客　など）

※概ね直近３年間でのご活躍内容をご記入ください。

＜関西への貢献＞※箇条書き（100文字以内）
（例：地域の課題解決への取り組み、地域の雇用創出に貢献、住民交流の場の提供、地域振興活動の実施　など）

＜女性の活躍＞※箇条書き（100文字以内）
（例：○○年経営者として活躍、女性初となる○○、女性ならではの視点を生かした事業の実施および商品の開発、

働く女性を支援する○○制度を整備し、育児休業取得率、復職率○％を達成　など）

（直近１年での特別なトピックス等、自由にご記入ください。）

◆推薦者コメント

「関西財界セミナー賞２０２０」　推薦用紙

募集期間　２０１９年９月２日(月)～１０月９日（水）

推薦する
企業・団体・個人名

推薦する
事業・活動名

◆推薦ポイント ※可能な範囲でご記入ください。

資料 ３



〒
府 県

都 道

〒
府 県

都 道

※ご推薦内容に関し、補足資料があれば、添付くださいますよう、お願いいたします。

○応募先

メール：zaisemishou2020@kankeiren.or.jp
ＦＡＸ：０６－６４４３－５３４７
郵　送：〒530-6691 大阪市北区中之島6－2－27 中之島センタービル30階

(公社)関西経済連合会 総務部 関西財界セミナー賞2020　担当宛て

（いずれかに○印をお付けください。）

［　　］可　　［　　］不可　

※「関西財界セミナー賞２０２０」事務局へメール、ＦＡＸ、または郵送でお送りくだ
　 さいますよう、お願いいたします。

住　所

※推薦企業・団体・個人へご推薦者のお名前をお知らせしてよろしいですか？

電話 ＦＡＸ

E-mail

ご担当者
※上記と
　 異なる場合

E-mail

住　所

◆ご推薦者の連絡先

ご所属
（役職名）

　

お名前

ご担当者

電話 ＦＡＸ

◆推薦企業・団体・個人の連絡先　※ご存じの場合に、ご記入いただければ幸いです。

部署名
（役職名）



08　2019 April　経済人

関西財界セミナー賞 2019
関西財界セミナー賞は、関西において、強い競争力や優れたビジネスモデルを持ち、
その独自性を生かして関西の活性化に貢献している企業・団体・個人を表彰している。

〈受賞理由〉
長年営んできた米卸業にとどまらず、ブレンド米「あか
ふじ米」をはじめとする新商品の開発・販売に取り組み
つつ、ドローン・ＧＰＳを使った効率的なコメの生産方
法の提案を行っている。川上から川下までを視野に入れ
た幅広い活動は、一企業の経営の枠を超え、日本の農業
全体の活性化に貢献している。

〈受賞理由〉
社長就任以来、自らリーダーシップを発揮
し、国内全拠点への社員専用託児所の設置、
大卒採用者に占める女性比率の向上など、
女性の活躍に資する環境整備に積極的に取
り組んでいる。その結果、社内の女性の活
躍が進展し、トップのコミットメントの重
要性を示す良きモデルとなっている。

〈受賞コメント〉
男性従業員比率が高い職場だが、女性が働きやすい・活躍しやすい職
場作りを行ってきた。グローバル化が進むなかで、職場のダイバーシ
ティはより重要になっていく。今後より一層、働き方改革・生産性向
上に取り組んでいきたい。

〈受賞理由〉
日本初となる量産化試作を前提としたもの
づくりベンチャー支援プログラムを運営
し、国内外の起業家を支援するとともに、
20億円を超える投資ファンドを形成した。
資金面を含めてベンチャー企業の成長を後
押しする活動は、日本におけるベンチャー・
エコシステムの形成に貢献している。

〈受賞コメント〉
京都をものづくりベンチャーの都にしたいという想いに共感していた
だいた ｢京都試作ネット｣ をはじめとする多くの方々に感謝申し上げる。
今後も精進し、われわれの想いを実現するとともに、関西の経済に貢
献していきたい。

〈受賞理由〉
「期間限定店を中心に販売を行う」「商品を
１品種に絞り、20のカラーバリエーション
を用意する」等、独自の販売戦略で、まち
歩き用バレエシューズという新たな市場を
開拓した。製造を担う神戸市長田区の靴職
人の技術の高さを消費者に伝えるなど、地
場産業の振興にも貢献している。

〈受賞コメント〉
靴のまち長田の職人さんの高い技術力がなければ、この商品は生まれな
かった。良質な商品作りに携わってくれた多くの人々に感謝したい。今
後は、世界で日本の技術力の高さや商品の素晴らしさを伝えていきたい
と考えている。

〈受賞理由〉 
ニット生地生産で培った高い技術力を生か
し、カーシート等の産業資材用のニット生
地を製造している。近年は、小口径人工血
管や心臓修復パッチの開発を行うなど、医
療分野でも活躍している。常に新たな挑戦
を続け、ニット生地の可能性を拡大させる
活動は、地場産業の活性化に貢献している。

〈受賞コメント〉髙木 義秀 社長
福井県は繊維産業が盛んだが、生産自体が諸外国へシフトしつつあり、
地場産業存続のために医療分野へ進出した。心臓修復パッチで世界の
子どもたちを救うとともに、日本経済にも貢献していきたい。

〈受賞理由〉
会員制シェアオフィスを運営するなかで、
各種勉強会や会員間の交流を促進するユ
ニークなイベントを開催している。これら
の多角的な事業展開により、会員同士の協
業率は60％を超え、利用者の中から大きく
成長した企業も現れるなど、ベンチャー企
業の育成に貢献している。

〈受賞コメント〉
社会にある課題を一つでも多く新たな事業に変えていきたい。大阪・関
西での万博開催も決定し、今後より多くの人が大阪を訪れる。大阪に来
る人と大阪にいる人が交わって新たなビジネスが生まれる場を提供して
いきたい。

〈受賞理由〉
業界の常識を覆す「ランチ営業のみ・１日100
食限定、完売次第営業終了」というコンセプ
トで飲食店を経営。その経営方針により、従
業員のモチベーション向上と食品ロスの削減
を同時に実現している。結果、ワーク・ライ
フ・バランスの向上にもつながり、ダイバー
シティ経営の良きモデルとなっている。

〈受賞コメント〉
長時間労働・低賃金など、飲食店の過酷な労働環境を変えていきたい。
ランチ営業のみのため、子育て中の人はもちろん、介護中の人や高齢
者等も働くことができている。今後は、この働き方を全国に広めてい
きたい。

株式会社Darma Tech Labs
代表取締役　牧野 成将 氏

福井経編興業株式会社

株式会社Kaeru
代表取締役　大崎 弘子 氏

株式会社minitts
代表取締役　中村 朱美 氏

株式会社クロシェホールディングス
代表取締役　沼部 美由紀 氏

中西金属工業株式会社
社長　中西 竜雄 氏

株式会社神明

輝く女性賞

特別賞

大賞

〈受賞コメント〉藤尾 益雄 神明ホールディングス社長
これまで米の消費拡大と食料自給率の向上に取り組んでき
た。農業従事者の減少など厳しい環境下にはあるが、日本
の宝である子どもたちの笑顔のために、今後も日本の食文
化を守っていきたい。
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