
2020年８月 31日 

 

一般社団法人関西経済同友会 

公益社団法人関西経済連合会 

 

「関西財界セミナー賞２０２１」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２０２１」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１７回目となります※。１０月９日の公募期間終了

後、選考を行い、２０２１年２月にオンラインで開催予定の第５９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 13回目の表彰 

＜関西財界セミナー賞２０２１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(金)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：zaisemishou2021@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 2021担当 宛て 

以  上 

【添付資料】①「関西財界セミナー賞 2021」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 2020 

  



 

 

 

 

       

            

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西経済同友会・関西経済連合会共催  

関西財界セミナー賞２０２１ 募集のご案内 

＜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

幅広い分野の方々約 500 名が参加している。 

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 17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」を公募し、選考のうえ、2021年２月に 

オンラインで開催予定の第 59回関西財界セミナーの中で受賞者を発表、表彰するものです。

新型コロナウイルス禍が続く中でも関西経済の発展、地域社会に貢献され、あるいは業績

をあげておられる皆様の活動に光を当て、関西に元気と勇気を届けることができれば幸い

です。自薦、他薦は問いません。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 13回目の表彰 

＜大   賞＞  ㈱ダイフク 

＜特 別 賞＞ 認定特定非営利活動法人グリーンバレー 

        神戸タータン協議会 

＜輝く女性賞＞ ㈱たおやかカンパニー 代表取締役 赤坂 美保氏                    

 ㈱taliki 代表取締役 中村 多伽氏  

㈱AIVICK 社長 Founder 矢津田智子氏 

公益財団法人山本能楽堂 事務局長 山本佳誌枝氏 

梅乃宿酒造㈱ 

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、徳島各県 

・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 

  ２０２０年９月１日（火）～１０月９日（金） 

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(金)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：zaisemishou2021@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。 

  受賞者は、2021年２月オンラインで開催予定の第 59回関西財界セミナーの中で発表、

表彰します。 
 
お問い合わせ先： 

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

(公社)関西経済連合会 総 務 部 三村・樋口 TEL：０６－６４４１－０１０１ 

 

以上 

 

大賞(小林製薬㈱)贈呈の様子 



２０２０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２０２１」　応募用紙

募集期間　２０２０年９月１日(火)～１０月９日（金）

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



※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

（2018年3月時点） （2019年3月時点） （2020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：zaisemishou2021@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2021　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。）

※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：300名

本社所在地
※市区町村は
　 不要です。
　　記載例：大阪

創業年

(　　　年　月時点) (　　　年　月時点) (　　　年　月時点)

※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）

（経常利益）

部署名
（役職名）

お名前

ご担当者
※上記と

　 異なる場合

ホームページ
アドレス

最近の業績

※「関西財界セミナー賞２０２１」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

電　話 ＦＡＸ

E-mail

ご連絡先



２０２０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２０２１」　推薦用紙

募集期間　２０２０年９月１日(火)～１０月９日（金）

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。

◆推薦者コメント



〒
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：zaisemishou2021@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2021　担当宛て

◆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）

ご担当者

電話 ＦＡＸ

ご担当者
※上記と

　 異なる場合

E-mail

◆ご推薦者の連絡先

ご所属
（役職名）

　

お名前

ホームページ
アドレス

住　所

（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２０２１」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



認定特定非営利活動法人グリーンバレー

08　2020 April　経済人

関西財界セミナー賞 2020
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〉
製造からアフターサービスまでの一貫体制を持つ強
みを生かして時代に応じた物流ソリューションを提
供し、マテリアルハンドリングシステムの売上高は５
年連続世界首位を獲得。電子商取引の拡大や省人化な
どの社会的ニーズを背景に、物流システムの高度化を
通じ、産業界全体の生産性向上に貢献している。

〈受賞コメント〉植村 一仁　副会長
神戸が開港150年を迎えた2017年より本格的に活動を始め、
現在、約130の企業・団体に参画いただき、約300の商品やア
イテムに使用されている。神戸のイメージを発信するデザイン
として、市民だけでなく日本国内にさらに広めたい。

〈受賞コメント〉齊藤 郁子 理事
1991年、大きなビジョンのもとに数名の仲間が行動を起こし、
その動きに町の人たちが賛同して、今の神山ができた。四国の
山間の小さな町にいまや多くの人が集まっている。次世代に魅
力的な町を残すべく、今後も邁進したい。

〈受賞理由〉
「地方創生の先進地」と呼ばれる徳島
県神山町の持続可能な地域づくりを
めざし、長期的視点に立った戦略で
行政や住民を巻き込んだ活動を続け
てきた。創造的人材や起業家、サテ
ライト・オフィスの誘致など、次々
と新たなプロジェクトに取り組み、地
域の活性化に貢献している。

〈受賞理由〉 
神戸を象徴する色を織り交ぜたチェッ
ク柄のデザイン「神戸タータン」の利
用をプラットフォームとして、神戸ブ
ランドを発信。特定の業界に制約され
ない、色とデザインによる新たなマー
ケティング手法の開発は、新しい市場
の創造につながり、地域の活性化に貢
献している。

〈受賞理由〉
英語等が話せる子育て中
の母親を育成・起用し、
海外からの子連れ旅行客
に特化したツアーと体験
プログラムを提供してい
る。都市旅行では珍しい
子どもや家族に絞った
サービスのほか、日本文
化体験を組み入れたキッ
ズプログラムを提供する
ことで、日本・関西の魅
力の発信に貢献している。

〈受賞コメント〉
２年前に起業し、試行錯
誤しつつ事業を進めてい
る。子どもやその母親が
海外の人と交流すること
で、京都がより楽しい地
域になり、少しでも未来
の平和に貢献できればと
思う。京都から関西、日
本へと広げていきたい。

〈受賞理由〉
さまざまな事業を通して
社会課題を解決する人材
の輩出と、そうした人材
が効果的な活動を行うた
めのサポート事業を行っ
ている。特に、「解決し
たい課題を持つ」25歳以
下の若者の起業支援を行
い、投資業務も担うなど、
若手起業家のエコシステ
ム形成に貢献している。

〈受賞コメント〉
当社の事業は、社会課題
の解決をビジネスとして
育てること、またそのビ
ジネスの資金需要を満た
すことの２つ。近江商人
の「三方よし」の経営哲
学のように、経済発展を
ゴールとして社会課題を
解決し、SDGsの達成に
貢献していきたい。

〈受賞理由〉
ICTを活用した「おいし
い健康弁当」の受発注か
ら製造、仕入れまで一貫
したシステム化による

「新しい健康社員食堂」の
ビジネスモデルを創出。
企業向けにサービスを提
供しながら、さらに個人
向けの次世代ヘルスケア
サービスへと進化させ、
企業の健康経営実現に貢
献している。

〈受賞コメント〉
元々エンジニ ア だった
が、食の事業を起業した。
健康的で個人の体質や必
要な栄養などに合わせた
食事を、好み・目的・シ－
ンに応じて提供している。
経営理念は、｢天寿を全
うするまで、健康的な日々
が送れるように｣。今後
も精進したい。

神戸タータン協議会

株式会社
たおやかカンパニー　
代表取締役　
赤坂 美保 氏

株式会社AIVICK　
社長 Founder　
矢津田 智子 氏

〈受賞理由〉
伝統芸能「能」の次世代
への継承とさらなる普及
をめざし、さまざまな新
たな取り組みを展開。「初
心者のための上方伝統芸
能ナイト」の開催、新作
能の上演や国際交流など
を通じて能の魅力を多方
面に発信し、日本文化の
普及と関西のプレゼンス
向上に貢献している。

〈受賞コメント〉
山本能楽堂は、大阪で最
古の能楽堂。国の登録文
化財でもある。関西財界
の支援により公益性の高
い事業を継続できており、
感謝している。“Tradition
for a better future.”
伝統芸能の力でより良い
社会・未来となるよう、
これからも精一杯務めて
まいりたい。

公益財団法人
山本能楽堂　
事務局長　
山本 佳誌枝 氏　

〈受賞理由〉
日本酒仕込みのリキュー
ルという新たな市場の創
造や海外展開など、男性
が多い日本酒業界におい
て五代目蔵元 吉田佳代氏
のもと、常に新たな挑戦
を続け、事業を拡大。ま
た、子育て世代がより活
躍しやすいよう制度の充
実や環境整備に取り組み、
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〉
吉田 佳代　代表取締役
創業127年の酒蔵だが、
昔から常に新参者の気持
ちで新しいことにチャレ
ンジすることをモットー
としてきた。社長として、
｢決める｣ ｢皆が気持ちよ
く働ける環境を作る｣ の
２つにこだわってきた。
今後もより良い会社にな
るよう邁進したい。

梅乃宿酒造株式会社株式会社taliki　
代表取締役　
中村 多伽 氏

株式会社ダイフク

大
賞

特
別
賞

輝
く
女
性
賞

〈受賞コメント〉
田久保 秀明　執行役員 人事総務本部長
黒子としてモノづくりに努め、物流の合理化に尽力
してきた。環境変化の激しいなかでも顧客ニーズを
くみ取り、提供価値を高める努力を続けたい。少子
高齢化に伴う労働力不足の解決に向け、関西発祥の
企業として産業界の発展に貢献したい。


