本ニュースリリースは、11 月 26 日・13 時に、財界記者クラ
ブ・東商記者クラブ・国土交通記者会・国土交通省交通運輸
記者会・国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。
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報道関係各位

一般社団法人日本能率協会
JMA マネジメント研究所
社会価値を生み出す持続的な経営・組織・人づくりを行っている取り組みを称える表彰制度

「KAIKA Awards 2015」 受賞決定
一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：山口範雄）は、社会価値を生み出す持続的な経営・組
織・人づくりを行っている取り組みを称え、紹介するための表彰制度として「KAIKA Awards」を
設けています。2015年度は公募による応募企業・組織のなかから審査委員会（委員長：国連グロー
バル・コンパクト ボードメンバー／富士ゼロックス株式会社 イグゼクティブ・アドバイザー 有馬
利男氏）の審議を経て、
「KAIKA大賞」2組織ならびに「KAIKA賞」6組織を決定いたしました。
「KAIKA
大賞」はKAIKA Awardsとして初の贈賞となります。また、審査委員会の推薦により、東日本大震
災の復興支援に寄与する優れた活動を行う3組織に「特別賞」の贈賞を決定しました。
他に、応募の中からテーマの重要性、取り組み方のユニークさ等をもつ3組織を「特選紹介事例」
として選出しました。
（各枠内 組織名五十音順）

■ＫＡＩＫＡ大賞
ＪＴＢグループ

「『ＪＴＢ地球いきいきプロジェクト』を通じた人づくりと社会価値の創造」

株式会社リバネス

「科学技術の発展と地球貢献を実現する～知のプラットフォーム型ベンチャー
企業 株式会社リバネス～」

■ＫＡＩＫＡ賞
株式会社竹中工務店
株式会社日本レーザー

「体験型研修施設による建築技術者の育成及び教育関係者・学生への「建
築」教育プログラムの実施」
「社員の成長が企業の成長―進化した日本的経営の推進」

東日本旅客鉄道株式会社
東京支社 東京総合指令室
株式会社ＶＳＮ

「職場風土変革プロジェクト」

株式会社三越伊勢丹

「徹底的に“個”と向き合い、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出す戦略
的人材育成」
「【世界で勝つ、人で勝つ】～リーダーを育成するLIXIL Leadership Training～」

株式会社ＬＩＸＩＬ

「ＶＳＮ中期経営計画（2011-2015）～新しい事業コンセプトの実現に向けて～」

■特別賞
一般社団法人石巻元気復興センター
一般社団法人福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会
株式会社夜明け市場

■特選紹介事例

（テーマの重要性、取り組み方のユニークさ等において特筆すべき活動を贈賞とは別に選出）

株式会社セプテーニ・ホールディングス
株式会社日比谷アメニス
立命館大学 研究部

「ひとりひとりのアントレプレナーシップで世界を元気に
～『ひねらんかい』から生まれる人と事業で、世の中に新たな価値を～」
「多様な人材によるボトムアップ型プロジェクトの挑戦」
「立命館大学研究高度化中期計画」

【本件に関する問い合せ先】
一般社団法人日本能率協会 JMA マネジメント研究所／KAIKA プロジェクト室（担当：長沼・山崎）
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22
TEL：03-3434-0380／E-mail:：kaika@jma.or.jp
※取材のお問い合せは、広報室（TEL：03-3434-8620）へお願いいたします

賞の概要、表彰・選出理由は添付資料ならびに
ホームページ（http://www.jma.or.jp/news）をご覧ください。
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KAIKA Awards 2015について
JMAでは、
「個の成長、組織の活性化、組織の社会性（広がり）」を同時に実現していく運動を「KAIKA」
と定義し、その取り組みを促進・支援する活動を行っています。「KAIKA」は開花・開化を語源とする造語
です。社会課題の解決につながる、組織としての力強い取り組みや画期的な取り組みを、表彰を通じて紹介
することにより、活力ある経営・組織づくりが増えていくことを目指しています。
審査は、①継続・発展の可能性、②力強さ・新しさ・ユニーク性、③影響力と変化（社会的意義と
価値、意識や関係性の変化、個人の成長と組織力の発揮）の観点から、審査委員会および審査委員会
から委嘱された検討委員による書類審査・現地ヒアリングを行い、その結果、「KAIKA 大賞」なら
びに「KAIKA 賞」を前述の組織に決定しました。
また、東日本大震災から 4 年以上が経つ現在、被災地ではこれからの社会づくりの参考になる先駆
的な取り組みが見られます。今回、先駆的な事業モデルに挑戦すると同時に、関係者の活力が増し、
様々な共感を呼んでいる 3 組織について「特別賞」を贈賞しました。
あわせて、テーマの重要性、取り組み方のユニークさ等をもつ取り組みを、贈賞とは別に「特選紹
介事例」として選出しました。いずれも、日本社会の活力向上につながる、特色のある取り組みです。
表彰式と受賞各社による事例発表は、JMAが主催する「KAIKA Awards受賞記念講演会」
（2016年2月22日（月）～23日（火）
、於：東京・青山・スパイラルホール）にて行います。詳細は
ホームページにて告知していきます（URL：http://kaikaproject.net/）。
なお次回は、2016年2月から応募を開始し、同12月に受賞発表を予定しています。
１．公募対象
・「KAIKA」の意義を認め実践している組織。
・全社、全組織ならびに事業部、部門、プロジェクトなどの組織単位。
２．賞の種類
・KAIKA大賞
・KAIKA賞
・特別賞

（全社・全組織の部 プロジェクトの部）
（全社・全組織の部 プロジェクトの部）

３．受賞要件
・KAIKAモデルの実践＜個の成長、組織の活性化、組織の社会性（広がり）＞がはかられつつ
あり、ねらった成果に近づくことが予見されること。
・「継続・発展の可能性」「力強さ・新しさ・ユニーク性」「影響力と変化（社会的意義と価値、
意識や関係性の変化、個人の成長と組織力の発揮）」が認められる活動であること。
４．審査
1) 審査概要
審査は、以下に従い実施しました。審査委員会は実務家、学識者、専門家等の第三者機関として構
成され、審査プロセスの一部は、検討委員に委嘱して実行します。また、応募全組織に審査終了後、
フィードバックを行います。
一次審査（書類審査） 応募組織から提出された書類の審査
↓
二次審査（現地審査） 応募組織の関係者へのヒアリングによる審査
↓
最終審査（委員会）
審査委員会による審査
↓
決定
注）特別賞は推薦、現地ヒアリング、委員会審議を経て決定しました。
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2) 審査体制
＜審査委員会＞
（敬称略・氏名五十音順）

（委員長）
・ 有馬利男 （国連グローバル・コンパクト ボードメンバー／
富士ゼロックス株式会社 イグゼクティブ・アドバイザー）
（委員）
・ 飯塚まり （同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授）
・ 大久保和孝（新日本有限責任監査法人 シニアパートナー）
・ 河合太介 （株式会社道 代表取締役）
・ 河口真理子（株式会社大和総研 調査本部 主席研究員）
・ 琴坂将広 （立命館大学 経営学部 准教授）
・ 塚原一男 （株式会社ＩＨＩ 顧問）
・ 挽野 元 （ボーズ株式会社 代表取締役社長）
・ 水上武彦 （株式会社クレアン CSV コンサルタント）
（主催委員）
・ 山口範雄 （一般社団法人日本能率協会 会長／味の素株式会社 特別顧問）

※上記審査委員会からの委嘱を受けて審査プロセスの一部を担当する検討委員制度を運用。
（検討委員）
・ 上田雅美 （株式会社アネゴ企画 代表取締役）
・ 江夏幾多郎（名古屋大学大学院 経済学研究科 准教授）
・ 大島由起子（インフォテクノスコンサルティング株式会社 セールス・マーケティ
ング事業部長）
・ 太田大作 （株式会社日本能率協会コンサルティング 常任顧問／
株式会社クロスオーバー 代表取締役社長）
・ 小野善生 （滋賀大学 経済学部 准教授）
・ 亀山 明 （株式会社イクス-ビジネスプロデューサーズ 代表取締役社長）
・ 桐野将明 （KEY ISSUES 有限会社 代表取締役）
・ 合力知工 （福岡大学 商学部 教授）
・ 田中 信 （一般社団法人チームスキル研究所 代表理事）
・ 寺畑正英 （東洋大学 経営学部 准教授）
・ 中間大維 （一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会 専務理事 事務局長）
・ パク・スックチャ（アパショナータ,Inc. 代表）
・ 廣岡久生 （コンソリューション有限会社 代表コンサルタント）
・ 宮崎百合子（株式会社クレーネ 代表取締役）
・ 山下 勝 （青山学院大学 経営学部 教授）
・ 山田竜也 （株式会社インディージャパン 代表取締役トレーニングディレクター）
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KAIKA 大賞 受賞組織概要
（組織名五十音順）

「ＫＡＩＫＡ大賞」
●ＪＴＢグループ

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「
『ＪＴＢ地球いきいきプロジェクト』を通じた人づくりと社会価値の創造」
取り組み概要
・
「ＪＴＢ地球いきいきプロジェクト」は、日本全国および海外にて、地域の自治体や団体などと
連携し、課題や特色を盛り込み、地域オリジナルで実施するプログラムである。
・同社では、事業ドメインを旅行業から交流文化事業へと発展させる中、100 周年を機に活動を
再定義。地域の人とともに企画をし、顧客とともに実行する本取り組みは、関わる社員一人ひ
とりが地域や顧客を通じて自社事業を考える機会であり、また支店や事業部組織で自発的な企
画が次々と起こっている。地域とのネットワークを強めながら、個の成長・組織の活性化・組
織の社会性を同時に実現しつつある取り組みである。
《会社概要》
住

所：〒140-8602

東京都品川区東品川 2-3-11 JTB ビル（http://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/）

代 表 者：髙橋 広行（代表取締役社長）
事業内容：旅行業ならびに関連事業

●株式会社リバネス

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「科学技術の発展と地球貢献を実現する～知のプラットフォーム型ベンチャー
企業 株式会社リバネス～」
取り組み概要
・
「科学技術の発展と地球貢献を実現する」という理念のもと科学教育プログラム開発や研究開発
支援、シーズの事業化支援等を行う同社では、研究者集団という組織の特性を活かし、学校で
の科学教育や若手研究者のシーズ発掘とビジネス化支援などを通じ、多くの教育機関、企業、
大学、自治体をプラットフォームとしてつなげている。
・独自の課題解決手法をもとに経営者と社員が一丸となって邁進している点も特徴である。プラ
ットフォームを軸にした様々な事業の創発、科学技術の発展への貢献意識等、事業性と社会性
の同時実現を進めている好事例である。
《会社概要》
住

所：〒162-0822

東京都新宿区下宮比町 1-4

飯田橋御幸ビル 5F

（https://lne.st/）

代 表 者：丸 幸弘（代表取締役 CEO）
、高橋 修一郎（代表取締役社長 COO）
事業内容：次世代教育事業、即戦力育成事業、研究開発、企業発展のための支援、地域活性化等。
科学技術と産業・社会を結びつけるためのあらゆる事業を展開。
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「ＫＡＩＫＡ賞」
●株式会社竹中工務店

KAIKA 賞 受賞組織概要(1)

（組織名五十音順）

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「体験型研修施設による建築技術者の育成及び教育関係者・学生への「建築」教育
プログラムの実施」
取り組み概要
・建築施工技術の基礎を、実務研修センター“想（おもい）”を中心に「見て、触れて、体得する」
ことによって学び、ものづくりの型と「棟梁精神」の涵養を実践している。
・また、労働力不足や高齢化問題など建設業界全体のイメージ刷新へも強く意識を持ち、小・中
学校及び工業高校等の学校教員や建築系大学生向けの教育プログラムも実施。建築学会でのワー
クショップ等を通じ業界内での共有も図っており、社会的意義も高い。
《会社概要》
住
所：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 4-1-13 （http://www.takenaka.co.jp/）
代 表 者：宮下 正裕 （取締役社長 COO）
事業内容：建築工事及び土木工事に関する請負、設計及び監理

●株式会社日本レーザー

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「社員の成長が企業の成長―進化した日本的経営の推進」
取り組み概要
・
「人を大切にする経営」推進のため、MEBO（Management and Employee Buyout：経営者と従
業員が参加する会社買収）により全役員・社員が株主という経営形態をとる同社では、全員の高い
当事者意識のもと社是である「社員の成長が企業の成長」を実現。民主的な会社運営と合理的
な業務遂行や働き方の仕組みを持ち、年々成長を遂げている。社員と株主を一致させて社員の
満足を追求するという「新日本的経営」の実践において、特徴的な事例である。
《会社概要》
住
所：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1
代 表 者：近藤 宣之（代表取締役）
事業内容：レーザー専門商社

●東日本旅客鉄道株式会社

東京支社

（http://www.japanlaser.co.jp/）

東京総合指令室

＜プロジェクトの部＞

受賞テーマ：
「職場風土変革プロジェクト」
取り組み概要
・首都圏の在来線運行管理を一手に担う当部門では、質・量ともに瞬時に重要な判断が問われる
運行指令という職場で、4 年にわたる職場風土変革活動により、前例のない折り返し運転や代替
線路の利用等、斬新で柔軟な輸送手配を工夫し、顧客志向の運行手配を次々実施している。
・手配事例は常に検証・共有を通じて組織知化されつつあり、様々な関係部署や、時に他社との
連携も行いながら顧客志向のソリューション行動として定着している。
《組織概要》
住
所：〒114-8550 東京都北区東田端 2-20-68 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社（代表）
《企業概要》東日本旅客鉄道株式会社（http://www.jreast.co.jp/）
住
所：〒151-8578 東京都渋谷区代々木 2-2-2
代 表 者：冨田 哲郎（代表取締役社長）
事業内容：旅客鉄道事業、貨物鉄道事業ほか
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●株式会社ＶＳＮ

KAIKA 賞 受賞組織概要(2)

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「ＶＳＮ中期経営計画（2011-2015）～新しい事業コンセプトの実現に向けて～」
取り組み概要
・派遣先企業のために派遣エンジニアたちが課題発見と改善活動の実践をしていく同社のサービ
ス「バリューチェーン・イノベーター」は、新しい事業コンセプトとして従来の提供サービス
の幅を広げると同時に、業界の地位やイメージ向上への好影響も見られる。
・主体的に顧客の課題を見出す活動は個々人の能力や働きがい、キャリア意識を高め、組織全体
で推進することがさらなる実績を生み出している。
《会社概要》
住
所：〒108-0023 東京都港区芝浦 3-4-1 グランパークタワー3F （http://www.vsn.co.jp）
代 表 者：川崎 健一郎（代表取締役社長）
事業内容：IT・情報システム／メカトロニクス／エレクトロニクス／バイオ・ケミストリー分野におけ
るエンジニア派遣事業、開発請負、および有料職業紹介事業

●株式会社三越伊勢丹

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「徹底的に“個”と向き合い、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出す
戦略的人材育成」
取り組み概要
・最前線で働く店頭の従業員と対話をすすめることで、
「百貨店は人こそすべて」というトップの経営
方針を具現化していく取り組みであり、人事部の役割の抜本的改革と共に進められてきた。人事部
が従業員一人ひとりの声を聞く CDP 面談は年間 1,000 人規模で継続し、自律的なキャリア意識の
醸成に繋げている。月給制契約社員からの正社員転換や女性の管理職昇格なども増え、顧客との接
点が多い百貨店業において、一人ひとりの力の発揮が営業ラインの大きな力となっている。
《会社概要》
住
所：〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-14-1
代 表 者：大西 洋（代表取締役社長執行役員）
事業内容：百貨店業

●株式会社ＬＩＸＩＬ

（http://www.imhds.co.jp/）

＜全社・全組織の部＞

受賞テーマ：
「
【世界で勝つ、人で勝つ】～リーダーを育成する LIXIL Leadership Training～」
取り組み概要
・5 社統合により誕生した同社では、グローバルに活躍できる企業として人と組織が持つ活力を最
大限に引き出すため、リーダー育成を最重要課題として Leadership Training が進められてい
る。軸と智をコンセプトとする本質的なトレーニングと経営陣の強い後押しを持つのが本プロ
グラムの特徴であり、年々リーダー輩出が進み、各職場での行動変容、各事業領域での実績な
ど好影響が広がっている。

《会社概要》
住

所：〒100-6036

東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング 36F（http://www.lixil.co.jp/）

代 表 者：藤森 義明（代表取締役社長 兼 CEO）
事業内容：建材・設備機器の製造・販売およびその関連サービス業
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特別賞 受賞組織概要

「特別賞」
特別賞は、東日本大震災での被災地域において復興と同時に新たな事業モデルに挑戦している３
組織を選出しました。未来への希望をつくり、様々な共感を呼んでいる東北地域での取り組みを取
り上げ、委員会審議を経て決定しました。
（組織名五十音順）

●一般社団法人石巻元気復興センター
取り組み概要
・震災後、石巻地区の食品加工会社ではかつての販売ルートが一度壊れてしまった中、同センタ
ーとして連合体となり、全国での催事等を活用しながら共同で自ら販路拡大を行ってきた。共
同での販売経験は開発力にも活かされ、異業種間のコラボレーション商品政策等に展開。石巻
の地域ブランド向上に向けた共通意識、連合組織体としての強みを発揮した新規領域への挑戦、
そして相互研鑽によるマインドや行動力の強化により、大きく発展している。
《組織概要》
住
所：〒986-0854 宮城県石巻市大街道北 3-3-54
代 表 者：松本俊彦（代表理事）

（http://ishinomakinet.com/genki/）

●一般社団法人福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会
取り組み概要
・南相馬地域で人材育成を行う同社団では、
「あこがれの連鎖」を循環させ、福島型アントレプレ
ナー人材を育てていくビジョンを掲げ、ソーラーパークや植物工場の場で体験学習を展開して
いる。体験学習は南相馬市内の小中学校の総合学習での活用をはじめとし多くの学校に広がっ
ており、また高校生向けのオープンスクールを継続し、既に高校生とともに社会的な事業を起
業するなど、福島の復興を担う人材の育成に向かって進んでいる。
《組織概要》
住
所：〒975-0023 福島県南相馬市原町区泉字前向 15（http://minamisoma-solaragripark.com/）
代 表 者：半谷栄寿（代表理事）

●株式会社夜明け市場
取り組み概要
・復興を願う飲食店オーナーが集まり 2011 年 11 月に立ち上げた小路は、活性化のシンボルとし
ての当初役割を超え、現在では県内外のコミュニティのハブとして新たな位置づけとなりつつ
ある。コワーキングスペースの運営や起業する人の応援、地元との連動と活性化支援、福島の
農産物復興に向けた 6 次化活動の発信と巻き込み等、進化しながら活動を続けている。
《組織概要》
住
所：〒970-8026 福島県いわき市平字白銀町 2-10
代 表 者：鈴木 賢治（代表取締役）
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（http://www.touhoku-yoake.jp/）

特選紹介事例
特選紹介事例は、テーマの重要性や取り組み方のユニークさ等をもつ３組織を、贈賞とは別に選
出したものです。
（組織名五十音順）

●株式会社セプテーニ・ホールディングス

＜全社・全組織の部＞

テーマ：
「ひとりひとりのアントレプレナーシップで世界を元気に～『ひねらんかい』から生ま
れる人と事業で、世の中に新たな価値を～」
取り組み概要
・
「当事者意識が高く起業家精神あふれる人材」を重視し、アントレプレナーシップが常に生まれ
るための環境投資と人の育成を行い、新たな事業を次々と世の中に送り出している。過去 20 年
にのぼる独自の人材データをもとにした採用・配置・起業家発掘と育成のサイクルを進化させな
がら、イベントや社内表彰を通じて、チャレンジしやすい環境づくりと起業家精神を全社的に涵
養。社是「ひねらんかい」マインドにもとづく行動の徹底が際立つ取り組みである。
《会社概要》
住
所：〒160-6130 東京都新宿区西新宿 8-17-1
（https://www.septeni-holdings.co.jp/）
代 表 者：佐藤 光紀（代表取締役社長）
事業内容：インターネット広告事業等

●株式会社日比谷アメニス

住友不動産新宿グランドタワー30F

＜全社・全組織の部＞

テーマ：「多様な人材によるボトムアップ型プロジェクトの挑戦」
取り組み概要
・緑化事業を担う同社では、環境に対する人々の価値観が変化するなか、
「快適空間」のあり方も
変遷していくことへの問題認識があった。20 年前につくったコーポレートスローガンの再定義
と会社の 10 年ビジョンの策定、またその具現化が部門横断の様々なボトムアップ型プロジェク
トで展開、社員の多くが参加している。個々の仕事への想いを 10 年ビジョンにつなげるワーク
ショップも実施され、個・組織・社会視点を同時に含む活動となっている。
《会社概要》
住
所：〒108-0073 東京都港区三田 4－7－27 （http://www.amenis.co.jp/）
代 表 者：小林 定夫（代表取締役）
事業内容：公園・緑地・スポーツ施設等の施工管理・メンテナンス・管理運営ほか

●立命館大学

研究部

＜プロジェクトの部＞

テーマ： 「立命館大学研究高度化中期計画」
取り組み概要
・大学の特色を強め、様々な機会を得ていくために、同研究部では研究者一人ひとりの支援をす
るワンストップ体制、産官学の結びつきを積極的に行うコーディネート機能等を仕組み化し、
教員と職員が信頼し、協働するシステムが有効に機能している。
「研究なら立命館」という大き
な目的に向かって組織横断の工夫がはかられ、産学官連携を通じて生まれた知の移転や人材活
躍の場を広げつつあり、効果ある大学運営をしていく好事例といえる。
《組織概要》
住
所：〒604-8520 京都府京都市中京区西ノ京朱雀町 1 立命館大学
《法人概要》立命館大学（http://www.ritsumei.jp/）
住
所：〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町 56-1
代 表 者：吉田美喜夫（総長）

研究部

以上
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