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２０１６年運動目標 

 

ＴＰＰ交渉の合意により国際経済秩序は大きな転換期を迎える。日本は、貿

易・投資の新たなルールをテコに構造改革と規制改革を断行し、生産性を基軸

とした経済成長を加速させなければならない。市場における新陳代謝をはかり、

生産性向上を所得向上に繋げ、イノベーションにより新たな需要を創造し、消

費を拡大する。年齢・性別・国籍を問わず意欲ある個人が、自律し活躍する社

会を築き、人口減少下の供給制約を乗り越える。１８歳選挙権の導入を契機と

し、若者の社会への参画意識を高める。 
   われわれは、運動の基本理念である経済好循環の実現にむけ、三原則の考え方

の深化を図り、生産性改革を前進させる。日本の国家ビジョンを構想し、次世

代に投資する社会の実現を目指す。 

 
１．これからの国家戦略にむけた基盤づくり 

 われわれは、政官民の交流と次代を担う中核層の育成に取組み、日本の人的・

知的基盤を立て直し、これからの国家戦略にむけた合意形成をはかる。グロー

バルで通用する経営哲学と実行力を併せ持つトップリーダーを養成するととも

に、企業統治の質を高め、日本企業の国際競争力を強化する。 

 
２．経済成長の鍵を握るサービス産業の生産性改革 

 われわれは、日本サービス大賞の取組みを通じ、優れたサービスをつくり届

ける仕組みを発掘・発信し、高い成長余力を持つサービス産業の底上げをはか

る。ＩｏＴやＡＩなどの技術革新を推進し、労働生産性を高め、日本経済の潜

在成長力を引き上げる。 

  
３．社会に活力を与えるダイバーシティの推進 

 われわれは、高齢者や女性をはじめ、働く意思と能力のある人材が活躍する

活力ある社会の実現を目指す。その実現にむけ、多様性を受け容れ成長を促す

雇用システムを構築する。個の生き方を尊重するワークライフバランスを推進

し、働き方改革とキャリア開発支援に取り組む。 

 

以 上 
２０１６年１月１日 
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会員をはじめとする協議会に参画いただいた方々に、以下のような機会や支援

の提供を推進している。 

 

○ 有効な知識・知恵の共有や相互に研鑽しあう、業種・業界を超えた人的なネ

ットワークづくり 

○ ベストプラクティスから学び、実践に役立つ経営革新のツール・ノウハウの

習得 

○ 独自のツールや経営コンサルティングを通じた、業界・企業における経営課

題の具体的な解決 

 

（２）「日本サービス大賞」の実施 

「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２０１５年度に創設し、２０１６年６月１３日

には、安倍総理のご出席のもと、受賞関係者、招待者、省庁関係者など約４００

名の方々にご参加いただき、第１回表彰式を開催した。当日は、全国各地の組

織より応募をいただいた８５３件の中から、内閣総理大臣賞を受賞したＪＲ九

州の『クルーズトレイン「ななつ星in九州」』を含む３１件（地方創生大臣賞８

件、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１７件）が表彰された。 

２０１７年度は、第２回の募集を行う。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」をはじめとして、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、サービス産業全体のイノベ

ーションを促す。 

第１回日本サービス大賞表彰式 
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Advancing Productivity, Innovation, and Competitive 
Success

Certified in Production and Inventory Management
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青柳 俊一 千葉県生産性本部 会長 

(株)千葉興業銀行 取締役頭取 

浅田 克己 日本生活協同組合連合会 会長 

新井 賢太郎 (一社）栃木県生産性本部 会長 

栃木県経営品質協議会 会長 

安藤 忠雄 建築家 

飯沼 寿也 三越伊勢丹グループ労働組合 本部委員長 

石合 弘二 セブン＆アイグルーフﾟ労働組合連合会 会長 

石毛 博行 (独)日本貿易振興機構 理事長 

石田 昭浩 全国電力関連産業労働組合総連合 事務局長 

石飛  修 (一社)日本化学工業協会 会長 

石原 信雄 （一財）地方自治研究機構 会長 

石嶺 傳一郎 (一社）沖縄県生産性本部 会長 

沖縄電力(株） 代表取締役会長 

泉 雄一郎 日本教職員組合 中央執行委員長 

伊藤 雅彦 (一社)日本電線工業会 会長 

伊藤 源嗣 (株)ＩＨＩ 相談役 

井上  淳 日本チェーンストア協会 専務理事 

今村 隆郎 日清オイリオグループ（株） 代表取締役社長 

岩井 奉信 日本大学 教授 

岩本  潮 全日本電線関連産業労働組合連合会 中央執行委員長 

岩本 敏男 (株)ＮＴＴデータ 代表取締役社長 

上野  孝 横浜商工会議所 会頭 

宇治 敏彦 中日新聞東京本社 相談役・特任論説担当 

内山 俊一 （一社）日本鉄鋼連盟 専務理事 

宇部 文雄 東北生産性本部 会長 

東北電力(株) 特別参与 

梅森  徹 （一社）全国地方銀行協会 常務理事 

瓜生 道明 九州電力(株) 代表取締役社長 

江崎 玲於奈 横浜薬科大学 学長 
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海老塚 清 (一社)日本電機工業会 専務理事 

大塚 岩男 （一社）全国地方銀行協会 副会長 

大坪  清 (公財)関西生産性本部 会長 

レンゴー(株) 代表取締役会長兼社長 

大西 健造 全国社会保険労務士会連合会 会長 

大平 康彦 東京ガス労働組合 執行委員長 

大森 唯行 新日鉄住金労働組合連合会 会長 

大宅 映子 評論家 

(公財)大宅壮一文庫 理事長 

岡澤 憲芙 早稲田大学 名誉教授 

小笠原 晃 静岡県東部生産性本部 会長 

矢崎エナジーシステム（株） 沼津製作所長 

岡村  正 (株)東芝 名誉顧問 

岡本 圀衞 日本生命保険（相） 代表取締役会長 

岡本  毅 （一社）日本ガス協会 会長 

岡山 俊雄 オイレス工業（株） 代表取締役社長 

奥野 長衛 全国農業協同組合中央会 会長 

奥村 栄二 全東レ労働組合連合会 会長 

奥村 洋彦 学習院大学 名誉教授 

押尾 信明 石油連盟 常務理事 

小田 和之 (一社)日本船主協会 副会長 

小田  尚 読売新聞東京本社 取締役副社長 論説担当 

海輪  誠 東北電力（株） 取締役会長 

風間 利彦 神奈川県生産性本部  

(株) 横浜スカイビル 代表取締役社長 

春日部 美則 日本ゴム産業労働組合連合 中央執行委員長 

勝野  哲 電気事業連合会 会長 

香藤 繁常 昭和シェル石油（株） 顧問 

加藤 芳基 セラミックス産業労働組合連合会 書記長 

金井 誠太 マツダ(株） 代表取締役会長 

茅   陽一 東京大学 名誉教授 

河端 照孝 （一財）経済産業調査会 特別顧問 

北川 正恭 早稲田大学 名誉教授 

木村 昌平 日産車体（株） 代表取締役兼社長執行役員 

木元 教子 評論家・ジャーナリスト 

久和  進 北陸電力(株) 取締役会長 
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楠  正夫 (株）トクヤマ 代表取締役会長執行役員 

工藤 健二 日本原燃(株） 代表取締役社長 社長執行役員 

久保 直幸 全国労働組合生産性会議 事務局長 

熊谷 克夫 東芝労働組合 中央執行委員長 

久米 正一 （一社）日本自動車連盟 専務理事 

公文 俊平 多摩大学情報社会学研究所 所長 

黒川  清 政策研究大学院大学 客員教授 

桑原 敬行 全国本田労働組合連合会 会長 

郡司 典好 全日本自動車産業労働組合総連合会 事務局長 

神津 カンナ 作家・エッセイスト 

小谷  進 パイオニア(株) 代表取締役兼社長執行役員 

古怒田 和史 富士フイルム労働組合 中央執行委員長 

小林 栄三 伊藤忠商事(株) 会長 

小林 栄三 (一社)日本貿易会 会長 

菰田 正信 三井不動産(株） 代表取締役社長 

古森 重隆 富士フイルムホールディングス(株) 代表取締役会長･ＣＥＯ 

佐伯  卓 (一財)中部生産性本部 会長 

東邦ガス(株) 取締役相談役 

佐伯 勇人 四国生産性本部 会長 

四国電力(株) 取締役社長 

堺井 晴彦 協和発酵キリングループ労働組合連合会 会長 

堺屋 太一 作家・経済評論家 

榊原 定征 東レ(株) 相談役最高顧問 

坂田 幸治 東京電力労働組合 中央執行委員長 

坂本 達哉 日立製作所労働組合 中央執行委員長 

佐々木 龍也 全トヨタ労働組合連合会 会長 

笹島 芳雄 明治学院大学 名誉教授 

佐藤 秀樹 中外製薬労働組合 中央執行委員長 

佐和 隆光 京都大学 名誉教授 

澤田 秀雄 Ｈ．Ｉ．Ｓ．グループ 代表 

澤田  浩 日本製粉(株） 代表取締役会長 

志賀 俊之 日産自動車(株) 取締役副会長(執行役員) 

島田 晴雄 公立大学法人首都大学東京 理事長 

清水 春樹 (公財)国際労働財団 顧問 

清水 希茂 中国生産性本部 会長 

中国電力(株) 取締役社長 
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白川 修二 健康保険組合連合会 副会長 専務理事 

新藤 宗幸 (公財)後藤・安田記念東京都市研究所 理事長 

杉山 武彦 (公財)高速道路調査会 理事長 

菅野 和夫 東京大学 名誉教授 

鈴木 弘治 (株）髙島屋 取締役会長 

鈴木 泰信 ＮＴＮ（株） 相談役 

諏訪 康雄 法政大学 名誉教授 

清家  篤 慶應義塾大学 教授・塾長 

関根 洋祐 新潟県生産性本部 会長 

相馬 道広 北海道生産性本部 会長 

北海道電力（株） 取締役副社長 

高倉  明 全日産・一般業種労働組合連合会 会長 

髙橋  進 (一財）住宅生産振興財団 前会長 

田川 博己 (株)ジェイティービー 代表取締役会長 

田口 晶子 ＩＬＯ駐日事務所 駐日代表 

田倉 正司 印刷情報メディア産業労働組合連合会 中央執行委員長代行 

武田 建 味の素労働組合 中央執行委員長 

竹中 平蔵 東洋大学 教授 

慶應義塾大学 名誉教授 

田﨑 史郎 時事通信社 特別解説委員 

多田 正世 日本製薬団体連合会 会長 

田中 宏幸 日本建設産業職員労働組合協議会 議長 

田中 優次 (公財)九州生産性本部 会長 

西部ガス(株) 代表取締役会長 

玉木  洋 （一社）福井県経営品質協議会 会長 

千葉  昭 四国電力(株) 取締役会長 

寺本 義也 ハリウッド大学院大学 教授 

メイウシヤマ総合研究所 所長 

徳能 大介 全国銀行員組合連合会議 議長 

冨山 和彦 (株)経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ 

巴   政雄 東京急行電鉄(株） 取締役相談役 

豊田 正和 (一財)日本エネルギー経済研究所 理事長 

鳥越  茂 小田急商業労働組合連合会 会長 

中江 公人 (一社）全国労働金庫協会 理事長 

中西 輝政 京都大学大学院 名誉教授 

中野 吉實 全国農業協同組合連合会 会長 
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中村 𠮷𠮷伸 住友重機械工業(株) 代表取締役会長 

永山  治 中外製薬（株） 取締役会長・ＣＥＯ 

西尾  勝 地方公共団体情報システム機構 理事長 

根津 嘉澄 （一社）日本民営鉄道協会 会長 

野寺 康幸 (一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 会長 

野中 郁次郎 一橋大学 名誉教授 

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 特任教授 

波多野 麻美 (公社)東京青年会議所 理事長 

花木 義麿 (一社)日本工作機械工業会 会長 

早川  茂 トヨタ自動車（株）専務役員 

羽山 正孝 日本製紙連合会 理事長 

檜垣 次郎 関西電力労働組合 本部執行委員長 

久重 道正 全国マツダ労働組合連合会 会長 

平野 伸一 ビール酒造組合 会長代表理事 

振角 秀行 （一社）信託協会 専務理事 

細川 興一 （株）日本政策金融公庫 代表取締役総裁 

細見 典男 日本水産(株) 代表取締役 社長執行役員 

正木 良剛 東急百貨店グループ労働組合 中央執行委員長 

町田  久 群馬県生産性本部 会長 

(株)渋川製作所 代表取締役社長 

松井 鉄也 プリマハム（株） 代表取締役社長 

松岡 宏治 航空連合 会長 

松岡 萬里野 全国消費者協会連合会 会長 

松岡 裕次 日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合） 会長 

松下 功夫 ＪＸＴＧホールディングス(株） 相談役 

松本 正義 住友電気工業(株) 取締役社長 

水野 明久 中部電力(株) 代表取締役会長 

宮井  淳 損害保険労働組合連合会 中央執行委員長 

宮内 義彦 オリックス(株) シニア・チェアマン 

宮城 まり子 法政大学 教授 

村山  滋 (一社)日本造船工業会 会長 

森   詳介 （公社）関西経済連合会 会長 

関西電力(株) 相談役 

安井 義博 ブラザー工業(株) 相談役 

柳   正憲 （株）日本政策投資銀行 代表取締役社長 

矢野 義博 （一社）日本自動車工業会 理事・事務局長 
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山内 隆司 (一社)日本建設業連合会 会長 

山口 浩一 全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長 

山田 俊和 キリンビール労働組合 中央執行委員長 

山田 吉隆 埼玉県生産性本部 会長 

川口化学工業(株) 取締役社長 

山名 昌衛 コニカミノルタ（株）取締役 代表執行役社長 

山本 正巳 （一社）情報通信ネットワーク産業協会 会長 

𠮷𠮷井 眞之 全日本金属産業労働組合協議会 顧問 

若狭 一郎 （一社）生命保険協会 副会長 

和田口 具視 ＪＦＥスチール労働組合連合会 中央執行委員長 

和田 孝雄 テンプスタッフ（株） 代表取締役社長 

渡邉 健二 日本通運(株) 代表取締役会長 

渡辺 利夫 拓殖大学 学事顧問 

渡部 肇史 電源開発（株） 代表取締役社長 
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