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２０２１年１０月２２日 

全国商工会議所女性会連合会 

日本商工会議所 



 

市瀬会長からのメッセージをご覧ください 

 

 

「第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会」の開催を直前に控え、市瀬会

長から皆様へのメッセージがございます。 

 スマートフォンに以下の専門アプリケーション（モーションペイパ）をインストールし、以

下の手順で、本誌表紙の商工会議所女性会マークにスマホをかざしていただくと、メッ

セージ映像が再生されます。ぜひ、ご覧ください。（※モーションペイパは、株式会社ブランが提

供するアプリＡＲ機能を使用しています） 

 

●モーションペイパ（MPA）のインストールと視聴手順 

①ＱＲコードを読み込み、アプリ（ＭＰＡ）をダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

②ダウンロード後、アプリを起動すると、スキャン画面が開きます。画面右下のアイコン

をタップします。     のアイコンが    に変わったことを確認し、以下のＱＲコードを

読み込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

③処理状況が％で表示され、終了すると、「設定が完了しました！」と表示されますので、

ＯＫをタップしてください。 

 

④再度、画面右下のアイコン     をタップし、アイコンが、     に変わったことを確

認してください。 

 

⑤総会誌の表紙にある商工会議所女性会のロゴマークにスマホをかざして 

ください。動画が再生されます。総会誌の中で再生されている動画をタッチ 

することで、全画面で視聴いただけます。 

アイコンが
変わります 
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１．第 53回全国商工会議所女性会連合会 オンライン総会 次第 

 
 

13:00 オープニング（各地女性会活動動画）  

 

[式典]１４：００～１５：４０ 

14:00 開会宣言 

商工会議所女性会の歌 斉唱 

商工会議所女性会活動指針 唱和 

物故者への黙祷 

主催者挨拶 全国商工会議所女性会連合会 会長 市瀬 優子 

主催者挨拶 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

来賓挨拶 

登壇者紹介 

１４：２１ 出席女性会紹介      

14:50 第 20回女性起業家大賞・女性起業家大賞 20周年エクセレント賞 授賞式 

全国商工会議所女性会連合会表彰 授賞式 

次回（第 54回）大会について 

閉会宣言 

15:15  休憩・オンライン交流タイム 

 

[記念プログラム]１５：４０～１７：００     

15:40 女性起業家大賞 20周年記念 受賞者講演 

      「女性の力は宝の山」 

株式会社クック・チャム 代表取締役社長 藤田 敏子 氏 

16:00 渋沢栄一に学ぶ 

講演 「渋沢栄一ＰＯＷＥＲ！」 

      一橋大学大学院経営管理研究科 教授 クリスティーナ・アメージャン 氏 

16:45 女性活躍を考える・推進する 

メッセージ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」と各地女性会への期待」 

      流山商工会議所 会頭 田口 佳子 氏 

      鈴鹿商工会議所 会頭 田中 彩子 氏 

      徳島商工会議所 会頭 寺内 カツコ 氏 

内閣府男女共同参画局 局長 林 伴子 氏 

 
※タイムスケジュールは、進行状況によって前後する可能性があります。 
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２．商工会議所女性会の歌 
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３．商工会議所女性会活動指針 

 

 

 

わたしたち、商工会議所女性会は、 

リ－ダ－として、凛と信をもって連帯し、 

平和で心豊かな社会を築きましょう。 

 

一(ひとつ)、リーダーとは、 

高い志をもって、 

自己の変革・向上を目指すことです。 

 

二(ふたつ)、凛とは、 

情熱・勇気をもって行動し、 

社業の発展に努め、 

地域社会に貢献することです。 

 

三(みっつ)、信とは、 

礼節・勤勉を尊び、 

美しい自然や良き伝統・文化を愛し、 

次の世代に継承することです。 

 

四(よっつ)、連帯とは、 

女性経営者の友情と信頼の輪を 

内外に広げることです。 
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４．ご挨拶 

 

 

全国商工会議所女性会連合会 

会長 市瀬 優子 

 

第 53 回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会に

350 を超える女性会の皆様にご参加いただき誠にありがとう

ございます。私たちは、設立当初から毎年各地で開催される全

国大会・総会を通じて、全国の女性会が交流し、絆を深めること

で、力強いネットワークを構築してまいりました。長期化するコロナ禍におきましても、継

続してきた営みを絶やすことなく、オンラインで開催できますこと、全国各地から多くの

皆様にご参加いただきましたことを心から喜ばしく存じます。 

現在、わが国は新型コロナウィルスの影響により様々な活動制約がある中、女性なら

ではの発想と感性を活かしながら、具体的な活動を展開していくことが求められており

ます。各地女性会の皆様におかれましては、これまで通りの事業活動を実施することが

困難な状況にありながら、新しいことに取り組む行動力を発揮され、オンラインの活用や

コロナ禍で困っている人達への寄付活動、売上確保・にぎわい創出・地域の盛り上げを

目的とした事業など、今できることに具体的に取り組んでおられますことは、大変心強

い限りです。 

全国商工会議所女性会連合会は、1969年の第１回設立総会当時、全国35女性会か

らスタートし、今では 417 女性会、約 21,000 会員を抱える日本最大級の女性経営者

団体に成長いたしました。昨今、女性の活躍の場が広がることが、多様性を生み、付加価

値を生み出す原動力になるとして、女性に対する期待は日増しに高まっております。 

私は、第23期のスローガンとして「凛たる女性の至誠と信頼 日々新たに『今』『ここ』を

生きる」を掲げさせていただきました。長い歴史の中で諸先輩方が叡知を結集され、築

かれてきた歴史と伝統をしっかりと継承し、凛たる女性の至誠と信頼を軸に日々新しい

視点を取り入れ、皆様とともに手を携えて進んでまいりたいと存じます。 

各地域の一人一人が生き生きと光輝いていける全国団体として、自らの地域を支え

る各地女性会の着実な活動と成果を追求してまいりましょう。 

結びに、各地女性会の今後ますますのご発展と、本日ご参会の皆様方のご活躍とご健

勝をお祈り申しあげます。 
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５．ご挨拶 

 

 

日本商工会議所 

会頭 三村 明夫 

 

第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会が、大

勢の皆様にご参加いただき盛大に開催されますことを心から

お祝い申しあげます。 

各地商工会議所女性会におかれましては、各地域における

女性のリーダーとして、女性の起業促進、婚活や子育て支援事

業等の少子化対策、地域の賑わいを創出するまちづくりなど幅広い分野の活動に積極

果敢に取り組まれ、地域経済社会に大いに貢献いただいておりますことに、改めて敬意

を表します。 

現在、わが国は長期化するコロナ禍にあり、感染拡大防止と経済活動を両立させるべ

く、あらゆる主体が制約の中で懸命な活動を続けています。また、台風や豪雨、地震とい

った大規模災害が全国各地で頻発するなど、経営努力を超えた苦難に直面する事業者

も少なくなく、商工会議所への期待や果たすべき役割も益々大きくなっております。 

こうした国難ともいえる状況は過去にも存在し、商工会議所創設者である渋沢栄一翁

をはじめとする先達たちは、その時々の叡知や力を結集して幾多の難局を乗り越え、今

日の経済社会基盤を築いてこられました。今を生きる私たちも、内外の環境変化に適切

に対応し、常にイノベーションを図りながら、現在の難局から経済成長へと転じることが

できると確信しています。 

全国商工会議所女性会連合会は、日本商工会議所の活動の一翼を担う重要な組織で

あります。柔軟かつ自由な発想と実行力を持つ女性会の皆様には、大いなる気概と自信

を持ち、地域に新たな活力を与えていただきたいと存じます。 

また、「女性起業家大賞」を通じて、これまでに２０２名の素晴らしい女性起業家・経営

者を表彰・発掘され、さらに今年は 20 周年を迎え、新たに「エクセレント賞」を創設され

たと伺っております。政府も「女性活躍推進」を成長戦略の柱として掲げているところで

あり、各地域において、一人でも多くの女性にビジネスの現場でご活躍いただき、日本

経済を強力に牽引していただくことを、心からご期待申しあげます。 

日本商工会議所といたしましても、全国515商工会議所のネットワークを最大限に活

用し、女性会の皆様の挑戦を全力で後押ししてまいります。 
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６．物故者ご芳名 

 

（順不同） 

NO 女性会名 女性会役職名 ご芳名 享年 

1 札幌商工会議所女性会 参与 佐藤 和子 81 

2 北見商工会議所女性会 参与 桑島 貞子 88 

3 北見商工会議所女性会 会員 湯場 豊子 70 

4 青森商工会議所女性会 理事 内海 久香 65 

5 一関商工会議所女性会 会員 千葉 亮子 77 

6 一関商工会議所女性会 常任委員 遠藤 ミエ子 76 

7 一関商工会議所女性会 会員 白石 はつね 72 

8 酒田商工会議所女性会 会員 佐藤 光子 86 

9 酒田商工会議所女性会 会員 佐藤 君子 87 

10 鶴岡商工会議所女性会 親睦委員 富樫 光 83 

11 新庄商工会議所女性会 元会長 田澤 惠子 81 

12 新庄商工会議所女性会 会員 庄司 とし子 73 

13 新庄商工会議所女性会 会員 郷野目 茂子 88 

14 福島商工会議所女性会 顧問／元会長 和合 アヤ子 71 

15 会津若松商工会議所女性会 会員 鈴木 節子 68 

16 会津若松商工会議所女性会 理事 磯目 京子 63 

17 二本松商工会議所女性会 会員 宝槻 トモ 98 

18 二本松商工会議所女性会 顧問 大松 良子 88 

19 二本松商工会議所女性会 幹事 鹿野 啓子 86 

20 白山商工会議所女性会 会員 髙藏 武子 80 

21 上田商工会議所女性会 会員 若林 百合子 67 

22 長野商工会議所女性会 顧問 長橋 トシ子 ９２ 

23 須坂商工会議所女性会 会員 寺澤 玲子 79 

24 栃木商工会議所女性経営者会 副会長 渡邊 由起子 57 

25 小山商工会議所女性経営者会 初代会長 中里 八重子 88 

26 富岡商工会議所女性会 顧問 野村 栄子 89 

27 木更津商工会議所女性会 元会長 安川 恵美子 78 

28 松戸商工会議所女性会 元会長 有田 静江 90 

29 浦安商工会議所女性会 常任委員 森田 英子 77 

30 浦安商工会議所女性会 会員 新井 礼子 ー 

31 東京商工会議所女性会 相談役 谷 静子 94 
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NO 女性会名 貴女性会役職名 ご芳名 享年 

32 東京商工会議所女性会 理事 大石 アケミ 80 

33 横須賀商工会議所女性会 前会長 葛西 あや子 70 

34 厚木商工会議所女性会 会長 建部 美枝子 72 

35 秦野商工会議所女性会 会員 藤野 鶴子 92 

36 相模原商工会議所女性会 元会長 谷川 惠實子 93 

37 京都商工会議所女性会 会員 細江 玲子 83 

38 城陽商工会議所女性会 会員 古賀 幸美 69 

39 城陽商工会議所女性会 監事 松本 智恵子 75 

40 大阪商工会議所女性会 会員 森下 美恵子 98 

41 堺商工会議所女性会 会員 泉谷 二美 87 

42 神戸商工会議所女性会 元会長 藤浪 芳子 74 

43 西脇商工会議所女性会 会員 小東 千鶴 70 

44 奈良商工会議所女性会 相談役 三橋 敏栄 92 

45 倉吉商工会議所女性会 参与 吉田 圭子 81 

46 岡山商工会議所女性会 名誉会長 石井 美津枝 94 

47 津山商工会議所女性会 理事 片山 知枝 65 

48 玉島商工会議所女性会 理事 西井 桂子 78 

49 尾道商工会議所女性会 会員 小林 千純 73 

50 福山商工会議所女性会 参与 児玉 千鶴枝 96 

51 福山商工会議所女性会 会員 井上 道子 83 

52 福山商工会議所女性会 会員 清水 昭子 83 

53 府中商工会議所女性会 会員 宗歳 清子 90 

54 岩国商工会議所女性会 会員 金森 靖子 - 

55 徳島商工会議所女性会 元会長 本久 ミドリ 74 

56 阿南商工会議所女性会 会長 小林 トヨ子 65 

57 観音寺商工会議所女性会 会員 大西 茂美 ７１ 

58 福岡商工会議所女性会 会員 梅居 孝江 86 

59 北九州商工会議所女性会 会員 長 恵子 90 

60 豊前商工会議所女性会 会員 末吉 順子 77 

61 伊万里商工会議所女性会 副会長 畑石 祐子 61 

62 島原商工会議所女性会 会員 林 智惠子 88 

63 人吉商工会議所女性会 元会長 高山 直子 70 
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７．「第 20回女性起業家大賞」受賞者 

 

 

 

 最優秀賞  
 

中曽根 暁子さん  株式会社 Special Medico 代表取締役 

創 業 年：2012年（グロース部門） 

事業概要：サービス業（有料職業紹介業・労働者派遣事業） 

所 在 地：東京都千代田区 

受   付：東京商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 医療機関と医師の間に入り現場改善のコンサルティングをしながら健康診断の大切

さを広めることの必要性を感じ「予防医学の重要性を受診者に広めたい」との想い

から医療専門の職業紹介業として創業。健康診断の現場へ医師を派遣しているほか、

企業へ産業医の紹介も行っている。 

⚫ 全国的に単発医療のニーズが多いにも関わらず多くの医師紹介会社は手間のわり

に売上単価が低いため単発医療の紹介を行わないケースが多く、また、人材業界で

はコーディネーターが退職すると、医師のスキルや評判等を把握できなくなる問題

が起きていた。そこで同社はＡＩを活用し健康診断等の医師の依頼・募集・連絡事項

等のマッチング作業を全自動化するシステムを開発・推進し、業界ではマッチングに

２～３日かかっていたものを２～３時間に短縮した。最適な医師を迅速にマッチング

させることで地域の予防医療に寄与し、利用者満足と医師の活躍の場を広げること

に成功している。 

⚫ 同社には人材業界、システム開発・運用・保守業界、医療業界それぞれに精通した人

材が所属しており、特に技術開発チームは協力会社と連携しオフショア開発を行い、

技術パワーを補完した体制を築いている。また、４年で 12もの技術特許を取得して

いる。 

⚫ ＡＩを活用したマッチングサービスの革新性、

優位性が高く、12 もの技術特許取得も強

み。同様の事業モデルへの応用利用が期待

される。また、操作が簡便で厳重なセキュリ

ティの持続開発可能な医療現場における遠

隔ビデオシステムを開発中であり、医療現場

のデジタル化への貢献など、経営理念であ

る「人と医療の架け橋」として今後の成長と

社会貢献が大いに見込まれることを評価。 
▲マッチングサービスにより必要な場所へ最
速で「最適な医師」を紹介する事で確固たる
地位を築いている 



10 

 

 

 

 優秀賞 （スタートアップ部門） 

 

石井 リナさん 株式会社 BLAST 代表取締役社長 

創 業 年：2018年 

事業概要： ＥＣ・小売・オンラインメディア（フェムテックブラ

ンド「Nagi」の企画、運営、卸、オンラインストアでの販売） 

所 在 地： 東京都渋谷区 

受   付： 東京商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 日本のジェンダーギャップ指数の低さに衝撃を受け起業。女性向けオンラインメディ

ア「BLAST」を立ち上げ運営する中で、女性の身体に関する情報やプロダクトが不

足していることを認識し生理用吸水ショーツ「Nagi」を開発した。Nagi は国内工場

で生産し４種類の国内産の機能性生地（速乾シート、吸収シート、防臭シート、防水シ

ート）を使用し、独自の縫製技術による５枚構造で世界的にみても高い吸水量を実

現した再利用可能でサステナブルなプロダクト。Ｄ２Ｃ（Direct to Consumer）と

呼ばれるビジネスモデルを採用し、自社で商品企画、デザイン、製造、販売を手掛け

ワンストップで顧客に商品を届けている。また、経済的な理由で生理用品が購入で

きない「生理の貧困」を大きな課題ととらえ学割サービスを開始し、今後は女性のラ

イフスタイルを支える周辺商材も展開予定。 

⚫ 女性経営者ならではの視点で使い手のニーズを的確に捉えた製品・サービス提供に

より、急成長を遂げているだけでなく、社会課題の解決に向けたマインドを持ち、他

ブランドとも連携し業界全体のマーケット拡大に貢献していることを評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲Nagi は吸水面に独自の５枚構造を有し、
防水布を折り返す積層構造は特許出願中。 
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 優秀賞 （グロース部門） 

 

大原 万里亜さん 株式会社りぼん 代表取締役 

創 業 年：2013年 

事業内容：布製品製造・販売・小売り（布なぷきん、布おむつ製造・

販売） 

所 在 地：長崎県長崎市 

受   付：長崎商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 長年にわたる特別支援学校での教師としての経験から、布おむつ・布なぷきんの良

さを実感。生理や排せつがスムーズでない子ども達のために、臭いの減少、快適さ

などの効果を普及するため、布おむつ、布なぷきんの製造・販売で起業。オーガニッ

クコットンを使用し、枇杷の葉を使って手染めすることで、植物の煮だし原液が丁寧

にコーティングされ血液やたんぱく質の汚れをはがれやすくし、洗剤を使わずとも

水だけで洗うことができる。アレルギー肌にも優しい。 

⚫ 枇杷の葉の剪定や洗浄、煮だし作業などは、特別支援学校の卒業生が働く施設に依

頼しているほか、障がいがある子どもを持つ母親や枇杷農家の女性たちなどへ依頼

し、ワークシェアリングを進めている。また、生理について正しい知識を啓発するた

め、子ども向けに「生理カルタ」を開発。布なぷきんの作り方や使い方のワークショッ

プを親子に向けて行うほか、小中学校で講演も行う。 

⚫ 使い手に寄り添った商品開発により、生理や排せつ、アレルギーに悩む方に毎月の

快適さを提供していること、長崎県産の枇杷の葉などを活用することで地域活性化

に貢献していること、「生理カルタ」の開発や

小中学校などで開催するお話会などにより

子ども達が体や心の成長を学ぶ機会を創出

していることを評価。 

 

 

 

 
▲長崎県内すべての小中高の学校に
「生理カルタ」を寄付している 
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奨励賞 （スタートアップ部門） 
 

森川 春菜さん オングリットホールディングス株式会社 代表取締役 

・創業年：2018年 

・事業概要：専門技術サービス業（インフラ構造物の点検・調査・診断業務／土木関連 

機器の開発／ＡＩ・ハードウェア受託開発／ＣＳＲ事業） 

・所 在 地：福岡県福岡市 

・受   付：福岡商工会議所 

[主な受賞理由] 

⚫ 土木業界の人材不足とシングルマザーの雇用問題をテクノロジーでマッチングする

ことで解決できると考え創業。点検業務の「現場調査から報告書作成」までを効率化

するため、高所点検ロボットとポール型ドローンという道路照明に特化したロボット

を開発し技術者の代わりとなるよう、目の役割を果たすカメラ、打音検査の役割を

果たしている。ロボットを道路照明の点検業務を受注・実施する建設コンサルタント

や下請企業へ貸出し、ロボットが取得したデータを同社で管理し、ＡＩが画像と振動

データの解析を行う。解析データと併せて未経験者でも図面作成が可能な独自シス

テムを活用し、発注者に提出できる形で報告書を納品できる。このシステムによりシ

ングルマザーや障がい者施設、過疎地域への仕事提供可能なサービスとなっている。 

⚫ 製品・サービスの新規性・革新性が高い。ＡＩや振動センサーの開発のために専門機

関とのネットワークも構築し、地域経済の活性化につながっていることを評価。 

 

 

鷲谷 恭子さん  2hours（株式会社ケイリーパートナーズ） 代表 

・創業年：2019年 

・事業概要：総合サービス業（経理代行／バックオフィス支援／ＳＮＳマーケティング支援） 

・所 在 地：福島県郡山市 

・受   付：郡山商工会議所女性会 

 

[主な受賞理由] 

⚫ 会計事務所をはじめとするパートナー企業と連携した経理代行に加え、バックオフィ

ス支援、ＳＮＳマーケティング支援の３つを主軸としてアウトソーシングサービスを展

開。「２時間で働こう」をキーメッセージに子育て中の女性たちを集めている。従業員

の技術・専門知識のスキルを向上させワークシェアリングを図るなど、持続可能な働

き方で地域とつながる社会を創っている。 

⚫ 顧客ニーズと働き手のニーズをつなぐなど、女性経営者ならではの発想や工夫が随

所に見受けられ、デジタル領域で女性ならではの寄り添い、チームワーク力を高度

化しており、今後の成長が期待できることを評価。 
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奨励賞 （グロース部門） 
 

池田 芙美さん 特定非営利活動法人どんぐりの会 理事長 

・創業年：2013年 

・事業内容：児童福祉・障がい者福祉（学童保育施設２か所の運営・就労継続支援Ｂ型 

事業の運営・地域交通安全活動） 

・所 在 地：三重県津市 

・受    付：津商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 「“自分らしく生きる”をサポートし、たくさんの人たちの幸福で豊かな社会の実現に

貢献する」を経営理念とし、学童保育のほか、障がい者就労支援施設「Liberta」を

運営する。子ども達が安全に通学し充実した学校生活を送ることをサポートするた

め、企業広告枠を設けた交通安全看板を 100 社以上の協賛により 300 枚以上設

置する。また、障がいがあることによる職業選択の自由を制限させたくない、働きが

いを感じて欲しいとの思いから、「Liberta」に先進的な水産システムを導入し、水

産業事業者との連携で、障がい者の水産漁業事業所への就職を目指す。 

⚫ 子育てと仕事の両立で自分らしく生活できるよう、２つの学童施設で市内全域の子

育て家族を支援していること、学童施設と Libertaが併設されていることで交流が

生まれ、子ども達に思いやりの心が醸成されるなど、Win-Win を構築し、暮らしや

すい地域を作っていることを評価。 

 

 

吉田 抽香里さん 株式会社ぱんだの庭 代表取締役 

・創業年：2016年 

・事業内容：教育支援業（発達障がい児特化型 ＳＮＳを使った家庭学習支援事業） 

・所 在 地：大阪府大阪市 

・受   付：豊中商工会議所 

[主な受賞理由] 

⚫ 自らも経験した家庭学習で悩む親子を支援したいとの気持ちから、「勉強は親子の

最高のコミュニケーションである」を経営理念とし、親子で取り組む家庭学習支援

「ぱんだちゃんのおうち学校」を開校。発達障がい児特化型の家庭学習用教材と

SNS を活用した 24 時間対応の保護者向け相談サービスを提供する。毎日の勉強

をしっかりサポートする学習教材「凸凹ぱんシックス」は、１日単位で区切られ動画説

明がついており、発達障がい者の思考の癖や特徴を回避しながらスムーズに学習が

できるよう工夫されている。 

⚫ 子どもに勉強を教えることだけが教育ではなく、保護者を巻き込み親と子どもを結

びつける家庭学習プラットフォームを構築し、親子の絆を深めながら学力を向上さ

せていること、短時間や在宅でも働くことができる柔軟な雇用形態を用意すること

で、同社のサービスを利用する母親の雇用を創出し、多様な働き方といった社会的

課題を解決していることを評価。 
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特別賞 （スタートアップ部門） 
 

加藤 未希さん 合同会社ＣＨＥＲＩＳＨ 代表社員 

・創業年：2017年 

・事業概要：児童福祉事業他（小規模保育園、カフェ、フリーペーパー発行） 

・所 在 地：秋田県秋田市 

・受   付：秋田商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 自身の子育て経験をもとに子育て中の母親の「あったらいいな」を形にしようと創

業。スポーツクラブ内でカフェ・小規模保育施設の運営、子育て情報誌の発行等をし

ている。従業員は小規模保育施設に子供を預けＣＨＥＲＩＳＨで働ける環境が整って

いる。同社には保育士や子育てサポーター、ベビーマッサージやヨガ、メディカルア

ロマやエステなどの資格を持っているスタッフ達が在籍。従業員のほぼ全員が子育

て中の母親であり、互いに子育てのサポートをし合いながら運営している。 

⚫ 従業員の就業環境にも配意した経営など、対内外ともに女性経営者ならでは工夫が

認められる。保育施設の運営など子育て中の親をサポートする事業で地域の課題解

決にもつながっていることを評価。 

 

 

山本 紗代さん 株式会社美染 取締役 

・創業年：2017年  

・事業概要：美容業（染毛、洗髪） 

・所 在 地：鳥取県鳥取市 

・受   付：鳥取商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 美容師として勤務する中で、「美容業界は“美の価値”を提供する社会インフラの一

つ」と考えるようになり創業。女性が加齢とともに抱く悩みのひとつである白髪を解

消するため「オーガニック白髪染め専門店」を開業した。カラー専門店の中でも白髪

染めに特化し、一対一のカウンセリングを丁寧に行い顧客満足度が高い。また、従業

員のライフスタイルに合わせた勤務体制を整備し定着率１００％を達成しており、モ

チベーションアップにつながっている。 

⚫ サービスに女性経営者ならではの着眼点や独自性が認められる。出張白髪染めを開

始し、介護ボランティアとして高齢者へのヘアケアを行うなど社会貢献と地域経済

の活性化への寄与度も高いことを評価。 
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特別賞 （グロース部門） 
  

三部 香奈さん  一般社団法人グロウイングクラウド 代表理事 

・創業年：2014年 

・事業内容：その他サービス業（コワーキングスペースの運営、起業家育成、人材育成 

の場づくり、各種セミナー・イベント・コミュニティの企画運営） 

・所 在 地：福島県郡山市 

・受    付：郡山商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 東日本大震災から２年を経て参加した対話型イベントへの参加をきっかけに「人が

集い、学び合い、新しい創造が始まる街」を目指し、福島県の次世代を担う若手経営

者や起業を志す人材の育成・支援を目的として設立。1000 名を超える女性が参加

するコミュニティ「スペシャリスト女子会」の結成や、のべ約 500 名の市民が参加し

た起業家応援イベント「郡山地域クラウド交流会」の主催、2015 年から継続実施す

る起業実践講座「ビジネスモデルブラッシュアップ講座」の開講などのほか、コワー

キングスペース co-ba koriyama を運営する。読書会や交流会、起業セミナーな

どを企画開催し、地域に潜在していたコワーキングスペースの顧客ターゲット層との

接点を深め、現在 48社の企業などが co-ba koriyamaに会員登録し、対話を通

して学びや気づきを得る多世代が集まる場として展開している。 

⚫ これからの地域経済を担っていく新たな起業家の育成や産業創出、人脈形成・共創

の場を構築し、地域活性化に貢献していること、市の創業支援事業や県のＦターン起

業家創出・育成事業とも連携し、起業支援や人材育成を実践していることを評価。 

 

 

中村 美保さん 株式会社ファースト・ペングイン 代表取締役 

・創業年：2016年 

・事業内容：教育・療育（教育・療育個別指導・コンサルティング・商品開発） 

・所 在 地：大阪府大阪狭山市 

・受   付：堺商工会議所女性会 

[主な受賞理由] 

⚫ 一律の教育ではなく、障がいがある方、ニート、引きこもりの方などの個性に合わせ

た多様な教育を支援したいとの思いから起業。長きに亘る教育現場で培った知識と

経験を活かして、記憶トレーニングや集中力トレーニング、社会生活技能訓練など

200 を超える療育プログラムを開発。個々の能力に応じ組み合わせてパッケージ

化し、個性を引き出す教育プログラムとして提供する。 

⚫ 子どもの個性に合わせて組み合わせることで個性に応じて強みを伸ばし将来の経

済的自立への可能性を広げていること、週１勤務も可能とするフレキシブルな勤務

体系やＳＮＳを活用した適切な情報発信により求職者と現場とのミスマッチを解消

するなど、働き方の工夫や勤務環境などの内部管理体制が構築されていることを

評価。 
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８．「エクセレント賞」受賞者 

 

 

藤田 敏子さん 
株式会社クック・チャム 代表取締役社長 
 
ＵＲＬ：http:// cookchum.co.jp 
所在地：愛媛県新居浜市 

 
[事業内容の紹介] 
おかずのお店「クック・チャム」のチェーン展開、「キットシステム」に
よる店舗へのキット食材の製造・供給、FC 事業（社内独立含む）、

障がい者事業（就労継続支援 A型）、外食事業、高齢者事業（NPO法人） 
 
[受賞後 20年を経てのコメント] 
「おかず屋日本のお母さん」の惣菜店が現在、北海道から長崎まで 73 店舗あります。

平成 22 年から、障がい者事業をスタートし、北海道、愛媛、福岡に 70 人が従事し、農
業や食堂にも参入しております。今まで出来立てのおかずを大皿に入れ、バイキング方
式で販売しておりましたが、コロナ禍で全否定され、即個食販売に切り替え、夕方の減少

分を昼の弁当で乗り切っております。 
受賞以来心がけた事は、社員の起業をサポートする仕組み

づくりです。現在 25 名の社長が誕生し女性社長は 13 名で
す。この20年、自分の夢を社員と共有しそれを実現するため
に、高齢者・障がい者・若者が、年齢や個人の能力に応じた仕
事や対価を受け入れ、レストランや作業場、農園、グループホ
ームなどで働いて生きていける「循環型の生涯現役村」を創
って参ります。起業される方には、「①常に夢をもって粘り強
く諦めない」「②人様に喜んで頂けるように小さな事にも真心
を込める」を胸に頑張ってほしいです。 

 

 
 
 
佐藤 孝子さん 
古河和装 代表  
 
URL： https://kimononotakumi.com 
所在地：茨城県古河市 
 
[事業内容の紹介] 
振袖、訪問着など各種長着の他、コート、作務衣、リメイクなど

あらゆる和服を仕立てています。事業所員はみな和裁と着付けの国家資格を有する技

能士です。職業訓練校を併設し、人材育成にも積極的に取り組んでいます。 

▲ぽぁ～と、あたたかな明かりが
灯っている町のおかずやさん 
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[受賞後 20年を経てのコメント] 
この度はエクセレント賞という名誉に接し誠に嬉しく思います。和

裁は伝統文化であり、その技能は一朝一夕には身に付きません。千年
の歴史と先人の知恵が凝縮された技能を若い人たちに伝えていくこ
とが私の使命と思い今日に至っております。この２０年間には全技連
マイスターや茨城県ものづくりマイスターなど優秀な技能士を世に送
り出し、技能五輪全国大会では金メダル２名をはじめ数々のメダリス
トを輩出することができました。私自身も２００５年に厚生労働大臣表
彰「現代の名工」、２００９年には黄綬褒章をいただきました。今後は、
ファッションとしてきもの文化に親しめるようなリメイク作品を展開し
ていきたいと思います。現在会長を務める全国和裁着装団体連合

会では、コンクール形式の展示即売会を実現しました。これから起業
する皆様へ、変化を恐れず自分で選んだ道を信じて進んでくださ
い。道のりは遠くても必ず辿り着けるはずです。 

 
 

 
 

杉本 薫子さん 
株式会社 KAORUKO 代表取締役社長  
 
ＵＲＬ：http:// www.kaoruko.co.jp/ 

所在地：東京都中央区 
 
[事業内容の紹介] 
花屋（KAORUKO フローリスト銀座）、フラワーデザイン提供、ブ
ライダル、花のスクール、講義、アーティスト(日本政府公式海外で

のフラワーショー、日本の花の PR促進等)、文化人（執筆、講演）チャリティー活動等 
 
[受賞後 20年を経てのコメント] 

2021 年 12 月はドバイ万博を手掛けます。日本館で日本としてのおもてなしの花を
国賓や王族をお迎えするスーパーVIPルームの花を担当し、フラワーショーも行います。
ここ数年は日本代表として花で国と国をつなぐ文化貢献として、日英文化季間、パリジ

ャポニスムも担当してきました。長年のアーティストとしての海外での挑戦の積み重ねに
より前例の無い存在となれたことは、日本での仕事においても信頼、実績となっており
ます。時代にあわせて活動の様子をＳＮＳで発信することがブランディングや販路拡大に
も役立ちます。 
起業家として自認をしたことは無いのですが、時代

の先行きを感じ取り、人がやっていないことに挑戦し
てきたすべてが、ビジネスにもライフワークにもつなが
ったと思います。そこに至るまでは子育てをしながら
の苦悩と苦労、自分が未熟故の仕事の失敗は数知れ
ずでしたが、転んでもそこから学び次に生かす、その精
神で日頃の地道なコツコツと夢への挑戦の両輪、お金

にならないことでもありがたく挑戦をすることが次の
扉をいつも開けてくれ、20年が経ったように思います。 

▲沖縄紅型染の総模様
の振袖。ミスの第一礼装
として仕立てました 

▲銀座4丁目の旗艦店は SNSで
の発信で顧客拡大し時代をリード 
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東條 初恵さん 
株式会社シラネパック 会長 
 
ＵＲＬ：http://www.siranepake.co.jp/ 
所在地：山梨県南アルプス市 
 
[事業内容の紹介] 
段ボール・紙器の製造販売、包装資材の販売、コインランドリーの
経営、土木建築資材の販売 

 
[受賞後 20年を経てのコメント] 
起業のきっかけは 45 歳の時です。それまでは団体職員として勤務していました。当

時、「人生 80 年」という言葉を聞くようになり、あと半分（約 40 年）をどのように生き
ようかと考え、女性起業家になろうと決心し、甲府商工会議所へ飛び込みました。起業
後、商工会議所で知り合った女性起業家の皆様と活動を行い、県内に「やまなし女性異
業種の会」を設立しました。そして、県内外、さらに海を越えた多くの女性起業家との交
流を通じ、取引が生まれるまでになりました。若い起業家の方々におかれては、経営者
同士の強い結びつきを持たれるとともに個々の企業の発展に期待しています。 
また、20年前の通信環境は、電話やＦＡＸ、郵送などでしたので、連絡に時間がかかり

ました。今は、ボタン１つ数秒で全世界につながり、リモートで会議も可能な端末をバッ

クに入れて持ち歩き、いつでもどこでも 24 時間通信が可能という、世の中の変化の速
さに驚いています。ＩＴを十分に利用し、これからの起業家の皆様のご活躍と企業の発展
をご祈念申しあげます。 

 
 

 
 

 
武藤 正子さん 
株式会社すまいる情報光が丘 代表取締役社長 
 

ＵＲＬ：http://www.smilehikari.com 
所在地：東京都練馬区 
 
[事業の紹介] 
23 区最大（12,000 戸）の光が丘パークタウン。分譲団地の売
買仲介・賃貸仲介の№1 不動産会社です。「住宅の引き渡しから

本当のサービスが始まる」を理念に、地域になくてはならない会社を目指しています。 
[受賞後 20年を経てのコメント] 
第一回女性起業家大賞「特別賞」受賞から早や 20年。創業時より、26年間無借金経

営を貫いております。そのためには、お客様に喜んでいただくいろいろな取り組みをし
ました。単なる不動産チラシではなく、地域に役立つミニコミ紙「週刊すまいる情報」を

配布しました。今では 1270号となり、市民権を得ています。 
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また、社の一室をサロンにし「絵手紙」「スペイン語講座」「野鳥入門」などの講習会、「薬

師寺講話会」「老人ホーム見学会」「保険見直し、弁護
士、司法書士、税理士相談会」など、スタッフ皆で時流
に合った企画をし、地域の方々に参加していただいて
います。まさに、「ひたすらやり続ける、継続は力なり」
です。常々私は、不動産仲介業はサービス業。つきつ
めると問題解決業だと思っています。コロナ禍であろ
うと業種を超えて、ここにビジネスのヒントがあると確
信します。事業に携わるすべての女性達が生き生きと
輝くことを願ってやみません。 

 
 

 
 

 
山崎 比紗子さん 
株式会社ヒサコネイル 代表取締役  
 
ＵＲＬ：http://www.hisakonail.jp/ 
所在地：大阪市北区 
 

[事業内容の紹介] 
ネイルサロン経営、ネイル専門スクール経営 
 

[受賞後 20年を経てのコメント] 
全国商工会議所女性会連合会の第１回 「女性起業家大賞」でグロース部門特別賞を

拝受いたしましてから、２０年の月日を経て「エクセレント賞」が新設され、再び受賞の栄
誉をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。多くの皆様のご支援と励ましのお蔭
でございます。ネイルケア（爪のお手入れ）を日常の身だしなみになるように、全国に普
及したいと願ってやり続けてまいりましたが、今や「爪⇒ネイル」と言われるように、１０
代から９０代の幅広い層や芸能界、アスリート、手先を使う職業の方々も爪のお手入れや
おしゃれに気を遣うようになってまいりました。２０１４年、ネイルビジネスは日本標準産

業分類で「ネイルサービス業」として新設され、ネイリストは専門職として認められるよう
になり、永年の取り組みが評価されました。私はネイル一
筋、波乱万丈の中で大きな夢と希望を失わず、コツコツ続
けてきてほんとうに良かったと思っております。 
私の大きな願望は、ネイリストが美容師のように国家資

格になることです（海外の先進国ではほとんどの国が国家
資格で、米国は州政府ごとの認可です）。日本も国家資格
になれば、正しい教育と技術をしっかり学んでいるネイリス
ト達の職域も広がりより一層社会のお役に立てると確信し
ております。 

 

 

 

▲光が丘団地専門の不動産会社。
売買実績が 1182件となりました 

▲ネイルサロンｂｙヒサコヤマサ
キ ディアモール店は、落ち着い
た静かなスペースでお客様に人
気があります 
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９．全国商工会議所女性会連合会表彰 被表彰者 

 

 

【第２条特別功労者表彰】                                （敬称略） 

NO 女性会名 役職名 氏名 

1 天童商工会議所女性会 前会長 石山 良子 

2 相馬商工会議所女性会 前副会長 白田 かおり 

3 富山商工会議所女性会 前会長 近藤 裕世 

4 射水商工会議所女性会 前会長 笹谷 幸子 

5 七尾商工会議所女性会 前会長 木下 八重子 

6 諏訪商工会議所女性会 会長 油井 かほる 

7 伊那商工会議所女性会 前会長 田畑 恵子 

8 宇都宮商工会議所女性部 前会長 福田 泰子 

9 桐生商工会議所女性会 前副会長 赤石 美得 

10 飯能商工会議所女性会 前会長 萩野 賴子 

11 木更津商工会議所女性会 前会長 石井 みち子 

12 野田商工会議所女性会 前会長 永田 和子 

13 秦野商工会議所女性会 前副会長 伊藤 カズコ 

14 静岡商工会議所女性会 前副会長 今泉 勝子 

15 富士宮商工会議所女性会 副会長 河原﨑 みゆき 

16 富士商工会議所エコーレ 前会長 村瀬 迪子 

17 名古屋商工会議所女性会 前会長 鈴木 康代 

18 半田商工会議所女性会 前会長 芳賀 三智子 

19 瀬戸商工会議所女性会 前会長 小澤 早由里 

20 小牧商工会議所女性会 前会長 青山 明美 

21 津商工会議所女性会 前会長 加瀬 由美子 

22 鈴鹿商工会議所女性部 前会長 竹口 正子 

23 亀山商工会議所女性部 前会長 小菅 まみ 

24 京都商工会議所女性会 前会長 毛利 ゆき子 

25 大阪商工会議所女性会 前会長 河内 幸枝 

26 伊丹商工会議所女性会 会長 中村 良子 

27 海南商工会議所女性会 前会長 住岡 さち子 
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NO 女性会名 役職名 氏名 

28 鳥取商工会議所女性会 前会長 濵村 恵子 

29 米子商工会議所女性会 前副会長 勝部 芳子 

30 境港商工会議所女性会 前会長 木村 真理子 

31 松江商工会議所女性会 前副会長 坪倉 えい子 

32 江津商工会議所女性会 前会長 伊藤 和子 

33 高梁商工会議所女性会 前副会長 田中 加代 

34 福山商工会議所女性会 前副会長 髙田 重美 

35 徳島商工会議所女性会 前会長 寺内 カツコ 

36 阿南商工会議所女性会 副会長 西條 美恵子 

37 阿南商工会議所女性会 副会長 丸山 美雪 

38 松山商工会議所女性会 前会長 児玉 照子 

39 今治商工会議所女性会 会長 村上 ひかる 

40 大洲商工会議所女性会 前会長 武内 八重子 

41 八女商工会議所女性会 前会長 井上 直子 

42 田川商工会議所女性会 前副会長 肥吉 美恵子 

43 筑後商工会議所女性会 前会長 野口 久子 

44 筑後商工会議所女性会 前副会長 秋山 信子 

45 唐津商工会議所女性会 前会長 久保 美樹 

46 伊万里商工会議所女性会 会長 大島 明美 

47 浦添商工会議所女性会 前会長 永山 孝子 

 

 

 

【第３条第１項組織強化（会員増強）表彰】 

 

 五泉商工会議所女性会（新潟県） 

 千葉商工会議所女性会（千葉県） 

 佐原商工会議所女性会（千葉県） 

 横浜商工会議所女性会（神奈川県） 

 桑名商工会議所女性部（三重県） 

 泉大津商工会議所女性会（大阪府） 

 倉吉商工会議所女性会（鳥取県） 

 長崎商工会議所女性会（長崎県） 

 川内商工会議所女性会（鹿児島県） 

 霧島商工会議所女性部（鹿児島県） 
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【第３条第２項】「個として光る」女性会事業表彰 

最優秀賞（日本商工会議所会頭賞） 

大阪商工会議所女性会（大阪府） 

昭和 51 年から続く、本音を語り絆を育

む「経営事例発表会」の開催 

 

[選考理由] 

自主運営による経営事例発表会での自

己研鑽、会員相互交流の活発化への貢献 

 

1976年から毎年、会員の相互研鑽や資質向上などを目的として、会員自らが女性経

営者としての道のりや経営上の苦心談、これからの展望などを発表する「経営事例発表

会」を実施。年２回開催し、各回、役員や中堅会員、若手会員それぞれ１名ずつに発表の

機会を与え、これまでのべ 137名が発表している。 

参加者にとっては、同じ女性経営者の苦労話や体験談に共感し刺激を受けるとともに、

自社経営の参考や励みになっている。また、発表者にとっては、自らを振り返るきっかけ

となり、特に、若手会員は、業容や自身をメンバーに周知する良い機会となっている。 

同発表会の聴講は、会員に限定せず広く受け入れており、同発表会への参加をきっかけ

に加入する方も多い。また、従前から、企画委員会が企画・運営を主導し、発表者選定・

講演依頼から当日の進行などを担っている。企画委員による自主運営が徹底している

ことで、他の事業運営においても自主的な運営

が浸透するなど、女性会全体に良い効果をもた

らしている。 

①長年にわたり継続して実施することで、発表

者と参加者ともに経営者としての資質向上の場

となっていること、②企画委員会がモデルケース

となり、大阪女性会事業は自主運営が基本とな

ることで活動が活発化したことを高く評価。 

 

 

 

優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞） 

郡山商工会議所女性会（福島県） 

「安積うねめ手拭い」の企画・制作・販売 

 

[選考理由] 

語り継がれる「安積うねめ伝説」のてぬぐいを通じた

郷土文化伝承への貢献 
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安積の里（現・郡山市）で朝廷への貢物ができないほどに冷害が続いたために、奈良

の都から来た葛城王が巡察した際、春姫という美しい娘が「安積山の歌」を読んで王を

心からもてなしたことから始まる「安積うねめ伝説」をＰＲするため、会員自身が郡山の

歴史を学びながら、商品開発を企画。地元に密着した商品にしたいと、郡山市出身の画

家や書家らの協力を得て 2,000 枚を制作し、毎年約 30 万人が参加する「郡山うねめ

まつり」や女性会が主催するセミナー・研修会など

で販売・頒布した。 

てぬぐいには、「安積うねめ伝説」を解説したパ

ンフレットを添付したことで、地域の歴史を子ども

たちに伝える良い機会になると好評を得ている。 

①郷土の歴史・文化の伝承を途絶えさせないよ

うに会員自らが学び、商品開発を企画・実行した

こと、②広く市民らに郷土の歴史を周知し、文化

を伝承していることを高く評価。 

 

 

 

 

【第４条】各地女性会の活動に功労 

 

 

【第５条第１項】各地女性会の特定の事業に功労 

女性会名 事業所名 氏名 

横浜 株式会社ウェストリバー 西川 香代子 

横浜 株式会社 KAORUKO 杉本 薫子 

横浜 株式会社シルクハット 青山 順子 

 

 

 

女性会名 役職 氏名 

福島 元常任委員 金子 令子 

福島 元常任委員 佐藤 美奈子 

富山 元副会長 森田 悦子 

横浜 元理事 西岡 芳才 

平塚 元理事 太田 映子 

平塚 元理事 宮川 恵美代 
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１０．第２３期全国商工会議所女性会連合会 役員名簿 

 

 

2021年 10月１日現在（敬称略） 

役職 氏名 所属女性会名 

会長 市瀬 優子 東京商工会議所女性会 会長 

副会長 瀬 恭子 大阪商工会議所女性会 会長 

副会長 鷲野 裕子 名古屋商工会議所女性会 会長 

副会長 河原 隆子 横浜商工会議所女性会 会長 

副会長 葛城 万寿子 京都商工会議所女性会 会長 

副会長 橋本 玲子 神戸商工会議所女性会 会長 

常任理事 野村 るり子 札幌商工会議所女性会 会長 

常任理事 佐藤 万里子 仙台商工会議所女性会 会長 

常任理事 緒方 智英子 東京商工会議所女性会 副会長 

常任理事 財津 澄子 東京商工会議所女性会 副会長 

常任理事 久保田 光恵 大阪商工会議所女性会 副会長 

常任理事 田島 久子 広島商工会議所女性会 会長 

常任理事 吉田 洋子 高松商工会議所女性会 会長 

常任理事 安東 友子 福岡商工会議所女性会 会長 

監事 朝山 昌子 川崎商工会議所女性会 会長 

監事 深町 宏子 北九州商工会議所女性会 会長 

理事 薄井 タカ子 旭川商工会議所女性会 会長 

理事 松野 ミツ 青森商工会議所女性会 会長 

理事 佐々木 祐子 盛岡商工会議所女性会 会長 

理事 西村 悠子 秋田商工会議所女性会 会長 

理事 井上 弓子 山形商工会議所女性会 会長 

理事 追分 富子 福島商工会議所女性会 会長 

理事 高橋 京子 新発田商工会議所女性会 会長 

理事 綿谷 雅代 富山商工会議所女性会 会長 

理事 嵐 清美 小松商工会議所女性会 会長 

理事 山浦 悦子 長野商工会議所女性会 会長 

理事 鈴木 律子 水戸商工会議所女性会 会長 

理事 今井  キヨ 宇都宮商工会議所女性部 会長 

理事 石川 直美 前橋商工会議所女性会 会長 

理事 佐藤 久仁恵 越谷商工会議所女性会 会長 
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役職 氏名 所属女性会名 

理事 佐藤 フジエ 市川商工会議所女性会 会長 

理事 望月 澄枝 横浜商工会議所女性会 副会長 

理事 鈴木 智惠子 小田原箱根商工会議所女性会 会長 

理事 小澤 房子 甲府商工会議所女性会 会長 

理事 青島 以津子 藤枝商工会議所女性会 会長 

理事 杉山 史 岐阜商工会議所女性会 会長 

理事 青山 久美子 名古屋商工会議所女性会 副会長 

理事 松田 弘子 津商工会議所女性会 会長 

理事 大谷 君枝 福井商工会議所女性会 会長 

理事 岡澤 則子 大津商工会議所女性会 会長 

理事 塚本 眞理 京都商工会議所女性会 副会長 

理事 堀内 智子 大阪商工会議所女性会 副会長 

理事 中塚 隆子 奈良商工会議所女性会 会長 

理事 松田 美代子 和歌山商工会議所女性会 会長 

理事 中井 英子 鳥取商工会議所女性会 会長 

理事 野津 寛美 米子商工会議所女性会 会長 

理事 原田 美穂子 松江商工会議所女性会 会長 

理事 高田  美紀子 岡山商工会議所女性会 会長 

理事 入江 孝子 福山商工会議所女性会 会長 

理事 福田 牧枝 下関商工会議所女性会 会長 

理事 佐野 美佐子 徳島商工会議所女性会 会長 

理事 佐川 東輝枝 松山商工会議所女性会 会長 

理事 北村 和代 高知商工会議所女性会 会長 

理事 大谷 香里 飯塚商工会議所女性会 会長 

理事 枝吉 眞喜子 佐賀商工会議所女性会 会長 

理事 糸屋 悦子 長崎商工会議所女性会 会長 

理事 阪本 惠子 熊本商工会議所女性会 会長 

理事 村上 倫子 別府商工会議所女性会 会長 

理事 安部 フジ子 大分商工会議所女性会 会長 

理事 日髙 圭世 宮崎商工会議所女性会 会長 

理事 吉永 由美子 鹿児島商工会議所女性会 会長 

理事 渕辺 美紀 那覇商工会議所女性会 会長 
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１１．女性会の設置状況と全国商工会議所女性会連合会への加入状況 

 
※下線 は連合会設置地区 

※女性会は、５１５商工会議所のうち、４３４商工会議所に設置（設置率：84.3％） 

※全国商工会議所女性会連合会会員は、４１７女性会（加入率 96.1％） 

                                                    2021年 10月１日現在 

ブロック名 

（設置数・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会設置商工会議所(434) 
女性会未設置 

商工会議所(81) 
全商女性連会員女性会

(417) 

全商女性連非会員女性会

(17) 

北海道 

(20/42) 

(47.6%) 

北海道（42) 函館、小樽、札幌、旭川、釧

路、帯広、北見、根室、稚内、

森、富良野、遠軽、江別、浦

河、 

苫小牧、千歳、 

登別、恵庭、石狩(19) 

網走(1) 室蘭、岩見沢、 

留萌、滝川、深川、栗

山、美唄、砂川、紋別、

士別、名寄、倶知安、

芦別、夕張、美幌、歌

志内、赤平、伊達、留

辺蘂、岩内、余市、上

砂川(22)  

東北 

(45/45) 

(100%) 

青 森(7) 青森、弘前、八戸、 

十和田、黒石、 

五所川原、むつ(7)   

 

岩 手(9) 盛岡、釜石、一関、宮古、花

巻、奥州、北上、 

大船渡、久慈(9)   

宮 城(6) 仙台、塩釜、石巻、 

気仙沼、古川、白石(6)   

秋 田(6) 秋田、能代、大館、横手、湯

沢、大曲(6) 

 

 

山 形(7) 山形、酒田、鶴岡、米沢、新

庄、長井、 

天童(7)    

福 島(10) 福島、郡山、会津若松、いわ

き、白河、原町、 

会津喜多方、相馬、 

須賀川、二本松(10)   

北陸信越 

(42/49) 

(85.7%) 

新 潟(16) 新潟、長岡、新発田、 

新津、小千谷、加茂、 

五泉(7) 

上越、柏崎(2) 三条、燕、糸魚川、村

上、十日町、 

新井、亀田(7) 

富 山(8) 富山、高岡、氷見、射水、魚

津、砺波、滑川、黒部(8)   

石 川(7) 金沢、小松、七尾、輪島、加

賀、珠洲、 

白山 (7)  
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ブロック名 

（設置数・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会設置商工会議所(434) 
女性会未設置 

商工会議所(81) 
全商女性連会員女性会

(417) 

全商女性連非会員女性会

(17) 

長 野(18) 上田、長野、松本、飯田、岡

谷、諏訪、下諏訪、 

須坂、伊那、塩尻、小諸、 

信州中野、駒ヶ根、 

大町、茅野、佐久、飯山、 

千曲(18) 

  

関東 

(83/103) 

(80.6%) 

 

茨 城(8) 水戸、土浦、古河、日立、石

岡、下館、結城、 

ひたちなか(8)    

栃 木(9) 栃木、宇都宮、足利、 

小山、日光(5) 

大田原(1) 鹿沼、佐野、 

真岡(3) 

群 馬(10) 前橋、桐生、伊勢崎、 

太田、沼田、富岡、渋川、 

藤岡(8) 

 
高崎、館林(2) 

埼 玉(16) 川越、川口、熊谷、 

さいたま、本庄、所沢、 

飯能、上尾、狭山、草加、 

春日部、越谷(12) 

 秩父、行田、 

深谷、蕨(4) 

千 葉(21) 銚子、千葉、船橋、 

木更津、市川、松戸、 

佐原、茂原、野田、館山、八

街、東金、柏、市原、 

習志野、成田、佐倉、 

八千代、浦安、君津、 

流山(21) 

 

  

東 京(8) 東京、八王子、武蔵野、 

町田(4)          

  青梅、立川、 

むさし府中、 

多摩(4) 

神奈川(14) 横浜、横須賀、川崎、 

小田原箱根、平塚、藤沢、茅

ヶ崎、厚木、秦野、 

相模原、大和、海老名(12) 

 
鎌倉、三浦(2) 

山 梨(2) 甲府(1) 富士吉田(1)  

静 岡(15) 静岡、浜松、沼津、三島、富士

宮、富士、島田、 

藤枝、袋井(9) 

焼津(1) 下田、磐田、 

伊東、熱海、 

掛川 (5) 

東海 

(40/49) 

(81.6%) 

岐 阜(15) 岐阜、大垣、高山、関、 

美濃、恵那、各務原、 

美濃加茂、可児(9) 

  多治見、中津川、 

神岡、土岐、瑞浪、 

羽島 (6) 
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ブロック名 

（設置数・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会設置商工会議所(434) 
女性会未設置 

商工会議所(81) 
全商女性連会員女性会

(417) 

全商女性連非会員女性会

(17) 

愛 知(22) 名古屋、岡崎、豊橋、 

半田、一宮、瀬戸、豊川、刈

谷、豊田、安城、西尾、津島、

春日井、稲沢、 

江南、小牧、犬山、東海、大府

(19) 

  蒲郡、碧南、常滑(3) 

三 重(12) 四日市、津、伊勢、松阪、鈴

鹿、桑名、上野、亀山、尾鷲、

名張、鳥羽、熊野(12) 

 
 

関西 

（65/71) 

(91.5%) 

 

福 井(7) 福井、敦賀、武生、大野、勝

山、鯖江(6) 小浜(1) 

 

滋 賀(7) 大津、長浜、彦根、 

近江八幡、八日市、 

草津、守山（7) 

 

 

 

京 都(8) 京都、舞鶴、福知山、 

綾部、宇治、宮津、亀岡、城陽

(8) 

 
 

大 阪(20) 大阪、堺、泉大津、高槻、貝

塚、泉佐野、北大阪、守口門

真、箕面、和泉 (10) 

岸和田、茨木、池田、松原、

高石、大東 (6) 

東大阪、吹田、 

八尾、豊中、(4) 

兵 庫(18) 神戸、姫路、尼崎、明石、西

宮、伊丹、西脇、相生、三木、

洲本、豊岡、高砂、 

龍野、加古川、加西、 

宝塚(16) 

赤穂(1) 小野(1) 

奈 良(4) 奈良、大和高田(2) 生駒、橿原(2)  

和歌山(7) 和歌山、海南、田辺、 

新宮、橋本、 

紀州有田(6) 

 御坊(1) 

中国 

(45/51) 

(88.2%) 

鳥 取(4) 鳥取、米子、倉吉、境港(4)    

島 根(8) 松江、出雲、平田、益田、大

田、江津(6) 

 浜田、安来(2) 

岡 山(12) 岡山、倉敷、津山、玉島、玉

野、児島、笠岡、井原、備前、

高梁、総社、新見(12) 

 

  

 

広 島(13) 広島、尾道、福山、三原、府

中、三次、竹原、 

東広島、廿日市(9) 

 呉、庄原、大竹、 

因島(4) 

山 口(14) 下関、宇部、山口、防府、徳

山、下松、萩、岩国、 

山陽、長門、光、小野田、 

柳井、新南陽 (14) 
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ブロック名 

（設置数・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会設置商工会議所(434) 
女性会未設置 

商工会議所(81) 
全商女性連会員女性会

(417) 

全商女性連非会員女性会

(17) 

四国 

(27/27) 

(100%) 

徳 島(6) 徳島、鳴門、小松島、吉野川、

阿波池田、阿南(6)    

香 川(6) 高松、丸亀、坂出、 

観音寺、多度津、善通寺(6)    

愛 媛(9) 松山、宇和島、今治、 

八幡浜、新居浜、 

四国中央、西条、伊予、大洲 

(9) 

  

 

高 知(6) 高知、中村、安芸、須崎、宿

毛、土佐清水(6)   

九州 

(67/78) 

(85.8%) 

福 岡(19) 福岡、久留米、北九州、大牟

田、飯塚、直方、 

八女、田川、柳川、豊前、行

橋、大川、嘉麻、筑後、宮若 

(15) 

 
苅田、豊前川崎、 

朝倉、中間(4) 

佐 賀(8) 佐賀、唐津、伊万里、 

鳥栖、有田、小城、武雄、鹿島 

(8) 

         

長 崎(8) 長崎、佐世保、島原、 

諫早、大村、福江、平戸(7) 

松浦(1) 

 

熊 本(9) 熊本、人吉、本渡、山鹿(4) 

 

八代、荒尾、水俣、 

玉名、牛深(5) 

大 分(10) 別府、大分、中津、日田、佐

伯、津久見、豊後高田、竹田、

宇佐(9) 

   臼杵(1) 

宮 崎(9) 都城、宮崎、延岡、日向、高

鍋、日南、小林、串間(8) 

 西都(1) 

鹿児島(11) 鹿児島、川内、鹿屋、枕崎、阿

久根、奄美大島、南さつま、

出水、指宿、 

いちき串木野、霧島 (11) 

  

沖 縄(4) 那覇、沖縄、宮古島、 

浦添(4)   
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１２．全国商工会議所女性会連合会 全国大会・総会開催状況 

 

 

       2021年１０月１日現在 

回 開催年月日 開催地 参加数 
参加 
女性会
数 

ブロック 
全国大会 
・総会会場 懇親会場 

1 1969. 7. 4 (金) 大阪 603 51 関西 商工会議所   

2 １９７０.10.16 (金) 仙台 570 44 東北 県民会館 卸商センター 

3 １９７１.10.26 (火) 名古屋 729 52 東海 ホテルキャッスル ホテルキャッスル 

4 １９７２.10.27 (金) 福岡 769 52 九州 市民会館 グランドホテル 

5 １９７３. 9. 4 (火) 札幌 813 49 北海道 厚生年金会館 パークホテル 

6 １９７４. 5. 28(火) 高松 820 59 四国 市民会館    文化センター 

7 １９７５.10.21 (火) 広島 1,170 71 中国 市公会堂   グランドホテル 

8 １９７６.11. 8 (月) 大分 1,082 81 九州 文化会館   杉の井ホテル  

9 １９７７.11. 8 (火) 東京 1,480 81 関東 明治神宮会館   ニューオータニ 

10 １９７９. 1.24 (水) 
ホノル

ル 
587 67 － ホテル・ハイヤット ホテル・ハイヤット 

11 １９７９. 9.28 (金) 前橋 1,004 83 関東 県民会館  商工会議所   

12 １９８０.11.13 (木） 宮崎 1,030 101 九州 
サンホテルフェニッ

クス 

サンホテルフェニッ

クス 

13 １９８１.10.22 (木） 徳島 1,050 99 四国 市文化センター   市体育館 

14 １９８２. 7. 1 (木) 札幌 1,000 105 北海道 教育文化会館 京王プラザ 

15 １９８３.10.25 (火) 福山 1,280 129 中国 市民会館   グランドホテル 

16 １９８４.11. 7 (水) 横浜 2,100 146 関東 県立県民ホール 
ロイヤルホール、 

ホリディイン 

17 １９８５. 5.15 (水） 水戸 1,700 139 関東 県立文化センター プラザホテル 

18 １９８６.11. 6 (木) 長崎 1,870 167 九州 市公会堂 市体育館   

19 １９８７.10.21 (水) 仙台 2,370 194 東北 市体育館  江陽ホテル 

20 １９８８. 5.12 (木) 京都 2,780 208 関西 国立国際会館   都ホテル   

21 １９８９.10. 4(水) 名古屋 2,984 224 東海 市総合体育館  ホテルキャッスル 

22 １９９０. 5.25(金) 和歌山 2,120 214 関西 県民文化会館    県体育館  

23 １９９１. 9.25(水) 富山 2,850 237 北陸信越 県総合体育館 テクノホール 

24 １９９２. 9.30(水) 松山 2,400 233 四国 県民文化会館 県民文化会館 

25 １９９３. 5.19(水) 盛岡 2,700 251 東北 
盛岡市アイスアリー

ナ  

岩手産業文化セン

ター 

26 １９９４.11. 8(火) 岡山 3,300 274 中国 コンべックス岡山 コンべックス岡山  

27 １９９５.11.23(木） 大阪 3,850 284 関西 大阪城ホール    
ニューオータニ、 

ロイヤルホテル 

28 １９９６.11. 6(水) 別府 3,250 296 九州 
ビーコンプラザコン

ベンションホール 

ビーコンプラザコ

ンベンションホール 

29 １９９７.11.12(水) 松江 2,925 296 中国 くにびきメッセ くにびきメッセ 

30 １９９８.11.10(火) 千葉 3,600 304 関東 幕張メッセ    幕張メッセ    

31 １９９９.10.27(水) 高知 2,974 295 四国 
春野運動公園大アリ

ーナ 
春野運動公園ﾄﾞｰﾑ 
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回 開催年月日 開催地 参加数 
参加 
女性会
数 

ブロック 
全国大会 
・総会会場 

懇親会場 

32 ２０００.11. 8(水) 横浜 3,821 324 関東 パシフィコ横浜  パシフィコ横浜  

33 ２００１.11.21(水） 岐阜 3,173 326 東海 
岐阜メモリアルセン

ター 

岐阜グランドホテ

ル 

34 ２００２.10. 4(金） 福岡 3,233 332 九州 マリンメッセ福岡 マリンメッセ福岡 

35 ２００３.10.10(金) 青森 2,763 304 東北 青森市文化会館 ホテル青森 

36 ２００４.11.24(水) 東京 1,189 315 関東 
新高輪プリンスホテ

ル国際館パミール 

新高輪プリンスホ

テル国際館パミー

ル 

37 ２００５.9.2(金) 名古屋 1,050 316 東海 
ウエスティンナゴヤ

キャッスル 

ウエスティンナゴヤ

キャッスル 

38 ２００６.11.22（水） 三重 3,249 325 東海 
三重県営サンアリー

ナ 

三重県営サンアリ

ーナ 

39 ２００７.10.5（金） 富山 910 281 北陸信越 富山国際会議場 富山国際会議場 

40 ２００８.11.28（金） 沖縄 2,700 308 九州 
沖縄コンベンション

センター 

沖縄コンベンション

センター 

41 ２００９. 9.4（金） 長野 3,200 319 北陸信越 エムウェーブ エムウェーブ 

42 ２０１０.10.16（土） 宮崎 2,500 286 九州 
フェニックス・シーガ

イヤ・リゾート 

フェニックス・シー

ガイヤ・リゾート 

43 ２０１１.10.7(金) 浜松 2,800 308 関東 アクトシティ浜松 アクトシティ浜松 

44 ２０１２.10.5（金） 北九州 2,750 309 九州 
西日本総合展示場

新館 

西日本総合展示場

新館 

45 ２０１３.9.6（金） 仙台 3,495 349 東北 仙台市体育館 
ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ仙台、

仙台勝山館 

46 ２０１４.10.2（木） 神戸 1,538 329 関西 
神戸ポートピアホテ

ル 

神戸ポートピアホ

テル 

47 ２０１５.10.23(金） 石川 3,237 341 北陸信越 
いしかわ総合スポー

ツセンター 

ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃ

ﾙ金沢、ﾎﾃﾙ金沢、ﾎﾃ

ﾙ日航金沢 

48 ２０１６.9.28（水） 徳島 2,358 324 四国 アスティとくしま アスティとくしま 

49 ２０１７.10.7（土） 札幌 2,702 318 北海道 
北海道立総合体育セ

ンター 

ロイトン札幌、札幌

パークホテル、札幌

プリンスホテル 

50 ２０１８.10.3（水） 盛岡 1,451 308 東北 盛岡市文化ホール 

盛岡グラントホテ

ル、ホテルメトロポ

リタン盛岡 

51 2019.9.6(金） 鹿児島 2,574 330 九州 鹿児島アリーナ 

城山ホテル鹿児

島、鹿児島サンロイ

ヤルホテル 

52 2020.10.23(金） 倉敷 4,333 336 中国 
倉敷アイビースクエ

ア 
－ 
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１３．記念プログラム 

 
 

（１）女性起業家大賞 20周年記念 受賞者講演 

  「女性の力は宝の山」 

株式会社クック・チャム 代表取締役社長 藤田 敏子 氏 

 
 

（２）渋沢栄一に学ぶ 
講演 「渋沢栄一ＰＯＷＥＲ！」 

  講師 クリスティーナ・アメージャン 
一橋大学大学院経営管理研究科 教授   

 
＜専門研究テーマ＞ 
コーポレート・ガバナンスやグローバリゼーション、資本主

義システム、企業グループ、日本のビジネスおよび経営。
American Sociological Review, Administrative 
Science Quarterly, Organization Science, 
California Management Review など、国際専門誌

への執筆多数。組織行動やコーポレート・ガバナンス、ビジ
ネス・リサーチ、リーダーシップ、国際経営等を教える。 
＜学歴・職歴＞ 

ハーバード大学卒業、スタンフォード大学ビジネス・スクール経営学修士課程修了、組
織行動と労使関係においてカリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジ
ネスの博士号を取得。コロンビア大学ビジネス・スクール助教授を経て、2001 年に一橋
大学大学院国際企業戦略研究科の助教授、2004 年に同教授、2010 年に同研究科長、
2012年に商学研究科教授、201８年に現職。 
 
ベイン・アンド・カンパニーと三菱電機において民間企業の勤務経験を持つ。現在、日

本電気株式会社の社外取締役、日本取引所グループ（JPX）の社外取締役、アサヒグル

ープホールディングス株式会社の社外取締役、住友電気工業株式会社の社外取締役、を
務める。 
 
＜その他＞ 
国籍は米国。日本在住 2５年。      
  

 

（３）女性活躍を考える・推進する 

メッセージ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」と各地女性会への期待」 

流山商工会議所 会頭 田口 佳子 氏 

鈴鹿商工会議所 会頭 田中 彩子 氏 

徳島商工会議所 会頭 寺内 カツコ 氏 

内閣府男女共同参画局 局長 林 伴子 氏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国商工会議所女性会連合会 

設 立：1969年７月  

会 員：417商工会議所女性会・約 21,000名 

女性会設置率：84.3％（434／515商工会議所） 

全商女性連加入率：96.1％（417／434女性会） 

【第 23期】（敬称略） 

 会長  市瀬 優子（東京女性会 会長） 

 副会長 廣瀬 恭子（大阪女性会 会長） 

        鷲野 裕子（名古屋女性会 会長） 

        河原 隆子（横浜女性会 会長） 

      葛城 万寿子（京都女性会 会長） 

橋本 玲子（神戸女性会 会長） 

会長  市瀬  優子 

 


