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１.組 織 

（１） 会員および女性会等の設置状況 

 

                                       は連合会設置地区 

                                  は20年度全商女性連新入会員 

 

※５１６商工会議所のうち、４２９商工会議所に設置（設置率：８３．１％） 

                                           平成21年3月現在 

ブロック名 

（設置数 

・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会等設置商工会議所(429) 
女性会等未設置 

商工会議所(87) 全商女性連会員女性会等(403) 
全商女性連非会員 

女性会等(26) 

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、滝川、稚内、森、富良野、遠

軽、江別、浦河、苫小牧、千歳、登別、恵

庭、石狩(20) 

 室蘭、岩見沢、留萌、

網走、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 

(46/46) 

(100%) 

青 森 (7) 青森、弘前、八戸、十和田、黒石、 

五所川原、むつ(7)   

 

岩 手(10) 盛岡、釜石、一関、宮古、花巻、水沢、江

刺、北上、大船渡、久慈(10)   

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 

(43/49) 

(87.7%) 

新 潟(16) 新潟、新発田、新津、小千谷、加茂、 

五泉(6) 

上越、長岡、柏崎、

十日町 (4) 

三条、燕、糸魚川、 

村上、新井、亀田(6) 

 

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） 

女性会等設置商工会議所(429) 
女性会等未設置 

商工会議所(87) 全商女性連会員女性会等(403) 
全商女性連非会員 

女性会等(26) 

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、 

中野、駒ヶ根、大町、茅野、 

佐久、飯山、千曲(18) 

  

関東 

(81/102) 

(79.4%) 

 

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) 宇都宮、足利、小山、日光(4) 大田原(1) 栃木、鹿沼、佐野、 

真岡(4) 

群 馬(10) 前橋、桐生、伊勢崎、沼田、富岡、渋川、

藤岡(7) 

太田(１) 高崎、館林(2) 

埼 玉(15) 川越、川口、熊谷、さいたま、本庄、 

所沢、上尾、狭山、草加、春日部 

(10) 

 秩父、行田、深谷、蕨、

飯能(5) 

千 葉(20) 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(20) 

 

  

東 京 (8) 東京、武蔵野、町田(3) 

  

八王子、青梅、立川、

むさし府中、多摩(5) 

 

神奈川(14) 横浜、横須賀、川崎、小田原箱根、 

平塚、藤沢、茅ヶ崎、秦野、相模原、 

海老名(10) 

厚木、大和(2) 鎌倉、三浦(2) 

山 梨 (2) 甲府(1) 富士吉田(1)  

静 岡(16) 静岡、浜松、沼津、清水、三島、富士宮、

富士、熱海、藤枝、袋井(10) 

磐田、島田、焼津(3) 下田、伊東、掛川(3) 

東海 

(38/49) 

(77.6%) 

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) 

愛 知(22) 名古屋、岡崎、豊橋、瀬戸、豊川、刈谷、

豊田、安城、西尾、津島、春日井、江南、

小牧、犬山、東海、大府(16) 

半田、一宮、稲沢(3) 蒲郡、碧南、常滑(3) 

三 重(12) 四日市、津、伊勢、鈴鹿、上野、亀山、 

尾鷲、名張、鳥羽、熊野(10)  

松阪、桑名(2) 

近畿 

(64/71) 

(90.1%) 

 

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、宇治、宮津、亀岡、

城陽(7) 

綾部（1）  
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ブロック名 

（設置数 

・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会等設置商工会議所(429) 
女性会等未設置 

商工会議所(87) 全商女性連会員女性会等(403) 
全商女性連非会員 

女性会等(26) 

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) 

東大阪、茨木、 

池田、高石、大東(5) 

岸和田、吹田、八尾、

豊中、松原(5) 

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 

(44/51) 

(86.3%) 

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、新見(11) 

 

  

総社(1) 

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) 

 

  

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 

(66/79) 

(82.2%) 

福 岡(19) 福岡、久留米、北九州、飯塚、直方、 

八女、田川、柳川、豊前、行橋、嘉麻、 

筑後、宮若 (13) 

  大牟田、苅田、大川、

豊前川崎、朝倉、中間

(6) 

佐 賀 (8) 佐賀、唐津、伊万里、鳥栖、 

有田、小城、武雄、鹿島 (8) 

         

長 崎 (9) 長崎、佐世保、島原、諫早、大村、福江、

北松、平戸(8) 

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) 
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ブロック名 

（設置数 

・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会等設置商工会議所(429) 
女性会等未設置 

商工会議所(87) 全商女性連会員女性会等(403) 
全商女性連非会員 

女性会等(26) 

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)   

 

(２)役 員（平成２１年３月３１日現在） 

 

会長 吉川 稲美 東京 商工会議所 女性会 会長 

名誉会長 小泉 清子 東京 商工会議所 女性会 名誉会長 

〃 齋藤 朝子 東京 商工会議所 女性会 名誉会長・直前会長 

特別顧問 尾﨑 公子 大阪 商工会議所 女性会 名誉会長 

副会長 上西 美智子 大阪 商工会議所 女性会 会長 

〃 加藤 あつこ 名古屋 商工会議所 女性会 会長 

〃 秋山 桂子 横浜 商工会議所 女性会 会長 

〃 西尾 陽子 京都 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 髙木 雅子 札幌 商工会議所 女性会 会長 

〃 平賀 ノブ 仙台 商工会議所 女性会 会長 

〃 安田 純代 千葉 商工会議所 女性会 会長 

〃 井上 象英 東京 商工会議所 女性会 副会長 

〃 阿久津 扶見 東京 商工会議所 女性会 副会長 

〃 北本 みず子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

〃 藤浪 芳子 神戸 商工会議所 女性経営者倶楽部 会長 

〃 高橋 保子 広島 商工会議所 女性会 会長 

〃 穴吹 惠美 高松 商工会議所 女性会 会長 

〃 山本 千鶴子 福岡 商工会議所 女性会 会長 

監事 深澤 壽子 川崎 商工会議所 女性会 会長 

〃 深町 宏子 北九州 商工会議所 女性会 会長 

理事 河﨑 セツ子 旫川 商工会議所 女性会 会長 

〃 元木 篤子 青森 商工会議所 女性会 会長 

〃 林 晶子 盛岡 商工会議所 女性会 会長 

〃 西村 悠子 秋田 商工会議所 女性会 会長 

〃 榎森 百合子 山形 商工会議所 女性会 会長 

〃 和合 アヤ子 福島 商工会議所 女性会 会長 

〃 内田 慶子 新発田 商工会議所 女性会 会長 
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〃 梅田 ひろ美 富山 商工会議所 女性会 会長 

〃 濱野 泰子 珠洲 商工会議所 女性会 会長 

〃 室賀 サダ子 長野 商工会議所 女性会 会長 

〃 庄司 良子 水戸 商工会議所 女性会 会長 

〃 柿沼 光子 宇都宮 商工会議所 女性部 会長 

〃 楯 政江 前橋 商工会議所 女性会 会長 

理事 須田 すい 狭山 商工会議所 女性会 会長 

〃 宮川 スミ子 横浜 商工会議所 女性会 副会長 

〃 鈴木 智惠子 小田原箱根 商工会議所 女性会 会長 

〃 伊藤 洽子 甲府 商工会議所 女性会 会長 

〃 長谷川 令子 静岡 商工会議所 女性会 会長 

〃 早川 美智子 岐阜 商工会議所 女性会 会長 

〃 井上 也子 名古屋 商工会議所 女性会 副会長 

〃 橋本 陽子 津 商工会議所 女性会 会長 

〃 天谷  祥子 福井 商工会議所 女性会 会長 

〃 遠藤 糸子 大津 商工会議所 女性会 会長 

〃 岡野 路子 京都 商工会議所 女性会 副会長 

〃 尼崎 慶子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

〃 吉川 志津子 奈良 商工会議所 女性会 会長 

〃 森下 倭文子 和歌山 商工会議所 女性会 会長 

〃 常田 明美 鳥取 商工会議所 女性会 会長 

〃 野津 寛美 米子 商工会議所 女性会 会長 

〃 西川 房 松江 商工会議所 女性会 会長 

〃 江尻 博子 岡山 商工会議所 女性会 会長 

〃 藤原 登世子 福山 商工会議所 女性会 会長 

〃 友田 幸 下関 商工会議所 女性会 会長 

〃 川辺 善子 徳島 商工会議所 女性会 会長 

〃 久保 素子 松山 商工会議所 女性会 会長 

〃 古谷 純代 高知 商工会議所 女性会 会長 

〃 平田 総子 飯塚 商工会議所 女性会 会長 

〃 村岡 央麻 佐賀 商工会議所 女性会 会長 

〃 井石 八千代 長崎 商工会議所 女性会 会長 

〃 荒木  晴美 熊本 商工会議所 女性会 会長 

〃 梅野 朊子 別府 商工会議所 女性会 会長 

〃 今川 敦子 大分 商工会議所 女性会 会長 
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〃 髙柳 節子  宮崎 商工会議所 女性会 会長 

〃 宮之原 清子 鹿児島 商工会議所 女性会 会長 

〃 名幸 諄子 那覇 商工会議所 女性会 会長 

 (任期：平成１９年１１月１５日～平成２２年１０月３１日） 

 

 

（３）委員会（平成２１年３月３１日現在） 

  ○総務委員会（委員総数１８名） 

委員長 上西 美智子 大阪 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 山本 千鶴子 福岡 商工会議所 女性会 会長 

 〃 平賀 ノブ 仙台 商工会議所 女性会 会長 

 

 

  ○政策委員会（委員総数１６名） 

委員長 秋山 桂子 横浜 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 高橋 保子 広島 商工会議所 女性会 会長 

 〃 阿久津 扶見 東京 商工会議所 女性会 副会長 

 

 

  ○広報委員会（委員総数１２名） 

委員長 西尾 陽子 京都 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 髙木 雅子 札幌 商工会議所 女性会 会長 

 〃 藤浪 芳子 神戸 商工会議所 女性会経営者倶楽部 会長 

 

 

  ○企画調査委員会（委員総数１３名） 

委員長 加藤 あつこ 名古屋 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 穴吹 惠美 高松 商工会議所 女性会 会長 

 〃 北本 みず子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

 〃 井上 象英 東京 商工会議所 女性会 副会長 
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２．会 議 

（１） 全国大会 

○第４０回沖縄全国大会 

日 時：平成２０年１１月２８日（金） ９：３０～１１：３０ 

場 所：沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市） 

出席者：約２，７００名 

次 第： (１）開会   

（２）全国商工会議所女性会連合会旗入場 

（３）国歌斉唱 

（４）「商工会議所女性会の歌」斉唱 

（５）「商工会議所女性会活動指針」唱和 

（６）物故者への黙祷 

（７）主催者挨拶 

         全国商工会議所女性会連合会 会長 吉川 稲美 氏 

          日本商工会議所 会頭 岡村 正 氏 

          沖縄県商工会議所女性会連合会 会長 名幸 諄子 氏 

          沖縄県商工会議所連合会 会長 國場 幸一 氏 

（８）来賓挨拶 

          麻生内閣総理大臣（メッセージ代読） 

          二階経済産業大臣（メッセージ代読） 

内閣府 沖縄総合事務局 局長 福井 武弘 氏  

沖縄県知事 仲井眞 弘多 氏 

（９）来賓紹介 

（10）役員紹介 

（11）出席女性会紹介  

（12）委員会活動報告 

（13）第７回「女性起業家大賞」授賞式 

（14）全国商工会議所女性会連合会表彰制度授与式 

（15）行動宣言採択（環境問題・教育問題） 

（16）次回開催地女性会への会旗引渡し  

（17）閉会 

冒頭、主催者を代表して、全商女性連の吉川会長は「かつて『女性は太陽であった』と言われたが、その

太陽がさんさんと輝く沖縄の地で、女性同士、互いに立つ道を一緒に考え、共生・調和の社会を構成してい

きたい」と挨拶。「全国４０３女性会、２万５０００人を超えるネットワークを活用し、平和で心豊な社会を

次世代に伝えていきましょう」と参加者に呼びかけた。 

次に挨拶に立った日本商工会議所の岡村会頭は、「各地商工会議所、個々の企業、一人ひとりが、いきい

きと能力を発揮して光輝くことが、日本経済全体の活力向上につながっていく。その中にはもちろん、全国

の女性会も含まれている。柔軟な感性と行動力を併せ持った皆様のお力に大いに期待している。皆様の熱気

とパワーを商工会議所の活動に活かし、各地域の中で、地域とともに輝いていただき、日本の明るい未来を

照らしていただきたい」とエールを送った。 

引き続いて、開催地である沖縄県商工会議所女性会連合会の名幸会長が歓迎の挨拶を述べた。 
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その後、麻生内閣総理大臣の「元気な女性の皆さんの活躍する姿は、男性にとってもよい刺激となること

は間違いありません。皆さんの意欲とやる気が、ひいては、日本経済全体をより明るく、より強いものへと

発展させていくことを、心より願っております。」というメッセージに引き続き、二階経済産業大臣の「女性

会の皆様方には、ぜひとも地域の活力を高め、日本経済を牽引するくらいの気概で頑張っていただきたい」

というメッセージも披露され、続いて、影山洋一内閣府沖縄総合事務局次長、安里カツ子沖縄県副知事が祝

辞を述べられた。 

続いて、委員会活動報告として、上西総務委員長（全商女性連副会長、大阪商工会議所女性会会長）から、

日本商工会議所が７月に策定をした「中期行動計画」に基づく活動の活性化、全商女性連表彰について報告

があり、秋山政策委員長（全商女性連副会長、横浜商工会議所女性会会長）からは、環境問題と教育問題に

ついての報告があった。また、西尾広報委員長（全商女性連副会長、京都商工会議所女性会会長）からは、

ホームページリニューアルにより各地女性会の活動をご紹介していくことについて説明があり、最後に、加

藤企画調査委員長（全商女性連副会長、名古屋商工会議所女性会会長）から、「第７回女性起業家大賞」をは

じめとする女性起業家の支援、ならびに「女性起業家支援基金～女性の輪を広げよう～」の活用、ならびに

基金への募金について報告があった。 

その後、「第７回女性起業家大賞」の表彰式が行われ、最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）を受賞された

河合とも子さん(株式会社ズーム・ティー 代表取締役)、および優秀賞（全商女性連会長賞）をスタートア

ップ部門で受賞された森田祥子さん（株式会社Terrace 代表取締役）、グロース部門で受賞された菅原あけ

みさん（株式会社マスカル 代表取締役）に、それぞれ盾と副賞が贈られた。 

続いて行われた「全商女性連表彰式」では、特別功労者２９人、会員増強など組織強化に取り組んだ１２

女性会等が表彰された。また、今年度から新たに行動する女性会の積極的な展開を図るため、個として光り、

他の範となる事業や活動をしている女性会の表彰を行った。最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）には、徳島

女性会の小学生（環境・ゴミ問題）作文・絵画・標語コンクールが輝いた。優秀賞（全商女性連会長賞）に

は、竹原女性部（子育て支援ネットワーク）と長崎女性会（文化に親しむ夕べ）が表彰され、２０年以上の

長きにわたり、公園での湯茶サービスを実施している玉島女性会は会長特別賞に輝いた。 

そして、昨年１１月からスタートした第１９期主要取組み課題に「地球温暖化問題」と「教育再生」が掲

げられていること、７月に開催した今年度第１回目の理事会において沖縄全国大会で２つの採択することを

決議したことを踏まえ、「商工会議所女性会 環境行動宣言」と商工会議所女性会 活動宣言～「子どもたち

の笑顔と元気があふれるように」～を参加者全員で読み上げ、満場一致で採択をした。参加者一同は、「宣言」

の採択を契機に改めて各地域において積極的な取り組みを決意した。 

最後に、次回の開催地である長野県商工会議所女性会連合会に連合会旗が引き渡され、全国大会を終了し

た（次回は平成２１年９月４日（金）～５日（土）エムウェーブ（長野県長野市）で全国大会を開催）。 

 

○記念講演会 

テーマ：「沖縄の長寿と食文化」琉球大学 名誉教授 尚 弘子 氏 
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（２）理事会 

第１回 

日 時：平成２０年７月３日（木）１６：３０～１８：００ 

場 所：カリアック 第１１・１２研修室（静岡県浜松市） 

出席者：７３名 

議 事：（１）平成１９年度事業報告書（案）および収支決算（案）について 

        （２）平成２０年度委員会活動について 

  （３）第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会について 

  （４）第４１回全国商工会議所女性会連合会長野全国大会の開催日程（案）について 

  （５）平成２３年度以降の総会・全国大会開催地について 

  （６）各地商工会議所における女性会の位置づけ等について 

  （７）環境問題への取組みについて 

  （８）教育問題への取組みについて 

（９）商工会議所中期行動計画（仮称）（案）について 

（10）その他 

 

第２回 

日 時：平成２０年１１月２７日（木）１５：００～１６：００ 

場 所：ラグナガーデンホテル ２階大宴会場 羽衣西（沖縄県宜野湾市） 

出席者：８９名 

議 事：（１）平成２０年度全国商工会議所女性会連合会表彰被表彰者（案）について 

（２）第７回「女性起業家大賞」について 

（３）第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会について 

（４) 商工会議所女性会 環境行動宣言（案） 

（５) 商工会議所女性会 活動宣言（案）～「子どもたちの笑顔と元気があふれるように」～ 

（６) 全国商工会議所女性会ホームページリニューアルについて 

（７）その他 

 

第３回 

日 時：平成２１年２月２６日（木）１４：４５～１６：００ 

場 所：ＫＫＲホテル東京 １１階孔雀の間 （東京都千代田区） 

出席者：７５名 

議 事：（１）平成２１年度事業活動計画（案）および収支予算（案）について 

（２）平成２１年度の委員会活動について 

（３）第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会収支決算（案）について 

（４）第４１回全国商工会議所女性会連合会長野全国大会開催日程（案）・収支予算（案）について 

（５）第４２回全国商工会議所女性会連合会宮崎全国大会開催日程（案）について 

（６）平成２１年度 財団法人こども未来財団、および財団法人地域活性化センター助成事業の 

ご案内について 

（７）その他 
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（３）常任理事会 

第１回 

日 時：平成２０年７月３日（木）１３：００～１４：３０ 

場 所：カリアック 第１０研修室（静岡県浜松市） 

出席者：２３名 

議 事： (１）平成１９年度事業報告書（案）および収支決算（案）について 

（２）第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会について 

（３）第４１回全国商工会議所女性会連合会長野全国大会の日程（案）について 

（４）平成２３年度以降の総会・全国大会開催地について 

（５）商工会議所 中期行動計画（仮称）（案）について 

（６）環境問題への取組みについて 

（７）その他 

 

第２回 

日 時：平成２０年１１月２７日（木）１３：００～１４：３０ 

場 所：ラグナガーデンホテル ２階中宴会場 明海（沖縄県宜野湾市） 

出席者：２２名 

議 事： (１）平成２０年度全国商工会議所女性会連合会表彰被表彰者（案）について 

（２）第７回「女性起業家大賞」について 

（３）第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会について 

（４）商工会議所女性会 環境行動宣言（案） 

（５）商工会議所女性会 活動宣言（案）～「子どもたちの笑顔と元気があふれるように」～ 

（６）全国商工会議所女性会連合会ホームページリニューアルについて 

（７）その他 

 

第３回 

日 時：平成２１年２月２６日（木）１３：００～１４：３０ 

場 所：ＫＫＲホテル東京 １１階丹頂の間（東京都千代田区） 

出席者：２３名 

議 事： (１）平成２１年度事業活動計画（案）および収支予算（案）について 

（２）平成２１年度の委員会活動について 

（３）第４０回全国商工会議所女性会連合会沖縄全国大会収支決算（案）について 

（４）第４１回全国商工会議所女性会連合会長野全国大会開催日程（案）・収支予算（案）について 

（５）全国商工会議所女性会連合会の財政構造について 

（６) その他 

 

（４）会長・副会長会議 

第１回 

日 時：平成２０年８月２８日（木）１２：００～１４：００ 

場 所：日本商工会議所 会議室Ａ（東京商工会議所ビル６階） 

出席者：９名 

議 事：（１）商工会議所女性会表彰の審査について 

    （２）その他 
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（５）監事会 

日 時：平成２０年７月３日（木）１５：３０～１６：００ 

場 所：カリアック 第８研修室（静岡県浜松市） 

出席者：５名 

平成１９年度事業報告書（案）・同収支決算（案）について、事務局から説明、出席監事による監査が行われ

た。  

 

（６）委員会 

＜総務＞ 

第１回 

日 時：平成２０年７月３日（木）１５：００～１６：１０ 

場 所：カリアック 第１研修室（静岡県浜松市） 

出席者：２１名 

議 事： (１）平成１９年度事業報告書（案）および収支決算（案）について  

（２）第４１回全国商工会議所女性会連合会長野大会の開催日程について 

（３）平成２３年度以降の総会・全国大会開催地について 

（４）商工会議所中期行動計画（仮称・案）について 

（５）その他 

 

＜政策＞ 

第１回 

日 時：平成２０年７月３日（木）１５：００～１６：１０ 

場 所：カリアック 第２研修室（静岡県浜松市） 

出席者：１９名 

議 事： (１）環境・エネルギー問題への対応について 

（２）教育改革について 

（３）その他 

 

＜広報＞ 

第１回 

日 時：平成２０年７月３日（木）１５：００～１６：１０ 

場 所：カリアック 第３研修室（静岡県浜松市） 

出席者：１０名 

議 事： (１）商工会議所女性会の今後の周知・広報について  

（２）その他  

 

＜企画調査＞ 

第１回 

日 時：平成２０年７月３日（木）１５：００～１６：１０ 

場 所：カリアック 第４研修室（静岡県浜松市） 

出席者：１６名 

議 事： (１）女性の創業支援について 

（２）事業承継支援センターについて 

（３）その他 
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＜総務・政策・広報・企画調査合同委員会＞ 

第２回 

日 時：平成２１年２月２６日（木）１６：１５～１７：１５ 

場 所：ＫＫＲホテル東京 １１階孔雀の間（東京都千代田区） 

三遊亭鳳楽師匠を講師にお迎えし、経営に役立つお噺を一席いただいた。 

 

 

（７）その他会議 

＜第７回「女性起業家大賞」本審査会＞  

日 時：平成２０年１０月６日（月）１２：００～１５：００ 

場 所：日本商工会議所 会議室Ａ（東京商工会議所ビル６階） 

出席者：１０名 

議 事： (１）審査員紹介 

（２）「第７回女性起業家大賞」の応募状況について 

（３）審査員の採点結果と受賞者（案）について 

（４）審査（意見交換） 

（５）受賞者決定 

（６）各審査員による所感 
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３.事 業             

（１）組織運営の強化 

◇全商女性連未加入女性会への加入：五泉商工会議所女性会（６月）、金沢商工会議所女性会（１０月） 

 

加入女性会４０３ヵ所 

◇合併・名称変更： 

旧 新 変更理由 

伊予三島商工会議所女性会 四国中央商工会議所女性会 合併 

川之江商工会議所女性会  合併に伴う解散 

 

 

◇全国商工会議所女性会連合会表彰： 

「第３条第２項「個として光る」事業活動表彰」を新設 

今年度より「行動する女性会」の積極的な展開を図るため、平成１９年３月に開催した理事会での決定 

に基づき、従来の事業活動表彰を拡大して個として光り、他の範となる事業や活動をしている女性会の 

事業について表彰することとなった。最優秀賞として日商会頭賞が１女性会に、優秀賞として全商女性 

連会長賞が２女性会に表彰される。 

 

「全国商工会議所女性会連合会表彰規則」に基づき、下記のとおり表彰を行った。「第２条特別功労者 

 表彰」２９名、「第３条第１項組織強化（会員増強）表彰」１２女性会、「第３条第２項「個として光る」

事業活動表彰」４女性会に関しては、１１月２８日に開催した沖縄全国大会にて表彰状を授与した。 

また、「第４条各地女性会の活動に功労」ならびに「第５条第１項各地女性会の特定の事業に功労」は、

全商女性連会長と各地女性会会長との連名表彰であるため、各地女性会で表彰状を授与した。 

 

 【第２条特別功労者表彰】２９名（敬称略） 

函館 商工会議所女性会 前副会長 大沼 幸世 

仙台 商工会議所女性会 前会長 飯岡 絹子 

古川 商工会議所女性会 前会長 米城 夏江 

福島 商工会議所女性会 前会長 山川  彬 

会津若松 商工会議所女性会 前会長 大須賀 美智子 

富山 商工会議所女性会 前会長 山﨑 佐和子 

富山 商工会議所女性会 前副会長 大浦 和子 

小松 商工会議所女性会 元会長 山崎 千代香 

前橋 商工会議所女性会 前会長 関口 誠子 

東京 商工会議所女性会 前会長 齋藤 朝子 

東京 商工会議所女性会 前副会長 山崎 登美子 

東京 商工会議所女性会 前副会長 山野 壽子 

東京 商工会議所女性会 前副会長 安間 百合子 

四日市 商工会議所女性部 会長 朋部 洋子 

津 商工会議所女性会 前会長 伊藤 惠子 

鈴鹿 商工会議所女性部 元会長 山本 行子 

大阪 商工会議所女性会 前会長 長谷川 妙子 



15 

堺 商工会議所女性会 前会長 生田 喜子 

神戸 商工会議所女性経営者倶楽部 前副会長 田中 裕子 

田辺 商工会議所女性会 副会長 森川 良子 

松江 商工会議所女性会 前会長 荒木 智珂子 

松江 商工会議所女性会 前副会長 板垣 祥子 

江津 商工会議所女性会 前副会長 浅野 裕子 

笠岡 商工会議所女性会 前会長 永山 明子 

広島 商工会議所女性会 会長 高橋 保子 

福山 商工会議所女性会 前会長 三谷 和子 

小松島 商工会議所女性会 前副会長 村上 和代 

観音寺 商工会議所女性会 元会長 川崎 祥子 

小林 商工会議所女性会 会長 大山 蒔江 

 

 【第３条第１項組織強化表彰】 １２女性会 

弘前商工会議所女性会 

花巻商工会議所女性会 

仙台商工会議所女性会 

塩尻商工会議所女性会 

前橋商工会議所女性会 

上尾商工会議所女性会 

銚子商工会議所女性会 

東金商工会議所女性会 

横須賀商工会議所女性会 

岡崎商工会議所女性部 

大津商工会議所女性会 

尼崎商工会議所女性部 

 

【第３条第２項事業活動「個として光る」事業表彰】 ４女性会 

最優秀賞 徳島商工会議所女性会 
 

優秀賞 竹原商工会議所女性部 
 

優秀賞 長崎商工会議所女性会 
 

会長特別賞 玉島商工会議所女性会 
 

 

 【第４条各地女性会の活動に功労】２１名（敬称略） 

大船渡商工会議所女性会 顧問 山口 和子 

東京商工会議所女性会 副会長 井上 象英 

東京商工会議所女性会 常任理事 久家 道子 

東京商工会議所女性会 理事 高橋 亜紀子 

東京商工会議所女性会 理事 中村 知珂子 

東京商工会議所女性会 理事 畠山 笑美子 

東京商工会議所女性会 理事 山口 京子 

東京商工会議所女性会 顧問 小林 栄子 

東京商工会議所女性会 相談役 大橋 美恵子 
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東京商工会議所女性会 相談役 石野 康子 

東京商工会議所女性会 相談役 松本 和子 

東京商工会議所女性会 相談役 八木 美重子 

東京商工会議所女性会 
 

脇田 直枝 

東京商工会議所女性会 
 

五十嵐 容子 

東京商工会議所女性会 
 

郷農 彬子 

小松島商工会議所女性会 相談役 村上 和代 

松山商工会議所女性会 元副会長 水口 和子 

宇和島商工会議所女性会 顧問 毛利 美恵子 

飯塚商工会議所女性会 常任理事 村瀬 律子 

日田商工会議所女性会 顧問 冨安 順子 

日田商工会議所女性会 顧問 合原 正枝 

 

【第５条第２項各地女性会会員の範となる事業展開等に功労】３名（敬称略） 

別府商工会議所女性会 副会長 岡村 照 
 

大分商工会議所女性会 名誉会員 原田 スミエ 
 

豊後高田商工会議所女性会 一般会員 宮崎 慶子 
 

 

（２）女性起業家を支援 

わが国の経済活力を強化していくために、柔軟性と機動性を持つ女性の社会への積極的な参画が期待され

ており、創業という観点からも女性企業家が担う社会的役割は非常に大きなものとなってきている。 

こうした状況に鑑み、女性の視点で、革新的・創造的な創業や経営を行い、事業を成功させている女性起

業家を顕彰し奨励・支援することを目的として、「第７回女性起業家大賞」を実施した。 

 

【第７回女性起業家大賞受賞者】 

◆最優秀賞(１名) 

河合 とも子 氏 

株式会社ズーム･ティー 代表取締役 

・業種：ベビー用品の企画・販売  

 

＜スタートアップ部門（創業５年未満）＞ 

◆優秀賞(１名) 

森田 祥子 氏 

株式会社Ｔｅｒｒａｃｅ 代表取締役 

・業種：小売業（輸入婦人靴）靴のリペア・リメイク業務、靴のカスタマイズ（個別補正）業務 

 

◆奨励賞(２名) 

上野 賢美 氏 

株式会社共立 代表取締役  

・業種：真空装置（蒸着装置、有機ＥＬ製造装置等）、環境装置・システム（分別機、乾燥システム、炭化 

 システムなど） 

 

浅原 真弓 氏 
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岡山玉島市場有限責任事業組合 職務執行者 

・業種：青果物卸、青果全般・青果物による加工品販売 

 

◆特別賞(２名) 

山内 美雪 氏 

株式会社ミユキ・エマイム 代表取締役  

・業種：愛媛の地場産業である瓦の土に特殊配合（特許取得済）を施し、多様な機能を持つ新しい建築素材  

 の高機能タイルを製造 

 

浦川 嘉子 氏 

株式会社はなのわ 代表取締役 

・業種：老人介護事業（デイサービスセンター）（宅老所（宿泊）） 

 

＜グロース部門（創業５年以上１０年未満）＞ 

◆優秀賞(１名) 

菅原 あけみ 氏 

株式会社マスカル 代表取締役 

・業種：菓子製造業、ビンプリン 

 

◆奨励賞(２名) 

貴島 清美 氏 

株式会社ディプロム 代表取締役 

・業種：コンピューター情報処理、フォトスタジオ・貸しスタジオ運営、人材派遣 

 

牛来 千鶴 氏 

有限会社ＳＯＨＯ総研 代表取締役 

・業種：（１）ＳＯＨＯコーディネート事業、（２）共同オフィスの設営・運営事業、（３）セミナー事業 

 

◆特別賞(２名) 

大堀 和子 氏 

株式会社Ｄｕｃｏ 代表取締役 

・業種：漆製品製造、開発・修理・漆塗り教室 

 

栗屋 しのぶ 氏 

企業組合オフィスケイ（トラベルネット） 代表理事 

・業種：旅行業（国内旅行７０％、海外旅行３０％） 

 

また、１１月２８日に開催した第４０回全商女性連沖縄全国大会において、「女性起業家支援基金 ～女

性の輪を広げよう～」同基金への募金を行ったところ、趣旨にご賛同いただいた方々から、合計１４１，１

２０円の寄付金を頂戴した。本寄付金は、全額基金に繰り入れ、女性起業家の支援に活用する。 

 

（３）がん・生活習慣病等の予防に関する啓発活動の支援 

 沖縄全国大会のパンフレット、理事会封筒、２０年度パンフレットにがん・生活習慣病等の予防に関する

啓発活動の一環として、所定の統一クレジット記載の勧奨をした。 
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（４）地球温暖化問題への対応 

○ 平成１９年１１月からスタートした第１９期主要取組み課題に「地球温暖化問題」と「教育再生」が

掲げられており、７月に開催した今年度第１回目の理事会において沖縄全国大会で２つの採択すること

を決議した。 

この一環として、環境問題に関しては「商工会議所女性会 環境行動宣言」を満場一致で採択し、「宣

言」の採択を契機に改めて各地域において積極的な取り組みを決意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １９年度から新たに日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞を新設した｢環境・エネルギー問題｣をテーマ

として各地女性会で実施する小学生作文・絵画コンクールに対し、表彰状を贈呈した。 

（贈呈女性会数１４ヵ所） 

＜作文部門＞ 日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞３点 全商女性連会長・単会女性会会長連名賞７点 

 

○ １９年度から新たに日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞を新設した「環境・エネルギー問題」をテー

マとして作文各地女性会で実施する小学生作文・絵画コンクールに対し、表彰状を贈呈した。 

 

（５）社会総がかりでの教育再生への取り組み 

 環境行動宣言同様、１１月に開催した沖縄全国大会において、商工会議所女性会 活動宣言～「子どもた

ちの笑顔と元気があふれるように」～を満場一致で採択。 

 

 環境行動宣言同様、１１月に開催した沖縄全国大会において、商工会議所女性会 活動宣言～「子どもた

ちの笑顔と元気があふれるように」～を満場一致で採択。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）対外広報活動の促進 

（６）対外広報活動の促進 

○ 女性会に対する理解の促進、単会の組織強化に寄与するため、商工会議所女性会パンフレットを作成 

商工会議所女性会 環境行動宣言 

各地の商工会議所女性会では、環境問題に関して、これまで、「環境・ゴミ問題小学生作文・絵画コンクール」

の実施や、地域清掃・環境美化など、主に環境教育・普及啓発の分野において、積極的な取り組みを行ってきま

した。また、全国商工会議所女性会連合会では、平成15年に「省エネルギー問題への取り組みについて」を採択

し、省エネルギーに関する広報・啓発活動に積極的に取り組んできました。 

 環境問題の解決には、日々の生活の中における身近な活動の積み重ねが重要となります。私たちはこれからも、

「低炭素社会」の実現に向け、女性の視点から、身近な環境問題に積極的に取り組んでいきたいと思います。 

あわせて、企業経営者でもある私たちは、自社のＣＯ２排出量の把握をはじめ、地球温暖化対策への取り組み

を通じて経営の向上を図る「低炭素経営」の実現をめざします。 

商工会議所女性会は、これらの活動の展開を通じて、日本商工会議所が本年６月に策定した「商工会議所環境

行動計画」と軌を一にしながら、環境問題の解決に向け、貢献していきます。 

平成２０年１１月２８日  

全国商工会議所女性会連合会 

 第４０回沖縄全国大会 決議 

商工会議所女性会 環境行動宣言 

各地の商工会議所女性会では、環境問題に関して、これまで、「環境・ゴミ問題小学生作文・絵画コンクール」

の実施や、地域清掃・環境美化など、主に環境教育・普及啓発の分野において、積極的な取り組みを行ってきま

した。また、全国商工会議所女性会連合会では、平成 15 年に「省エネルギー問題への取り組みについて」を採

択し、省エネルギーに関する広報・啓発活動に積極的に取り組んできました。 

 環境問題の解決には、日々の生活の中における身近な活動の積み重ねが重要となります。私たちはこれからも、

「低炭素社会」の実現に向け、女性の視点から、身近な環境問題に積極的に取り組んでいきたいと思います。 

あわせて、企業経営者でもある私たちは、自社のＣＯ２排出量の把握をはじめ、地球温暖化対策への取り組み

を通じて経営の向上を図る「低炭素経営」の実現をめざします。 

商工会議所女性会は、これらの活動の展開を通じて、日本商工会議所が本年６月に策定した「商工会議所環境

行動計画」と軌を一にしながら、環境問題の解決に向け、貢献していきます。 

平成２０年１１月２８日  

全国商工会議所女性会連合会 

 第４０回沖縄全国大会 決議 
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（６）広報活動の強化と交流の促進 

○ 女性会に対する理解の促進、単会の組織強化に寄与するため、商工会議所女性会パンフレットを作成 

 し頒布（実績９８ヵ所、６，２５７冊）するとともに、女性会活動の活性化を図るため、「石垣(月刊誌)」

「会議所ニュース(旪刊紙)」の有効活用を通じて、各地女性会活動の広報に努めた。 

   また、がん・生活習慣病等の予防に関する啓発活動の一環として、各地女性会のパンフレットや機関

誌等に所定の統一クレジット記載の勧奨をした。 

 

 ○ 商工会議所あるいは女性会のことを多くの方々に知っていただき、その活動に参画していただくため

に、全商女性連のホームページを１２月にリニューアルした。 

 

以 上 


