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１.組 織 

（１） 会員および女性会の設置状況 

   は連合会設置地区 

   は26年度全商女性連新入会員(半田) 

26年度に設立された女性会（中津川、松坂） 

 

※女性会は、５１４商工会議所のうち、４３４商工会議所に設置（設置率：84.4％） 

※全国商工会議所女性会連合会会員は、４１２女性会（加入率95.3％） 

平成27年3月現在 

ブロック名 

（設置数 

・率） 

都道府県名 

（会議所数） 

女性会設置商工会議所(434) 
女性会未設置 

商工会議所(80) 全商女性連会員女性会(412) 
全商女性連非会員 

女性会(22) 

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 

(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 

(43/49) 

(87.8%) 

新 潟(16) 新潟、長岡、新発田、新津、小千谷、加

茂、五泉(7) 

上越、柏崎、 

十日町 (3) 

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)  

 

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) 
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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(80) 全商女性連会員女性会(412) 
全商女性連非会員 

女性会(22) 

関東 

(82/102) 

(80.3%) 

 

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、太田、沼田、富岡、 

渋川、藤岡(8) 

 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、飯能

(11) 

 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、武蔵野、町田(3)          八王子(1)  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、熱海、島田、藤枝、袋井(10) 

焼津(1) 下田、伊東、掛川 

磐田、(4) 

東海 

(39/49) 

(79.6%) 

岐 阜(15) 岐阜、大垣、高山、関、美濃、 

恵那、各務原、美濃加茂、可児(9) 

中津川(1) 

 

多治見、神岡、土岐、

瑞浪、羽島(5) 

愛 知(22) 名古屋、岡崎、豊橋、半田、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

(17) 

一宮、稲沢(2) 

 

蒲郡、碧南、常滑(3) 

三 重(12) 四日市、津、伊勢、鈴鹿、桑名、上野、亀

山、尾鷲、名張、鳥羽、熊野(11) 

松阪(1)  

近畿 

（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) 

東大阪、岸和田、

茨木、池田、高石、

大東(６) 

吹田、八尾、豊中、 

松原(４) 
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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(80) 全商女性連会員女性会(412) 
全商女性連非会員 

女性会(22) 

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) 

 

  

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 

(66/78) 

(84.6%) 

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、 

嘉麻、筑後、宮若 (14) 

 苅田、大川、 

豊前川崎、朝倉、中間

(5) 

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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(２)役 員（平成27年３月31日現在） 

 

会長 山崎 登美子 東京 商工会議所 女性会 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 池上 淳子 大阪 商工会議所 女性会 会長 

副会長 鈴木 康代 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 中西 たえ子 京都 商工会議所 女性会 会長 

副会長 磯田 弘子 神戸 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 池上 喜重子 札幌 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 平賀 ノブ 仙台 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 藤沢 薫 東京 商工会議所 女性会 副会長 

常任理事 市瀬 優子 東京 商工会議所 女性会 副会長 

常任理事 河内 幸枝 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

常任理事 大田 美穂子 広島 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 岩﨑 敬子 高松 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 西川 ともゑ 福岡 商工会議所 女性会 会長 

監事 梶 知重子 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 勝山 孝恵 旭川 商工会議所 女性会 会長 

理事 元木 篤子 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 斎藤 可子 福島 商工会議所 女性会 会長 

理事 竹林 昭代 新潟 商工会議所 女性会 会長 

理事 梅田 ひろ美 富山 商工会議所 女性会 会長 

理事 木下 八重子 七尾 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 宮内 久江 水戸 商工会議所 女性会 会長 

理事 福田 泰子 宇都宮 商工会議所 女性部 会長 

理事 楯 政江 前橋 商工会議所 女性会 会長 

理事 小松 君恵 川口 商工会議所 女性会 会長 

理事 佐藤 フジエ 市川 商工会議所 女性会 会長 

理事 千葉 七枝 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 
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理事 小澤 房子 甲府 商工会議所 女性会 会長 

理事 漆畑 真弓 静岡 商工会議所 女性会 会長 

理事 早川 美智子 岐阜 商工会議所 女性会 会長 

理事 舟橋 幸江 名古屋 商工会議所 女性会 副会長 

理事 橋本 陽子 津 商工会議所 女性会 会長 

理事 佐藤 光笑 福井 商工会議所 女性会 会長 

理事 礒田 陽子 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 小野 幸親 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 川口 眞佐子 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 山口 美紀 松江 商工会議所 女性会 会長 

理事 長尾 説子 岡山 商工会議所 女性会 会長 

理事 内海 由子 福山 商工会議所 女性会 会長 

理事 園田 美惠 下関 商工会議所 女性会 会長 

理事 中村 秀美 徳島 商工会議所 女性会 会長 

理事 守谷 みどり 松山 商工会議所 女性会 会長 

理事 土ヶ内 美智子 高知 商工会議所 女性会 監事 

理事 白石 リヨ子 飯塚 商工会議所 女性会 会長 

理事 古賀 トシ子 佐賀 商工会議所 女性会 会長 

理事 井石 八千代 長崎 商工会議所 女性会 会長 

理事 西村 まりこ 熊本 商工会議所 女性会 会長 

理事 梅野 朋子 別府 商工会議所 女性会 会長 

理事 今川 敦子 大分 商工会議所 女性会 会長 

理事 小金丸 和代 宮崎 商工会議所 女性会 会長 

理事 宮之原 清子 鹿児島 商工会議所 女性会 会長 

理事 張本 ユリ子 那覇 商工会議所 女性会 会長 

(任期：平成26年1月14日～平成28年10月31日） 
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（３）委員会（平成27年3月31日現在） 

 

 【総務委員会】18名 

委員長  池上 淳子 大阪商工会議所女性会会長 

副委員長 平賀 ノブ 仙台商工会議所女性会会長 

副委員長 西川 ともゑ 福岡商工会議所女性会会長 

委員   佐々木 祐子 盛岡商工会議所女性会会長  

斎藤 可子 福島商工会議所女性会会長  

梅田 ひろ美 富山商工会議所女性会会長  

佐藤 フジエ 市川商工会議所女性会会長  

小澤 房子 甲府商工会議所女性会会長 

漆畑 真弓 静岡商工会議所女性会会長  

佐藤 光笑 福井商工会議所女性会会長  

礒田 陽子 大津商工会議所女性会会長  

小野 幸親 大阪商工会議所女性会副会長  

川口 眞佐子 鳥取商工会議所女性会会長  

山口 美紀 松江商工会議所女性会会長  

守谷 みどり 松山商工会議所女性会会長  

白石 リヨ子 飯塚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  

今川 敦子 大分商工会議所女性会会長  

 

【政策委員会】16名 

委員長  河原 隆子  横浜商工会議所女性会会長 

副委員長 市瀬 優子  東京商工会議所女性会副会長 

副委員長 大田 美穂子 広島商工会議所女性会会長 

委員   山浦 悦子  長野商工会議所女性会会長  

宮内 久江  水戸商工会議所女性会会長  

福田 泰子     宇都宮商工会議所女性部会長  

千葉 七枝     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 

早川 美智子    岐阜商工会議所女性会会長  

長尾 説子     岡山商工会議所女性会会長  

内海 由子     福山商工会議所女性会会長  

園田 美惠     下関商工会議所女性会会長  

中村 秀美   徳島商工会議所女性会会長  

小金丸 和代 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  

張本 ユリ子 那覇商工会議所女性会会長  

 

【広報委員会】12名 

委員長 中西 たえ子 京都商工会議所女性会会長 

副委員長 磯田 弘子 神戸商工会議所女性会会長 

副委員長 池上 喜重子 札幌商工会議所女性会会長 

委員  元木 篤子 青森商工会議所女性会会長 

木下 八重子 七尾商工会議所女性会会長 

塚本 眞理 京都商工会議所女性会副会長 

中塚 隆子 奈良商工会議所女性会会長 
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野津 寛美 米子商工会議所女性会会長 

土ヶ内 美智子 高知商工会議所女性会監事 

古賀 トシ子 佐賀商工会議所女性会会長 

西村 まりこ 熊本商工会議所女性会会長 

梅野 朋子 別府商工会議所女性会会長 

 

【企画調査委員会】13名 

委員長 鈴木 康代 名古屋商工会議所女性会会長 

副委員長 藤沢 薫  東京商工会議所女性会副会長 

副委員長 河内 幸枝 大阪商工会議所女性会副会長 

副委員長 岩﨑 敬子 高松商工会議所女性会会長 

委員 勝山 孝恵 旭川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 

井上 弓子 山形商工会議所女性会会長 

竹林 昭代 新潟商工会議所女性会会長 

楯 政江  前橋商工会議所女性会会長 

小松 君恵 川口商工会議所女性会会長 

舟橋 幸江 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 

松田 美代子 和歌山商工会議所女性会会長 

 

(任期：平成26年1月14日～平成28年10月31日まで） 
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２．会 議 

（１） 全国大会 

○第46回神戸総会 

日 時：平成26年10月２日（木）15:00～17:00 

場 所：神戸ポートピアホテル・ポートピアホール（兵庫県神戸市） 

出席者：1,538名（329女性会） 

次 第：(１）開会宣言 

冒頭、兵庫県立長田高等学校音楽部の合唱（曲目：花は咲く、春愁三首、ミュージカル・ソ

ング・メドレー、しあわせ運べるように）による歓迎のあと、岩崎副委員長（神戸総会実行委

員会）の開会宣言で開幕した。 

 (２）全国商工会議所女性会連合会旗返還 

      (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 

連合会旗が磯田会長（神戸商工会議所女性会）から山崎会長へ手渡された後、国歌斉唱、「商

工会議所女性会の歌」斉唱、「商工会議所女性会活動指針」唱和に続き、昨年の宮城全国大会

以降にお亡くなりになられた会員の方々に対し、黙祷が捧げられた。 

       (７）主催者挨拶 

山崎会長は、「阪神・淡路大震災から20年の節目を迎える年に神戸市において、“限りない

可能性を求めて”をテーマに1,500名を超える女性会会員の皆様が一堂に会して総会を開催でき

ることは大変意義深い」と述べた。また、安倍総理が成長の柱と位置付けられている私たち「女

性」が主役となって活躍し、経済社会を支えていきたいとの思いを述べた。さらに、「おもい

やりの心で活動する女性会、女性が輝いて活躍し、子育てに優しい地域の実現を目指して」と

題したアピールを配布し、女性経営者である私たちが真の意味での「女性の活躍推進」、「結

婚・子育てに関する国民意識の醸成」を後押し、具体的な活動を行っていく「行動する女性会」

をアピールした。 

続いて、日本商工会議所の三村会頭が挨拶に立ち、「商工会議所が取り組むべき最大の課題

のひとつは「地方創生」であり、これは人口問題と表裏一体の課題であるが、何よりも若者が

地方で職を得、安心して結婚し、希望どおりに子どもを産み育てられる環境をつくることが柱

となる」との考えを示し、山崎会長の挨拶にあった地域活性化の原動力としての女性の活躍推

進、結婚・子育ての意識醸成活動について、女性経営者ならではの視点で具体的に行動するこ

とで、成果をあげることに期待を寄せた。また、「商工会議所がリーダーシップを発揮するこ

とで、各地の広域連携を実現し、地方の持つ資源・強みを「点」ではなく「面」としてストー

リー化し発信することで、活力に結び付けていくことが大切」と強調した。 

続いて、藤浪芳子実行委員長（神戸総会実行委員長）、大橋忠晴会頭（神戸商工会議所）か

ら歓迎の挨拶が述べられた。 

  (８）来賓挨拶 

来賓として兵庫県の井戸敏三知事、神戸市の久元喜造市長、経済産業省近畿経済産業局の関

総一郎局長が祝辞を述べた。 
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       (９）来賓紹介 

(10）役員紹介 

(11）第13回女性起業家大賞授賞式 

最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）として、麻生満美子氏（リリーアンドデイジー株式会社 

代表取締役）、スタートアップ部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として、馬場加奈子氏（株

式会社サンクラッド代表取締役）、グロース部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として福嶋登

美子（ブリリアントアソシエイツ株式会社 代表取締役）に、それぞれ表彰状と副賞が贈られた。 

(12）全国商工会議所女性会連合会表彰授賞式 

       「全商女性連表彰」授賞式が行われ、特別功労者37人、会員増強など組織強化に取り組んだ 

19女性会等が表彰された。また、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ており、最優秀賞（日本商工会議所会

頭賞）には、相模原女性会（神奈川県）女性会、優秀賞（全商女性連会長賞）には、天童女性

会（山形県）が表彰された。 

(13）次回（第47回）全国大会について 

次回の開催地である石川県商工会議所女性会連合会が全国大会のＰＲを行った後、連合会旗

が山崎会長から木下会長(石川県連)に引き渡された（次回は、平成27年10月22日（木）・23日

（金）・24日（土）、いしかわ総合スポーツセンタールで開催）。 

(14）次回開催地女性会への全国商工会議所女性会連合会旗引渡し 

(15）閉会 

 

      ○記念講演会 

静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、特定非営利活動法人・国際変動研究所理事長

      小川和久氏による「日本の危機管理は万全か」の記念講演会が行われた。 

 

      ○物産展について 

２日間にわたり開催した物産展は、兵庫県内から５４店舗が出店した。 

 

 

（２）理事会 

第１回 

日 時：平成26年７月１日（火）17:00～18:00 

場 所：日本商工会議所401～403会議室（東商ビル４階） 

出席者：88名 

議 事：（１）副会長の選任について 

（２）平成25年度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（３）東日本大震災に係る会費減免（案）について 

（４）平成26年度委員会活動について 

（５）第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会について 

（６）その他 
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第２回 

日 時：平成26年10月２日（木）13:00～14:00 

場 所：神戸ポートピアホテル「和楽」（兵庫県神戸市） 

出席者：101名 

議 事：（１）第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会について 

（２）平成26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 

（３）第13回「女性起業家大賞」受賞者について 

（４）会長挨拶・神戸アピール案について 

（５）平成28年度および平成30年度の全国大会（総会）開催地について 

（６）その他 

 

第３回 

日 時：平成27年３月５日（木）14：00～16:45 

場 所：コンファレンススクエアＭ＋「グランド」（三菱ビル10階） 

出席者：84名  

議 事：（１）平成27年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

（２）平成27年度委員会活動（案）について 

（３）第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会の報告について 

（４）第47回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会について 

（５）第48回全国商工会議所女性会連合会徳島総会の開催日について 

（６）平成29年度の全国大会の開催地について 

（７）平成27年度の理事会開催地について 

（８）その他 

 

 

（３）常任理事会 

第１回 

日 時：平成26年７月１日（火）14:30～15:20 

場 所：日本商工会議所 会議室Ａ（東商ビル６階）  

出席者：18名 

議 事：（１）平成25年度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（２）東日本大震災に係る会費減免(案)について 

（３）全国商工会議所女性会連合会活動のさらなる活発化について（案） 

（４）地域活性化に資する林業復活への支援活動の強化について（案） 

（５）その他 

 

第２回 

日 時：平成26年10月２日（木）11:30～12:30 

場 所：神戸ポートピアホテル「生田」（兵庫県神戸市）  

出席者：25名 

議 事：（１）第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会について 

（２）平成26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 

（３）第13回「女性起業家大賞」受賞者について 

（４）会長挨拶・神戸アピール案について 
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（５）平成28年度および平成30年度の全国大会（総会）開催地について 

（６）その他 

 

第３回 

日 時：平成27年３月５日（木）12:00～13:30 

場 所：日本商工会議所 会議室Ａ（丸の内二丁目ビル５階） 

出席者：25名 

議 事：（１）平成27年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

（２）平成27年度委員会活動（案）について 

（３）第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会の報告について 

（４）第47回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会について 

（５）第48回全国商工会議所女性会連合会徳島総会の開催日について 

（６）平成29年度の全国大会の開催地について 

（７）平成27年度の理事会開催地について 

（８）その他 

 

 

（４）会長・副会長会議 

第１回 

日 時：平成26年７月１日（火） 13:00～14:15 

場 所：日本商工会議所 会議室Ｂ（東商ビル６階） 

出席者：12名 

議 事：（１）全国商工会議所女性会連合会表彰の審査について 

（２）平成２８年度以降の全国大会（総会）開催地について 

（３）全国商工会議所女性会連合会活動のさらなる活発化について（案） 

（４）地域活性化に資する林業復活への支援活動の強化について(案) 

（５）その他 

 

第２回 

日 時：平成27年３月５日（木）11:00～11:50 

場 所：日本商工会議所 会議室Ｂ（丸の内二丁目ビル５階） 

出席者：12名 

議 事：（１）平成27年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

（２）平成27年度委員会活動（案）について 

（３）第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会の報告について 

（４）第47回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会について 

（５）第48回全国商工会議所女性会連合会徳島総会の開催日について 

（６）平成29年度の全国大会の開催地について 

（７）平成27年度の理事会開催地について 

（８）その他 
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（５）監事会 

日 時：平成26年７月１日（火）14:30～15:00 

場 所：日本商工会議所 会議室Ｂ（東商ビル６階） 

出席者：5名 

議 事：（１）平成25年度事業報告書（案）の監査について 

（２）平成25年度収支決算（案）の監査について 

 

 

（６）委員会 

＜総務＞ 

日 時：平成26年７月１日（火）15:30～16:30 

場 所：日本商工会議所 特別会議室Ａ（東商ビル４階） 

出席者：25名 

議 事：（１）全商女性連への加入勧奨について 

①全商女性連への会員加入状況 

②各地女性会における会員加入状況 

③各地女性会の活動事例 

・松江女性会「まつえ和装の日」 

・大分女性会「あなたに出会エール」 

（２）意見交換 

（３）その他 

 

＜政策＞ 

日 時：平成26年７月１日（火）15:30～16:30 

場 所：日本商工会議所 特別会議室Ｂ（東商ビル４階） 

出席者：20名 

議 事：（１）人口減少社会を踏まえた全商女性連に求められる役割と活動 

①政府の子育て支援策等について 

②各地女性会の活動事例 

        ・岐阜女性会「婚活パーティー」 

（２）意見交換 

（３）その他 

 

＜広報＞ 

日 時：平成26年７月１日（火）15:30～16:30 

場 所：日本商工会議所 ３０１会議室（東商ビル３階） 

出席者：10名 

議 事：（１）商工会議所女性会の周知・広報活動の強化について 

①全商女性連として取り組んでいること 

②各地女性会の活動事例 

・七尾女性会「お香の制作・販売」 

・高知女性会「昭和のおばちゃま達が本気でお世話する婚活Party」 

    （２）意見交換 

（３）その他 
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＜企画調査＞ 

日 時：平成26年７月１日（火）15:30～16:30 

場 所：日本商工会議所 １１０会議室（東商ビル３階） 

出席者：11名 

議 事：（１）第13回女性起業家大賞について 

①応募状況と今後の課題について 

②意見交換 

（２）各地女性会の活動事例 

・川口女性会「委員会再編成等による女性会活動の活性化」 

（３）意見交換 

（４）その他 

 

 

（７）その他会議 

＜第13回「女性起業家大賞」本審査会＞  

日 時：平成26年８月25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）「第13回女性起業家大賞」の応募状況について 

（２）審査委員の採点結果と受賞者（案）について 

（３）審査（意見交換） 

（４）受賞者決定 
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３.事 業 

（１）組織運営の強化 

①全商女性連未加入女性会への加入： 

  加入勧奨の結果、以下の１女性会の加入があった（加入女性会数：412女性会、加入率：95.3％）。 

半田商工会議所女性会（愛知県） 

 ②表彰： 

「全国商工会議所女性会連合会表彰規則」に基づき、以下のとおり表彰を行った。 

「第２条特別功労者表彰」37名、「第３条第１項組織強化（会員増強）表彰」19女性会、「第３条第２項

「個として光る」事業活動表彰」２女性会には、10月２日に開催した神戸総会で表彰状を授与した。 

また、「第４条各地女性会の活動に功労」16名および「第５条第３項 その他」２名は、全国商工会議所

女性会連合会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】37名（順不同・敬称略） 

花巻 商工会議所女性会 副会長 福岡 秀子 

大船渡 商工会議所女性会 前会長 田村 福子 

大船渡 商工会議所女性会 前副会長 鎌田 ヨミ 

久慈 商工会議所女性会 副会長 木地谷 シキ 

仙台 商工会議所女性会 副会長 荒井 美佐子 

古川 商工会議所女性会 副会長 加藤 久美子 

福島 商工会議所女性会 前会長 和合 アヤ子 

会津若松 商工会議所女性会 前会長 秋山 理恵 

白河 商工会議所女性会 前会長 中上 サト子 

富山 商工会議所女性会 前副会長 大川内 麗子 

七尾 商工会議所女性会 前副会長 藤本 千鶴子 

七尾 商工会議所女性会 前副会長 三井 優美子 

水戸 商工会議所女性会 前会長 渡邉 妙子 

石岡 商工会議所女性会 前会長 川上 幸子 

前橋 商工会議所女性会 会長 楯 政江 

武蔵野 商工会議所女性会 前会長 間野 百合子 

武蔵野 商工会議所女性会 前副会長 村上 和枝 

武蔵野 商工会議所女性会 前副会長 五十鈴 澄江 

武蔵野 商工会議所女性会 前副会長 金子 良子 

平塚 商工会議所女性会 前副会長 平瀬 暢子 

静岡 商工会議所女性会 前会長 河村 節子 

富士宮 商工会議所女性会 前会長 佐野 道子 

大津 商工会議所女性会 前会長 遠藤 糸子 

大津 商工会議所女性会 前副会長 山田 マリ子 

泉佐野 商工会議所女性会 会長 青木 好子 

姫路 商工会議所女性会 会長 岩崎 幸子 

松江 商工会議所女性会 前副会長 吉村 智子 

倉敷 商工会議所女性会 前会長 吉本 やよい 

徳島 商工会議所女性会 前会長 高橋 信子 

小松島 商工会議所女性会 前副会長 松崎 美保子 

観音寺 商工会議所女性会 前会長 石川 喜美代 

四国中央 商工会議所女性会 前会長 近藤 俊江 

四国中央 商工会議所女性会 前副会長 高橋 久子 

豊前 商工会議所女性会 前会長 樋田 美枝子 

行橋 商工会議所女性会 副会長 青井 タミ子 
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武雄 商工会議所女性会 前会長 山口 幸子 

武雄 商工会議所女性会 前副会長 川内 幸子 

 

 【第３条第１項 組織強化表彰】 19女性会 

黒石商工会議所女性会 

大曲商工会議所女性会 

長井商工会議所女性会 

高岡商工会議所女性会 

白山商工会議所女性会 

本庄商工会議所女性会 

平塚商工会議所女性会 

三島商工会議所女性部 

伊勢商工会議所女性部 

鈴鹿商工会議所女性部 

上野商工会議所女性会 

名張商工会議所女性会 

大阪商工会議所女性会 

神戸商工会議所女性会 

宇部商工会議所女性会 

丸亀商工会議所女性会 

福岡商工会議所女性会 

筑後商工会議所女性会 

日田商工会議所女性会 

 

【第３条第２項 事業活動「個として光る」事業表彰】 ２女性会 

最優秀賞 相模原商工会議所女性会 
相模原産桑茶「とうとるん」の開発・販売による地産地

消事業に推進 

優秀賞 天童商工会議所女性会 紅花ブランド化事業「県花・紅花で地域を元気に」 

 

 【第４条 各地女性会の活動に功労】15名（順不同・敬称略） 

山形商工会議所女性会 元副会長・元理事 二位関 久美子 

山形商工会議所女性会 元理事 会田 テル子 

山形商工会議所女性会 理事 渋谷 京子 

山形商工会議所女性会 元副会長・元理事 田中 恵子 

山形商工会議所女性会 元理事 太田 ミチ子 

会津若松商工会議所女性会 元副会長・元理事 浜崎 幸子 

富山商工会議所女性会 常任理事・元副会長 花柳 松香 

富山商工会議所女性会 常任理事・元副会長 寺島 郁子 

桐生商工会議所女性会 前会長 廣田 須磨子 

横浜商工会議所女性会 副会長 千葉 七枝 

桑名商工会議所女性部 元会長 小笠原 まき子 

名張商工会議所女性会 元会長 豊岡 千代子 

名張商工会議所女性会 元会長 寺田 智子 

山口商工会議所女性会 元会長 石田 澄江 

飯塚商工会議所女性会 常任理事 松田 幸子 
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田川商工会議所女性会 元会長 弓部 桂子 

 

【第５条第３項 その他】２名（順不同・敬称略） 

名張商工会議所女性会 元副会長 前田 豊 

長崎商工会議所女性会 元副会長 前田 喜代 

 

 

（２）女性起業家の支援 

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いる。 

こうした中、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13回女性起業家大賞」を実施した（応募件数：スタートアップ部門

18件、グロース部門12件）。受賞者は、以下のとおり。 

 

【第 13回女性起業家大賞受賞者】 

 最優秀賞  

麻生 満美子（あそう まみこ）リリーアンドデイジー株式会社 代表取締役   

【創業年：２０１０年】（スタートアップ部門） 

◆事業概要：小売業（ベビー服、子ども靴のインターネット販売） 

◆所 在 地：大阪府吹田市 

主な受賞理由 

 

 子どもの発育を足から考える「足育」という新たな切り口から、素材や縫製に

優れ、歩行レベルに合わせて設計された子ども靴の多い海外ブランドに着目

し、インターネットで販売。 

 ネット販売は顔が見えないため、実店舗以上の心遣いが大事と、ひと手間かけ

たメッセージカード等の温かいサービスが好評。 

 幼い子どもを抱えての就職は難しく、自宅での起業を模索。資金調達や必要な

許可申請等の課題は商工会議所等を活用して解決。会社員時代とは全く異なる

業種で開業。現在、地域の子育てママを積極的に雇用し、女性の活躍できる場

の創出に貢献。 

 

 

【スタートアップ部門】 
 

 優秀賞  

馬場 加奈子（ばば かなこ） 株式会社サンクラッド 代表取締役 

【創業年：２０１１年】 

◆事業概要：小売業・リユース業（学生服専門の買い取り、販売リユースショップの運営、お母さんの開業

支援事業） 

◆所 在 地：香川県高松市 

◆受付女性会：高松 

主な受賞理由  「捨てるのがもったいない」学生服と体操着に着目し、リユース事業を開始。

低価格販売を実現し、直営店のほか、地域の子育てママの独立開業支援の視点

でフランチャイズ展開。 

 中古品の補修やクリーニング等を障害者施設と連携し、障害者の就労を支援す

るほか、刺繍外し等を高齢者に委託する等、地域の活力向上に貢献。 
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 奨励賞  

継国 香苗（つぐくに かなえ） 株式会社ウエルシーライフラボ 代表取締役 

【創業年：２０１３年】 

◆事業概要：化粧品製造、販売業（化粧品の開発、製造、販売、OEM、それに関わるコンサルタント事業） 

◆所 在 地：栃木県宇都宮市 

◆受付女性会：宇都宮 

主な受賞理由 

 

 敏感肌やアトピー性皮膚炎で悩む方が自分の肌にあった化粧品を求める高い

ニーズに着目し、安心安全な無添加化粧品を製造。高保湿化粧水として、子ど

も、妊婦、高齢者など老若男女が使えると高評価でリピーターを増やすことに

成功。 

 地域の特産品を原材料とする化粧品の開発や、地元企業や病院などのコラボレ

ーションで商品開発を展開するなど、地域活性化に貢献。 

 

 

 奨励賞  

田中 美和（たなか みわ） 株式会社Waris 代表取締役 

【創業年：２０１３年】 

◆事業概要：アウトソーシングサービス事業 

（ハイスキルマザーの力を活用した業務アウトソーシングサービス事業） 

◆所 在 地：東京都千代田区 

主な受賞理由  結婚、出産などの理由でフルタイムで働くことが難しくなった女性のキャリア

中断という課題克服に向けて、外部人材を活用したい創業期のベンチャー企業

や事業拡大期の中小企業と即戦力ある子育て中の女性とのマッチング事業を

開始。 

 時間や場所にとらわれないホワイトカラーフリーランスという家庭や子育て

に優しい柔軟な働き方を提供。 

 

 

 特別賞  

伊藤 純子（いとう じゅんこ） 株式会社ヒトデザイン 代表取締役 

【創業年：２０１０年】 

◆事業概要：人材育成事業（販売・営業・接客研修、セミナー、スクール運営） 

◆所 在 地：愛知県名古屋市 

◆受付女性会：名古屋 

主な受賞理由  販売職に従事した経験から、販売力あるスタッフの創出で店舗の活性化と離職

率低下に貢献できると考え、店頭販売スタッフの本気度を引き出す実践的な研

修を実施。 

 一般社団法人パーソナルデザイン協会を設立し、パーソナルデザインアドバイ

ザー資格、認定講座の信頼性を向上し、理念やイメージを持って個性的サービ

スを創造できる人材を育成。 
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【グロース部門】 
 

 優秀賞  

福嶋 登美子（ふくしま とみこ）ブリリアントアソシエイツ株式会社 代表取締役 

【創業年：２００４年】 

◆事業概要：サービス業（飲食・観光）食品加工業など 

  ◆所 在 地：鳥取県鳥取市 

◆受付女性会：鳥取 

主な受賞理由  鳥取発の地域ブランドを創造し、地域観光・地域社会に貢献したいとの想いか

ら、地域資源を活かした観光と食のプロデュースを実現。エコツーリズムを実

現した電動アシスト付き三輪自転車タクシーによる国指定重要文化財などの

文化的・歴史的な観光スポット回遊、鳥取産の山海の幸を使用した食などを提

供。 

 約７割を占める女性従業員が、厨房での調理から接客まで多能工的な役割を担

い、女性目線のきめ細やかなおもてなしを実現できる体制を構築。 

 

 

 奨励賞  

菊永 英里（きくなが えり） 株式会社Chrysmela 代表取締役 

 【創業年：２００７年】 

◆事業概要：製造卸売業（ロック新型ピアス留め具の製造、卸売） 

  ◆所 在 地：東京都文京区 

主な受賞理由  「女性が育児、仕事を両立するためには起業が最適」との想いから 16 歳で起

業を志し、ピアスキャッチに着目。ニッチな領域で世界展開できると判断し、

外れにくいピアスキャッチの開発・販売でネット通販市場の取扱い店舗で売上

ランキング上位を獲得。 

 長野県岡谷市内の精密金型の設計・製作、切削加工技術を有する事業所数社と

連携、ものづくりの技術が詰まった固定力の高いピアスキャッチは、国内外で

高い販売実績を実現。 

 

 

 奨励賞  

栗本 京（くりもと みやこ） 株式会社イクヌーザ 代表取締役 

 【創業年：２００６年】 

◆事業概要：製造・卸売業（靴、バック、アクセサリー等の企画、製造、販売） 

  ◆所 在 地：東京都渋谷区 

主な受賞理由  鞄や靴は、「服飾雑貨」としてまとめて扱われるアイテムであり、生産工程に

時間を要するため模倣品が出にくいことに着目し、鞄、靴に特化した企画・製

造・販売で起業。強みであるデザイン力を活かし、20 代～30 代の女性を対象

にお洒落で高級感あるファッションを提供。 

 デザインの提供だけではなく、プロモーション方法、売れる仕組みづくりの提

案などもできる、あらたなＯＥＭ、ＯＤＭ企業スタイルの確立への期待が高ま

る。 
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 特別賞  

森 知子（もり ともこ） 有限会社クレスコ 代表取締役 

 【創業年：２００５年】 

◆事業概要：製造業（木製品製造） 

  ◆所 在 地：徳島県阿南市 

◆受付女性会：阿南 

主な受賞理由  住宅設計等の企画・開発・製造経験を活かし、耐力壁として使用される構造用

面材をＶカット工法により、木製品と同等の加工と小ロット対応を可能にする

など、造作材を高品質・短納期で提供。 

 高齢化社会の到来に向け、不燃化建築規制がかかる高齢者向け施設に着目し、

不燃・準不燃材料に特化した造作材全般の製造・開発に取り組む。 

 

 

 特別賞  

浦川 嘉子（うらかわ よしこ） 株式会社はなのわ 代表取締役社長 

 【創業年：２００６年】 

◆事業概要：老人福祉事業（デｨサービス、宿泊サービス、食事サービス） 

  ◆所 在 地：佐賀県伊万里市 

◆受付女性会：伊万里 

主な受賞理由  自らの経験を契機に、地域の課題としての老人介護に着目し、一人一人の自主

性、自律性を尊重し、笑顔あふれる介護を実現。地域の医療機関などと連携し、

地域に根ざして運営。 

 介護技術研修・勉強会を活発に実施し人材育成を図るほか、65歳以上の再雇用

を積極的に行い、若手教育・技術伝授の人材教育を活発に行うなど、組織の充

実化により、低い離職率を維持。 

 

 

（３）地球温暖化問題への対応 

小学生に環境問題について考える機会を提供し、併せて、その家族、ひいては広く国民全体が「環境・エネ

ルギー問題」に対する認識を深め、問題解決に向けた行動を促すため、各地女性会（連合会）が実施する作文・

絵画コンクールに対し、表彰状を贈呈した。なお、平成19年度から、日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞が

設置されている。 

（贈呈女性会数12ヵ所） 

＜作文部門＞ 日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞1点 全商女性連会長・単会女性会会長連名賞5点 

＜絵画部門＞ 日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞11点 全商女性連会長・単会女性会会長連名賞24点 

 

 

（４）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 101ヵ所、5,799冊）するとともに、女性会活動の活性化を図るため、日本商工会議所が発行する

「石垣（月刊誌)」「会議所ニュース（旬刊紙)」、全国商工会議所女性会連合会のホームページでの記事掲載等

を通じて、各地女性会活動の広報に取り組んだ。 

 

 

（５）政策提言活動への参画 

  日本商工会議所の政策提言活動において、女性経営者の視点・意見を発信するため、第29期日本商工会議所

専門委員会（エネルギー・環境）に河原隆子副会長（横浜・会長）が参画した。また、山崎登美子会長（東京・

会長）は、内閣府男女共同参画推進会議に議員として参画した。 



21 

 

 

 

（６）東日本大震災の復興支援 

全国商工会議所女性会連合会（全商女性連）は、阪神・淡路大震災から 20 年の節目を迎えた兵庫県神戸市

において、東北の復興に向けた自信と確信を力強く発信しようと、「限りない可能性を求めて」をテーマに、

「第46回全国商工会議所女性会連合会神戸総会」を開催。329女性会から1,538人が出席した。 

 

 


