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１.組 織 

(１)会員および女性会の設置状況                   

 ゴシック は連合会設置地区 

 

※女性会は、515商工会議所のうち、435商工会議所に設置（設置率：84.5％） 

※全国商工会議所女性会連合会会員は、416女性会（加入率95.6％） 

 

                                                                           2019年３月31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(435) 
女性会未設置 

商工会議所(80) 全商女性連会員女性会(416) 
全商女性連非会員 

女性会(19) 

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、 

深川、滝川、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(435) 
女性会未設置 

商工会議所(80) 全商女性連会員女性会(416) 
全商女性連非会員 

女性会(19) 

関東 

(82/103) 

(79.6%) 

 

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) 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(16) 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、

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、伊東、熱海、 

掛川、磐田、(5) 

東海 

(41/49) 

(83.6%) 

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、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) 
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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(435) 
女性会未設置 

商工会議所(80) 全商女性連会員女性会(416) 
全商女性連非会員 

女性会(19) 

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) 

東大阪、岸和田、

茨木、池田、高石、

大東(６) 

吹田、八尾、豊中、 

松原(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) 

 

  

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)   
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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(435) 
女性会未設置 

商工会議所(80) 全商女性連会員女性会(416) 
全商女性連非会員 

女性会(19) 

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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(２)役 員（2019年３月31日現在） 

 

会長 藤沢 薫 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 河内 幸枝 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 毛利 ゆき子 京都 商工会議所 女性会 会長 

副会長 鈴木 美千子 神戸 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 八木 千代子 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 渡辺 光子 東京 商工会議所 女性会 副会長 

常任理事 藤岡 実佐子 東京 商工会議所 女性会 副会長 

常任理事 廣瀬 恭子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

常任理事 川口 照子 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 森 純子 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 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 坂上 恵子 新津 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 相談役 

理事 冨久尾 佳枝 金沢 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 伊藤 明美 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 石川 直美 前橋 商工会議所 女性会 会長 

理事 日向 美津江 熊谷 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 後藤 美砂子 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 村瀬 迪子 富士 商工会議所 エコーレ 会長 

理事 杉山 史 岐阜 商工会議所 女性会 会長 

理事 鷲野 裕子 名古屋 商工会議所 女性会 副会長 

理事 加瀬 由美子 津 商工会議所 女性会 会長 

理事 伊登 雅子 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 葛城 万寿子 京都 商工会議所 女性会 副会長 

理事 古谷 裕子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

理事 吉川 薫 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 浜村 恵子 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 寺内 カツコ 徳島 商工会議所 女性会 会長 

理事 児玉 照子 松山 商工会議所 女性会 会長 

理事 石原 文子 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 中嶋 美暢 長崎 商工会議所 女性会 会長 

理事 石井 美代子 熊本 商工会議所 女性会 会長 

理事 梅野 雅子 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 日髙 和子 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 山内 光子 那覇 商工会議所 女性会 会長 

      
(任期：～2019年10月31日まで） 
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（３）委員会（2019年3月31日現在） 

 

 【総務委員会】17名 

委員長 河内 幸枝 大阪 商工会議所 女性会 

副委員長 佐藤 万里子 仙台 商工会議所 女性会 

副委員長 森 純子 福岡 商工会議所 女性会 

  佐々木 祐子 盛岡 商工会議所 女性会 

  斎藤 可子 福島 商工会議所 女性会 

  梅田 ひろ美 富山 商工会議所 女性会 

  小澤 房子 甲府 商工会議所 女性会 

  村瀬 迪子 富士 商工会議所 エコーレ 

  伊登 雅子 福井 商工会議所 女性会 

  礒田 陽子 大津 商工会議所 女性会 

  古谷 裕子 大阪 商工会議所 女性会 

  浜村 恵子 鳥取 商工会議所 女性会 

  原田 美穂子 松江 商工会議所 女性会 

  児玉 照子 松山 商工会議所 女性会 

  大谷 香里 飯塚 商工会議所 女性会 

  中嶋 美暢 長崎 商工会議所 女性会 

  今川 敦子 大分 商工会議所 女性会 

 

【政策委員会】17名 

委員長 河原 隆子 横浜 商工会議所 女性会 

副委員長 藤岡 実佐子 東京 商工会議所 女性会 

副委員長 川口 照子 広島 商工会議所 女性会 

  山浦 悦子 長野 商工会議所 女性会 

  伊藤 明美 水戸 商工会議所 女性会 

  福田 泰子 宇都宮 商工会議所 女性部 

  佐藤 フジエ 市川 商工会議所 女性会 

  後藤 美砂子 横浜 商工会議所 女性会 

  鈴木 智惠子 小田原箱根 商工会議所 女性会 

  杉山 史 岐阜 商工会議所 女性会 

  高田 美紀子 岡山 商工会議所 女性会 

  入江 孝子 福山 商工会議所 女性会 

  福田 牧枝 下関 商工会議所 女性会 

  寺内 カツコ 徳島 商工会議所 女性会 

  日髙 和子 宮崎 商工会議所 女性会 

  宮之原 清子 鹿児島 商工会議所 女性会 

  山内 光子 那覇 商工会議所 女性会 
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【広報委員会】12名 

委員長 毛利 ゆき子 京都 商工会議所 女性会 

副委員長 鈴木 美千子 神戸 商工会議所 女性会 

副委員長 八木 千代子 札幌 商工会議所 女性会 

  元木 篤子 青森 商工会議所 女性会 

  冨久尾 佳枝 金沢 商工会議所 女性会 

  葛城 万寿子 京都 商工会議所 女性会 

  吉川 薫 奈良 商工会議所 女性会 

  野津 寛美 米子 商工会議所 女性会 

  石原 文子 高知 商工会議所 女性会 

  枝吉 眞喜子 佐賀 商工会議所 女性会 

  石井 美代子 熊本 商工会議所 女性会 

  梅野 雅子 別府 商工会議所 女性会 

 

 

【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 

副委員長 渡辺 光子 東京 商工会議所 女性会 

副委員長 廣瀬 恭子 大阪 商工会議所 女性会 

副委員長 岩﨑 敬子 高松 商工会議所 女性会 

  勝山 孝恵 旭川 商工会議所 女性会 

  西村 悠子 秋田 商工会議所 女性会 

  井上 弓子 山形 商工会議所 女性会 

  坂上 恵子 新津 商工会議所 女性会 

  石川 直美 前橋 商工会議所 女性会 

  日向 美津江 熊谷 商工会議所 女性会 

  鷲野 裕子 名古屋 商工会議所 女性会 

  加瀬 由美子 津 商工会議所 女性会 

  松田 美代子 和歌山 商工会議所 女性会 

 

 

(任期：～2019年10月31日まで） 
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２．会 議 

（１） 全国大会 

全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念式典・第50回岩手総会 

日 時：2018年10月３日（金）13:00～15:30 

場 所：盛岡市民文化ホール 

出席者：308女性会、1,451名 

次 第：(１）開会 

       冒頭、「遠野昔話語り部の会」菊池玉氏による「ザシキワラシ」の語り舞台により、暖かな

雰囲気の中開幕した。  

(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 

全商女性連旗が佐々木会長から藤沢会長へ返還された後、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、昨年の北海道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 

藤沢会長は、「全商女性連は、昭和44年、各地域おいて活動を展開していた商工会議所女性

会の手により、全国的な活動を通じて日本の女性活躍を推進し、地域経済、日本経済の発展に

寄与することなどを目的に結成した。創立から半世紀という節目を無事迎えられることに、改

めて、諸先輩方、また本日ご出席の方々はじめとする全国女性会の皆様、そして全商女性連を

支えていただいた方々に厚く御礼申しあげる」と述べるとともに、「地域の女性リーダー役とし

て、各地域の女性活躍を牽引するとともに、一人一人が輝く女性経営者団体として、さらなる

活動を展開していこう」と呼びかけた。 

続いて、日本商工会議所の三村会頭が挨拶に立ち、「わが国経済は、総じて緩やかな回復傾向

にある。『成長する経済』の実現には、民間が主体となって、働き方改革、生産性向上、多様な

人材の活用などにより、経済の好循環をもたらし、日本経済再生と地方創生の実現を図ること

が必要。女性の柔軟かつ、大胆な発想と実行力が重要な鍵となることは間違いない。地域を支

える企業や人材づくりを強力に後押しする各地女性会の活動は、わが国の経済成長を支える重

要な基盤であり、今後も、各地域の活性化をけん引していただきたい」と女性会の活躍に期待

を寄せた。 

続いて、佐々木会長（岩手県商工会議所女性会連合会）、谷村会長（岩手県商工会議所連合会）

から歓迎の挨拶が述べられた。さらに、創立50周年を記念し、内閣総理大臣・自由民主党総裁

の安倍晋三氏（代読：日本商工会議所 石田専務理事）、経済産業大臣の世耕弘成氏（代理：経

済産業省 経済産業政策局 風木審議官）がお祝いのメッセージを添えた。 

      (８）来賓挨拶 

来賓として、経済産業省東北経済産業局の相樂希美局長、岩手県の達増拓也知事（代理：岩

手県 商工労働観光部 戸舘部長）、盛岡市の谷藤裕明市長が祝辞を述べた。 

(９）来賓紹介 

(10）役員紹介 

(11）第17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、株式会社アイエフラッシュ 代表取締役の 

南まゆこ氏（埼玉県さいたま市）、スタートアップ部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として、

NKC ナーシングコアコーポレーション合同会社 代表社員の神戸貴子氏（鳥取県米子市）グロ

ース部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として、株式会社サンクラッド 代表取締役の馬場加

奈子氏（香川県高松市）に、それぞれ表彰状と副賞が贈られた。 
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      (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43人、会員増強など組織強化に取り組んだ

10女性会等が表彰された。また、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

表彰には、最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）に、福島女性会（福島県）の「社会福祉貢献・

地域活性化に向けた『コラッセ夢ばざーる』の実施」、優秀賞（全商女性連会長賞）に、津女

性会（三重県）の「乳がんの早期発見・早期治療への支援事業の実施」が表彰された。 

続いて、創立50周年特別表彰として、50年間全商女性連に加入している35女性会、女性会

設置率・加入率がともに100％の２ブロック女性会連合会が表彰された。 

(13）創立50周年特別決議について 

   創立 50 周年を記念し、女性会の使命や役割を再度認識し、今後に向けた決意を示した「岩  

手宣言」（※次ページに全文掲載）が特別決議として諮られ、満場一致で承認された。 

(14）次回（第51回）鹿児島全国大会について 

次回の開催地である鹿児島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

が藤沢会長から宮之原会長(鹿児島商工会議所女性会連合会)に引き渡された。 

(15）次回開催地への全国商工会議所女性会連合会旗引渡し 

(16) 閉会 

 

      ○記念講演会 

 株式会社モスフードサービス 代表取締役会長の櫻田厚氏による 

「食を通じて人を幸せにするモスバーガーの理念経営」の記念講演会が行われた。 

      ○物産展について 

        ３日間にわたり開催した物産展は、岩手県内から63店舗が出店した。 
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岩手宣言 

～平和で心豊かな社会に向けて、女性会が未来の架け橋に～ 

 

全国商工会議所女性会連合会は創立 50周年を迎えます。昭和 44年（1969年）、全国 35女性会から

スタートした当会は、半世紀にわたる先人の弛まぬご努力により、ネットワークの輪が全国各地に広

がり、今や416女性会、2万2千人の会員を有する日本最大の女性経営者団体に成長いたしました。各

地域における女性会活動のひとつひとつの小さな種は成長し、全国各地で大きな花を咲かせ、実を結

んでおります。 

 

昭和から平成、そして、新しい元号へと、時代の転換期を迎える中、わたくしたちは、地域の女性

リーダーとして、商工会議所女性会の果たすべき使命と役割を改めて再認識し、より一層女性が輝く

平和で心豊かな社会の実現に向け、決意を新たに活動を展開してまいります。 

 

140 年前、商工会議所を創設された渋沢栄一翁は、「民間の力こそが成長の原動力である」と謳い、

現在へと続くわが国の発展の礎を築かれました。わたくしたち女性会も自らが先頭に立ち、次なる 50

年、100年後の明るい未来に向けて、さらなる連帯で組織力を高め、女性ならではの発想と、勇気、情

熱をもって、挑戦してまいります。 

 

ここ岩手県盛岡市は、広い視野と強い行動力で未来を切り拓らかれた新渡戸稲造氏の出身地であり

ます。「願わくは、われ太平洋の架け橋とならん」という同氏のお言葉に倣い、わたくしたち女性会は

未来への架け橋となるべく、次の活動に取り組みます。 

 

一、地域への架け橋となり、持続可能な経済成長に向け、地方創生の実現に貢献します！ 

一、社会への架け橋となり、起業家支援、少子化対策、環境対策など各地女性会の活動を後押しします！ 

一、日本全国への架け橋となり、震災・災害復興や福島の再生を継続的に支援します！ 

一、世界への架け橋となり、復興五輪の成功、大阪・関西万博の誘致など国家的イベントを応援します！ 

 

 

平成30年10月3日 

全国商工会議所女性会連合会 
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（２）理事会 

第１回 

日 時：2018年６月28日（木）16:00～17:30 

場 所：日本商工会議所「会議室６・７」 

出席者：82名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2017度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（２）第17回女性起業家大賞の応募状況について 

（３）全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念事業について 

（４）第50回全国商工会議所女性会連合会岩手総会について 

（５）2021年度の全国商工会議所女性会連合会総会・全国大会について 

（６）第30期日本商工会議所専門委員会における活動について 

（７）女性会の設置状況と全国商工会議所女性会連合会加入状況について 

（８）2018年度全国商工会議所女性会連合会行事予定について 

（９）その他 

 

第２回 

日 時：2018年10月３日（水）10:30～11:30 

場 所：マリオス「183～186会議室」（18階）（岩手県盛岡市） 

出席者：98名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）創立50周年記念式典・第50回岩手総会について 

    （２）創立50周年記念事業について（岩手宣言、メキシコミッション等） 

（３）第17回女性起業家大賞の審査結果について 

（４）第18回女性起業家大賞について 

（５）2018年度全国商工会議所女性会連合会被表彰者（案）について 

（６）第30期日本商工会議所専門委員会における活動について 

（７）第51回鹿児島全国大会について 

（８）その他 

 

第３回 

日 時：2019年３月１日（金）16:00～17:30 

場 所：丸の内二重橋ビル（東京會舘）「マグノリア」（７階） 

出席者：115名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2019年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

（２）創立50周年記念事業について 

（３）第18回女性起業家大賞について 

（４）2019年度商工会議所女性会パンフレットについて 

（５）創立50周年記念式典・第50回岩手総会について 

（６）第51回鹿児島全国大会について 

（７）第52回倉敷総会について 

（８）2018年度商工会議所女性会の現状調査について（概要版） 

（９）第30期日本商工会議所専門委員会における活動について 

（10）女性会の設置状況と全国商工会議所女性会連合会加入状況について 
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（11）2019年度行事予定について 

（12）その他 

 

 

（３）常任理事会 

第１回 

日 時：2018年６月28日（木）13:30～14:30 

場 所：日本商工会議所「会議室Ａ」 

出席者：25名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2017度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（２）第17回女性起業家大賞の応募状況について 

（３）全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念事業について 

（４）第50回全国商工会議所女性会連合会岩手総会について 

（５）2021年度の全国商工会議所女性会連合会総会・全国大会について 

（６）第30期日本商工会議所専門委員会における活動について 

（７）女性会の設置状況と全国商工会議所女性会連合会加入状況について 

（８）2018年度全国商工会議所女性会連合会行事予定について 

（９）その他 

 

第２回 

日 時：2018年10月３日（水）09:15～10:15 

場 所：マリオス「188会議室」（18階）（岩手県盛岡市） 

出席者：27名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）創立50周年記念式典・第50回岩手総会について 

    （２）創立50周年記念事業について（岩手宣言、メキシコミッション等） 

（３）第17回女性起業家大賞の審査結果について 

（４）第18回女性起業家大賞について 

（５）2018年度全国商工会議所女性会連合会被表彰者（案）について 

（６）第30期日本商工会議所専門委員会における活動について 

（７）その他 

 

第３回 

日 時：2019年３月１日（金）13:30～14:30 

場 所：日本商工会議所「会議室Ａ・Ｂ」 

出席者：21名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2019年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

（２）創立50周年記念事業について 

（３）第18回女性起業家大賞について 

（４）2019年度商工会議所女性会パンフレットについて 

（５）創立50周年記念式典・第50回岩手総会について 

（６）第51回鹿児島全国大会について 

（７）第52回倉敷総会について 

（８）2018年度商工会議所女性会の現状調査について（概要版） 
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（９）第30期日本商工会議所専門委員会における活動について 

（10）女性会の設置状況と全国商工会議所女性会連合会加入状況について 

（11）2019年度行事予定について 

（12）その他 

 

 

（４）会長・副会長会議、50周年記念事業特別委員会 

第１回 

日 時：2018年６月28日（木）11:30～13:15 

場 所：日本商工会議所「会議室Ｂ」 

  出席者：13名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2017度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（２）全国商工会議所女性会連合会表彰の審査について 

（３）全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念事業について 

（４）2021年度の全国商工会議所女性会連合会総会・全国大会について 

（５）2018年度全国商工会議所女性会連合会行事予定について 

（６）その他 

 

第２回 

日 時：2018年10月２日（火）14:30～15:15 

場 所：マリオス「185会議室」（18階）（岩手県盛岡市） 

出席者：15名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）創立50周年記念式典・第50回岩手総会について 

    （２）創立50周年記念事業について（岩手宣言、メキシコミッション等） 

（３）第17回女性起業家大賞の審査結果について 

（４）第18回女性起業家大賞について 

（５）2018年度全国商工会議所女性会連合会被表彰者（案）について 

（６）その他 

 

第３回 

日 時：2019年３月１日（金）11:30～13:15 

場 所：日本商工会議所「会議室Ｃ」 

出席者：13名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2019年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

（２）創立50周年記念事業について 

（３）第18回女性起業家大賞について 

（４）2019年度商工会議所女性会パンフレットについて 

（５）創立50周年記念式典・第50回岩手総会について 

（６）第51回鹿児島全国大会について 

（７）第52回倉敷総会について 

（８）その他 
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（５）監事会 

日 時：2018年６月28日（木）14:00～14:30 

場 所：日本商工会議所「会議室Ｂ」 

出席者：３名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）2017年度事業報告（案）の監査について 

（２）2017年度収支決算（案）の監査について 

 

（６）委員会 

＜合同委員会＞ 

第１回 

日 時：2018年６月28日（木）14:45～15:45 

場 所：日本商工会議所「会議室６・７」 

出席者：82名(オブザーバー含む) 

講 演：講演者：女優・モデル サヘル・ローズ 氏 

     「出会いこそ、生きる力 そして今私たちに出来ること」 

 

第２回 

日 時：2019年３月１日（金）14:45～17:30 

場 所：丸の内二重橋ビル（東京會舘）「マグノリア」（７階） 

出席者：113名(オブザーバー含む) 

講 演：講演者：株式会社あしたのチーム 代表取締役会長 髙橋 恭介 氏 

    「地域における多様な働き方を実現する人材育成について 

  ～人材育成の秘訣、これからの時代に求められる人事評価制度～」 

 

（７）その他会議 

＜第17回「女性起業家大賞」本審査会＞  

日 時：2018年８月30日（木）12：00～15：00 

場 所：日本商工会議所「会議室Ａ」 

出席者：13名(オブザーバー含む) 

議 事：（１）「第17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 

（５）各審査委員による所感 

 

 

３.事 業 

（１）組織運営の強化  

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」43名、「第３条第１項組織強化（会員増強）表彰」10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、さらに、創立50周年特別表彰として、50年間全商女性連に

加盟している35女性会、女性会設置率・全商加入率がともに100％の２ブロック女性会連合会には、10

月３日に開催した創立50周年記念式典・第50回岩手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」11名および「第５条第１項 各地女性会の特定の事業に功労」

３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。 
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 【第２条 特別功労者表彰】43名（順不同・敬称略） 

 

弘前 商工会議所女性会 会長 三上 美知子 

花巻 商工会議所女性会 副会長 小川 富士 

会津若松 商工会議所女性会 直前会長 新城 希子 

原町 商工会議所女性会 直前会長 佐籐 孝子 

長岡 商工会議所女性会 会員 村山 道子 

新発田 商工会議所女性会 直前会長 馬場 玲子 

金沢 商工会議所女性会 直前会長 宮川 昌江 

金沢 商工会議所女性会 参与 浅野 邦子 

金沢 商工会議所女性会 参与 日根野 幸子 

白山 商工会議所女性会 理事 佃 久美子 

松本 商工会議所女性会 相談役 神山 直子 

松本 商工会議所女性会 相談役 本間 恵子 

水戸 商工会議所女性会 理事 髙島 和子 

下館 商工会議所女性会 直前会長 小林 芳枝 

さいたま 商工会議所女性会 前会長 服部 圓 

富士 商工会議所女性会 理事 市川 二十世 

富士 商工会議所女性会 理事 一ツ山 昭子 

富士 商工会議所女性会 理事 鈴木 恭子 

富士 商工会議所女性会 理事 遠藤 瑞江 

関 商工会議所女性会 相談役 遠藤 久子 

半田 商工会議所女性会 理事 竹内 千恵 

春日井 商工会議所女性会 監事 東端 実紀代 

伊勢 商工会議所女性会 会長 石川 順子 

桑名 商工会議所女性会 直前会長 伊藤 まゆみ 

名張 商工会議所女性会 会長 谷口 美智代 

堺 商工会議所女性会 監事 豊田 英子 

松江 商工会議所女性会 直前会長 山口 美紀  

倉敷 商工会議所女性会 直前会長 大森 ひとみ 

井原 商工会議所女性会 直前会長 志多木 早苗 

広島 商工会議所女性会 会長 川口 照子 

福山 商工会議所女性会 理事 内海 由子 

徳島 商工会議所女性会 前会長 中村 秀美 

鳴門 商工会議所女性会 監事 村上 里香 

小松島 商工会議所女性会 理事 山下 弘子 

吉野川 商工会議所女性会 副会長 久保 さとみ 

松山 商工会議所女性会 直前会長 守谷 みどり 

今治 商工会議所女性会 会長 楠橋 えい子 

土佐清水 商工会議所女性会 会員 幾田 谷子 
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福岡 商工会議所女性会 顧問 西川 ともゑ 

飯塚 商工会議所女性会 直前会長 白石 リヨ子 

行橋 商工会議所女性会 会長 川上 慶子 

武雄 商工会議所女性会 理事 野田 清子 

南さつま 商工会議所女性会 会員 前園 トシ子 

 

 

 【第３条第１項 組織強化表彰】 10女性会 

小樽商工会議所女性会   郡山商工会議所女性会  北見商工会議所女性会  須坂商工会議所女性会 

苫小牧商工会議所女性会  太田商工会議所女性会  石巻商工会議所女性会  茂原商工会議所女性会 

天童商工会議所女性会   藤枝商工会議所女性会    

 

 

【第３条第２項 事業活動「個として光る」事業表彰】 ２女性会 

 

 

【第４条 各地女性会の活動に功労】11名（順不同・敬称略） 

山形 元副会長 奥山 隆子 

山形 元理事 遠藤 セイ子 

山形 元副会長 齋藤 君 

会津若松 監事 稲村 キミ子 

会津若松 副会長 鈴木 絹江 

足利 副会長 富田 秀子 

足利 副会長 内田 邦子 

東京 理事 作田 智子 

平塚 元監事 笹尾 幸子 

飯塚 監事 塩川 多津子 

飯塚 常任理事 今村 芙杞子 

 

 

【第５条第１項 各地女性会の特定の事業に功労】３名（順不同・敬称略） 
 

平塚 ㈱三ツ矢 青木 安子 

平塚 本家長嶋達磨店 長嶋 正子 

平塚 松尾和代司法行政書士事務所 松尾 和代 

 

 

【創立50周年特別表彰１ 全商女性連設立当時からの会員女性会】 35女性会 

札幌商工会議所女性会  横浜商工会議所女性会  広島商工会議所女性会  仙台商工会議所女性 

川崎商工会議所女性会  徳島商工会議所女性会  大館商工会議所女性会  甲府商工会議所女性 

高松商工会議所女性会  山形商工会議所女性会  名古屋商工会議所女性会 松山商工会議所女性 

高岡商工会議所女性会  上野商工会議所女性会  飯塚商工会議所女性会  塩尻商工会議所女性 

最優秀賞 福島商工会議所女性会 

 

社会福祉・地域活性化に向けた「コラッセ夢ばざーる」の実施 

優秀賞 

 

津商工会議所女性会 「ますます輝く女性である為に、乳がんの早期発見・早期治療

への支援」事業の実施（がん対策で健康経営・女性活躍推進） 
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名張商工会議所女性会  本渡商工会議所女性会  水戸商工会議所女性会  大阪商工会議所女性会 

別府商工会議所女性会  日立商工会議所女性会  姫路商工会議所女性会  大分商工会議所女性会 

前橋商工会議所女性会  和歌山商工会議所女性会 中津商工会議所女性会  伊勢崎商工会議所女性会 

米子商工会議所女性会  日田商工会議所女性会  八街商工会議所女性会  松江商工会議所女性会 

津久見商工会議所女性会 東京商工会議所女性会  益田商工会議所女性会 

 

 

【創立50周年特別表彰２ 女性会設置率・全商女性連加盟率が100％のブロック女性会】 ２女性会 

  東北ブロック商工会議所女性会連合会 

  四国ブロック商工会議所女性会連合会 

 

 

（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17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

16件、グロース部門７件）。受賞者は、以下のとおり。 

 

【第17回女性起業家大賞受賞者】 

 

 最優秀賞  

南 まゆ子（みなみ まゆこ）様   株式会社アイエフラッシュ 代表取締役 

【創業年：2009年】（グロース部門） 

◆事業概要 ： サービス業（美容業）[まつげエクステサロン（14店舗）、リラクゼーションサロン（６店舗）、

美容スクール（県内２校）、まつげエクステ協会、ＥＪＡ耳つぼジュエリー協会の運営] 

◆所 在 地 ： 埼玉県さいたま市 

◆受付女性会 ： さいたま  

主な受賞理由 

 

 自身の経験を活かし、出産後の女性が社会復帰しやすく、働きやすい環境を整

えたいと、まつげエクステサロンやリラクゼーションサロン、美容スクールな

ど幅広い事業を展開。埼玉県内を中心に、美容サロンは 20 店、美容スクール

２校で、正社員数は70名を超える。 

 「現代の女性を応援する会社」を理念の１つに掲げ、社員がライフイベントと

キャリアを両立し、多様な働き方を実現できる社内システムを構築。年間の休

日を美容業界の平均80日を大きく上回る120日に設定、有給消化はほぼ100％

を達成したほか、「時短制度」、「週休三日社員」、「土日休み社員」など、女性

が働きやすい職場環境を整備。 

 能力開発支援としては、未経験者でも効率的に技術や接客方法を習得できるよ

う、サロン内の研修でなく、研修専門の施設で専任スタッフが指導しているほ

か、「女性のための能力開発プログラム」を導入し、キャリアや生活に関わる

広い知識の習得を促進。 

 徹底した職場環境の整備と、人材育成のシステム作りによって、質の高いサー

ビスの提供のみならず、まつげエクステの施術時間を他社の半分程度に抑える

ことに成功。顧客リピート率は８割以上を誇る。 

 女性が働きやすい職場環境の整備と、技術・能力開発を目的とした人材育成シ

ステムを構築したこと、地域密着型の店舗を展開し、美と雇用を創出している

ことを高く評価。 
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【スタートアップ部門】 

 優秀賞  

神戸 貴子（かんべ たかこ）様  N.K.Cナーシングコアコーポレーション合同会社 代表社員 

【創業年：2014年】 

◆事業概要 ： 保育、介護 

◆所 在 地 ： 鳥取県米子市 

◆受付女性会 ： 米子 

主な受賞理由  ①介護保険適用外サービス「わたしの看護師さん」事業と、②ホームヘルパー

をメインとした介護保険適用サービスの「メディカルヘルパーステーション」

事業を複合展開。①では、育児や介護などの理由から離職した看護師を雇用し、

医療目線での高度なサービスを提供。内容や時間の制限なく気軽に介護関連サ

ービスが受けられる保険適用外事業は、家族の介護への取り組みのハードルを

下げ、被介護者と共に心身的負担を減らすことに貢献。 

 老齢人口と共働き家庭が増える中、介護保険事業だけでなく、気軽に受けられ

る介護関連サービスを提供していること、潜在看護師の雇用と社会復帰支援を

通じ、労働人口の維持と地域経済の安定化に貢献していることを評価。 

 

 

 奨励賞  

中山 多恵子（なかやま たえこ）様 株式会社Bonheur 代表取締役 

【創業年：2016年】 

◆事業概要 ： サービス業（離婚相談所の運営、アプリケーション開発、ワークショップやイベントの運営） 

◆所 在 地 ： 神奈川県横浜市 

◆受付女性会 ： 横浜 

主な受賞理由 

 

 離婚時に生じるリスクから女性を守り、幸せな生活を送れるようサポートする

ため、①弁護士や税理士などを専門家によるワンストップの離婚相談のほか、

②離婚予防に向けたアプリケーションによる情報提供、③子育てやキャリアな

どあらゆる女性の悩みに対する無料相談イベント事業を展開。離婚によるリス

ク回避、また手前で予防として円満な夫婦生活などを後押ししている。 

 離婚時に必要となる様々な手続きを一元化することで、速やかな問題解決をサ

ポートしていること、離婚のみならず、女性が持つ様々な相談にも対応するこ

とで、女性の活躍推進に貢献していることを評価。 

 
 
 奨励賞  

岡田 奈穂子（おかだ なほこ）様 株式会社Table a Cloth 代表取締役 

【創業年：2017年】 

◆事業概要 ： 旅行業（”食事を楽しむこと”に特化したオーダーメイド型の旅行プランニングサービス） 

◆所 在 地 ： 大阪府大阪市 

◆受付女性会 ： 大阪 

主な受賞理由  ハネムーナーと 50代～60代の女性旅をターゲットに、食事と体験に特化した

オーダーメイド型の旅行プランニングサービスを提供。自身が持つ豊富な海外

経験と、欧米を中心とした現地ネットワークを活かし、他にはない多彩なプラ

ンを提案している。 

 ターゲットとテーマを明確にし、付加価値の高いサービスを提供しているこ

と、女性ならではの視点を活かした事業を展開していることを評価。 
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 特別賞  

神田 文子（かんだ あやこ）様  株式会社コフレ 代表取締役 

【創業年：2016年】 

◆事業概要 ： 美容業（乳がん術後専門「心と身体のトータル美容ケア」） 

◆所 在 地 ： 神奈川県川崎市 

◆受付女性会 ： 川崎 

主な受賞理由  乳がん患者が乳房切除後から使うことのできるオーダーメイド式のパッド・下

着の販売や、抗がん剤治療によって痛んだ髪のケアなど、術後の生活を包括的

にケア。乳がん術後の喪失感の軽減と、社会復帰のサポートを通じ、女性のQOL

（クオリティ・オブ・ライフ）向上に貢献している。 

 乳がんの罹患者が年々増加傾向にある中、病院では対応できない術後のサポー

トに重点を置き、家庭・職場復帰をきめ細やかに支援していることを評価。 

 

 

 特別賞  

伊藤 信子（いとう のぶこ）様  株式会社想珠 代表取締役 

【創業年：2016年】 

◆事業概要 ： サービス業（遺品整理・生前整理、終活講座企画運営、葬祭業請負、リフォーム） 

  ◆所 在 地 ： 愛知県安城市 

◆受付女性会 ： 安城 

主な受賞理由 

 

 長年の葬儀司会業の経験から、家族の介護・看護の大変さを痛感。遺品整理士

や、終活カウンセラーの資格を取得し、独居の孤独死やゴミ屋敷問題を解決す

るため、生前整理・終活支援・遺品整理サービスを提供している。 

 作業前に全て遺品供養を行い、思い入れのある物にはきれいな梱包材を使用す

るなど、他社との差別化を図っていること。また、孤独死問題など近年増加す

る社会的な課題と向き合い、女性ならではの視点を活かしたサービスを提供し

ていることを評価。 

 
 

【グロース部門】 

 優秀賞  

馬場 加奈子（ばば かなこ）様  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（学生服専門の買取と販売リユースショップの運営およびお母さんの開

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  学生服や体操着に特化したリユースショップ「さくらや」を展開。低価格での

販売を実現することで、シングルマザーや子育て家庭を支援しているほか、洗

濯を障害者施設、刺繍取りを地域の高齢者の方々へ依頼することで、地域雇用

の創出に寄与。また、パートナー契約を170万円に抑えるなど、主婦などでも

起業しやすい環境を整備している。パートナー店は全国各地に 40 店舗近く展

開している。 

 「捨てるのがもったいない」という主婦などの声を活かし、学生服のリユース

を通じて、家庭と地域の問題解決に貢献していること、パートナー契約の導入

により、全国に店舗を展開し、女性の起業を積極的に支援していることを評価。

第 13 回女性起業家大賞スタートアップ部門優秀賞受賞者（両部門受賞は史上

初）。 
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 奨励賞  

小林 和美（こばやし かずみ）様 マリープラチーヌ株式会社 代表取締役社長 

【創業年：2010年】 

◆事業概要 ：化粧品販売（化粧品ＯＥＭ製造販売 スキンイノベーションフェイシャルエステスクール事業、

スキンイノベーションＦＣサロン展開） 

◆所 在 地 ： 新潟県新発田市 

◆受付女性会 ： 新発田 

主な受賞理由 

 

 「炭酸ジェルパック」をはじめ、化粧水や美容液をOEMで製造・販売している

ほか、顔の筋肉に刺激を与えることで活き活きとした肌に導く、独自開発の「炭

酸筋膜エステ（商標登録）」を展開。エステはオールハンドでの施術のため、

技術を習得すれば、高額な設備投資なしで開業が可能。40 代～60 代の子育て

が終わった主婦など第二の人生を考えている人を対象としたスクール事業と

FC開業支援も開始している。 

 化粧品の製造・販売を通じて、素肌美・健康美の喜びを提供しているほか、エ

ステ技術から開業にあたるまでをパッケージ化し、女性の起業を支援している

ことを評価。 

 

 

（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、2007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11カ所） 

＜作文部門＞ 全商女性連会長・単会女性会会長連名賞 ３点  

＜絵画部門＞ 日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞  10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96カ所、5,884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。 

また、創立50周年記念事業として、日本商工会議所が実施する「訪メキシコ経済ミッション」にあわせ、女

性会としてミッション団７名を派遣した。政府要人や現地経済界との懇談会等への参画を通じ、今後の全商女

性連における国際交流活動などへの参考とするとともに、女性会独自の視察行程を設け、メキシコの豊かな歴

史・文化を体感した。 

 

 

（５）政策提言活動への参画 

  藤沢薫会長が内閣府男女共同参画推進連携会議（2018年７月27日 経済分野における女性の活躍推進チー

ム第２回会合、2018年10月30日 男女共同参画推進連携全体会議）に参画し、女性経営者の視点から積極的

に意見を述べるとともに、藤沢会長が日本商工会議所の常議員会に参加し、全商女性連の立場から意見を述べ

た。 

また、日本商工会議所の第30期専門委員会に以下の役員が委員として参画し、政策提言・要望活動に参画し

た。 
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全商女性連

役職 
氏名 所属女性会名 専門委員会名 

会長 藤沢 薫 東京 労働 

副会長 鈴木 康代 名古屋 労働  

〃 河原 隆子 横浜 観光 

〃 鈴木 美千子 神戸 女性等活躍推進  

常任理事 八木 千代子 札幌 規制・制度改革  

〃 佐藤 万里子 仙台 中小企業経営  

〃 渡辺 光子 東京 社会保障 

〃 藤岡 実佐子 東京 社会資本整備  

〃 岩﨑 敬子 高松 まちづくり・農林水産資源活用  

 

 

（６）震災復興支援 

継続した震災復興支援として、2018年 10月３日に東日本大震災の被災地である岩手県盛岡市で理事会を開

催した。55女性会から98名の会長等が出席。会議翌日には、市内視察を実施した。 

 

以 上 


