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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、436商工会議所に設置（設置率：84.7％） 

※全国商工会議所女性会連合会会員は、417女性会（加入率95.6％） 

 

                                                                           2020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(436) 
女性会未設置 

商工会議所(79) 全商女性連会員女性会(417) 
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) 

  

関東 

(83/103) 

茨 城 (8) 水戸、土浦、古河、日立、石岡、下館、 

結城、ひたちなか(8)    
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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(436) 
女性会未設置 

商工会議所(79) 全商女性連会員女性会(417) 
全商女性連非会員 

女性会(19) 

(80.6%) 

 

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、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) 

 
 

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) 
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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(436) 
女性会未設置 

商工会議所(79) 全商女性連会員女性会(417) 
全商女性連非会員 

女性会(19) 

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 

(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（2020年３月31日現在） 

会長 市瀬 優子 東京 商工会議所 女性会 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 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 廣瀬 恭子 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 岩﨑 敬子 高松 商工会議所 女性会 会長 

常任理事 山口 勝子 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 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 竹林 昭代 新潟 商工会議所 女性会 会長 

理事 近藤 裕世 富山 商工会議所 女性会 会長 

理事 池元 ことみ 白山 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 萩野 賴子 飯能 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 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 村瀬 迪子 富士 商工会議所 エコーレ 会長 
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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 岡澤 則子 大津 商工会議所 女性会 会長 

理事 神田 尚子 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 北川 佳代 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 監事 

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 阪本 惠子 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 浜田 潤子 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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（３）委員会（2020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 会長 

副委員長 佐藤 万里子 仙台 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 山口 勝子 福岡 商工会議所 女性会 会長 

 佐々木 祐子 盛岡 商工会議所 女性会 会長 

 追分 富子 福島 商工会議所 女性会 会長 

 近藤 裕世 富山 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 

 村瀬 迪子 富士 商工会議所 エコーレ 会長 

 伊登 雅子 福井 商工会議所 女性会 会長 

 岡澤 則子 大津 商工会議所 女性会 会長 

 古谷 裕子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

 浜村 恵子 鳥取 商工会議所 女性会 会長 

 原田 美穂子 松江 商工会議所 女性会 会長 

 児玉 照子 松山 商工会議所 女性会 会長 

 大谷 香里 飯塚 商工会議所 女性会 会長 

 中嶋 美暢 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】17名 

委員長 河原 隆子 横浜 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 財津 澄子 東京 商工会議所 女性会 副会長 

副委員長 田島 久子 広島 商工会議所 女性会 会長 

 山浦 悦子 長野 商工会議所 女性会 会長 

 伊藤 明美 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 

 佐藤 フジエ 市川 商工会議所 女性会 会長 

 望月 澄枝 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 

 杉山 史 岐阜 商工会議所 女性会 会長 

 高田 美紀子 岡山 商工会議所 女性会 会長 

 入江 孝子 福山 商工会議所 女性会 会長 

 福田 牧枝 下関 商工会議所 女性会 会長 

 寺内 カツコ 徳島 商工会議所 女性会 会長 
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 浜田 潤子 宮崎 商工会議所 女性会 会長 

 吉永 由美子 鹿児島 商工会議所 女性会 会長 

 渕辺 美紀 那覇 商工会議所 女性会 会長 

 

 

【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 会長 

副委員長 八木 千代子 札幌 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 鈴木 美千子 神戸 商工会議所 女性会 会長 

 松野 ミツ 青森 商工会議所 女性会 会長 

 池元 ことみ 白山 商工会議所 女性会 会長 

 神田 尚子 京都 商工会議所 女性会 副会長 

 北川 佳代 奈良 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 

 石原 文子 高知 商工会議所 女性会 会長 

 枝吉 眞喜子 佐賀 商工会議所 女性会 会長 

 阪本 惠子 熊本 商工会議所 女性会 会長 

 梅野 雅子 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 緒方 智英子 東京 商工会議所 女性会 副会長 

副委員長 廣瀬 恭子 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 

 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 

 石川 直美 前橋 商工会議所 女性会 会長 

 萩野 賴子 飯能 商工会議所 女性会 会長 

 鷲野 裕子 名古屋 商工会議所 女性会 副会長 

 加瀬 由美子 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：～2022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第51回鹿児島全国大会 

 日  時： 2019年９月６日（金） 9時30分～11時45分 

 場  所： 鹿児島アリーナ 

出席者数： 330女性会 2,574名 

次 第：(１)開会 

冒頭、島津義秀氏（薩摩琵琶弾奏家）の薩摩琵琶の演奏と豊丸安美氏（フラメンコ舞踏家） 

のフラメンコの演舞が披露された後、全国大会が開幕した。 

 (２）全国商工会議所女性会連合会旗入場 

      (３）国歌独唱 

(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 

全商女性連旗が宮之原大会長（鹿児島女性会会長）から藤沢会長（東京女性会会長）へ返還

された後、城南海氏による国歌独唱、「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、昨年の岩手総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）全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念映像 

       全商女性連創立50周年を記念して、創立からの歩みを編纂し、活動の記録を後世へ継承する

ために作成した記念映像を上映した。 

(８）主催者挨拶 

         藤沢会長（東京女性会会長）は、「全商女性連は、1969年の創立から半世紀を迎え、諸先輩

方の弛まぬ活動のおかげで、今や全国417女性会、約22,000会員を抱える日本最大級の女性経

営者団体にまで成長することができた。現代を生きる私たちは、諸先輩方から受け継いだ立派

なバトンを、常に新しい視点を持ち、一層発展させていかなければならない」と述べるととも

に、「新たな令和の時代を迎え、心新たに、各地域の女性活躍を牽引する女性のリーダーとして、

また、一人一人が輝く女性経営者団体として、未来を拓いていく活動と成果を追求していこう」

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、国内の設備投資は底堅  

く、比較的堅調に推移しているが、米中貿易摩擦などにより予断を許さない状況である。われ

われ企業経営者は、自らの企業の成長力強化、ITへの設備投資、生産性向上、多様な人材の活

躍推進に取り組むことが求められる。これら経営課題を克服するとともに、地域の明るい未来

を切り開くための鍵は、何より女性の力である。令和の時代にふさわしい女性ならではの柔軟

かつ、大胆な発想と実行力で、これまで以上に地域経済に新たな活力を与えていただきたい。」

と女性会の一層の活躍に期待を寄せた。 

さらに、宮之原会長（鹿児島女性会会長）、岩崎会長（鹿児島県商工会議所連合会）から歓迎

の挨拶が述べられた。 

      (９）来賓挨拶 

来賓として、鹿児島県知事の三反園訓氏（代理：中村かおり副知事）、鹿児島市長の森博幸氏、

経済産業省九州経済産業局長の塩田康一氏が祝辞を述べた。 

(10）役員紹介 

（11）出席女性会紹介 

(12）第18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、株式会社ミスコンシャス 代表取締役社長の小

山絵美氏（愛知県蒲郡市）、スタートアップ部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として、SAY
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株式会社 代表取締役の藤井治子氏（大阪府大阪市）、グロース部門の優秀賞（全商女性連会

長賞）として、株式会社洗心 代表取締役の露木里恵氏（山梨県甲府市）に、それぞれ表彰状

と副賞が贈られた。 

      (13）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55人、会員増強など組織強化に取り組んだ

９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）には、横浜女性会（神奈川県）女性会の「経営

者としての自己研鑽・地域活性化・会員相互の交流を図る研修会『女性塾』の実施」、優秀賞

（全商女性連会長賞）には、下館女性会（茨城県）の「いま子どもたちが必要としているもの ～

教育環境の充実を図る～」、米子女性会（鳥取県）の「ダンスパーティーの開催」が表彰され

た。 

(14）次回（第52回）倉敷総会について 

 次回の開催地である倉敷商工会議所女性会が総会のＰＲを行った後、連合会旗が藤沢会長

（東京女性会会長）から丸山会長(倉敷女性会会長)に引き渡された（次回は、2020年10月23

日（金）～25日（日）、「倉敷市民会館」等で開催）。 

(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 

          作家 林真理子氏による「私の仕事から」の記念講演会が行われた。 

 ○物産展 

          ２日間にわたり開催した物産展は、鹿児島県内から累計42店舗が出店した。 
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（２）理事会 

第１回 

日  時：2019年７月４日（木）16時45分～18時15分 

場  所：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山４階「ダイヤモンドボールルームⅡ」 

出席者数：103名（オブザーバー・事務局含む） 

議  事：（１）常任理事の選任について（案） 

（２）2018度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（３）第18回女性起業家大賞の応募状況について 

（４）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 

（５）第51回全国商工会議所女性会連合会鹿児島全国大会について 

（６）第23期全国商工会議所女性会連合会役員改選について 

（７）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 

（８）熊本地震復興支援事業について～「祭りアイランド九州」・「九州・火の国元気まつり」～ 

（９）平成30年度アジア・太平洋輝く女性の交流事業について 

（10）女性会の設置状況と全国商工会議所女性会連合会への加入状況について 

（11）2019年度全国商工会議所女性会連合会行事予定について 

（12）その他 

 

第２回 

 日  時：2019年９月５日（木）14時10分～15時10分 

 場  所：城山ホテル鹿児島２階「クリスタルガーデン」 

 出席者数：103名（オブザーバー・事務局含む） 

 議  事：＜議案＞ 

 （１）常任理事の選任について（案） 

 （２）2019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 

      ＜報告＞ 

（１）第18回女性起業家大賞の審査結果について 

（２）第19回女性起業家大賞について 

（３）第23期全国商工会議所女性会連合会役員改選について 

（４）第51回全国商工会議所女性会連合会 鹿児島全国大会について 

（５）2020年度以降の総会・全国大会開催地について  

（６）その他 

 

臨時 

日  時：2019年12月９日（月）15時30分～16時30分 

場  所：丸の内二重橋ビル５階「RoomＡ３～Ａ５」 

出席者数：64名（事務局含む） 

議  事：＜審議事項＞ 

（１）第23期役員の選任について 

（２）各委員会における委員長・副委員長等への委嘱 

（３）日商会議への参画について 

＜報告＞ 

（１）2020年度および2021年度の総会・全国大会について 
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（２）今後のスケジュールについて 

（３）その他 

 

（３）常任理事会 

第１回 

日  時：2019年７月４日（木）14時30分～15時20分 

場  所：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山３階「ローズルーム」 

出席者数：22名（事務局含む） 

議  事：（１）常任理事の選任について（案） 

（２）2018度事業報告（案）および収支決算（案）について 

（３）第18回女性起業家大賞の応募状況について 

（４）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 

（５）第51回全国商工会議所女性会連合会鹿児島全国大会について 

（６）第23期全国商工会議所女性会連合会役員改選について 

（７）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 

（８）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について 

（９）2019年度全国商工会議所女性会連合会行事予定について 

（10）その他 

 

第２回 

日  時：2019年９月５日（木）13:10～14:00 

場  所：城山ホテル鹿児島２階「開聞」 

出席者数：27名（事務局含む） 

議  事：＜議案＞   

（１）常任理事の選任について（案） 

（２）９月開催諸会議について（案） 

（３）2019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 

＜報告＞ 

（１）第18回女性起業家大賞の審査結果について 

（２）第19回女性起業家大賞について 

（３）第23期全国商工会議所女性会連合会役員改選について 

（４）第30期日本商工会議所専門委員会について 

（５）その他 

 

臨時 

日  時：2019年12月９日（月）14時30分～15時15分 

場  所：丸の内二重橋ビル５階「RoomＢ３」 

出席者数：25名（事務局含む） 

議  事：＜審議事項＞ 

（１）第23期役員の選任 

（２）各委員会における委員長・副委員長等への委嘱 

（３）日商会議への参画について 

＜報告＞ 

（１）今後のスケジュールについて 

（２）その他 

 

 



13 

 

（４）会長・副会長会議 

第１回 

日  時：2019年７月４日（木）13:00～14:15 

場  所：ＡＮＡクランプラザホテル松山４階「オパールルーム」 

出席者数：14名（事務局含む） 

議  事：（１）2018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）第23期全国商工会議所女性会連合会役員改選について 

（５）2019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：2019年９月５日（木）11:30～13:00 

場  所：城山ホテル鹿児島２階「桜島」 

出席者数：16名（事務局含む） 

議  事：＜議案＞   

（１）９月開催諸会議について（案） 

（２）2019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 

＜報告＞ 

（１）第23期全国商工会議所女性会連合会役員改選について 

（２）第30期日本商工会議所専門委員会について 

（３）その他 

 

臨時 

日  時:2019年12月９日（月）13:30～14:15  

場  所:丸の内二重橋ビル５階「Room Ａ２」 

出席者数：16名（事務局含む） 

議  事:＜審議事項＞    

（１）第23期役員の選任 

（２）各委員会における委員長・副委員長等への委嘱 

（３）日商会議への参画について 

＜報告＞    

（１）今後のスケジュール 

（２）その他 

 

（５）監事会 

日 時：2019年７月４日（木）14:30～15:00  

場 所：ＡＮＡクランプラザホテル松山４階「オパールルーム」 

出席者：４名(事務局含む) 

議 事：（１）2018度事業報告（案）の監査について 

（２）2018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：2019年７月４日（木）15:30～16:30 
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場 所：ＡＮＡクランプラザホテル松山４階「ダイヤモンドボールⅡ」 

出席者：107名(オブザーバー、事務局含む)   

講 演：〇愛媛県 経済労働部 経営支援課 課長 青野 健治 氏 

「愛媛県内の被災並びに復旧・復興状況について」 

〇松山商工会議所 事務局長 中矢 斉 氏 

「県下商工会議所連携による大洲商工会議所への支援について」 

〇大洲商工会議所女性会 会長（愛媛県商工会議所女性会連合会 副会長） 竹内 八重子 氏 

「災害の実情と復興に向けての思い」 

 

（７）その他会議 

＜第18回「女性起業家大賞」本審査会＞  

日  時：2019年７月23日（火）14:00～17:00  

場  所：丸の内二重橋ビル４階「会議室ＡＢ」 

出席者数：12名（事務局含む） 

議  事：（１） 「第18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 

（６）「女性起業家大賞から学ぶ」について 

 

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」55名、「第３条第１項組織強化（会員増強）表彰」９女性会、「第３条第２項

「個として光る」事業活動表彰」３女性会には、９月６日に開催した第51回鹿児島全国大会で表彰状を

授与した。 

また、「第４条各地女性会の活動に功労」18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】55名（順不同・敬称略） 

苫小牧商工会議所女性会 前副会長 佐藤 登貴子 

恵庭商工会議所女性会 前会長 三浦 タカ子 

盛岡商工会議所女性会 会長 佐々木 祐子 

花巻商工会議所女性会 会長 久保田 清子 

仙台商工会議所女性会 会長 佐藤 万里子 

福島商工会議所女性会 前副会長 横山 りつ子 

郡山商工会議所女性会 前会長 吉田 いくよ 

原町商工会議所女性会 副会長 岡田 裕子 

相馬商工会議所女性会 前会長 三國 美加 

二本松商工会議所女性会 前会長 根本 道子 

高岡商工会議所女性会 会長 大野 朝子 

小松商工会議所女性会 前副会長 山上 志奈子 

塩尻商工会議所女性会 元会長 合木 節 
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宇都宮商工会議所女性部 前副会長 渡辺 早月 

桐生商工会議所女性会 前会長 矢野 静子 

伊勢崎商工会議所女性会 前会長 和佐田 なつ江 

伊勢崎商工会議所女性会 前副会長 篠田 純子 

上尾商工会議所女性会 前会長 大澤 富三子 

狭山商工会議所女性会 前会長 宮野 一美 

草加商工会議所女性会 前副会長 浅見 敏子 

春日部商工会議所女性会 前副会長 伊藤 美恵子 

平塚商工会議所女性会 前会長 佐藤 則子 

静岡商工会議所女性会 前会長 漆畑 真弓 

富士宮商工会議所女性会 会長 望月 律子 

各務原商工会議所女性会 前会長 栗本 貴美子 

半田商工会議所女性会 前会長 榊原 有子 

四日市商工会議所女性部 前副会長 長谷川 文子 

伊勢商工会議所女性部 副会長 松本 ゆかり 

松阪商工会議所女性会 前会長 中村 久仁子 

鈴鹿商工会議所女性部 副会長 上林 千明 

大津商工会議所女性会 前会長 礒田 陽子 

彦根商工会議所女性会 前会長 藤田 敦子 

箕面商工会議所女性会 副会長 相原 康江 

加古川商工会議所女性会 前会長 谷崎 恭子 

津山商工会議所女性会 前副会長 山本 由美子 

児島商工会議所女性会 前会長 高橋 千鶴子 

笠岡商工会議所女性会 前副会長 石井 澄恵 

高梁商工会議所女性会 前会長 津野邊 金代 

広島商工会議所女性会 元副会長 栗原 良子 

尾道商工会議所女性会 前会長 金光 洋子 

三原商工会議所女性部会 前会長 岩本 由美 

宇部商工会議所女性会 会長 前村 きみこ 

今治商工会議所女性会 前副会長 日浅 敏子 

四国中央商工会議所女性会 副会長 高橋 ハツミ 

高知商工会議所女性会 前会長 寺村 みゆき 

直方商工会議所女性会 前会長 淵上 ヒロミ 

直方商工会議所女性会 前副会長 矢山 智恵子 

八女商工会議所女性会 前副会長 末次 久美子 

行橋商工会議所女性会 副会長 川原 三枝子 

伊万里商工会議所女性会 会長 浦川 嘉子 

鹿児島商工会議所女性会 会長 宮之原 清子 

南さつま商工会議所女性会 会長 大原 久美子 

いちき串木野商工会議所女性会 会長 石野 惠子 

那覇商工会議所女性会 前会長 山内 光子 

宮古島商工会議所女性部会 前会長 古城 和子 
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 【第３条第１項 組織強化表彰】 ９女性会 

小千谷商工会議所女性会  結城商工会議所女性会  刈谷商工会議所女性会 

守口門真商工会議所女性会  鳥取商工会議所女性会  岩国商工会議所女性会  

長門商工会議所女性会  八幡浜商工会議所女性会  宮崎商工会議所女性会 

 

 

【第３条第２項 「個として光る」女性会事業表彰】 ３女性会 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４条 各地女性会の活動に功労】18名（順不同・敬称略） 

 

山形 元理事 石川 積子 

山形 元副会長・元理事 杉山 豊枝 

山形 元理事 河田 周子 

福島 常任委員・副会長 丹治 洋子 

福島 常任委員・副会長 松川 佑子 

福島 常任委員 菊池 美保子 

福島 常任委員・監事 佐藤 ミヨ子 

福島 監事・常任委員 千本松 睦子 

大町 元副会長 渋田見 喜代子 

大町 元理事 伊藤 松子 

横浜 理事 佐須 恵子 

横浜 理事 寺内 直美 

横浜 理事 西川 香代子 

横浜 理事 平塚 あけみ 

平塚 顧問 平野 惠美子 

平塚 顧問 嘉山 公子 

平塚 相談役 佐藤 則子 

平塚 会員 平瀬 暢子 

 

【第５条第１項 各地女性会の特定の事業に功労】 

 

会津若松 栗城宏昌歯科医院 栗城 華枝 

平塚 とんかついちかわ 市川 巴 

平塚 芦川会計事務所 芦川 恭子 

平塚 東海製茶株式会社 小林 美代子 

 

【第５条第２項 社業発展・社会貢献】 

該当者なし 

 

最優秀賞 横浜商工会議所女性会

（神奈川県）  

経営者としての自己研鑽・地域活性化・会員相互の交流を図る 

研修会『女性塾』の実施  
優秀賞  下館商工会議所女性会

（茨城県） 

いま子どもたちが必要としているもの  

～教育環境の充実を図る～ 

優秀賞 米子商工会議所女性会

（鳥取県） 
ダンスパーティーの開催 
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【第５条第３項 その他】 

該当者なし 

 

（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18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

15件、グロース部門15件）。受賞者は、以下のとおり。 

 

【第18回女性起業家大賞受賞者】 

 最優秀賞  

小山 絵実（こやま えみ）様  株式会社ミスコンシャス 代表取締役社長 

【創業年：2012年】（グロース部門） 

◆事 業 概 要： 衣装レンタル業（ドレス、アクセサリーのレンタル業・Webメディア事業） 

◆所  在  地： 愛知県蒲郡市 

◆受付商工会議所： 蒲郡 

主な受賞理由 

 

⚫ ミスインターナショナルという大舞台で１枚のドレスをまとい、着飾ることの

素晴らしさを知った自身の経験を活かし、「すべての女性に『着飾る』よろこ

びを」を経営理念に掲げ、完全オンライン化のレンタルドレスサービスを展開。 

⚫ 37,000件以上のレビューやスタッフの詳細な着用コメントの掲載、専門スタイ

リストによる電話・メールでの商品相談により、オンラインレンタルの障壁で

ある「試着不可」の不安を払拭させた。また、最高級のレンタル品質維持のた

め、社内検品を３回通過させたドレスしか提供しないこだわりや、２カ月に一

度新商品を追加する工夫、さらに愛知県蒲郡市という、ほぼ全ての地域に翌日

配送が可能である立地の強みも活かし、顧客満足度 96％、延べ利用者数 12万

人以上を誇る。 

⚫ 有給休暇取得率 100％、残業０時間、社内キッズルームの併設、ワークシェア

リング方式の採用など、女性をはじめ誰もが働きやすい環境を整備すること

で、人材不足が深刻な愛知県において、パート・アルバイトの採用の倍率は20

倍を超える。 

⚫ 半年ごとに社内競技「おしゃコンカップ」を開催し、時給アップの機会を設け

ることで、社員のモチベーション向上・スキルアップに努めている。さらに「誰

でも頑張れば輝ける」という成功体験を実感させる場として、人材育成にも役

立っている。 

⚫ 従来の店舗型が抱える問題解決のために完全オンライン化を実現すると同時

に、オンライン型の懸念点を払拭する工夫を凝らしたこと、労働環境の整備に

よる優秀な人材確保と育成を通じ、優良企業へと成長していることを高く評

価。 

 
【スタートアップ部門】 

 優秀賞  

藤井 治子（ふじい はるこ）様  SAY株式会社 代表取締役 

【創業年：2015年】 

◆事業概要： サービス業・ヘルスケア関連事業（バレエを活用した中高年女性のための健康づくり事業） 

◆所 在 地： 大阪府大阪市 

◆受付女性会： 大阪 
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主な受賞理由 ⚫ 世界初の試みである「バレエで健康づくり」をテーマに、中高年向けにバレエ

を活用した健康づくりの運動プログラムを開発。関西10拠点、生徒数150名、

認定講師 11 名と幅広く展開している。医師が監修した運動プログラムの実践

により74％の生徒の身長が伸び、姿勢矯正効果・体幹筋力強化効果が着実に表

れている。将来的には、医療・介護業界のリハビリプログラムへの活用をはじ

め、自治体、スポーツメーカー、美容業界など多方面での展開が期待できる。 

⚫ 他に類を見ない独創的な発想による起業と、世の中の健康志向の高まりに注目

し、ターゲット層を絞り込み効率的に事業展開していることを評価。 

 

 

 奨励賞  

木村 由貴子（きむら ゆきこ）様 株式会社ブリジック 代表取締役 

【創業年：2014年】 

◆事業概要： サービス業（翻訳・通訳、語学研修、人材派遣） 

◆所 在 地： 栃木県矢板市 

◆受付女性会： 宇都宮 

主な受賞理由 

 

⚫ 「異文化コミュニケーションの架け橋となり産業のグローバル化に貢献した

い」という思いから起業。翻訳・通訳事業のほか、栃木県内の工業団地内にあ

る技術系企業をメインターゲットに、英語学習とそれを生かすためのコミュニ

ケーションスキルを同時に学ぶ「ハイブリッド式企業内研修」事業を展開。ま

た、高い能力を有しながらも出産により離職した女性の社会復帰支援・人材派

遣事業にも注力し、企業との交渉により通常の派遣形態とは異なる短時間・高

効率な働き方を実現させた。 

⚫ 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催で日本製品・サービスに注目

が集まることや、社会的ニーズの高まりを好機と捉え、事業展開していること

を評価。 

 
 
 奨励賞  

齋藤 住子（さいとう すみこ）様  花れんこん 代表 

【創業年：2015年】 

◆事業概要： 製造・小売・食品加工業（地域の特産物をデザインする事によるブランド化、 

商品開発と製造、販売） 

◆所 在 地： 徳島県鳴門市 

◆受付女性会： 徳島 

主な受賞理由 ⚫ 徳島県・鳴門れんこんを活用した「花れんこんのピクルス」を開発。県内８つ

の土産店・ホテルで取り扱われており、さらにANA国際線ビジネスクラス機内

食にも採用されている。また、地域の小規模事業者と連携し、零細企業にスポ

ットを当て商品やサービスの魅力を発信するための商社を立ち上げるなど、多

岐にわたる活動を展開。 

⚫ ANA機内食総選挙2018で新商品「徳島県フィッシュカツと蓮根カレー」が１位

となったほか、2019年度には郵便局母の日ギフトに花れんこん箱入セットが採

用されるなど、人気商品を基に着実に事業を発展させていることを評価。 

 

 

 特別賞  

振本 恵子（ふりもと けいこ）様 一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会 代表理事 
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【創業年：2016年】 

◆事業概要： 健康経営支援業（健康経営管理体制の整備と導入支援、健康経営コンサルタント育成） 

◆所 在 地： 広島県広島市 

◆受付女性会： 広島 

主な受賞理由 ⚫ 看護師・看護教員として勤務した自身の経験を生かし、健康経営に取り組みた

い企業に対して「健康経営コンサルタントサービス」を提供。健康のプロであ

る看護師・保健師を「健康経営コンサルタント」として派遣し、労働衛生に基

づくプログラムの策定から教育研修の実施、担当者への助言・指導を行い、利

用企業の従業員の健康維持と、持続可能な企業経営に貢献している。 

⚫ 健康に関する専門家をはじめ、弁護士や保険会社という多業種間のネットワー

クを構築し、付加価値の高いサービスを提供していることを評価。 

 

 

 特別賞  

中川 阿美（なかがわ あみ）様 Babydoor株式会社 代表取締役 

【創業年：2017年】  

◆事業概要： 小売業・飲食業（ベビー用品レンタル・販売、ベビーカーシェアリングサービス、カフェ事業） 

  ◆所 在 地： 東京都豊島区 

◆受付女性会： 東京 

主な受賞理由 

 

⚫ 新卒で入社した会社で培ったプロモーションなどの実務経験を生かし、「マ

マ・パパそして赤ちゃんの暮らしをより豊かに」という思いから起業。①実店

舗で商品を試してから契約できるベビー用品レンタル・販売、②日本初となる

ベビーカーのシェアリングサービス、③オムツ替え・ベビーチェアを併設した

ママ向けのカフェ事業を３つの柱として事業展開している。 

⚫ 拡大するシェアリングサービス市場において独自性・優位性を保っているこ

と、３つの事業に関連性を持たせ、顧客の相互送客・新規獲得に繋げているこ

とを評価。 

 
 

【グロース部門】 

 優秀賞  

露木 里恵（つゆき りえ）様 株式会社洗心 代表取締役 

【創業年：2009年】 

◆事業概要： 介護・医療・福祉業（訪問看護ステーション・居宅介護事業所・医療的ケア児 

デイサービスの運営） 

◆所 在 地： 山梨県甲府市 

◆受付女性会： 甲府 

主な受賞理由 ⚫ 長年の訪問看護師の経験と実績を活かし、訪問看護ステーションを開設。利用

者の満足度を上げるため、看護師が訪問先の情報や訪問履歴に容易にアクセス

できる独自システムを構築。属人的対応にならないようサービスを平準化する

とともに、緊急時にも 30 分以内で対応できる体制を整備している。また、介

護に必要な地域コミュニティを確立するため、オープンキッチンのカフェや料

理教室などを開催できるレンタルスペースを併設した「暮らしの保健室 晴れ

ばれ」を開設し、気軽に立ち寄れ、相談できる場を提供している。 

⚫ 住み慣れた家で家族と希望をもって暮らす、最後まで自分らしく暮らし続けた

いという高齢者の希望を実現し、地域包括ケアを推進していることを評価。 
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 奨励賞  

野々村 恵（ののむら けい）様 株式会社Capybara 代表取締役 

【創業年：2013年】 

◆事業概要： サービス業（事務代行、経理代行、秘書代行、ＥＣサイト代行、講演会および 

セミナーの開催・企画・運営など） 

◆所 在 地： 東京都港区 

◆受付女性会： 東京 

主な受賞理由 

 

⚫ 子供を保育園に入れることができないために働くことが叶わず、「働きたい」

「世の中と関わっていきたい」と望んでいる子育て世代の女性の働く環境を整

備するため、企業からアウトソーシングされた仕事を提供し、家にいながら仕

事をしてもらう「ママ職」を展開。現在、登録している約2,800名の育児中の

ママたちの活躍を後押ししている。 

⚫ 企業の「今これをお願いしたい」といった多種多様な事務代行をフレキシブル

に実現し、内助の功を提供していることや、待機児童問題や人手不足の改善に

寄与していることを評価。 

 

 奨励賞  

森本 麻紀（もりもと まき）様 株式会社グラディア 代表取締役 

 【創業年：2009年】 

◆事業概要： 飲食業（飲食業、飲食コンサルタント業、加工品事業） 

◆所 在 地： 高知県高知市 

◆受付女性会： 高知 

主な受賞理由 ⚫ 自動車販売店の片隅から始めた小さなカフェで、高知県産の鰹やピーマンなど８

種類の食材を贅沢に使用したご当地「龍馬バーガー」を開発し、中心市街地にカ

フェバー「5019（ゴーイング） PREMIUM FACTORY」を開店。離職率が高く、３Ｋ

といわれる飲食業で従業員がやりがいをもてるよう「お客様と仲間の笑顔のため

に」を経営理念に事業展開している。出店先は日本国内の大都市ではなく、香港

に出店。海外進出を機に高知日本香港協会や高知県人会本部と連携し、香港在住

の高知県人や事業家との橋渡しも担う。 

⚫ WAGYU（和牛）の日本ブランドとの高品質への信頼、標準的なサービスの質の高さ

を武器に香港に進出するなど、店名に込めた5019（ゴーイング）にふさわしい活

躍をしていることを評価。 

 

 

 特別賞  

北村 記世実（きたむら きよみ）様  パレスチナ・アマル 代表 

【創業年：2013年】 

◆事業概要： 小売業（パレスチナ伝統工芸品の輸入販売） 

◆所 在 地： 滋賀県草津市 

◆受付女性会： 草津 

主な受賞理由 ⚫ 国連 UNRWA（国連パレスチナ難民救済機関）のパレスチナ刺繍プロジェクト

「Sulafa」の刺繍製品、旧式の日本製織機（SUZUKI LOOM）で作られている織物「ラ

スト・カフィーヤ®」の販売を通じて、社会的に立場が弱いガザの難民女性300人

たちが生計を立てられるように支援。約 150 種類のモチーフがあるパレスチナ刺

繍は作り手である現地女性たちの誇りであり、日本人のニーズに合わせて独自の

商品開発を行い、雇用を生み出している。 

⚫ 刺繍製品をオンラインストアや百貨店での販売を通じ、パレスチナの伝統や文化

を広めるほか現地の生産者の経済的自立を支援していることを評価。 



21 

 

 

 特別賞  

園田 尚美（そのだ なおみ）様 株式会社言語生活サポートセンター 代表取締役 

【創業年：2013年】  

◆事業概要： 社会保険・社会福祉・介護事業（介護保険・基準該当サービス提供、 

（機能訓練特化型）通所介護事業 

  ◆所 在 地： 東京都杉並区 

◆受付女性会： 東京 

主な受賞理由 

 

⚫ 自身の家族が脳梗塞の後遺症で失語症を患った際、地域に機能訓練・リハビリテ

ーション施設が存在せず、施設の必要性を痛感。言語聴覚士が行う失語症に特化

した生活機能訓練施設を開設し、デイサービスを開始した。言語訓練は、個別訓

練と並行し、社会参加に不可欠な集団の中でのコミュニケーション訓練を実施す

るほか、失語症の特徴や生活環境などを踏まえたオリジナルの教材を使用し、日

常生活への適応訓練も実施している。 

⚫ 失語症の症状改善には長期の時間を要するが、リハビリにより社会復帰を希望し

ている多くの失語症者から信頼を受け、サポート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  ９点全商女性連会長賞 １点 

全商女性連会長・単会女性会会長連名賞  21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 103カ所、5,891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、「創立50周年記念誌」「創立50周年記念映像」を制作した。第51回鹿

児島全国大会において記念誌を配布、記念映像を観賞し、女性会のこれまでの歩みを振り返り、これから先の

未来へと繋げていこうと気持ちを新たにした。 

 

 

（５）政策提言活動への参画 

  藤沢薫前会長が内閣府男女共同参画推進連携会議（2019年４月17日 経済分野における女性の活躍推進チ

ーム第４回会合、2019年10月28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、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、第23期役員（2019年12月９日臨時理事会で選任）のうちから、日本商工会議所の第31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。 

 

全商女性連役職 氏名 所属女性会名 専門委員会名 

会長 市瀬 優子 東京 IoT・AI・ロボット活用 
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会長 市瀬 優子 東京 労働 

会長 市瀬 優子 東京 女性・シニア・外国人材活躍推進 

副会長 鈴木 康代 名古屋 規制・制度改革 

副会長 河原 隆子 横浜 観光・インバウンド 

副会長 毛利 ゆき子 京都 まちづくり・農林水産資源活用 

副会長 鈴木 美千子 神戸 女性・シニア・外国人材活躍推進 

常任理事 八木 千代子 札幌 社会資本整備 

常任理事 佐藤 万里子 仙台 エネルギー・環境 

常任理事 緒方 智英子 東京 知的財産 

常任理事 緒方 智英子 東京 中小企業輸出投資 

常任理事 財津 澄子 東京 中小企業経営 

常任理事 財津 澄子 東京 社会保障 

常任理事 岩﨑 敬子 高松 経済法規 

理事 寺内 カツコ 徳島 女性・シニア・外国人材活躍推進 

 

（６）被災地支援 

「平成 30年７月豪雨」（2018年 6月 28日から 7月 8日にかけて、西日本を中心に広い範囲で記録された、

台風7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨）の被災地である愛媛県松山市で理事会を開催した（７月４

日開催）。41女性会から103名の会長等が出席。会議翌日には、松山市、大洲市の視察を実施した。 

 

以 上 


