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１.組 織 

(１)会員および女性会の設置状況 

※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、417女性会（加入率95.9％） 

※下線 は、連合会設置地区 

                                                                       2022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(417) 

全商女性連 

非会員女性会

(18) 

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(435) 

女性会未設置 

商工会議所(80) 全商女性連会員女性会(417) 

全商女性連 

非会員女性会

(18) 

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(1)  中津川、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) 
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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(417) 

全商女性連 

非会員女性会

(18) 

 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) 

 

  

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) 



5 

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(417) 

全商女性連 

非会員女性会

(18) 

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)   

 

(２)役 員（2022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 廣瀬 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 
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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 髙橋 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 

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 
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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 

 

（３）委員会（2022年3月31日現在） 

 【総務委員会】17名 

委員長 廣瀬 恭子 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 安東 友子 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 

 綿谷 雅代 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 

 青島 以津子 藤枝 商工会議所 女性会 会長 

 大谷 君枝 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 

 堀内 智子 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

 中井 英子 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 

 佐川 東輝枝 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 

 糸屋 悦子 長崎 商工会議所 女性会 会長 

 安部 フジ子 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 
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 山浦 悦子 長野 商工会議所 女性会 会長 

 鈴木 律子 水戸 商工会議所 女性会 会長 

 今井  キヨ 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 

 佐野 美佐子 徳島 商工会議所 女性会 会長 

 日髙 圭世 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 葛城 万寿子 京都 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 橋本 玲子 神戸 商工会議所 女性会 会長 

副委員長 野村 るり子 札幌 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 

 嵐   清美 小松 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 

 野津 寛美 米子 商工会議所 女性会 会長 

 北村 和代 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 

 村上 倫子 別府 商工会議所 女性会 会長 

 

【企画調査委員会】13名 

委員長 鷲野 裕子 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 久保田 光恵 大阪 商工会議所 女性会 副会長 

副委員長 吉田 洋子 高松 商工会議所 女性会 会長 
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 薄井 タカ子 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 

 髙橋 京子 新発田 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 

 佐藤 久仁恵 越谷 商工会議所 女性会 会長 

 青山 久美子 名古屋 商工会議所 女性会 副会長 

 松田 弘子 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） 

 

２．会 議 
(１)総会 

全国商工会議所女性会連合会第53回オンライン総会 

 日   時： 2021年10月22日（金） 14時～17時 

 配信場所： 丸の内ＫＩＴＴＥ４階ホール 

出席者数： 356女性会 3,777名 

次   第： 

（１）オープニング 

 コロナ禍における各地女性会の事業活動を動画で紹介した。 

続いて、廣瀬副会長（大阪女性会会長）が開会宣言を行い、総会が開幕した。 

「商工会議所女性会の歌」黙唱、葛城副会長（京都女性会会長）・橋本副会長（神戸女性会会長）による

「商工会議所女性会活動指針」黙唱に続き、昨年の倉敷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。 

 

（２）主催者挨拶・来賓挨拶 

市瀬会長（東京女性会会長）は、「コロナの影響により、これまで通りの事業活動を実施することは

困難な状況であるが、各地女性会では、今できることを模索し、創意工夫しながら、オンラインの活用

やコロナ禍で困っている人たちへの寄付活動、地域の盛り上げを目的とした事業など、具体的に取り

組まれておられる。これらの活動は、日々新しい視点を取り入れて、実行し、前に進まれていることの

表れとして、大変心強く感じる。」と述べるとともに、「初めての試みとして、双方向配信による出席女

性会ご紹介や、少数グループでのオンライン交流タイムを設けるなど、視聴いただくだけではなく、全

国の女性会の皆様方にご参加いただくプログラムを盛り込んでいる。今年の総会は、各プログラムに

ご参加いただく皆様、ご視聴いただく皆様、そして事務局の皆様のご協力によって成り立つもの。とも

に思い出に残る素晴らしい総会を作りあげましょう」と呼びかけた。 

日本商工会議所の三村明夫会頭は、コロナ禍の現状について触れたのち、「全商女性連は、昭和４

４年に「新しい時代の動きに適合した経営の近代化に努める」、そして「女性経営者として日本経済の

発展に寄与すること」を高らかに宣言し、創設された。まさに今の時代の女性会活動の拠り所になる宣

言だと思う。各地女性会におかれては、すでに様々な活動を展開いただいているが、女性の力で地

域を元気にするために、より一層活発な活動を展開いただきたい。」と期待を寄せた。 

また、来賓挨拶は、経済産業大臣政務官 吉川ゆうみ氏からビデオメッセージが寄せられた。 
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   (３）第20女性起業家大賞・エクセレント賞授賞式 

最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）として、株式会社Special Medico 代表取締役の中曽根暁子

氏、スタートアップ部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として、株式会社 BLAST  代表取締役社長

の石井リナ氏、グロース部門の優秀賞（全商女性連会長賞）として、株式会社りぼん 代表取締役の大

原万里亜氏に、それぞれ表彰状と副賞が贈られた。 

また、鷲野副会長（名古屋女性会会長）から、新設されたエクセレント賞の紹介があり、受賞者６名

を代表して、株式会社クック・チャム 代表取締役社長の藤田敏子氏に表彰状が贈られた。 

 

   （４）全国商工会議所女性会連合会表彰 

 「全商女性連表彰」授賞式が行われ、特別功労者47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では、最

優秀賞（日本商工会議所会頭賞）に、大阪女性会（大阪府）女性会の「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」、優秀賞（全商女性連会長賞）に、郡山女性会（福島県）の「「安

積うねめ手拭い」の企画・制作・販売」が表彰された。 

 

（５）次回開催地の紹介・閉会宣言 

 次回の開催地である福島県商工会議所女性会連合会から次回「第54回福島全国大会」への参加を

呼び掛けた後、河原副会長（横浜女性会会長）が閉会宣言を行い、盛会のうちに閉会した（次回は、

2022年10月７日（金）～８日（土）で開催）。 

 

（６）出席女性会紹介・オンライン交流タイム 

初めての試みとして、双方向配信による出席女性会紹介や、少人数グループでのオンライン交流タ

イムを設けるなど、視聴するだけではなく、全国の女性会の参加者の皆様が参加するプログラムを盛

り込んだ。 

 

（７）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！ 」 

   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 

 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 」 

   内閣府男女共同参画局 局長 林 伴子 氏 

   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 
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（２）理事会（オンライン） 
第１回 

日  時：2021年７月５日（月）16：００～17：００ 

場  所：丸の内二重橋ビル４階「会議室ＡＢ」 

出席者数：57名 

議  事： 

＜審議事項＞ 

（１）副会長および常任理事の選任について 

（２）2020年度事業報告（案）および収支決算（案）について 

＜報告＞ 

（１）第20回女性起業家大賞の応募状況と20周年記念事業について 

（２）第53回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会について 

（３）2022年度全国商工会議所女性会連合会全国大会・総会について 

（４）その他 

 

第２回 

 日  時：2021年８月12日（木）16：45～17:30 

 場  所：丸の内二重橋ビル４階「会議室ＡＢ」 

 出席者数：42名 

 議  事： 

＜審議事項＞ 

（１）第53回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会の開催方針案について 

（２）2021年度全国商工会議所女性会連合会表彰（案）について  

 

第３回 

日  時：202２年３月２日（水）1５：30～1６：30 

場  所：丸の内二重橋ビル５階「RoomＢ１」 

出席者数：5８名 

議  事： 

＜審議事項＞ 

（１）2022年度事業計画（案）および収支予算（案）について  

（２）2023年度以降の全国大会・総会の開催地について 

＜報告＞ 

（１）第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会の報告について  

（２）第54回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会について 

（３）2022年度の女性起業家支援について 

（４）2021年度商工会議所女性会パンフレット（2022年度ご利用分）について 

(5) 日本財団の社会貢献企業基金の活用事例について 

（6）その他 

 

（３）常任理事会 
 

※2021年度は、コロナ禍における会議の規模縮小のため、開催せず。 
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（４）会長・副会長会議（オンライン） 
第１回 

日  時：2021年７月５日（月）13：30～14：30 

場  所：丸の内二重橋ビル ４階「会議室ＡＢ」 

出席者数：6名 

議  事： 

＜審議事項＞ 

（１）2020年度事業報告（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）2022年度全国商工会議所女性会連合会全国大会・総会について 

＜報告＞ 

（１）第20回女性起業家大賞の応募状況と20周年記念事業について 

（２）第53回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会について 

（３）その他 

 

第２回 

日  時：2021年８月12日（木）16：00～16：30 

場  所：丸の内二重橋ビル ４階「会議室ＡＢ」 

出席者数：5名 

議  事： 

＜審議事項＞ 

（１）第53回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会の開催方針について 

（２）その他 

 

第３回 

日  時：202２年３月３日（水）1３：００～1４：００ 

場  所：丸の内二重橋ビル５階「ＲｏｏｍＢ１」 

出席者数：６名 

議  事： 

＜審議事項＞ 

（１）2021年度事業計画（案）および収支予算（案）について  

（２）2023年度以降の全国大会・総会の開催地について  

＜報告事項＞ 

（１）第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会の報告について  

（２）第54回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会について  

（３）2022年度の女性起業家支援について 

（４）その他 

 

（５）監事会（オンライン） 
日 時：2021年７月２日（金）11時～11時30分 

場 所：丸の内二重橋ビル ４階「会議室Ｃ」 

出席者：１名 

議 事：（１）2020度事業報告（案）の監査について 



13 

（２）2020年度収支決算（案）の監査について 

 

 

（６）委員会（オンライン） 
＜合同委員会＞ 

第１回 

日  時：2021年７月５日（月）15時～15時45分 

場  所：丸の内二重橋ビル４階「会議室ＡＢ」 

出席者数：57名  

講  演：「女性活躍の現状とこれから」 

 株式会社リクルート ジョブリサーチセンター センター長 宇佐川 邦子 氏 

 

第２回 

   日  時：2022年３月２日（水）１４時３０分～1５時１５分 

場  所：丸の内二重橋ビル５階「ＲｏｏｍＢ１」 

出席者数：5８名 

講  演：「人生100年時代における女性活躍とデジタルの可能性」  

NPOブロードバンドスクール協会 理事 

ＩＴエバンジェリスト 若宮 正子 氏  

 

 

（７）その他会議 
＜第２０回「女性起業家大賞」本審査会＞  

日  時：2021年８月17日（火）13：00～15：00  

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20回女性起業家大賞」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）エクセレント賞受賞者について 

 

 

３.事 業 
（１）組織運営の強化  

「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」47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女性会は、10月22日に開催した第53回オンライン総会で表彰した。 

また、「第４条各地女性会の活動に功労」６名、「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】47名（順不同・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 

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 



15 

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 組織強化表彰】 10女性会 

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） 

 

【第３条第２項 「個として光る」女性会事業表彰】 ２女性会 

 

 

 

 

 

 

【第４条 各地女性会の活動に功労】６名（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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） 

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 

 

【第５条第２項 社業発展・社会貢献】 

該当者なし 

最優秀賞： 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 

優秀賞：  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 

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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【第５条第３項 その他】 

該当者なし 

 

（２）女性起業家への支援 

①第20回女性起業家大賞の実施 

少子高齢化や人口減少等の構造的な問題が顕在化する中、女性の活躍はわが国の経済社会の発展・成

長の原動力である。同賞は、2002年に創設され、「感動・変革への挑戦」をキーワードに、女性の視点で革

新的・創造的な企業の創業や経営を行い、事業を成功させている創業10年未満の女性起業家を表彰して

いる。 部門は、スタートアップ部門（創業５年未満）とグロース部門（創業５年以上10年未満）の２部門。 

 

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。 

 

 

＜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 
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・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。 

 

 

＜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。 

 

 

＜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 
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・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。 

 

 

＜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
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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。 

 

 

＜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] 
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⚫ 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。 

 

 

＜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
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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。 

 

②「エクセレント賞」を創設 

女性起業家大賞を受賞された多くの女性経営者の皆様は、受賞後も成長を続けられ、社業の発展はもと

より、地域活性化、社会貢献など各方面で活躍している。そのような中、女性起業家大賞２０周年を記念して

２０２１年に「エクセレント賞」を新設した。同賞は、最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞のいずれかを受賞後、

20年間事業を成長させ、現在においても活躍されている方を表彰するもの。2021年度は、2002年に実

施した「第1回女性起業家大賞」を受賞され、事業を継続している6名を表彰した。 

 

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） 

 

・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る。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。職業訓練校を併設し、人材育成にも積極的に取り組む。 

 

・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 

 

・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 



22 

 

・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 

[事業内容の紹介] 

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。「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す。 

 

・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 

 

 

③女性起業家支援に係る講師謝金補助制度（女性会向け） 

2006年度から、女性の創業・起業促進を目的として、実施。各地商工会議所女性会や都道府県・ブロッ

ク女性会連合会が女性起業家大賞受賞者（最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞のいずれか）を講師に招いて

講演会を実施する場合、講師謝金（１回上限５万円）を補助するもの。 

2021年度実績：３件 

 

④女性起業家支援に係る販路拡大機会創出費用補助制度（受賞者向け） 

女性起業家大賞20周年を記念し、各地域において活躍されている女性起業家大賞受賞者（最優秀賞、

優秀賞、奨励賞、特別賞のいずれか）への支援として、販路拡大機会創出に係る費用を一部補助する制度（１

人１回限り上限５万円）を2021年度に創設。具体的には、マッチングサイトへの登録料や商談会への出展

料・参加費など、販路拡大の機会に直接つながる経費の一部を補助する。 

2021年度実績：２件 

 

（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７カ所） 

＜作文部門＞ 全商女性連会長賞 １点 

日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞 ６点 

全商女性連会長・単会女性会会長連名賞 ９点 

＜絵画部門＞ 全商女性連会長賞 ２点 

日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞  １３点 

全商女性連会長・単会女性会会長連名賞  ２５点 
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（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 114 カ所、5,992 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。 

◆日本商工会議所月刊誌「石垣」掲載数：２９女性会（2022年3月時点） 

（登別、小松、長野、須坂、伊那、塩尻、松本、大町、流山、川崎、大和、富士吉田、春日井、津、尾鷲、岸和田、

西宮、宝塚、松江、津山、備前、新見、福山、下関、山口、徳島、高松、中村、大分） 

 

（５）政策提言活動への参画 

  市瀬優子会長が内閣府男女共同参画推進連携会議（男女共同参画推進連携全体会議：202１年11月９

日／経済分野における女性の活躍推進チーム：202２年１月３１日）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・議員総会に参加し、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 

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 鷲野 裕子 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 葛城 万寿子 京都 まちづくり・農林水産資源活用 

副会長 橋本 玲子 神戸 女性・シニア・外国人材活躍推進 

常任理事 野村 るり子 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 吉田 洋子 高松 経済法規 

 

以 上 


