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『女性起業家大賞』
～感動・変革への挑戦～

全国商工会議所女性会連合会

１．女性起業家大賞とは

２．表彰の対象
創業期（創業から10年未満）の女性経営者で、
日々、経営革新・創意工夫に果敢に取り組み、他の
女性経営者の範となる企業経営・事業展開・事業発
展などに実績を挙げている者。各地商工会議所女性

急速に少子高齢化と人口減少が進展するなか、わ

会や商工会議所の会員・非会員を問わず、応募でき

が国の経済社会の活力を高めていくためには、女性

ます。

の経済社会への積極的な参画と活躍推進が不可避と

※本大賞における創業とは、次の⑴⑵のことを指し
ます。

なっております。特に、時代の流れに機微に対応で
きる柔軟性や豊かな感性を有する女性の起業が社会

⑴

事業を営んでいない個人が、経営者（個人事業
主）として、新たに事業を開始すること。

に果たす役割は極めて大きなものです。こうした状
況に鑑み、全国約21,000人の女性経営者のネット

⑵

事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立

ワークを持つ全国商工会議所女性会連合会（以下、

し、経営者（法人の代表者）として事業を開始す

全商女性連）では、女性の視点で、革新的・創造的

ること。

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、

３．選考基準

2002年に『女性起業家大賞』を創設しました。

【スタートアップ部門（創業から５年未満）】

わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界

○創業の動機・着眼点・意欲

的な流行により、未曽有の危機に直面しております

○ビジネスモデルの独創性・具現性

が、今こそ、女性経営者が持つ強さと逞しさを発揮

○事業展開に向けた取組み（創意工夫・努力）

することにより、コロナに打ち勝ち、地域経済再生

○事業の定着性・今後の事業展開の見通し

の先導役となることが期待されています。

など

本年も、
「感動・変革への挑戦」をキーワード
に、女性ならではの「しなやかな感性」による商

【グロース部門（創業から５年以上10年未満）】

品・サービスを「思いやりのネットワーク」をもっ

○経営理念・事業の自己評価

て事業化し、その後も「成功への信念」を抱き続け

○ビジネスモデルの独自性・比較優位性

「たゆまざるイノベーション」に挑戦する女性起業
家を応援しています。
なお、2021年度をもって女性起業家大賞は20周年
を迎えました。
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○事業の安定・拡大に向けた取組み（創意工夫・努
力）
○事業の伸張性と収益性・新たな事業展開の見通し
など

【全国商工会議所女性会連合会とは】
全国商工会議所女性会連合会は会員相互の連携を促
進し、それらの健全な発展を図るとともに、商工会議
所の組織基盤を強化し、もって商工業の改善発達に寄
与することを目的に1969年７月に設立されました。

【組織概要】
会

長

市瀬優子（東京商工会議所女性会会長）

役

員

62人

会 員 数

○主な活動内容

417商工会議所女性会（約21,000人）
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

女性起業家支援
地球環境保全活動
教育再生への取組みと身近な子育て応援活動の推進
社会福祉活動
行政に対する意見要望活動など
国際活動
広報活動

４．表彰の種類
グロース（Growth）部門
（創業から５年以上10年未満）
最優秀賞

日本商工会議所会頭賞
（表彰状・副賞20万円）

優 秀 賞

全国商工会議所女性会連合会会長賞
（表彰状・副賞10万円）

奨 励 賞

全国商工会議所女性会連合会
企画調査委員長賞（表彰状・副賞５万円）

特 別 賞

全国商工会議所女性会連合会企画調査委員
長特別賞（表彰状）

５．審査委員
・日本商工会議所副会頭

スタートアップ（Start up）部門
（創業から５年未満）

１名
１名

１名

２名

２名
若干名

８．第52回 全国商工会議所女性会連合会
倉敷大会

・全国商工会議所女性会連合会役員
・その他（学識経験者、金融機関関係者 等）

６．審査方法
第１次審査：審査委員による応募書類に基づく審査
第２次審査：第１次審査を通過された方のみ専門家
による財務諸表に基づく審査
本 審 査 会：審査委員の審議による受賞者の決定

▲倉敷大会で挨拶する市瀬会長

７．結果発表
本審査会終了後、受賞結果を報道各社に対してプ
レスリリースを行い、全商女性連の HP（http://
joseikai.jcci.or.jp/）に掲載します。

▲倉敷会場から各地へオンライン配信
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女性起業家大賞の最優秀賞、優秀賞の受賞者は年

魅力をアピール。また、「第19回女性起業家大賞」

に１度開催される全商女性連の全国大会にお招き

最優秀賞表彰や、全商女性連表彰では「個として光

し、表彰しています。

る」女性会事業に取り組んだ３女性会を表彰し、特

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020
年10月23日に「第52回 全国商工会議所女性会連合
会倉敷大会」を初めてオンライン形式で開催し、全
国336の女性会から約4300人が参加しました。
全商女性連として初のオンライン開催となった本
総会は、主催者を代表して市瀬優子会長からの力強
いあいさつで始まりました。
「これまで経験したこ
とのないコロナ禍においても、それぞれの地元から
参加可能なオンライン開催ができたことは、女性が
持つ柔軟かつ自由な発想と実行力によるもの。これ
を機に、女性会のネットワーク力を高めていきた
い」と意気込みを語りました。

別功労者を含む５人がライブ中継で受賞の喜びを全
国に向けて語りました。

９．
「第20回女性起業家大賞」受賞者
〈最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）〉
株式会社 Special Medico
中曽根

暁子

代表取締役

様

【東京都千代田区】

事業概要：サービス業（有料職業紹介業・労働
者派遣事業）
最優秀賞を受賞された中曽根さん。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

東京からビデオメッセージを送った日本商工会議

ら健康診断の大切さを広めることの必要性を感じ

所の三村明夫会頭は「政府も『女性活躍推進』を成

「予防医学の重要性を受診者に広めたい」との想い

長戦略の柱として掲げており、各地域において、一

から医療専門の職業紹介業として創業しました。健

人でも多くの女性にビジネスの現場でご活躍いた

康診断の現場へ医師を派遣しているほか、企業へ産

だき、地域経済、日本経済を牽引していただきた

業医の紹介も行っています。

い」としたうえで、
「女性ならではの豊かな感性で

全国的に単発医療のニーズが多いにも関わらず多

引き続き活発に事業を展開してほしい」と期待を寄

くの医師紹介会社は手間のわりに売上単価が低いた

せました。

め単発医療の紹介を行わないケースが多く、また、

プログラムの合間には、ドローンを利用した倉敷

人材業界ではコーディネーターが退職すると、医師

空中散歩やオンライン物産展などで参加者に倉敷の

のスキルや評判等を把握できなくなる問題が起きて
いました。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
間に短縮しました。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ます。
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

▲初のオンライン開催を終えた大会関係者
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り、特に技術開発チームは協力会社と連携しオフ
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ショア開発を行い、技術パワーを補完した体制を築

開始し、今後は女性のライフスタイルを支える周辺

いています。また、４年で12もの技術特許を取得し

商材も展開予定です。
女性経営者ならではの視点で使い手のニーズを的

ています。
AI を活用したマッチングサービスの革新性、優

確に捉えた製品・サービス提供により、急成長を遂

位性が高く、12もの技術特許取得も強みです。同様

げているだけでなく、社会課題の解決に向けたマイ

の事業モデルへの応用利用が期待されます。また、

ンドを持ち、他ブランドとも連携し業界全体のマー

操作が簡便で厳重なセキュリティの持続開発可能な

ケット拡大に貢献していることを評価されました。

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

〈優秀賞（グロース部門）〉

である「人と医療の架け橋」として今後の成長と社

株式会社りぼん

会貢献が大いに見込まれることを評価されました。
〈優秀賞（スタートアップ部門）〉
株式会社 BLAST
石井

里奈

代表取締役社長

様

【東京都渋谷区】

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）

大原

万里亜

代表取締役
様

【長崎県長崎市】

事業概要：布なぷきん、布おむつ製造・販売
優秀賞（グロース部門）を受賞された大原さん。
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、おむつ・
ナプキンを布に替えたことによる臭いの減少、快適
さなどの効果を普及させるため、布おむつ、布なぷ

優秀賞（スタートアップ部門）を受賞された石井

きんの製造・販売で起業。オーガニックコットンを

さん。日本のジェンダーギャップ指数の低さに衝撃

使用し、枇杷の葉を使って手染めすることで、植物

を受け起業されました。女性向けオンラインメディ

の煮だし原液が丁寧にコーティングされ血液やたん

ア「BLAST」を立ち上げ運営するなかで、女性の

ぱく質の汚れをはがれやすくし、洗剤を使わずとも

身体に関する情報やプロダクトが不足していること

水だけで洗うことができます。アレルギー肌にも優

を認識し生理用吸水ショーツ「Nagi」を開発しま

しいです。枇杷の葉の剪定や洗浄、煮だし作業など

した。Nagi は国内工場で生産し４種類の国内産の

は、卒業生が働く施設に依頼しているほか、障がい

機能性生地（速乾シート、吸収シート、防臭シー

がある子どもを持つ母親や枇杷農家の女性たちなど

ト、防水シート）を使用し、独自の縫製技術による

へ依頼し、ワークシェアリングを進めています。ま

５枚構造で世界的にみても高い吸水量を実現した再

た、生理について正しい知識を啓発するため、子ど

利用可能でサステナブルなプロダクトです。D2C

も向けに「生理カルタ」を開発。布なぷきんの作り

（Direct to Consumer）と呼ばれるビジネスモデル

方や使い方のワークショップを親子に向けて行うほ

を採用し、自社で商品企画、デザイン、製造、販売

か、小中学校で講演も行っています。

を手掛けワンストップで顧客に商品を届けていま

使い手に寄り添った商品開発により、生理や排せ

す。また、経済的な理由で生理用品が購入できない

つ、アレルギーに悩む方に毎月の快適さを提供して

「生理の貧困」を大きな課題と捉え学割サービスを

いること、長崎県産の枇杷の葉などを活用すること
日経研月報 2021.10

5

で地域活性化に貢献していること、
「生理カルタ」

〈特別賞（スタートアップ部門）〉

の開発や小中学校などで開催するお話会などにより

合同会社 CHERISH

子ども達が男女一緒に体や心の成長を学ぶ機会を創
出していることを評価されました。

様

様

【秋田県秋田市】

フェ、フリーペーパー発行）

オングリットールディングス株式会社
春菜

未希

事業概要：児童福祉事業他（小規模保育園、カ

〈奨励賞（スタートアップ部門）〉
森川

加藤

代表社員

代表取締役

【福岡県福岡市】

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

株式会社美染
山本

紗代

取締役
様

【鳥取県鳥取市】

事業概要：美容業（染毛、洗髪）

発／AI・ハードウェア受託開発／CSR 事業）
〈特別賞（グロース部門）〉
2hours（株式会社ケイリーパートナーズ）
代表取締役
鷲谷

一般社団法人グロウイングクラウド

恭子

三部
様

【福島県郡山市】

香奈

様

代表理事

【福島県郡山市】

事業概要：その他サービス業（コワーキングス

事業概要：総合サービス業（経理代行／バック

ペースの運営、起業家育成、人材育成の場づく

オフィス支援／SNS マーケティング支援）

り、各種セミナー・イベント・コミュニティの
企画運営）

〈奨励賞（グロース部門）〉
特定非営利活動法人どんぐりの会
池田

芙美

様

理事長
【三重県津市】

株式会社ファースト・ペングイン
中村

美保

様

代表取締役

【大阪府大阪狭山市】

事業概要：児童福祉・障がい者福祉（学童保育

事業概要：教育・療育（教育・療育個別指導・

施設２カ所の運営・就労継続支援Ｂ型事業所の

コンサルティング・商品開発）

運営・地域交通安全活動）

10．女性起業家大賞20周年記念「エクセレ
株式会社ぱんだの庭
吉田

抽香里

代表取締役

様

【大阪府大阪市】

事業概要：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）

ント賞」
「販路拡大機会創出費用補助
制度」の創設
女性起業家大賞は第１回から、これまでに685件
の応募があり、多くの受賞者がその後も成長を続け
るなど、各方面で活躍されております。
そこで、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
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のいずれか）を表彰する「エクセレント賞」を創設

政府も「女性活躍推進」を成長戦略の柱として掲

し、その支援として、販路拡大機会創出に係る費用

げており、各地域において、一人でも多くの女性に

を一部補助する制度を創設いたしました。

ビジネスの現場でご活躍いただき、地域経済、ひい

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ものです。

11．おわりに

ては日本経済を強力に牽引していただきたいと存じ
ます。
わが国で最初に商工会議所を創設した渋沢栄一翁
は「公益と私益の調和」を唱えましたが、この理念
は、現代でも商工会議所の精神的な支柱であり続け

各地商工会議所女性会では、各地域における女性

ます。中小企業の成長と地域社会との共生を基軸

のリーダーとして、女性の起業促進、人材育成にな

に、日本経済の持続的な成長を実現していくこと

どによる女性活躍推進、婚活や子育て支援事業等の

が、我々に課された使命です。ぜひとも、女性起業

少子化対策、地域の賑わいを創出するまちづくりな

家の皆様には、女性ならではの豊かな感性で、地域

ど幅広い分野の活動に取り組んでいます。

に新たな活力を与えていただきたいと存じます。
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