
２０１６年１１月１８日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 

「第１回大阪サクヤヒメ表彰」 
受賞者決定と表彰式開催について（ご取材お願い） 

【お問合せ先】 

大阪商工会議所 人材開発部（松井・吉村） 
TEL:０６－６９４４－６４２１  

 
大阪商工会議所は、大阪の企業や地域で活躍する女性を応援する「大阪サクヤヒメ表彰」

の第一回受賞者をこのほど決定した。１２月１日（木）に表彰式を開催する。 
 
本事業は６月１７日から９月１６日まで被表彰者を募集し、９８人から応募があった。 
大阪サクヤヒメ表彰選定委員会（委員長 古川実・大阪商工会議所副会頭）において、大

阪サクヤヒメ大賞１人、大阪サクヤヒメ賞１６人、活躍賞４６人に加え、特別賞２人を選出
した。 
 
表彰式では、尾崎裕会頭、古川実副会頭（大阪サクヤヒメ表彰選定委員長）らが出席し、

受賞者に賞状を授与する。続いて、記念フォーラムを開催し、岩田喜美枝・公益財団法人２
１世紀職業財団会長による基調講演の後、受賞者４人をパネリストに迎えたパネルディスカ
ッションを行う。 
 
「大阪サクヤヒメ表彰」は、佐藤茂雄前会頭の顕彰事業。佐藤前会頭の辞世の句「やはり

いた サクヤヒメ達 六歳経つ」に因み、“強く美しい女性”として神話に登場するサクヤヒ
メのイメージに基づき、企業活動や文化的活動で活躍する女性を応援するもの。なお本表彰
は２０２０年までの５ヵ年にわたり実施する。 

 
１．第１回大阪サクヤヒメ大賞受賞者 

○西日本電信電話株式会社 マーケティング部長 横山桂子氏（よこやま・けいこ） 

○受賞理由 
・ 業務に優れ、同社初の女性営業部長、女性支店長を歴任。社内で女性活躍推進プロジェ

クトを立ち上げ、後進を育成。社外でも関連業界や地域のシンポジウムなどに登壇し、
広範囲での育成に貢献した。仕事と家庭との両立経験を活かし、会議時間の制限や業務
フローの短縮など業務効率化を推進した。 

・ 以上から、本表彰の選定基準項目である「業績」「人材育成」「社会貢献」「ワークライフ

バランス」のいずれも秀でているため。 

 

２．表彰式・記念フォーラムの概要 

日 時：平成２８年１２月１日（木）１５：００～１７：４５ 

場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 ３階「万葉西の間」 

（大阪市北区堂島浜１－３－１） 

内 容：①表彰式（１５：００～１５：５５） 

     尾崎会頭挨拶、古川副会頭講評、賞状・副賞授与、受賞者スピーチ、など 

②記念フォーラム（１６：００～１７：４５） 

基調講演「経営戦略としての女性活躍推進」 
岩田喜美枝氏（(公財)２１世紀職業財団会長） 

パネルディスカッション 
コーディネータ：佐藤友美子氏 大阪サクヤヒメ表彰選定委員 

追手門学院大学地域創造学部教授 
パネリスト：大阪サクヤヒメ大賞・大阪サクヤヒメ賞受賞者 ４人 

※プレスフルオープンです。当日のご取材は、プレス受付までお越し下さい。 

※また受賞者へのご取材も、事務局までご連絡下さい。 

以 上 
【添付資料】①大阪サクヤヒメ表彰 概要 ②入賞者名簿 ③大賞受賞者プロフィール 

④表彰式・記念フォーラム次第 ⑤募集要項 

記者配布資料 
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「第１回大阪サクヤヒメ表彰」概要 
 

 

Ⅰ 趣 旨 

○「大阪サクヤヒメ表彰」事業は、佐藤茂雄前会頭顕彰事業として、同会頭の辞世の句

「やはりいた サクヤヒメ達 六歳経つ」に因み、大阪の経済や文化の分野で活躍す

る女性を支援するもの。２０２０年度まで５回にわたり実施する。 
○神話に登場するサクヤヒメの人物像は、「強く美しい」女性。同時に、「家庭円満」「漁

業・農業」の神としても崇敬を集めている。そこで、社会で輝く女性、仕事と育児の

両立などワークライフバランスを実現している女性を対象とした表彰事業として実

施する。 
 
 
Ⅱ 事業内容 

１．目 的 

○大阪の地域活性化の原動力である企業活動や文化的活動において活躍する女性を支

援する。 
○とりわけ企業活動において中心的役割を担う女性役員や管理職、および専門性が高い

職業に従事している女性の一層の活躍を促すことにより、政府が推進する政策目標

「２０２０年に指導的地位に占める女性の割合を３０％にする（通称：２０２０３

０）」実現の一助とする。 

 
 
２．表彰対象  
１）本会議所法人・団体会員に属する女性役員または管理職であること、もしくは本会

議所個人会員である女性個人事業者であること。また、大阪に活動拠点をもち文化

的活動に携わる女性。 
２）次のいずれかに該当すること。 
○企業や事業の業績拡大やイメージアップに貢献していること。【業績】 
○企業や事業活動において、後進の指導やロールモデルとして人材育成に貢献している

こと。【人材育成】 
○企業や事業を通した社会的活動に中心的な役割を果たしていること。【社会貢献】 
○子育てや介護等に取り組みながらも仕事の成果をあげ、ワークライフバランスを実行

していること。【ワークライフバランス】 
○優れた文化的活動を通じて、大阪の魅力向上に貢献していること。【都市魅力向上（文

化）】 
 

資料１ 
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３．応募状況 

１）応募期間    平成２８年６月１７日～９月１６日 

２）応募総数    ９８人（うち２人は非管理職につき、審査対象者は９６人） 

３）審査対象者内訳 

・所属先   大企業４９人、中小企業３６人、個人１１人 

・平均年齢  ５２歳 

・申請項目※ 「業績」４６人、「ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ」１５人、「人材育成」１４人、 

「社会貢献」１０人、「都市魅力向上（文化）」１１人 

※応募者が５つの選定基準項目のうち第一にあげた項目 

 

 

４．選定方法 

○経営者、学識者、マスコミ関係者など１１名で構成する「大阪サクヤヒメ表彰選定委

員会」（委員長 古川実・大商副会頭）において、選出。 
 
・選定委員による事前書類審査（９月下旬～１０月上旬）    
・１次審査（１０月１２日） 

入賞者数の検討、サクヤヒメ賞（大賞含む）・活躍賞等の選出 
・２次審査（１１月９日） 

大賞の選出及び各賞受賞者の決定。 
 

 

５．表彰内容および受賞者数 

○大阪サクヤヒメ大賞【ガラス製表彰楯、ピンブローチ（写真）】：１人。 
○大阪サクヤヒメ賞【ガラス製表彰楯、ピンブローチ】：１６人。 
○活躍賞【ガラス製表彰楯】：４６人。 
○特別賞【ガラス製表彰楯】：２人。 
 

 

６．今後の予定 

○１１月１８日  入賞者、表彰式の概要発表 
○１２月 １日  表彰式に引き続き、記念フォーラム、祝賀パーティを開催 

 

以 上 



                            

第１回大阪サクヤヒメ表彰 入賞者名簿 
 

 
（敬称略・各賞氏名五十音順） 
＊ 都市魅力向上（文化）部門 

 
 

大阪サクヤヒメ大賞 １人 

  横山 桂子 西日本電信電話㈱ マーケティング部長 

 

大阪サクヤヒメ賞 １６人 

  伊藤 みどり 積水ハウス㈱ 経営企画部 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室長 常務理事 

  大枝 恭子 大同生命保険㈱ 人材力向上推進室長 

  鍛治田 千文 ㈻大阪ＹＭＣＡ 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校高等課程 

   ＹＭＣＡ学院高等学校 副校長 

  北島 知子 マッスル㈱ モーション部 統括部長 

  塩井 恵子 ㈱サクラクレパス 技術・生産本部 特別顧問 

  末吉 敬子 凸版印刷㈱ 西日本事業本部 関西情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業部  

   BI販売促進部 課長 

 ＊高世 麻央 ㈱ＯＳＫ日本歌劇団 トップスター 

  中谷 明子 ゴールデンダンス㈱ 代表取締役 

  林 良美 ㈱ライフコーポレーション 人事本部 スマイルサポート室 課長 

  原田 正美 ㈱アド・ダイセン 常務取締役 

  藤本 加代子 (福)隆生福祉会 理事長 

  桝田 洋子 ㈲桃李舎 代表取締役 

  森 なおみ ㈱インプリ―ジョン ツーリズム事業部 プロデューサー 

  矢萩 典代 丸紅㈱ 市場業務部大阪業務課長 

 ＊山本 佳誌枝 (公財)山本能楽堂 事務局長 

  吉田 葉子 サラヤ㈱ メディカル事業本部 取締役本部長代理 

資料２ 



 

活躍賞 ４６人 

生駒 京子 以西 美景 磯部 美季 

伊藤 尚代 上田 雅子 宇仁 麻美子 

大川 雅子 岡崎 仁美 岡部 佳子 

金子 直子 北谷 昇子 清田 典子 

＊黒川 哲子 黒澤 尚子 小谷 瑞江 

五島 由加里 阪本 順子 貞岡 陽子 

澤田 拓子 下川 麻友 白井 和子 

富田 祐子 中島 由美子 中村 あつ子 

新原 茉莉 西谷 淳子 波佐本 麻里 

橋本 あゆか 橋本 良子 筈谷 京子 

馬場 琴美 ＊原田 彰子 ＊広里 貴子 

福本 恵美 藤岡 慶子 藤田 朋子 

松岡 裕美 松原 奈宜 丸山 喜美子 

宮尾 展子 森本 千晶 柳生 美江 

山内 理夏子 ＊山田 裕子 山之口 良子 

吉川 友子   

 

特別賞 ２人 

  尾﨑 公子 オザックス㈱ 取締役相談役 

＊玉岡 かおる  作家 

以 上 



第１回「大阪サクヤヒメ表彰」大阪サクヤヒメ大賞 受賞者 

（敬称略） 

氏 名   横山 桂子 （よこやま・けいこ） 

 

所 属   西日本電信電話株式会社 マーケティング部長 

 

プロフィール 

1988年日本電信電話㈱入社。大阪エリアの支店等への配属後、2004年㈱ＮＴＴマーケティン

グアクト関西 担当課長に就任。 

2008年㈱ＮＴＴマーケティングアクト 担当部長、2011年西日本電信電話㈱営業本部マーケ

ティング部担当部長、2013年三重支店長（同社初の女性支店長）などを歴任し、2016年７月よ

り現職。 

 

受賞理由 

・ 現場経験を活かした実践的なマネジメントと、Ｗｅｂサイト等を活用したＣＲＭ戦略などの

新たなチャレンジに取組み、同社初の女性営業部長、女性支店長を歴任した。 

・ 社内で女性活躍推進プロジェクトを立ち上げ、研修や交流にとどまらず、女性のお客様向け

女性工事班、空き不動産への保育所誘致など女性視点で新たなサービスを生み出し、後進を育

成した。社外でも関連業界や地域のシンポジウムなどに登壇し、広範囲での育成に貢献した。 

・ 自身の仕事と家庭との両立経験を活かして、「時間」の価値を追求する働き方を実践し、会議

時間の制限や業務フローの短縮など、具体的な指導で働き方を改革した。 

・ 以上から、本表彰の選定基準項目である「業績」「人材育成」「社会貢献」「ワークライフバラ

ンス」のいずれも秀でているため。 

以  上 

資料３ 



 資料４  

 

   第１回大阪サクヤヒメ表彰 

    表彰式・記念フォーラム次第（案） 

 
 

・開催日：平成２８年１２月１日（木） 

・場 所：ＡＮＡクラウンプラザ大阪 ３階「万葉西の間」、「飛鳥の間」 

 

・次 第：①表彰式（１５：００～１５：５５） 

司会 朝日放送アナウンサー 柴田 博氏 

開会あいさつ（尾崎 裕会頭） 

選定委員長による総評（古川 実副会頭） 

受賞者ご紹介 

賞状・副賞授与 

お祝いメッセージ 近畿経済産業局・大阪府・大阪市・日本商工会議所 

大賞受賞者スピーチ 

 

②記念フォーラム（１６：００～１７：４５） 

開会あいさつ（長谷川惠一人材育成委員長） 

基調講演「経営戦略としての女性活躍推進」 

         岩田喜美枝氏（公益財団法人２１世紀職業財団 会長） 

 

パネルディスカッション 

コーディネータ：佐藤友美子氏 大阪サクヤヒメ表彰選定委員 

               追手門学院大学 地域創造学部教授 

パネリスト  ：横山  桂子氏 西日本電信電話㈱ マーケティング部長 

森 なおみ氏 ㈱ｲﾝﾌﾟﾘｰｼﾞｮﾝ ﾂｰﾘｽﾄ事業部ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

矢萩 典代氏 丸紅㈱ 市場業務部大阪業務課長 

山本佳誌枝氏 (公財)山本能楽堂 事務局長 

 

③祝賀パーティ（１７：５０～１８：３０） 

 
 以 上 



 

 

 

2016 年度 大阪サクヤヒメ表彰 

募 集 要 項 

 

 

 

 

 

 
大阪商工会議所は、「千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン」プロジェクトとして、2014 年度から「企

業における女性の発掘・戦力化支援事業」に取り組み、在阪企業における女性活躍推進の事例を

紹介するフォーラムの開催や事例集を発行してまいりました。 
 

このたび、「千客万来都市ＯＳＡＫＡプラン」を掲げ、約６年間にわたり大阪の活力増進に尽

力した佐藤茂雄前会頭の辞世の句「やはりいた サクヤヒメ達 六歳経つ」の「サクヤヒメ」に

因み、「大阪サクヤヒメ表彰」を実施いたします。本事業は、神話に登場するサクヤヒメの人物

像が持つ「強く美しい」女性のイメージをもとに、社会で輝く女性、仕事と育児の両立などワー

クライフバランスを実現している女性を対象とするものです。 

大阪商工会議所は、大阪の地域活性化の原動力である企業活動や文化的活動において活躍する

女性を応援するとともに、政府が推進する政策目標「２０２０年に指導的地位に占める女性の割

合を３０％にする（通称：２０２０３０）」の実現の一助とするため、本事業を２０１６年度か

ら２０２０年度にわたり実施いたします。何卒多数のご応募をよろしくお願い申し上げます。 

 
 

○大阪サクヤヒメ大賞（１名） 会頭名による賞状・副賞 

○大阪サクヤヒメ賞 （１０名程度）  会頭名による賞状・副賞 

○活 躍 賞 会頭名による賞状 
 

 
 

下記のいずれかに該当する方。 

○大阪商工会議所法人・団体会員に属する女性役員または女性管理職（管理監督者）であること。 

○大阪商工会議所個人会員である女性個人事業者であること。 

○大阪に活動拠点をもち文化的活動に携わる女性。【文化部門】 

※応募は、本会議所会員からの他薦、または本会議所会員からの自薦とする。 

ただし、文化部門の被推薦者は、本会議所会員かどうかを問わない。  

Ⅲ 表彰対象 

大阪商工会議所は、大阪の地域活性化の原動力であ

る企業活動や文化的活動において活躍する女性をたた

えるため、「大阪サクヤヒメ表彰」を創設いたしました。 

多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。 

Ⅰ 趣 旨 

Ⅱ 表彰の種類 



 

 

 

○「大阪サクヤヒメ表彰選定委員会」（委員長：古川 実・大商副会頭（日立造船取締役会長））にて、「選考

基準項目」に基づき書類審査を行う。 

選考基準項目 活 動 事 例 

a．業 績 

企業や事業の業績拡大やイメージアップ

に貢献しているか 

・新商品の開発や新分野開拓を率先した 
・女性が少ない業界で、創意工夫により売り上げアップに貢献

した 
・広報活動等を通じ企業イメージの向上に貢献した 

b．人材育成 

後進指導を行い、自らも後進のロールモ

デルとして努めているか 

・自ら後輩女性社員に声をかけて、勉強会等を主催している 
・男女に関わらず後輩や部下に対する指導力が高い 
・社内の人材育成プログラム等を企画実践し活性化に貢献した 

c．社会貢献 

企業や事業の取り組みを通した社会的活

動に中心的な役割を果たしているか 

・業界や行政の活動に率先して協力し、業界のイメージアップ

に貢献した 
・小学生を対象にした環境意識を高める出前講座を企画し、会

社として取り組んだところ、教育関係者から高い評価を得た 

d．ワークライフバランス 

子育てや介護等に取り組みながらも仕事

の成果をあげ、ワークライフバランスを実

行しているか 

・育児のため時短勤務でありながら管理職としてチームで成果

をあげている 
・介護との両立を機に業務を抜本的に見直し、その結果仕事の

効率を向上させた 

e．都市魅力向上【文化部門】 

優れた文化的活動を通じ、大阪の魅力

向上に貢献しているか 

・日本の伝統文化についてのワークショップを大阪で長年開催

している 
・大阪の伝統技術を用いて独自性のあるアートを制作しＳＮＳ

で発信している 

○応募用紙には上記ａ～ｅの５項目のうち最大３項目までの活動内容を記入可。 

 

 
○応募締切り 平成２８年９月１６日（金）【必着】 

○受賞者発表 平成２８年１１月中旬（予定） 

○表彰式   平成２８年１２月１日（木） 

 

 
○応募用紙に所定事項をご記入の上、平成２８年９月１６日（金）【必着】までにＥメール

（ＰＤＦファイル）、または郵送にてご応募ください。 

※応募用紙は、以下のホームページからもダウンロードいただけます。 
（http://www.osaka.cci.or.jp/osakasakuyahime/） 

【提出先・本件担当】大阪商工会議所 人材開発部研修担当「大阪サクヤヒメ表彰」係 

Ｅ-mail：kouza@osaka.cci.or.jp 

郵 送：〒540-0029 大阪市中央区本町橋２－８ 

ＴＥＬ：06-6944-6421  ＦＡＸ：06-6944-5188 

 個人情報の取り扱いについて  

「大阪サクヤヒメ表彰」の実施にあたりご提供いただいた個人情報は、本表彰関係業務のほか、本会議所からの各種連絡・情報提供に

利用させていただきます。表彰された場合には、氏名、勤務先、役職、年齢を本会議所ホームページや「大商ニュース」のほか、受

賞者名簿、各種広報媒体に掲載するとともに、報道機関に公表いたします。 

Ⅳ 選定方法 

Ⅵ 応募方法 

Ⅴ 実施スケジュール 
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