
記者配布資料 

２０１７年１１月１０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

「第２回大阪サクヤヒメ表彰」 
入賞者決定と表彰式開催について 

【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２回入賞者をこのほど決定した。１２月７日（木）に表彰式を開催する。 

今回は６２人から応募があり、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、大阪サクヤヒメ賞１２人、活躍賞１８人を選出した。大阪サク
ヤヒメ大賞は、サクヤヒメ賞入賞者から選ばれ、表彰式にて発表される。

表彰式には、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、
受賞者に表彰楯を授与する。続いて、記念フォーラムを開催し、企業のワークライフバラン
スマネジメント、ダイバーシティ研究の第一人者である内閣府地域働き方改革支援チーム委
員の渥美由喜（あつみ・なおき）氏による基調講演の後、受賞者３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、企業活動や文化的活動で活躍する女性を表彰するもので、佐
藤茂雄前会頭の顕彰事業として昨年度に創設。２０２０年までの５ヵ年にわたり実施する。 

１．第２回大阪サクヤヒメ表彰 入賞者（別紙ご参照） 
○大阪サクヤヒメ大賞：表彰式当日発表（大阪サクヤヒメ賞入賞者から選出）
○大阪サクヤヒメ賞：１２名
○活躍賞：１８名

２．表彰式・記者会見・記念フォーラムの概要 
【表 彰 式】日 時：平成２９年１２月７日（木）１５：００～１５：５５ 

場 所：シティプラザ大阪 ２階「燦の間」（大阪市中央区本町橋２－３１） 
内 容：尾崎会頭挨拶、古川副会頭・選定委員長講評、大阪サクヤヒメ大賞受

賞者発表、表彰楯・副賞授与、受賞者スピーチなど 
【記者会見】日 時：平成２９年１２月７日（木）１６：１５～１６：３０ 

場 所：シティプラザ大阪 ２階「彩の間」 
出席者：大阪サクヤヒメ大賞受賞者、古川副会頭・選定委員長 

【記念フォーラム】（１６：００～１７：４５、シティプラザ大阪 ２階「燦の間」） 
基調講演「働き方改革と女性活躍促進のポイント」 

内閣府地域働き方改革支援チーム委員 渥美由喜氏 
  （兼務：株式会社東レ経営研究所 主任研究員） 

パネルディスカッション 
コーディネータ：追手門学院大学 地域創造学部教授 佐藤友美子氏
パネリスト：「第２回大阪サクヤヒメ表彰」受賞者（３名）

※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表彰式・記念フォーラム次第 
④募集要項
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資料１ 

平成２９年１１月１０日 

第２回大阪サクヤヒメ表彰の入賞者決定と表彰式開催について 

大阪商工会議所

１．事業の趣旨 
○ 「たんと繁盛  大阪アクション」新戦力フロンティア人材発掘プロジェクト

「女性の活躍推進」事業の一環として、企業等において活躍する女性役員・

管理職等への応援と、ロールモデル輩出のため、平成２８（２０１６）年

度に創設し、２０２０年まで実施する。

○ 佐藤茂雄前会頭の顕彰事業であり、事業名は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」に因んでいる。

２．表彰対象
下記①～③のいずれかに該当し、今後さらなる活躍が期待され、後進のロール

モデルとなる方。応募は１企業につき一人。

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、もしくは管理職に

相当する高度な専門職の方。

②本会議所個人会員である女性個人事業者の方。

③大阪に活動拠点をもち文化的活動に携わる女性。

３．応募結果 
○応募期間 平成２９年６月１６日～７月３１日

○応募総数 ６２人（審査対象は６１人）

○審査対象者内訳

・所属先  大企業３２人、中小企業２６人、個人１人、その他２人 

・役 職  役員２１人、部長級１８人、課長級１９人、専門職３人 
※ 応募にあたっては、「業績」、「人材育成・ワークライフバランス」、「社会貢献・都

市魅力向上」の３つの活動項目から２つを選択し、記載する。

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、事前書類審査、

１次審査、２次審査を経て、各賞受賞者を決定。

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】：１２人

○活躍賞【ガラス製表彰楯】：１８人。

６．今後の予定 
○１２月７日 表彰式に引き続き記念フォーラム、交流会を開催

○１月下旬 第１回・第２回受賞者を対象にした交流会を開催予定

以 上 



資料２ 

第２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） 

大阪サクヤヒメ大賞 １名 

表彰式当日に大阪サクヤヒメ賞入賞者１２名より発表 

大阪サクヤヒメ賞 １２名（うち１名は大賞） 

井上 純子 日本生命保険相互会社 本店公務部 広域法人担当部長 

大瀧 芽久美 田辺三菱製薬株式会社 薬事監査部部長 

久保田 光恵 株式会社アークティック 代表取締役 

小谷 美樹 積水ハウス株式会社 経営企画部ダイバーシティ推進室部長 

柴崎 美帆 有限責任あずさ監査法人 第１事業部パ－トナー 

新屋 和代 株式会社りそな銀行 執行役員人材サービス部長 

椿原 操 株式会社マンダム 執行役員・技術開発センター所長 

中川 智子 株式会社ロイヤルホテル 執行役員 副総支配人兼販売促進チーム長 

中谷 陽子 在大阪イタリア総領事館 総領事補佐官 

野地 小百合 株式会社かんでんＣＳフォーラム 代表取締役社長 

星野 幸世 千島土地株式会社 地域創生・社会貢献事業部兼不動産事業部部長 

横山 あおい 有限会社エイライン 代表取締役 

活躍賞 １８名 

赤松 真弥 株式会社大林組 テクノ事業創成本部ＰＰＰ事業部副部長 

市橋 麻紀 リコージャパン株式会社 関西インサイド営業部リーダー 

近江 晴子 大阪天満宮文化研究所 研究員 

梶原 千左 株式会社ダスキン メリーメイド開発部部長 

片岡 雅子 株式会社日本政策金融公庫 大阪支店中小企業営一事業業務課長 

貴島 清美 株式会社ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ 代表取締役 

久原 直子 第一生命保険株式会社 第一生命ほけんショップ大阪駅前店長 

佐藤 泰子 明治安田生命保険(相) 大阪事務サービスセンター長 

佐野川谷 有加子 ＡＮＡビジネスソリューション株式会社 大阪支店副支店長 

髙須賀 千絵 株式会社ラヴィコーポレーション 代表取締役 

辻野 浩代 不二製油株式会社 経営統括部門ソヤファームクラブリーダー 

西村 範子 株式会社ササクラ 機器営業室長 

服部 綾 大阪信用金庫 だいしん未来支店副支店長 

平山 民子 ココベイ株式会社 大阪支社 専務取締役 

藤原 貢三子 レンゴー株式会社 情報システム本部情報システム第一部長兼第三部長 

松下 恭子 株式会社池田泉州銀行 泉佐野支店支店長 

水田 淳子 株式会社キャリアリンク 教育ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｾｸｼｮﾝｾｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

諸田 智美 特定非営利活動法人女性と仕事研究所 代表理事 

以 上 



資料３ 

    第２回大阪サクヤヒメ表彰 
    表彰式・記念フォーラム・祝賀パーティ次第（案） 

 
・開催日：平成２９年１２月７日（木） 

・場 所：シティプラザ大阪（大阪市中央区本町橋 2-31） ２階「燦の間」、「旬北の間」 

・次 第：①表彰式（１５：００～１５：５５）  ＊一般参加可（無料） 

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） 

大阪サクヤヒメ大賞受賞者発表 

賞状・副賞授与 

お祝いメッセージ 

受賞者スピーチ 

記念撮影 

②記念フォーラム（１６：００～１７：４５）  ＊一般参加可（無料） 

     開会あいさつ（長谷川惠一・大阪商工会議所人材育成委員長） 

基調講演「働き方改革と女性活躍促進のポイント」 

    内閣府地域働き方改革支援チーム委員 渥美由喜氏  
      （兼務：株式会社東レ経営研究所 主任研究員） 

【基調講演 講師ご略歴】渥美由喜（あつみ・なおき）氏 

1992年東京大学卒業後、複数のシンクタンクを経て、2009年㈱東レ経営
研究所に入社。これまでに海外 10数ヵ国を含む、ワークライフバランス・ 
ダイバーシティ先進企業、国内 800 社、海外 150 社を訪問ヒアリングし、
4,000 社の財務データを分析。 

また、コンサルタント、アドバイザーとして、実際にワークライフバラ
ンスやダイバーシティに取り組む企業をサポート。その結果、“ワークライ
フバランス・ダイバーシティは企業にとって単なるコストではない。むし
ろ中長期的に返ってくる。ハイリターン投資であり、グローバル経営上の
戦略として取組むか否かで大きく企業の明暗を分ける”と確信している。 

公職として、内閣府地域働き方改革支援チーム委員、内閣府少子化危機突破タスクフォース
政策推進チームリーダー、厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員等を歴任。 

プライベートでは 10歳と６歳の２児を共働きの妻とともに育てており、２回、育児休業を取
得。７年前から認知症、統合失調を患っている父の介護（要介護１）に奮闘しており、介護は
介互と実感。市民の三面性＝職業人、家庭人、地域人が座右の銘。 

◆主な著書◆ 
『長いものに巻かれるな! 苦労を楽しみに変える働き方』（2015年 文藝春秋） 
『イクメンで行こう！ 育児も仕事も充実させる生き方』（2010年 日本経済新聞出版社）など多数 

パネルディスカッション 

コーディネータ：追手門学院大学 地域創造学部教授 佐藤友美子氏 

パネリスト：「第２回大阪サクヤヒメ表彰」受賞者（氏名五十音順） 

・積水ハウス株式会社 

経営企画部ダイバーシティ推進室部長  小谷美樹氏 

・株式会社ロイヤルホテル 

執行役員 副総支配人兼販売促進チーム長 中川智子氏 

・有限会社エイライン 代表取締役 横山あおい氏 

③祝賀パーティ（１７：５０～１８：３０）  ＊受賞者・関係者限り 

以 上 



 

（2017 年度） 

第１回表彰楯 

大賞 副賞 

                       
 

    第２回 大阪サクヤヒメ表彰 
    募 集 要 項 

 

 

 

 

 
 

大阪商工会議所では、2014 年度から在阪企業における女性活躍推進する事業に取り組んでお

り、2016 年度には企業等で活躍する女性リーダーを応援する「大阪サクヤヒメ表彰」を創設し

ました。 

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、

今後の更なる活躍が期待され、後進のロールモデルとして社会で輝く女性を対象とするものです。 

本事業により、企業活動において中心的役割を担う女性役員、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応援いたします。さらに、受賞者を対象とした勉強会や交

流会を開催し、他社他業種の女性リーダーの方々とのネットワーク構築の機会を提供するほか、

女性活躍やワークライフバランス関連のセミナー等へロールモデルとしてご参画いただくこと

により、大阪における女性活躍の機運を盛り上げて参ります。 

＊本事業は、佐藤茂雄前会頭顕彰事業であり、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」に因んだものです。  

 

 

 

○大阪サクヤヒメ大賞（１名） 会頭名による表彰楯・副賞(ﾋﾟﾝﾌﾞﾛｰﾁ) 
○大阪サクヤヒメ賞（１０名程度）会頭名による表彰楯・副賞(ﾋﾟﾝﾌﾞﾛｰﾁ) 

○活 躍 賞 会頭名による表彰楯 
  

 

 
下記①～③のいずれかに該当し、今後さらなる活躍が期待され、後進のロールモデルとなる方。

応募は１社１名まで。 
①大阪商工会議所法人・団体会員に属する女性役員（取締役・執行役員等）・管理職・管理職に相当

する高度な専門職の方。 
②大阪商工会議所個人会員である女性個人事業者。 
③大阪に活動拠点をもち文化的活動に携わる女性（非会員でも可）。 

※第１回受賞者のうち、活躍賞受賞者の応募は可とする。 
※非会員の場合でも、７月末までに入会手続きを行えば会員とみなし応募は可とする。 
※③の方のうち、非会員の場合は、会員による推薦が必要。かつ、応募の際、活動項目として【Ｃ】

「社会貢献・都市魅力向上」を必ず選択すること。 
 

＊国家褒章･叙勲のご受章者、顧問･取締役相談役･相談役･監査役など既に功績が顕著な方、および政治的
活動に携わられている方におかれましては、本事業の趣旨に照らし対象外とさせていただきます。 
何卒ご了承ください。 

Ⅲ 表彰対象 

Ⅰ 趣 旨 

Ⅱ 表彰の種類 

大阪商工会議所では、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、中心的役割を

担う女性役員や管理職などの方々をたたえるため、「大

阪サクヤヒメ表彰」を実施しております。 

多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。 
 



 

 

○所定の応募用紙に必要事項をご記入（活動項目については下記【Ａ～Ｃ】から必ず２項
目を選択）の上、２０１７年７月３１日（月）【必着】にて下記まで郵送（メール便不可）

もしくはメールにてお送りください。 

○応募用紙は、ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/osakasakuyahime/）からダウ

ンロードください。 

応募用紙のご記入・ご提出にあたっては、ホームページに掲載している「留意事項」 

を必ずご参照ください。 

 

【提出先】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 

郵  送：〒540-0029 大阪市中央区本町橋２－８ 

Ｅ-mail：kouza@osaka.cci.or.jp 

活 動 項 目 評 価 の ポ イ ン ト＊
 

【Ａ】 

業 績 

①担当者（または管理者）として会社や部門の業績拡大にどのように
貢献しているか 

②業務において会社のイメージアップにどのように貢献しているか 
③業務において新たな手法の開発や新規市場・新規分野の開拓などを
行っているか 

【Ｂ】 

人材育成・ 

ワークライフバランス 

 

①部下・後輩の育成にどのように取り組んでいるか 
②社内だけでなく、他社・他業界においても後進の育成を支援してい
るか 

③家庭と仕事の両立のため、どんな工夫や努力をしているか 
④自らの両立経験を生かし、会社の仕組みや制度の変革に影響を与え

たり、実際に手がけた実績があるか 

【Ｃ】 

社会貢献・都市魅力向上 

①実施する事業の取り組みを通して、新たな地域ブランドの形成や地
域社会のイメージアップに貢献しているか 

②取り組む文化的活動において、新たな手法の導入や行政・異分野と
の連携等により普及拡大に貢献しているか 

③取り組みにより、将来ビジネスとして成立する可能性を生み出して
いるか 

              ＊必ずしも全ポイントを網羅する必要はありません。 
 

 

○「大阪サクヤヒメ表彰選定委員会」にて審査（１次審査：書類選考、２次審査：書類・動画

選考）を行う。２次審査に必要な資料作成等の要領は、対象者に別途案内する。 
 

 

○応募締切り ２０１７年７月３１日（月）【必着】 
○受賞者決定 ２０１７年１１月中旬（予定） 
○表彰式   ２０１７年１２月７日（木） 

 
 
【問合せ先】大阪商工会議所 人材開発部研修担当（吉村、松井） TEL：06-6944-6421 

【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 応募方法 

Ⅴ 選定方法 

Ⅵ 実施スケジュール 

大阪商工会議所は 2017 年度から 
３年間かけて取り組む中期計画「た 
んと繁盛 大阪アクション～最前線 
×最先端で、日本とアジアを牽引～」 
にそって事業を推進しています。 

大阪サクヤヒメ表彰も本アクション 
の一環として実施いたします。 

 




