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　富山きときと空港

←金沢 糸魚川→

（中央郵便局前）
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A富山第一ホテル

B富山マンテンホテル

富山県民会館

宿
　
泊

お名前

ふりがな

第１希望 第２希望

分科会

会社名

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル

ツ
ア
ー

役　職

男

女

不参加

［第20回女性経営者全国交流会 参加申込書］ お申し込みはご所属の同友会事務局までお願いいたします。

富山市新総曲輪4‒18 TEL076‒432‒3111

徒歩／富山駅より約10分　車／富山ICより約15分　
飛行機／富山きときと空港より車で約20分　

（シングル・1泊朝食付／サービス料・消費税込）

15日／分科会

▼宿泊プラン

15日／分科会・懇親会 16日／全体会

富山市桜木町10‒10 TEL076‒442‒4411

希望するものを○で囲んでください。

（懇親会・記録集代含む）

富山市本町2‒17
TEL076‒439‒0100

富山市桜木町10‒10
TEL076‒442‒4411宿泊料金

宿泊料金

富山県民会館 富山第一ホテル

A富山第一ホテル

B富山マンテンホテル
8,100円

8,100円

→昼食・薬膳料理「池田屋安兵衛商店」→㈱コージン→ＹＫＫ㈱ 
→魚の駅「生地」→（希望があればＪＲ黒部宇奈月温泉駅停車可）
→富山空港（18：10着）→ＪＲ富山駅（18：40着） 

５Ｓ実践の㈱コージン（会員）と、
ＹＫＫ㈱企業理念「善の巡環」に触れる旅

→昼食・薬膳料理「池田屋安兵衛商店」→㈱能作→国宝高岡山瑞龍寺 
→（希望があればＪＲ新高岡駅停車可）→富山空港（18：10着）→ＪＲ富山駅（18：40着） 

伝統革新の㈱能作（会員）と、
国宝『高岡山瑞龍寺』の旅

TEL0765-24-3900
魚津市釈迦堂1-16-12　FAX 0765-24-5040

（富山県知事登録第2-116号）  富山同友会会員

㈱旅行企画

オプショナルツアー
取扱旅行会社

上記以外の宿泊については「㈱旅行企画」にご相談ください。

TEL0765-24-3900（担当／木下）㈱旅行企画

［開催要項］ ○アクセス

ものづくり富山の煌めく実践企業から、
見て・聞いて・学ぶ！ 日帰り２コース

ごあいさつ

富山県中小企業家同友会 〒930-0827 富山市上飯野25  Tel 076-452-6006  Fax 076-452-6116  http://www.toyama.doyu.jp
中小企業家同友会全国協議会 Tel 03-5215-0877  http://www.doyu.jp/ 内閣府男女共同参画局・富山県・富山市

第２０回
女性経営者
全国交流会in富山

　富山同友会女性部会設立３０周年の節目に、２０年ぶり２回
目となる第２０回女性経営者全国交流会を富山で開催できます
ことを、心より感謝申し上げます。
　富山同友会女性部は、創立以来経営に携わる女性の学ぶ
場として、さまざまな取り組みを進めてまいりました。本交流会を
通して、さらに次の１０年に向けて、女性の立場から広い視点と
高い視点での学び合いを深めていき、地域に頼られる存在と
なりたいと考えています。
　また、富山同友会の第６次中期ビジョンでは、「女性経営者は、
地域の活性化にとって大きな気づきと問題提起を与えてくれる
重要な存在」と、位置付けています。女性の視点や感性の違い
を認め合い学びあうことで、多様性のある組織や活動のあり方
について深めるきっかけとします。
　会員一同、富山の元気と新鮮な魚で、富山ならではのおもてな
しでお迎えしよう！と、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

※本登録内容は事業設営のために中同協管理のもと、参加者名簿などに活用し、それ以外に使用することはありません。　※本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やインターネット上で公開さ
せていただくことがあります。参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら所属同友会事務局までご連絡ください。

22,000円

５月31日㈬

６月１５日㈭ ６月１６日㈮
12：00
13：00
18：00
18：45

受付
分科会
分科会終了
懇親会

 8：30
 9：00
10：00
12：00

開場
全体会・分科会報告
記念講演・まとめ
閉会 感

動
が
走
る
〜
地
域
を
元
気
に
！

きら

挑戦！しなやかに煌めく
笑顔で未来へつなごう

２０１７年

６.１５㈭   １６㈮
富山県民会館、富山第一ホテル

島  幸美
㈱北陸ハウステック 代表取締役
富山県中小企業家同友会常任理事

第20回女性経営者全国交流会

実行委員長

宿泊
案内

料金

会場

申込
締切

日程

会場

主 催 後 援

設営・問合せ

日程

参加費

※6月1日以降のキャンセルは参加費・オプショナルツアー参加費
の全額をご負担いただきます。予めご了承ください。

西
コース

東
コース

8,000円（昼食代含む）

（ 　）定 員
25名

（ 　）定 員
30名

※定員に満たない場合は中止
　とさせていただきます。

6月16日㈮日程
富山第一ホテル12：20発

オプショナルツアー

写真は富山同友会会員企業で活躍する社員の皆さんです。

東
コース

西
コース

ホテル
A

ホテル
B 不要

希望するものを○で囲んでください。

担当／木下

開会１３：００ 閉会１２：００



ＹＫＫ吉田工業㈱、利賀村役場、
南砺市市議会議員を経て2008
年に南砺市長に初当選。現在3
期目

６.１５㈭ ６.１６㈮
分科会／懇親会 記念講演

坂東 眞理子氏

女性活躍４.０時代
多様性を「力」に
変えるチーム作り

　単なる「人材紹介」から選ばれる「人財紹介」
へ、リーマンショックで派遣先が次 と々終了し
同業他社が縮小の中、自社の新しい展開を模
索します。同時に「社員一人ひとりが輝く会社」
を掲げて社内環境整備を進め、有休90％以
上・残業ほぼゼロを実現しました。女性が働き
やすい組織をめざし、多様な働き方を受け入れ、
やりがいある仕事を任せることで社員との信頼
関係を高め業績につないだ姿を報告します。

分科会

［香川］
経営者の本気を社員に
みせていますか！?

　バブル崩壊後、経営難が続く中、経営理念
の「社員の幸福の実現」をぶれることなく追
求した㈱オーザック。社員との約束は徹底的
に守ること、社員を信じて任せることで、社員
との強い信頼関係ができ、強い経営体質の
企業づくりにつながりました。主人である社長
とともに同友会理念を共有し、実践し続けた
成果を報告します。

分科会

［広島］
ファミリービジネス
への挑戦

　２０１６年末に代表取締役に就任した梶川
氏は、入社した４年前から、社内のコミュニ
ケーションづくりに熱心に取り組んできました。
エコアクション２１や特許の取得、東南アジア
に向けた事業拡大にも果敢に挑戦していま
す。「信頼に応える確かな製品とサービスづく
り」をモットーに、世界のＳＡＴＵＭＡをめざす
取り組みを報告します。　

懇親会では、富山のおいしい料理と地
酒を用意してお待ちしています。
また、会場横には「物産コーナー」を開
設。富山同友会会員が、富山の名産品を
豊富に揃えてお出迎えします。

企業づくり 企業づくり

仕事づくり

企業づくり

分科会

［静岡］

ひとり輝く・・・みんな輝く！

「いい子」から「リーダー」へ

社員が自ら考え、行動する
会社になるまでのストーリー

良い会社づくりは良い土壌づくり

社員ファースト経営への
変革で新事業創出

　転勤族の妻から一念発起でWEB制作会社
を起業しましたが、次 と々トラブルが降りかかり、
社員からは「社長はバカですか？」と言われる始
末。同友会で初めて社員の大切さを知り衝撃
を受けます。以後、仕事を仕組み化して一人ひ
とりの可能性を伸ばすことに集中。気がつくと社
員が率先して動く集団に。４年前からは、社員の
提案で業務改善アプリなどを開発し、次々に事
業を拡大。石橋氏の自己変革の軌跡を辿りな
がら、人材育成と仕事づくりについて学びます。

石橋 史惠氏
ウェブクリエイティブ㈱
代表取締役
岡山同友会

［設　立］ 1999年
［資本金］ 1000万円
［年　商］ 1億2000万円
［社員数］ 13名（パート・実習生含む）
［事業内容］
WEB制作・WEBシステム開発

https://web3.co.jp/

分科会

［岡山］

全社一丸となり、
新事業で新たな可能性への挑戦

仲間づくり

西村 佳津子氏
タツミ産業㈱営業推進部長
大阪同友会女性部会幹事長

［設　立］ 1922年
［資本金］ 5000万円
［年　商］ 220億円
［社員数］ 140名（うちパート20名）
［事業内容］
食品包装容器・資材及び
機器の卸売

http://www.tatsumi-net.co.jp

宴の後に残すのは、未来を開く力

　２００３年大阪で開催された第１０回全国女性部交流会後、「宴の後に
何を残すか」の課題と故赤石中同協相談役から「４つの期待」の問題
提起を受け、同友会の本質を学ぶ女性部会として活動をはじめました。
　続いて２０１３年第１６回女性経営者全国交流会を開催し、全国より
８０８名の参加をいただき「未来を開く力を育みます」をテーマに盛況裡
に終えることができ、思いをつないできました。
　女性の視点を生かしたさまざまな取り組みや、ともに育ち合う風土を
築き、経営と同友会運動の両立をめざしてきた経験を報告します。

古川 永里子氏
㈲Ｅｐｒｏｊｅｃｔ代表取締役
大阪同友会理事

http://www.itshop.jp

寺本 智恵子氏
㈱ぜんGIFT ENTERPRISE
代表取締役
大阪同友会女性部会部会長 

［設　立］ 2006年
［資本金］ 300万円
［年　商］ 1億8000万円
［社員数］ 13名（パート含む）
［事業内容］
粗品の企画、開発、販売

［設　立］ 2003年
［資本金］ 300万円
［年　商］ 2000万円
［社員数］ 2名（パート含む）
［事業内容］
ＷＥＢ制作・ＤＴＰ・
社員研修企画・運営

http://zen-gift-enterprise.com

分科会

［大阪］ 同友会運動と経営は車の両輪

「女性の品格」 「日本の女性政策」
「日本人の美質」 「60歳からしておきたいこと」
「ソーシャル・ウーマン」 「女性の知性の磨き方」
「女性リーダー4.0 新時代のキャリア術」　　など著書多数

●著書

1969年 東京大学卒業、総理府入省
 統計局消費統計課長などを経て
 男女共同参画室長
1995～1998年 埼玉県副知事
1998～2000年 ブリスベン総領事
2001～2003年 内閣府男女共同参画局長
2004年4月～ 昭和女子大学 女性文化研究所長
2007年4月～ 昭和女子大学 学長  2016年3月まで
2014年4月～ 学校法人昭和女子大学 理事長  現在に至る
2016年7月～ 昭和女子大学 総長  現在に至る

●経歴

昭和女子大学総長／富山県生まれ

12：00
13：00
18：00
18：45

受付
分科会（会場／富山県民会館、富山第一ホテル）
分科会終了
懇親会（会場／富山第一ホテル）

 8：30
 9：00
10：00
12：00

開場
全体会・分科会報告
記念講演・まとめ
閉会

（会場／富山第一ホテル）

谷渕 陽子氏
㈱パワーネット代表取締役
香川同友会相談役

［設　立］ 1998年
［資本金］ 1700万円
［年　商］ 8500万円
［社員数］ 10名（パート含む）
［事業内容］
短時間で成果を上げる人財事業、
女性を戦力化する育成事業、
業務を効率化するアウトソーシング事業

http://www.zinzai.net/corp

岡崎 瑞穂氏
㈱オーザック専務取締役
広島同友会理事

［設　立］ 1969年
［資本金］ 3000万円
［年　商］ 9億6000万円
［社員数］ 40名（うちパート2名）
［事業内容］
建築金物、橋梁金物、各種吊具
の設計・製造・販売

http://www.auzac.jp/

梶川 久美子氏
サツマ電機㈱代表取締役
静岡同友会沼津支部役員

［設　立］ 1970年
［資本金］ 1000万円
［年　商］ 4億8000万円
［社員数］ 37名（パート含む）
［事業内容］
産業用ブレーキ設計・製造・販売

http://www.satumadenki.co.jp

地域づくり

http://www.shikesilk.com/

http://www.city.nanto.toyama.jp

地域創生の
キーパーソンは女性達！

　北陸で唯一世界遺産を2つ擁し、自然と人が寄り添ってきた南砺市。
地域と社員への深い愛情で「暮らしづくり」の視点から事業に取り組み、
婚活や民泊へと展開している山田氏。消えかかる伝統産業を愛し、地域
の自然・文化の魅力を再発見し、「仕事づくり」の視点で奮闘している松
井氏。「市民と行政の協働のまちづくり」を掲げ、エコビレッジ構想の取り
組みから富山県内初の「振興基本条例」を制定しサポートする南砺市
長。それぞれの視点で「地域づくり」に携わるパネリストが、今後の課題と
未来を熱く語り合います。

http://www.yamahidehome.co.jp/

分科会

［富山］

松井 紀子氏
㈱松井機業６代目見習い

［設　立］ 1877年
［資本金］ 3200万円
［年　商］ 4000万円
［社員数］ 5名
［事業内容］

田中 幹夫氏
南砺市長

山田 由理枝氏
㈱山秀木材（ヤマヒデホーム）
専務取締役

［設　立］ 1967年
［資本金］ 2500万円
［年　商］ 7億円
［社員数］ 41名（パート除く）
［事業内容］
住宅建築業、製材業。本物の木が
持つ力と大工の技を継承する家づくり。

絹織物業。しけ絹を利用したイン
テリア商品や斜子・紋紗などの
表具地、駒絽（和装用夏用襦袢）
などの小幅織物の製造。

平野 佳則氏
㈱平金商店代表取締役
岩手同友会副代表理事
地球環境委員長

［設　立］ 1949年
［資本金］ 1000万円
［年　商］ 23億円
［社員数］ 83名（うちパート10名）
［事業内容］
文具・事務機器等販売
オフィス等環境デザイン設計・施工等

http://www.hirakin.com

木村 恵子氏
岩手県中小企業家同友会
事務局次長
http://www.iwate.doyu.jp

仕事づくり

生活者の視点で誰もが
実現できるエネルギーシフト
環境経営と資源の地域内循環で
新たな仕事と雇用づくり

　創業から２５０年を迎える平金商店。この間、
常に雇用を守り革新を続けてきました。６年前
に東日本大震災を経験。地域に根ざす企業
の存在をあらためて考え、岩手同友会の欧州
視察に参加し、エネルギーシフトは人間らしく
豊かに生きる上で、欠かすことができない根元
的なもの、どの企業にとっても地域で仕事を
生み出す源泉になることに気づきます。「ほん
のちょっと」の意識で誰もが地域で実現できる
新たな仕事づくりを考えます。

分科会

［岩手］

　日本の女性のGGI（Gender Gap Index ; ジェンダー・ギャップ指数）は、
１１１位と低いのはなぜか、ここでは３つの課題をあげたいと思います。
　１つはリーダーシップに対する考え方が古いままだということです。メン
バーを引っ張っていく強いリーダー＝男性というイメージが強く、メンバー
の力を引き出す新しいタイプのリーダーシップに対する理解が進んでいない
ので、女性はリーダーに向かないと思われています。
　２つ目は法律や制度・働き方の問題です。男性のように長時間働かなけ
ればならない、女性は育休を取得したり、パートだからダメと決めつけるの
ではなく、男性も女性も仕事と生活を弾力的に組み合わせて働くことが
必要です。法律は、「女性の保護」から「男女平等」へ、「育児支援」に「女性
活躍」へとステージが変わってきています。女性の期待される
役割も今や「４.０時代」新しいスタイルが求められています。
　３つ目は女性自身のマインドセットの問題です。責任ある
地位につくより、みんなから可愛がられる立場の方が気楽
だ、家庭の幸せが優先、自分が幸せになるのが何より大事
と考える女性がまだまだ多数です。そうしたマインドセットを
克服した女性がリーダーとして活躍していく上で
何が大事か、一緒に考えていきましょう。

イコール

「懇親会」「物産コーナー」

※写真はイメージです。

富山の味覚でおもてなし

とやまグルメ


