
年度 県民表彰
前田　啓子 （ボーイスカウト）

大久保公雄 （石和町）

山田　　眸 （大月市）

高保　房乃 （山梨市）

上田みさを （六郷町）

五味　昭子 （昭和町）

駒井つる子 （甲府市）

加藤　京子 （敷島町）

古屋五月野 （小菅村）

渡辺　好子 （ボーイスカウト）

古屋富貴恵 （塩山市）

乙黒　房子 （玉穂町）

河崎　重代 （田富町）

古屋　和子 （甲州市）

石井　純子 （ボーイスカウト）

齊藤　尚子 （南アルプス市）

雨宮　悦子 （山梨市）

溝呂木百合 （上野原市）

原田　眞弓 （増穂町）

石川佐恵子 （南アルプス市）

奥秋くに子 （都留市）

小野美野里 （甲府市）

樋口　高子 （増穂町）

矢崎千代子 （甲州市）

山崎　芳包 （大月市）

飯田よしみ （甲州市） ・劇団  さくらっ子

市川　淳子 （増穂町）

一瀬　絲子 （市川三郷町）

梶原美千子 （大月市）

久保田範子 （甲斐市）

進藤　純世 （北杜市）

横山　みどり （甲府市）

上矢　瑛子 （笛吹市）

久保　智子 （甲州市）

佐藤　善子 （大月市）

深沢　勢子 （国女振）

保坂ヨシ子 （甲斐市）

望月　昌子 （女団協）

渡辺　真弓 （西桂町）

山梨県男女共同参画推進事業者等表彰

・（財）山梨厚生会
   山梨厚生病院

・ＮＥＣコンピュータテクノ（株）

・医療法人  静正会
　三井クリニック

女性のチャレンジ表彰

・南アルプス特産品企
業組合・ほたるみ館

事業者表彰 団体等表彰

・（株）信玄食品 ・（社）国際婦人教育振
興会山梨支部会

・（株）ネオシステム

・都留信用組合

・企業組合ワーカーズ・コ
レクティブ・パクぱく

・（社）山梨県トラック協会

・（株）石友

・（株）オフィス・パパドゥ

・２１世紀やまなし女性
会議
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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・甲府信用金庫

Ｈ
２２

・ニスカ株式会社

 

・NPO法人
ワーカーズおへそ



年度 県民表彰

山梨県男女共同参画推進事業者等表彰
女性のチャレンジ表彰事業者表彰 団体等表彰

飯室静恵 （南アルプス市）

斉藤文子 （国女振）

清水保野 （甲府女団協）

田中陽子 （甲斐市）

玉川秀樹 （あしたの山梨）

保坂衣子 （市川三郷町）

水上好子 （女団協）

山田清子 （大月市）

有泉志づ子 （市川三郷町）

長田さと子 （甲州市）

上名をさみ （忍野村）

郷田比呂子 （西桂町）

柴田京子 （国女振）

中村暉雄 （大月市）

新田治江 （笛吹市）

福田勝子 （甲府女団協）

保坂明子 （昭和町）

有泉妙子 （市川三郷町）

磯部幸廣 (昭和町)

河内晶さ子 (山中湖村)

髙野比登美 (笛吹市)

佐野英美 （笛吹市）

篠原頼子 (昭和町)

髙野美智子 (国女振)

古屋敏子 (女団協)

中田英子 （甲府女団協）

平田陽子 (大月市)

深沢公子 (女団協)

若月喜三雄 （市川三郷町）

小泉　徹 （北杜市）

嵯峨　和子 （大月市）

佐野　勝三 （南部町）

吉原　五鈴子 （笛吹市）

吉村　恭子 （上野原市）

H
27

･医療法人康麗会 笛吹
中央病院
・(株)日本政策金融公庫
甲府支店
・社団法人山梨勤労者医
療協会 巨摩共立病院
・山梨ダイハツ販売(株)

Ｈ
２８

･東京海上日動火災保険
株式会社山梨支店
・山梨英和中学校・高等
学校

H
26

･医療法人銀門会　甲州
リハビリテーション病院
・シチズンセイミツ株式会
社
・社団法人山梨勤労者医
療協会　甲府共立病院

・医療法人小宮山会貢川
整形外科病院
・国立大学法人山梨大学
・社会保険山梨病院
・大和リース株式会社山
梨営業所

・やまなし女と男ネット
ワーク

Ｈ
２５

・農事組合法人上九ふ
れあいの里
・八代特産品開発研究
会

・株式会社はくばく
・株式会社ＹＳＫe-com
・生活協同組合パルシス
テム

Ｈ
２３

Ｈ
２４

・株式会社シラネパック
・株式会社フォネット

・JA鳴沢村加工部会



年度 県民表彰

山梨県男女共同参画推進事業者等表彰
女性のチャレンジ表彰事業者表彰 団体等表彰

小俣　勝彦 （大月市）

中村　道子 （甲州市）

日髙　せい子 （笛吹市）

三井　　正 （昭和町）

山崎　好彦 （中央市）

大久保　文子 （国女振）

小川　はるみ （甲府市）

佐藤　多賀子 （甲州市）

志村　きよ子 （大月市）

渡辺　節子 （富士河口湖町）

市瀬　百合子 （市川三郷町）

内田　明子 （甲州市）

川村　克美 （富士吉田市）

小池　英幸 （北杜市）

佐野　美佐子 （南部町）

千須和　百合子 国際女性教育振興会

藤江　雅江 （西桂町）

天野　光江 （甲府市）

遠藤　よし子 （身延町）

小俣　厚 （富士吉田市）

酒井　基和 （西桂町）

和田　永子 （大月市）

川田　好博 （上野原市）

笠井　辰生 （市川三郷町）

小俣　利東 （富士吉田市）

青柳　英子 （昭和町）

 99 5
（個人） 3

（団体） 9

Ｒ
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・株式会社アルプス

（個人）　田中　千晶

R
３

（個人）　織田　久美子

（団体）　特定非営利活
動法人　Ｍｏｍ

（団体）　特定非営利活
動法人　森の劇場

・SOMPOひまわり生命保険
株式会社　山梨支社
・第一生命保険株式会社
甲府支社
・株式会社p.c.c.
・株式会社フォーチュン
・フジコン株式会社　山梨事
業所

57 12

Ｈ
２９

・医療法人社団健輝会
げんきキッズクリニック
・医療法人社団和水会
原口内科・腎クリニック
・医療法人八香会　湯村
温泉病院
・株式会社ポート
・社会福祉法人健輝会
げんき夢保育園
・社会福祉法人ゆうゆう
・大和リース（株）山梨都
留デポ
・ティーエーシー武田消
毒(株)
・藤精機株式会社
・山梨ヤクルト販売株式
会社

・キヤノンファインテックニス
カ株式会社　増穂事業所
・損害保険ジャパン日本興
亜株式会社　山梨支店Ｈ

３０

・株式会社ＡＳフーズ
・独立行政法人　国立病院
機構甲府病院
・湖楽おんやど富士吟景
・株式会社シャトー勝沼
・日医工山梨グループ
・三井住友海上火災保険株
式会社山梨支店
・横河マニュファクチャリング
株式会社甲府事業所

南アルプスLOCO
（R1.12程ヶ谷基金顕
彰受賞）

R
１

R
２

・株式会社アンサーノックス

・株式会社ササキ

・リコージャパン株式会社　山梨支社

特定非営利活動法人
あんふぁんねっと

若尾直子（NPOがん
ふぉーらむ山梨理事長
等）


