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資料２



内閣総理大臣及び内閣府特命担当大臣（男女共同参画）からの
表彰について

表彰名 対象 推薦方法 選考委員会 平成２７年度
表彰実績

男女共同参画社会
づくり功労者内閣総
理大臣表彰

男女共同参画社会づく
りに関し、極めて顕著な
功績のあった個人

関係府省、都道府県か
らの推薦

有識者５名 11名
（うち女性９
名）

女性のチャレンジ賞
＊内閣府特命担当大臣（男女共
同参画）表彰

起業、ＮＰＯ法人での活
動、地域活動などに
チャレンジし、活躍する
女性個人、女性団体・
グループ及びそのチャ
レンジを支援する団体・
グループ

都道府県、指定都市、
関係府省、男女共同参
画会議有識者議員(※１)、
男女共同参画連携会
議企画委員(※2)からの
推薦、一般公募（他薦
のみ）

有識者４～５
名

12名・団体

（うち個人７
名）

(※1)男女共同参画会議は、男女共同参画社会基本法に基づき、内閣府に設置されている会議。有識者議員は、男女共同参画
社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命（男女共同参画社会基本法第25条）。

(※2)男女共同参画推進連携会議は、広く各界各層との情報・意見交換等を通じて、民間との連携ネットワークを形成し、国民的な
取組を推進することを目的とした会議。同会議議員は、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）が依頼。企画・運営を担う有識
者議員と、様々な分野の団体（女性団体、メディア、経済界、教育界等）から推薦された議員で構成。



男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰について

○目的

多年にわたり男女共同参画社会に向けた気運の醸成等に功績のあった者や、各分野に
おいて実践的な活動を積み重ね、男女共同参画の推進に貢献してきた者などを顕彰する
ことによって、豊かで活力ある男女共同参画社会の形成に資することを目的として実施す
るもの。

平成9年度から平成19年度までは官房長官表彰として実施。男女共同参画社会づくりに
向けた取組の一層の促進を図るため、平成20年度から内閣総理大臣表彰として実施。

○表彰者数等

・毎年10名程度

・これまでの合計で197名
・表彰時70歳代の方が多い

（人）

9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

表彰者数 12 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10
女性 11 10 10 10 9 9 8 8 8 10 10
男性 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
　 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

表彰者数 12 12 10 9 12 11 12 11
女性 11 11 8 8 10 9 10 9
男性 1 1 2 1 2 2 2 2

これまでの表彰者数

（注）平成9年度から平成19年度までは官房長官表彰。平成20年度以降は内閣総理大臣表彰。



女性のチャレンジ賞について

女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
賞

女性のチャレンジ支援賞（１件程度）
起業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動などにチャレンジし、

活躍する女性個人、女性団体・グループを支援する団体・グループ

女性のチャレンジ賞（４件程度）
起業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動などにチャレンジし、

活躍する女性個人、女性団体・グループ

女性のチャレンジ賞特別部門賞（３件程度）
当該年度における特別部門に該当する者で、起業、ＮＰＯ法人

での活動、地域活動などにチャレンジし、活躍する女性個人、

女性団体・グループ及びそのチャレンジを支援する団体・グループ

○目的

起業、NPO法人での活動、地域活動等にチャレンジすることで輝いている女性個人、女性団体・グ
ループ及びそのようなチャレンジを支援する団体・グループを顕彰し、チャレンジの身近なモデルを
示すこと等によって男女共同参画社会の実現のための気運を高めることを目的として平成１６年度
から実施。

○表彰者数等

・個人の表彰はこれまでの合計で69名
・表彰時40～60歳代の方が多い

これまでの表彰者数
（人）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

表彰者数 9 8 8 9 8 12 8
個人 6 4 5 8 4 6 7
団体 3 4 3 1 4 6 1

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

表彰者数 8 8 10 9 12

個人 4 5 9 4 7

団体 4 3 1 5 5



○平成９～１９年度官房長官表彰・平成２０年度～内閣総理大臣表彰

受賞年度 氏　　名 ふりがな 職　　　業　　　等（受賞当時）

赤　嶺　千　壽 あかみね　ちず 沖縄県婦人連合会会長
秋　枝　蕭　子 あきえ　しょうこ 福岡ＹＷＣＡ理事
大久保　久　子 おおくぼ　ひさこ 文化学院芸術工科専門学校校長
大　野　庸　子 おおの　つねこ 名古屋女子大学教授
金　川　文　子 かながわ　ふみこ 長野県女性問題県民会議顧問
北　岡　和　子 きたおか　かずこ 社会福祉法人奈良社会福祉院寧楽の郷郷長
野　口　政　子 のぐち　まさこ 埼玉婦人問題会議顧問
野　田　法　子 のだ　のりこ 元香川県各種婦人団体懇話会会長
濱　田　滋　子 はまだ　ふさこ 三重県生涯学習センター顧問
藤　田　美　栄 ふじた　みえい 青森県女性政策懇話会会長
村　瀬　春　樹 むらせ　はるき エッセイスト
横　溝　正　子 よこみぞ　まさこ 日本女性法律家協会会長
渥　美　雅　子 あつみ　まさこ 弁護士・千葉県女性施策推進懇話会座長
小　松　君　江 こまつ　きみえ 日本赤十字社常任理事
佐　藤　朝　子 さとう　あさこ 光塩学園女子短期大学教授
真　田　恭　子 さなだ　やすこ 石川県婦人団体協議会常任顧問
髙　村　リ　ヱ たかむら　りえ 山梨県女性団体協議会副会長
竹　中　恵美子 たけなか　えみこ 龍谷大学経済学部教授
野　津　初　子 のづ　はつこ 元宮崎県婦人団体連絡会会長
平　川　浩　子 ひらかわ　ひろこ 弁護士・財団法人広島県女性会議理事
三　輪　昌　子 みわ　まさこ 生活評論家・兵庫県女性施策推進委員会副座長
山　本　せつ子 やまもと　せつこ 滋賀県男女共同参画社会づくり推進連絡協議会会長
池　川　順　子 いけがわ　じゅんこ 前高知女子大学学長
大　橋　　松 おおはし　まつ 栃木県女性団体連絡協議会会長

河　野　輝　枝 かわの　てるえ 山口県女性団体連絡協議会会長
塩　井　外喜子 しおい　ときこ 富山県女性団体連絡協議会会長
玉　津　菊　子 たまつ　きくこ 新やまがたひゅーまんらいふフォーラム副代表
中　畔　都舍子 なかあぜ　つやこ 京都府連合婦人会会長
長　池　博　子 ながいけ　ひろこ 医師・元宮城県女性問題懇談会座長
平　野　多嘉子 ひらの　たかこ 熊本県男女共同参画社会推進懇話会会長
政　野　澄　子 まさの　すみこ （財）ふくい女性財団理事
水　野　三重子 みずの　みえこ 岡山県婦人協議会会長
加　藤　郁　子 かとう　いくこ 岐阜県地域婦人会連合会会長
木　内　む　め きのうち　むめ 秋田県国際交流をすすめる婦人の会相談役理事
久　世　妙　子 くぜ　たえこ 椙山女学園大学教授
久保木　道　子 くぼき　みちこ 愛媛県男女共同参画会議会長
時　津　凉　歌 ときつ　すずか 佐賀県地域婦人連絡協議会会長
富　岡　恵美子 とみおか　えみこ 性暴力問題群馬弁護士ネットワーク代表
藤　枝　澪　子 ふじえだ　みおこ 大阪府男女協働社会づくり審議会会長
松　原　敏　美 まつばら　としみ 弁護士
三　浦　タカコ みうら　たかこ 大分県女性団体連絡協議会会長
南　　ツギヱ みなみ　つぎえ 鹿児島県女性団体連絡協議会会長

秋　田　幸　子 あきた　ゆきこ 全国地域婦人団体連絡協議会会長
石　田　　都 いしだ　みやこ 埼玉婦人問題会議世話人代表

伊　勢　悦　子 いせ　えつこ 元徳島県女性協議会会長
上　田　喜志子 うえだ　きしこ 長崎県地域婦人団体連絡協議会会長
岡　田　淳　子 おかだ　あつこ 北海道立女性プラザ館長
角　本　典　子 かくもと　のりこ 鳥取県男女共同参画センター運営協議会委員
竹　川　佳壽子 たけかわ　かずこ 福島県立医科大学名誉教授
橋　本　裕　子 はしもと　ひろこ 弁護士
深　尾　凱　子 ふかお　ときこ 埼玉短期大学教授
麻　上　千　鳥 あさがみ　ちどり 元山口県女性問題対策審議会会長
安次富　初　子 あしとみ　はつ こ 沖縄県女性の翼の会会長
金　森　弘　子 かなもり　ひろこ 富山県男女共同参画審議会会長
神　津　博　子 こうず　ひろこ 前長野県男女共同参画推進県民会議会長
静　間　敏　子 しずま　としこ  (社)国際婦人教育振興会副会長
島　本　郁　子 しまもと　いくこ 元奈良県女性問題懇話会会長
田　中　敏　子 たなか　としこ 高知県連合婦人会会長
檜　山　洋　子 ひやま　ようこ  (財)広島県女性会議理事長
湯　浅　雪　子 ゆあさ　ゆきこ 前(財)ふくい女性財団理事長
湯　沢　雍　彦 ゆざわ　やすひこ お茶の水女子大学名誉教授

平成１３年度

男女共同参画社会づくり功労者表彰受賞者一覧

平成１４年度

平成　９年度

平成１０年度

平成１１年度

平成１２年度

資料２（参考）



石　井　節　子 いしい　せつこ 前埼玉県地域婦人会連合会会長
今　川　敦　子 いまがわ　あつこ 大分県女性団体連絡協議会副会長
大　平　トシヱ おおひら　としえ 前北海道女性団体連絡協議会会長
添　田　包　子 そえだ　かねこ 栃木県女性団体連絡協議会会長 
西　川　　潤 にしかわ　じゅん 早稲田大学教授

西　脇　悦　子 にしわき　えつこ 京都市地域女性連合会会長
間　宮　安　子 まみや　やすこ 元青森県婦人団体連絡会会長
水　上　ム　ス みずかみ　むす 熊本県男女共同参画活動交流協議会顧問
谷田沢　典　子 やたざわ　のりこ 桜花学園大学教授
緒　方　世喜子 おがた　せきこ 前福岡県男女共同参画審議会会長
小　村　悦　子 おむら　えつこ 前島根県連合婦人会会長
音　田　昌　子 おんだ　まさこ 奈良県男女共同参画審議会会長
佐々木　誠　造 ささき　せいぞう 青森市長
島　野　穹　子 しまの　ひろこ つくば国際大学教授
高　澤　規　子 たかさわ　のりこ 富山県商工会議所女性会連合会会長
古　屋　繁　子 ふるや　しげこ 前山梨県男女共同参画審議会会長
峰　島　歌　子 みねしま　うたこ ＪＡ全国女性組織協議会会長
栁　田　喜美子 やなぎた　きみこ 特定非営利活動法人みやざき男女共同参画推進機構理事長
瀬　川　智　子 せがわ　ともこ 特定非営利活動法人岩手県地域婦人団体協議会会長
辻　　き　ぬ つじ　きぬ ふくいの生活と婦人問題研究会代表

中　田　和　子 なかた　かずこ 北海道女性団体連絡協議会会長
二　宮　慶　枝 にのみや　よしえ やまぐち男女共同参画会議顧問
久　田　ヤヨイ ひさだ　やよい 宮崎県地域婦人連絡協議会顧問
藤　原　ヒサヨ ふじはら　ひさよ 前島根県連合婦人会会長
本　田　和　子 ほんだ　ますこ お茶の水女子大学名誉教授
前　川　初　子 まえかわ　はつこ 前滋賀県男女共同参画推進協議会会長
森　　健　祐 もり　けんすけ 兵庫県経営者協会常務理事・事務局長
神　谷　ト　メ かみや　とめ 財団法人群馬県女性会館理事長

喜多嶋　美枝子 きたじま　みえこ 岡山県男女共同参画推進センター運営委員会運営委員長
小　泉　和　子 こいずみ　かずこ 京都府女性の船「ステップあけぼの」顧問
駒　井　つる子 こまい　つるこ 元甲府市女性問題懇話会委員長
後　藤　スミ子 ごとう　すみこ 前大分県女性団体連絡協議会理事
下　森　華　子 したもり　はなこ 財団法人しまね女性センター理事長
杉　山　佳代子 すぎやま　かよこ 前しずおか女性の会会長

関　　ウ　タ せき　うた 前福島県女性団体連絡協議会会長
田　中　　敏 たなか　とし 千葉県商工会女性部連合会会長 

三　隅　佳　子 みすみ　よしこ 財団法人アジア女性交流・研究フォーラム理事長
大　関　キ　ン おおぜき　きん 元栃木県女性団体連絡協議会事務局長
沖　藤　典　子 おきふじ　のりこ　 かながわ女性会議代表
佐　藤　和　子 さとう　かずこ 特定非営利活動法人静岡県男女共同参画センター交流会議代表理事

田　中　チカ子 たなか　ちかこ 財団法人えひめ女性財団理事長
樽　川　通　子 たるかわ　みちこ 元女性議員をふやすネットワーク「しなの」会長
德　矢　典　子 とくや　つねこ 大阪府男女共同参画審議会会長
中　嶋　喜　代 なかじま　きよ 秋田県地域婦人団体連絡協議会会長
原　田　躬予子 はらだ　みよこ 熊本県男女共同参画活動交流協議会会長
壬　生　佐久子 みぶ　さくこ 前財団法人ふくい女性財団理事長
安　田　純　代 やすだ　すみよ 千葉県商工会議所女性会連合会会長 
赤　水　照　子 あかみず　てるこ しまね女性会議会長
淺　岡　美　惠 あさおか　みえ 特定非営利活動法人気候ネットワーク代表
伊　藤　さなゑ いとう　さなえ 元ＪＡ全国女性組織協議会会長
井　原　理　代 いはら　みちよ 香川県男女共同参画審議会会長
岩　佐　郁　子 いわさ　いくこ 宮崎県男女共同参画審議会委員
遠　藤　宮　子 えんどう　みやこ 福島県女性団体連絡協議会会長 
川　瀬　啓　子 かわせ　けいこ 広島県男女共同参画審議会会長
坂　井　眞壽子 さかい　ますこ 熊本県人権擁護委員連合会長
神　宮　由美子 じんぐう　ゆみこ 栃木県女性団体連絡協議会会長
利　谷　信　義 としたに　のぶよし 前社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会会長

原　　　楫 はら　かじ 前長野県男女共同参画推進県民会議会長
 伏 見　妙 子（宇津
木 妙子）

ふしみ　たえこ 元ソフトボール女子日本代表チーム監督

池　田　守　男 いけだ　もりお 株式会社資生堂相談役
甲　斐　カズ子 かい　かずこ 宮崎県地域婦人連絡協議会顧問
加　藤　愛　子 かとう　あいこ 愛知県女性団体連盟会長
田　中　裕　子 たなか　ひろこ 株式会社夢工房代表取締役
中　村　富美子 なかむら　ふみこ 元足立区女性団体連合会会長
成　田　宏　子 なりた　ひろこ 前青森県男女共同参画推進協議会会長
原　　ひろ子 はら　ひろこ 城西国際大学大学院客員教授
樋　口　惠　子 ひぐち　けいこ 特定非営利活動法人高齢社会をよくする女性の会理事長
福　原　啓　子 ふくはら　けいこ 特定非営利活動法人かながわ女のスペースみずら代表理事
藤　井　絢　子 ふじい　あやこ 滋賀県環境生活協同組合理事長
水　上　幸　衛 みずかみ　ゆきえ 財団法人ふくい女性財団理事長
和　田　智恵子 わだ　ちえこ 湊漁業協同組合女性部部長

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成１５年度

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度



井　上　耐　子 いのうえ　たえこ 鳥取県連合婦人会会長
神　田　道　子 かんだ　みちこ 独立行政法人国立女性教育会館理事長
北　城　恪太郎 きたしろ　かくたろう 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
小　舘　香椎子 こだて　かしこ 日本女子大学名誉教授

髙　木　　直 たかぎ　なお 元山形県男女共同参画審議会会長
土　屋　貞　代 つちや　さだよ 元静岡県地域女性団体連絡協議会会長
冨　永　暉　子 とみなが　てるこ 元福岡県男女共同参画審議会会長
中　山　敏　子 なかやま　としこ 熊本県男女共同参画活動交流協議会会長
山　岸　治　男 やまぎし　はるお 前大分県男女共同参画審議会会長
脇　山　順　子 わきやま　じゅんこ 元長崎県男女共同参画審議会会長
阿　部　康　子 あべ　やすこ 元山形市女性団体連絡協議会会長
石田尾　博　夫 いしだお　ひろお 鹿児島県男女共同参画審議会会長
加　藤　エミ子 かとう　えみこ 元全国酪農青年女性会議副委員長
近　藤　恵　子 こんどう　けいこ 特定非営利活動法人　全国女性シェルターネット共同代表
齊　藤　尚　子 さいとう　なおこ 元山梨県女性団体協議会副会長
袖　井　孝　子 そでい　たかこ お茶の水女子大学名誉教授
高　島　進　子 たかしま　のぶこ 兵庫県男女共同参画審議会会長
福　代　俊　子 ふくしろ　としこ 元ＪＡ全国女性組織協議会会長
矢　澤　澄　子 やざわ　すみこ 元埼玉県男女共同参画審議会会長

相見　壽子 あいみ　としこ 元鳥取県男女共同参画をすすめるネットワーク会長
上杉　孝實 うえすぎ　たかみち 兵庫県立男女共同参画センター運営委員会委員長
喜多　悦子 きた　えつこ 日本赤十字九州国際看護大学学長

小関　八重子 こせき　やえこ 元山形県女性校長・教頭会会長
進藤　斗志代 しんどう　としよ 全国人権擁護委員連合会男女共同参画社会推進委員会委員長
都河　明子 つがわ　あきこ 国際女性技術者・科学者ネットワーク日本会長
堂本　暁子 どうもと　あきこ 男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表
細谷　英二 ほそや　えいじ 株式会社りそなホールディングス 取締役兼執行役会長
宮﨑　恭子 みやざき　きょうこ 元和歌山市男女共生推進懇話会会長
持谷　靖子 もちたに　やすこ 群馬県男女共同参画推進委員会会長

山口　みつ子 やまぐち　みつこ 国際婦人年連絡会世話人
山崎　捷子 やまざき　しょうこ 前福島県女性団体連絡協議会会長

内永　ゆか子 うちなが　ゆかこ 特定非営利活動法人ジャパン・ウイメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長

遠藤　恵子 えんどう　けいこ （公財）せんだい男女共同参画財団理事
岡村　正 おかむら　ただし 株式会社東芝相談役

久保　八百子 くぼ　やおこ 元群馬県農業生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協議会会長
後藤　明子 ごとう　あきこ 元佐賀県女性団体協議会副会長
後藤　澄江 ごとう　すみえ 元愛知県男女共同参画審議会会長
坂上　悦 さかがみ　えつ 元奈良県地域婦人団体連絡協議会会長

佐藤　惠子 さとう　けいこ 元青森県男女共同参画審議会会長
高木　絹子 たかぎ　きぬこ 元熊本県男女共同参画審議会会長

野々山　久也 ののやま　ひさや 兵庫県男女共同参画審議会副会長
町田　千鶴子 まちだ　ちづこ （公財）ふくい女性財団理事長
高野　悦子 たかの　えつこ 元岩波ホール総支配人
黒田　玲子 くろだ　れいこ 東京理科大学教授
川村　隆 かわむら　たかし 株式会社日立製作所取締役
平賀　ノブ ひらが　のぶ 仙台商工会議所女性会会長
原　範子 はら　のりこ 神栖市男女共同参画審議会会長

栗原　慶子 くりはら　けいこ 林業研究グループ「東吾野女性林研ときめ木」会長
斎藤　聖美 さいとう　きよみ 前神奈川県男女共同参画審議会会長
錦織　淑子 にしきおり　よしこ 元社団法人国際女性教育振興会会長

田中　田鶴子 たなか　たづこ 学校法人大和学園名誉学園長
小谷　典子 おたに　のりこ 元山口県男女共同参画審議会会長
秦　榮子 はだ　えいこ 新居浜市男女共同参画審議会会長

木瀬　照雄 きせ　てるお TOTO株式会社取締役相談役
有光毬子 ありみつ　まりこ 兵庫県経営者協会顧問
郷　通子 ごう　みちこ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事

志賀　俊之 しが　としゆき 日産自動車株式会社副会長
鈴岡　章子 すずおか　あきこ 元全国人権擁護委員連合会男女共同参画委員会委員長
時田　昭子 ときた　しょうこ 北海道女性団体連絡協議会副会長

御子貝　荒江 みこがい　あらえ 栃木県名誉農業士
八重澤　美知子 やえざわ　みちこ 石川県男女共同参画審議会会長

山﨑　信子 やまざき　のぶこ 喜多方市女性団体連絡協議会会長
山下　史眞子 やました　しまこ 元特定非営利活動法人女性参画研究会・さが理事長
山下　泰子 やました　やすこ 国際女性の地位協会会長
吉野　英岐 よしの　ひでき 公立大学法人岩手県立大学総合政策学部教授

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度



受賞年度 氏名 ふりがな 企業（受賞当時）

惣万　佳代子 そうまん　かよこ NPO法人「ディサービスこのゆびとーまれ」理事長

伊東　サダ子 いとう　さだこ 「まごごろの会」会長

佐藤　良子 さとう　よしこ 立川市大山団地自治会会長

高橋　裕子 たかはし　ゆうこ 奈良女子大学大学院教授

中島　民子 なかじま　たみこ
つくば市農業・農村男女共同参画社会推進委員会会
長/「わの会」代表

日野　佳恵子 ひの　かえこ 株式会社ハー・ストーリィ代表取締役

石原　奈津子 いしはら　なつこ 有限会社　茄子の花代表取締役社長

東野　真由美 ひがしの　まゆみ
パウダーテクノコーポレーション有限会社代表取締役
社長

藤田　敏子 ふじた　としこ 株式会社　クック・チャム代表取締役社長

星川　光子 ほしかわ　みつこ NPO法人いぶりたすけ愛理事長

近藤　紀子 こんどう　のりこ 地域維新グループ代表

橋本　正惠 はしもと　まさえ
佐伯市観光協会副会長
有限会社　丸二水産取締役

八木　幸子 やぎ　さちこ
株式会社　比叡ゆば本舗
ゆば八　代表取締役社長

植田　貴世子 うえだ　きせこ 株式会社クラッシー代表取締役

海野　フミ子 うんの　ふみこ
JA静岡市理事
アグリロード美和代表

鎌野　実知子 かまの　みちこ
全国子育てタクシー協会
（（有）花園タクシー取締役）

中橋　恵美子 なかはし　えみこ NPO法人わははネット理事長

宮崎　弘美 みやざき　ひろみ 株式会社かむろみプランニング代表取締役

谷　あゆみ たに　あゆみ 谷厩舎経営

村山　由香里 むらやま　ゆかり
株式会社アヴァンティ
代表取締役社長

山本　文子 やまもと　ふみこ
ＮＰＯ法人いのちの応援舎
理事長

増田　恭子 ますだ　きょうこ 富士宮駅前通り商店街振興組合理事長

光畑　由佳 みつはた　ゆか モーハウス代表（モネット有限会社代表取締役）

山口　絵理子 やまぐち　えりこ 株式会社マザーハウス代表取締役

梅木　あゆみ うめき　あゆみ 有限会社コテージガーデン代表取締役

寒川　歳子 そうがわ　としこ 美山村森林組合代表理事組合長

新関　さとみ
（新関　里美）

にいぜき　さとみ さとみの漬物講座企業組合理事長

藤原　たか子
（藤原　隆子）

ふじわら　たかこ マイスター工房八千代施設長

帆足　キヨ ほあし　きよ 吉野食品有限会社代表取締役社長

宗片　恵美子 むなかた　えみこ NPO法人イコールネット仙台代表理事

山下　由美 やました　ゆみ ＪＡえひめ南女性部津島支部長

岩岡　ひとみ いわおか　ひとみ NPO法人全国福祉理美容師養成協会事務局長

岩井　万祐子 いわい　まゆこ 株式会社ホト・アグリ代表取締役

奥野　美代子 おくの　みよこ 福岡県認定農業者女性部会会長

女性のチャレンジ賞　受賞者一覧

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成22年度

平成24年度



能登  祐子 のと　ゆうこ
能代市上町自治会長
のしろ白神ネットワーク代表

佐藤　真琴 さとう　まこと 株式会社PEER　代表取締役

浅利　妙峰 あさり　みょうほう 有限会社糀屋本店　代表取締役社長

横田　響子 よこた　きょうこ 株式会社コラボラボ

籠田　淳子 こもりた　じゅんこ 有限会社ゼムケンサービス代表取締役

西平　都紀子 にしひら　ときこ
株式会社信濃路
代表取締社長

福島　有佳子 ふくしま　ゆかこ
川村義肢株式会社工房アルテ
主任技師

白須　美紀子 しらす　みきこ 矢鋪與左衛門窯

有馬　牧子 ありま　まきこ
東京医科歯科大学　学生支援・保健管理機構　学生・
女性支援センター男女協働・キャリア支援部　助教

雅樂川　陽子 うたがわ　ようこ 有限会社　ＣＯＣＯ－ＬＯ代表取締役

佐藤イネ子 さとう　いねこ 合同会社 イネ子の畑から　代表社員

土田　栞 つちだ　しおり 釧路公立大学　経済学部４年

福嶋　登美子 ふくしま　とみこ ブリリアントアソシエイツ株式会社代表取締役

※団体・グループ受賞者を除く。

平成27年度

平成25年度

平成26年度



受賞年度 氏名 ふりがな 企業（受賞当時）

田澤　由利 たざわ　ゆり
株式会社　ワイズスタッフ
代表取締役社長

濱砂　圭子 はますな　けいこ
株式会社　フラウ
代表取締役社長

齋藤　ちず さいとう　ちず ＮＰＯ法人コンカリーニョ理事長

丸山　結香 まるやま　ゆか 有限会社やまこし道楽村代表取締役

谷津倉　智子 やつくら　ともこ Funnybee株式会社代表取締役

平成20年度 江﨑　貴久 えざき　きく 有限会社オズ　代表取締役

石木　公子
（三上　公子）

いしき　きみこ
（みかみ　きみこ）

特定非営利活動法人活き粋あさむし事務局長

亀井　静子 かめい　しずこ NPO法人生ゴミリサイクル 亀さんの家理事長

吉村　憂希 よしむら　うさき NPO法人青少年育成審議会ＪＳＩ理事長

田中　美穂 たなか　みほ NPO法人ＳＴＥＰ・北九州理事

日置　真世 ひおき　まさよ
NPO法人地域生活支援ネットワークサロン理事兼事務局顧
問

森　　綾子 もり　あやこ NPO法人宝塚ＮＰＯセンター専務理事

木織　雅子 きおり　まさこ NPO法人工房おのみち帆布理事長

横田　純子 よこた　じゅんこ NPO法人素材広場理事長

井上　いほり いのうえ　いほり 本荘まちづくり協議会会長

佐野　ハツノ さの　はつの いいたてカーネーションの会代表

林　克重 はやし　かつしげ タカラ印刷株式会社代表取締役

川原　正孝 かわはら　まさたか 株式会社ふくや代表取締役社長

生駒　京子 いこま　きょうこ 株式会社プロアシスト代表取締役

福井　真紀子 ふくい　まきこ 株式会社ハーモニーレジデンス代表取締役

平成26年度 藤井　けい子 ふじい　けいこ
NPO法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会理事
長

川村　美津子 かわむら　みつこ NPO法人 つどい 理事長

松﨑　美穂子 まつざき　みほこ NPO法人子育て支援ネットワークとくしま理事長

※団体・グループ受賞者を除く。

平成24年度

平成25年度

平成27年度

女性のチャレンジ賞特別部門賞　受賞者一覧

平成18年度

平成19年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度
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