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やまがた公益大賞選考委員一覧（敬称略） 

 

※所属名には、選考委員就任当時の役職等を掲載しております。 

※やまがた公益大賞の選考は、平成１９年度は「やまがた公益大賞選考委員会」、 

平成２０年度以降は「山形県ＮＰＯ推進委員会」により行っております。 

 

平成１９年度 やまがた公益大賞選考委員会委員 

氏 名 所 属 名 備 考 

渋川 智明 東北公益文科大学 教授 委員長 

鈴木 利右ェ門 

特定非営利活動法人  

山形の公益活動を応援する会・アミル 代表理事 

 

佐藤 丈晴 

酒田市議 

特定非営利活動法人 パートナーシップオフィス 理事 

 

沼野 慈 

特定非営利活動法人 山形創造ＮＰＯ支援ネットワーク 代表理事 

特定非営利活動法人 ＮＰＯもがみ 代表理事 

 

青木 範雄 
特定非営利活動法人 山形創造ＮＰＯ支援ネットワーク 元代表 

 

松田 久美子 山形県社会福祉協議会 地域福祉部長  

桑嶋 誠一 株式会社山形新聞社 論説副委員長  

本間 弘信 東北電力株式会社山形支店 副支店長  

佐藤 嘉高 

山形県文化環境部 

県民文化課県民活動推進室長 

 

 

平成２０年度 山形県ＮＰＯ推進委員会委員 

氏 名 所 属 名 備 考 

半田 結 東北公益文科大学 准教授 委員長 

穴澤 雅之 東北電力株式会社山形支店 広報・地域交流部長  

五十嵐 幸枝 ビジネスオフィスＣｌｅａｒ代表  
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桑嶋 誠一 株式会社山形新聞社 論説委員長  

小林 潔 株式会社山形銀行 くらしと経営の相談所長  

齋藤 緑 特定非営利活動法人あらた 代表理事  

沼野 慈 特定非営利活動法人ＮＰＯもがみ 理事長  

中山 順子 山形県文化環境部県民文化課県民活動推進室長  

 

平成２１～２２年度 山形県ＮＰＯ推進委員会委員 

氏 名 所 属 名 備 考 

半田 結 東北公益文科大学 准教授 委員長 

吉野 剛朗 株式会社山形新聞社 論説委員 副委員長 

青木 孝弘 特定非営利活動法人 長井まちづくりＮＰＯセンター 事務局長  

五十嵐 幸枝 ビジネスオフィス Ｃｌｅａｒ 代表  

海谷 美樹 

特定非営利活動法人 

Ｙａｍａｇａｔａ１ コンソーシアム 代表理事 

 

小林 潔 株式会社山形銀行 くらしと経営の相談所 部長代理  

齋藤 亜紀 

株式会社フィデア総合研究所 

研究開発グループ研究員 

 

齋藤 緑 特定非営利活動法人あらた 代表理事  

髙橋 修 ネッツトヨタ山形株式会社 代表取締役社長  

高山 恵美子 

特定非営利活動法人 

子育てネットワークバルボンさん 代表理事 
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平成２３～２４年度 山形県ＮＰＯ推進委員会委員 

氏 名 所 属 名 備 考 

半田 結 東北公益文科大学 准教授 委員長 

吉野 剛朗 株式会社山形新聞社 論説委員 副委員長 

岩浪 美穂 特定非営利活動法人アンプ 理事（兼）事務局長 

 

海谷 美樹 

特定非営利活動法人 

Ｙａｍａｇａｔａ１ 代表理事 

 

後藤 博 株式会社山形銀行 地域振興部 調査役 

 

齋藤 亜紀 

株式会社フィデア総合研究所 経営情報グループ 

経営コンサルタント 

 

齋藤 緑 特定非営利活動法人あらた 代表理事 

 

佐藤 登美子 有限会社佐藤税務会計事務所 

 

白石 祥和 特定非営利活動法人 Ｗｉｔｈ優 代表  

髙橋 修 ネッツトヨタ山形株式会社 代表取締役社長 

 

 

 平成２５～２６年度 山形県ＮＰＯ推進委員会委員 

氏 名 所 属 名 備 考 

武田 真理子 東北公益文科大学 准教授 委員長 

佐々木 裕孝 株式会社山形新聞社 論説委員 副委員長 

松田 美由紀 

株式会社フィデア総合研究所 

研究開発グループ研究員 

 

海谷 美樹 
特定非営利活動法人 

Ｙａｍａｇａｔａ１ 代表理事 

 

齋藤 美穂 特定非営利活動法人アンプ 理事（兼）事務局長  
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白石 祥和 特定非営利活動法人Ｗｉｔｈ優 代表  

佐藤 香奈子 特定非営利活動法人元気王国 理事長  

國井 篤 

（平成２５年度） 
株式会社山形銀行 営業支援部調査役  

大友 誠 

（平成２６年度） 
株式会社山形銀行 営業支援部チーフ調査役  

武田 靖子 株式会社パレス平安 取締役社長室長  

岡村 いち子 岡村いち子税理士事務所 所長  

 

 

平成２７～２８年 山形県ＮＰＯ推進委員会委員 

氏 名 所 属 名 備 考 

武田 真理子 東北公益文科大学 准教授 委員長 

吉野 剛朗 

（平成２７年度） 

株式会社山形新聞社 論説委員 
副委員長 

板垣 仁樹 

（平成２８年度） 

株式会社山形新聞社 論説委員 
副委員長 

松田 美由紀 

株式会社フィデア総合研究所 

研究開発グループ研究員 

 

奥山 奈津子 
特定非営利活動法人 

西沼田サポーターズ・ネットワーク 学芸員 

 

工藤 浩三 特定非営利活動法人ＮＰＯもがみ 理事  

川崎 麻恵 特定非営利活動法人長井まちづくりＮＰＯセンター 理事  

佐藤 香奈子 特定非営利活動法人元気王国 理事長  

大友 誠 株式会社山形銀行 営業支援部チーフ調査役  

武田 靖子 株式会社パレス平安 取締役社長室長  

國井 美保 
東北公益文科大学  

公益ビジネスプロジェクト学外研究員 
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平成２８年度やまがた公益大賞選考基準等 

 

１ 目的 

地域課題の解決に取り組む様々な公益活動を顕彰し、県民に広く紹介することにより、

公益活動への県民の関心を高め、積極的な参画を促すとともに、ＮＰＯをはじめとした県

民の公益活動を活性化することを目的とする。 

 

２ 顕彰の対象  

（１）山形県内に拠点を有する、ＮＰＯをはじめとする団体や企業などが取り組んでいる 

公益活動で、山形県内において大きな成果を収めている（収めた）活動 

（２）継続中のものを含め２年以内に行われた活動で、今後も継続が見込まれる活動 

（３）これまでに国又は県から表彰を受けていない活動 

※ 平成２３年度より、東日本大震災に関する支援活動について、山形県内のほか他県 

の被災地における活動も広く顕彰の対象としている。 

   

３ 選考基準 

ア 活動の効果 

（ア）地域課題の解決への寄与（活動により、地域課題の解決に寄与したか） 

（イ）活動の範囲、幅（活動範囲や受益者は、ある程度広いか） 

（ウ）地域への波及効果（活動は地域に定着し、波及しているか） 

イ 活動のモデル性 

（ア）必要性（社会的な意義、緊急性が高い活動か） 

（イ）先駆性・独創性（独自のアイディア等による先駆的な取り組みか） 

（ウ）継続性（継続的に取り組まれているか、今後の継続が見込まれるか） 

（エ）協働性（他団体との連携、協働への意識が高いか） 

 

４ 選考方法 

 山形県ＮＰＯ推進委員会において、プレゼンテーション審査（応募書類及び応募団体に

よる説明をもとに審査）を公開で実施。 

 

 

参考 
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