
1　子ども育成・憲章功労者 　　　　　　　　（3１名） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 氏 名 活 動 内 容 住 所

1 秋山　黎明
宇都宮市姿川地区東武下原子ども会育成会会長。
子どもたちの体験活動や各団体の体験活動の指
導。子ども会指導者の研修等の活動。

宇都宮市

2 浅川　健治
小山市子ども会育成会連合会理事。
地区子ども会育成会役員、小山市子ども会育成会
連合会理事として、地域の子ども会活動の支援等。

小山市

3 浅川　享
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動・防犯パトロール・各種イベントへの
活動等。

真岡市

4 上野　幸弘

栃木県子ども会連合会副会長。
関東甲信越静地区子ども会推進研究委員。子ども会育
成会やPTAを通じた青少年健全育成活動。県内外の子
ども会活動の推進等。

益子町

5 大類　淳子
雀宮地区青少年育成会副会長。
地区おける各種行事の指導や育成活動・PTA活動
等。

宇都宮市

6 小澤　明美
さくら市青少年センター少年指導員。
地域の青少年育成活動にかかわる人材育成。地域
に根ざした家庭教育支援。あいさつ活動等。

さくら市

7 加藤　拓央
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動等青少年の非行防止及び健全育成活動。
児童の登下校時の見守り活動と防犯パトロール活動。

那須塩原市

8 粂川　秀夫
栃木県少年指導委員。
街頭や地域のお祭り等のパトロール・少年補導及び声掛
け等の活動・広報啓発活動・有害環境浄化活動等。

壬生町

9 越渕　雅子

栃木県少年指導委員。
街頭補導活動・青少年の健全育成活動・広報啓発活動・
防犯パトロール・児童の登下校時における見守り活動
等。

那須烏山市

10 小峰　直人
栃木県少年指導委員。
青少年の健全育成活動・非行防止活動・少年補導
活動等。

那珂川町

11 齋藤　美知枝
宇都宮市今泉地区青少年育成協議会役員。
地区における子ども会行事の企画・運営。地域協
議会コーディネーターとしてのボランティア業務等。

宇都宮市

12 篠崎　享子
小山地区子ども会育成会連合会理事。
地区子ども会育成会役員、小山市子ども会育成会
連合会理事として、地域の子ども会活動の支援等。

小山市

13 篠原　容子
栃木県少年指導委員。
青少年の健全育成や非行防止活動等。少年の立
ち直り支援活動における体験活動への参加。

宇都宮市

14 清水　信子
宇都宮市青少年巡回指導員。
宝木地域における巡回指導及び薬物乱用指導委
員として薬物乱用防止教室における講師活動。

宇都宮市

15 髙野　篤
さくら市生涯学習推進協議会委員。
工夫を凝らした地域の青少年育成活動等。

さくら市
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16 田村　晋也
一般社団法人子ども未来塾業務執行理事。
地域の子ども会活動支援及びボランティア活動。子ども
たちの自然体験活動において指導者として活躍。

小山市

17 為乗　直子
上戸祭小学校PTA役員。
ふれあい地域協議会コーディネーターや教育ボラ
ンティアとして地域教育の発展に尽力。

宇都宮市

18 手塚　章雄
栃木県小学生バレーボール連盟名誉会長。
栃木県小学生バレーボール連盟の立ち上げに参
加。スポーツを通じた青少年の健全育成活動。

宇都宮市

19 中島　孝司

足利市青少年育成指導員会青少年育成指導員。
教育キャンプでの野外炊飯活動や自然体験学習の指
導。子ども会指導員認定者専門委員として指導者への指
導等。

足利市

20 長島　久登
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動・各種警察活動・声掛け等。地域安
全運動。

さくら市

21 縫田　冨士雄
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動・有害広告物撤去・通学路パトロール・コン
ビニエンスストア等深夜営業店に対する協力要請等。

佐野市

22 針谷　久子
栃木県少年指導委員。
街頭補導・有害環境の浄化・非行防止広報活動
等。近隣小学校におけるボランティア活動。

野木町

23 深澤　功
日本体育協会公認ソフトボール指導者。
監督という立場で子どもたちへのソフトボール指導
等。

那須町

24 福田　金也
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動及び広報活動等。二社一寺及び管
内の各種祭礼時における街頭補導活動。

日光市

25 古橋　正男
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動・広報啓発活動・防犯パトロール・児
童の登下校時の見守り活動等。

宇都宮市

26 堀越　博

足利市青少年育成指導員会会長。
自治会・小中学校と緊密な連携を図り、町内青少年育成
会の発展に貢献。各地区育成会の育成者への指導及び
様々な事業活動等。

足利市

27 松本　裕之
栃木県少年指導委員。
地元商店街等を中心とした街頭補導。非行防止広
報活動等。

宇都宮市

28 村上　佳彦
さくら市青少年センター少年指導員。
地域の青少年活動に関わる人材を育成。芸術活動
を通じ、社会的に恵まれない青少年への支援等。

さくら市

29 谷田貝　芳子
一般社団法人子ども未来塾監事。
組織の充実発展と地区において指導者としての支
援活動等。

小山市

30 山田　一則
那珂川町青少年育成協会副会長。
栃木県子ども会連合会指導員として、県内の子ども会活
動におけるレク活動や野外活動等の講師として活躍。

那珂川町

31 山本　長衛
栃木県少年指導委員。
街頭補導活動・通学路パトロール・携帯電話販売店
に対する協力要請活動等。

足利市



２　子ども育成・憲章功労団体 　　　　　　　　（１７団体） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 団 体 ・ グ ル ー プ 名 活 動 内 容 所 在 地

1 足利警察署少年指導推進委員会
通学路におけるパトロール活動・声掛け活動。交番
駐在所と情報交換し合同でパトロールを実施。

足利市

2 石井町交番防犯連絡会
児童・生徒の登下校時間帯における見守り活動・防
犯パトロール活動。PTAや自治会と連携した街頭活
動等。

宇都宮市

3 宇都宮市富屋地区青少年育成会
リーダー養成講習会、環境点検、たこあげ大会等
地区内の青少年健全育成にかかる多様な活動。親
子レクリエーション大会の企画・運営。

宇都宮市

4
思川西部農村環境保全会
（思川西部土地改良区）

景観形成のための植栽活動・景観形成・生活環境
保全のための清掃活動・生きもの調査・地域交流活
動・田んぼアート等多様な共同活動等。

小山市

5 小山地区職場警察連絡協議会
地域安全運動への参加や各種広報活動、他の団
体と協働してのボランティア研修会の実施等。

小山市

6 がんがら会議
街頭補導活動や夜間の防犯パトロール等。地域安
全運動期間中の防犯活動・広報啓発活動。

さくら市

7 逆面エコ・アグリの里
生きもの調査や環境学習等の活動。都市と農村の
地域間交流・伝統文化体験を通じた世代間交流
等。

宇都宮市

8 佐野市子ども会連合会
多様な活動における幅広い交流活動。育成会及び
地区の子ども会の支援。子どもと保護者が一体と
なった地域活動の推進等。

佐野市

9 三区町環境保全隊
教育機関と連携した環境学習や農業体験、地域で
の多世代にわたる交流活動。地域の内外にも情報
を発信し、豊かな農村環境を次世代に伝える活動。

那須塩原市

10 下野警察署管内少年指導委員会
地域の防犯団体・学校等との合同パトロールや街
頭活動。有害図書等の販売自粛・区分陳列の指導
等有害環境浄化活動等。

下野市

11 下野市グリーンクラブ
美化活動・ボランティア活動を通じた子どもたちの
見守り。各種イベントの開催と積極的な地域行事へ
の参加等。

下野市

12 とちぎユースネットワーク
サンタ宅急便事業の実施やあゆみ学園納涼祭への
協力等地域に根ざした活動。

栃木市

13 那須塩原警察署管内少年指導委員会
街頭補導活動・児童の登下校時間帯における見守
り活動と防犯パトロール活動・広報活動等。

那須塩原市

14 みやのもり自治会
親睦会や夏祭り等各種イベントへの参加。一斉清
掃活動・防犯ポスター作成や防犯パトロール運動
実施等。

宇都宮市

15 みんなで和楽踊りの会
１００年以上続く伝統ある「日光和楽踊り」のお囃子
と踊りを子どもたちに伝承していく活動。また、地域
社会を活性化する活動。

日光市

16 真岡ジュニアリーダースクラブ
子ども会育成会の活動への積極的・継続的な参加
協力。真岡保育所への訪問、イベント等の開催。

真岡市

17 陽南中学校おやじの会
関係サポート団体と連携した子どもたちとのゴミ拾
い・陽南中学校の設備修繕・安全パトロール活動
等。地域活動・教育委員会の事業への参加・協力。

宇都宮市



　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 氏 名 活 動 内 容 住 所

1 青木　優美
リーダーシップを発揮し、活動の中心となって子ども
たちの地域活動を支援。

小山市

2 清水　崚平
小学生時代より自然体験活動に参加、熱心に活
動。体験事業においては中心的役割を担い活躍。

小山市

3 中田　滉二
キャンプ事業に欠かさず参加し、体験活動指導の
基礎を取得。地域の子ども会活動支援に尽力。

小山市

４　優良青少年団体 （２団体） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 団 体 ・ グ ル ー プ 名 活 動 内 容 所 在 地

1 足利大学　全学応援団
リーダー公開吹奏楽演奏会などのチャリティーイベントや
募金活動。地域の商工会議所主催のイベントや成人式
においてのリーダー公開・演奏会などの活動。

足利市

2 自然教室ネイチャーフレンド

自然体験活動やレクリエーション活動を通して、子どもた
ちが自然に親しむ「きっかけ」を作ることを目的とした環境
教育・野外教育活動。植物観察・創作活動を通した自然
体験等。

宇都宮市

３　社会貢献青少年（おおむね30歳未満の者）　　　（３名）


