令和元年度 栃木県青少年育成県民会議表彰 表彰者一覧
1 子ども育成・憲章功労者
番号

氏

名

（29名）
活

動

【 ５０音順・敬称略 】

内

容

住

1

磯 幸二

那須塩原市少年指導員。
街頭巡回指導、非行防止活動、地域の違法広告物の撤去活 那須塩原市
動に積極的に取り組む等青少年の健全育成活動に尽力。

2

臼井 キミ子

栃木市少年補導員。
青少年の非行防止、街頭補導活動等、青少年の健全育成に 栃木市
尽力。栃木市少年補導員会の監事を務め、積極的に活動。

3

薄井 真吾

那須塩原市少年指導員。
街頭巡回指導、非行防止活動、地域の違法広告物の撤去活 那須塩原市
動に積極的に取り組む等青少年の健全育成活動に尽力。

4

大貫 重雄

宇都宮市城山卓球クラブ指導者。宇都宮市スポーツ少年団本部常
任理事。
卓球を通じて青少年の健全育成に尽力。宇都宮市スポーツ少年団
の役員として、宇都宮市スポーツ少年団の発展に寄与。

5

大森 則男

宇都宮市立城山中学校魅力ある地域協議会会長。
地域における青少年の健全育成に貢献。生徒の教育活動の 宇都宮市
支援、保護者や職員への啓発活動に尽力。

岡田 敏子

さくら市社会福祉協議会理事。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に尽力。様々な体験
活動の企画・実施。青少年支援を目指す市民リーダーの育成のた
めの研修の開催。あいさつ巡回活動等。

さくら市

加藤 良和

日光市少年指導委員。
街頭補導活動、防犯パトロール、二社一寺及び管内の各種祭事等
に伴う街頭補導活動や防犯パトロールへの積極的な参加。地域安
全運動期間中の街頭補導活動や広報活動等。

日光市

8

金子 享司

鹿沼市少年指導委員。清洲地区防犯協会副会長。
各種街頭補導活動及び研修会への参加等。青少年の非行防止活
動と青少年健全育成活動に従事。役員として、会の活性化に成果
をあげ、後継者の育成に尽力。

鹿沼市

9

茅島 淳二

都賀中学校総会委員会長。都賀のこどもを育む会総務委員長。
子ども達の健全育成のため様々な活動に取り組み、地域と学校との
架け橋となるコーディネーターとしての役割を担う。小学生の体験学
習、いちご園場提供、夏祭りの参加及びおはやしの指導等。

栃木市

10 河田 知

一般社団法人子ども未来塾会員。
高校在学中ジュニアリーダースクラブに所属。その後、小山市シニ
アリーダースクラブを結成し、後輩達の活動を支援。子ども未来塾で
は、自然体験、交流体験にボランティアとして参加し活動。

小山市

11 菊地 藤明

宇都宮市少年指導委員。
街頭補導活動、広報啓発活動等の実施やゲームセンターやパチン
コ店等の風俗営業所への立入指導を行うなど青少年の非行防止及
び健全育成活動に尽力。防犯パトロール、児童の登下校の見守り
等。

宇都宮市

12 越口 正一

芳賀町青少年健全育成推進協議会副会長。
芳賀町健全育成推進員として中心的な役割を担い活動。宮 芳賀町
司として、町内中学校の行事への協力と絵馬の奉納。

13 小瀧 信幸

那須塩原市少年指導員。
街頭巡回指導、非行防止活動、地域の違法広告物の撤去活 那須塩原市
動に積極的に取り組む等青少年の健全育成活動に尽力。

14 小林 康男

佐野市の青少年とともに育つ市民の会理事・監事。
佐野市の青少年とともに育つ市民の会の理事として、研修会や会の
運営に尽力。小学生の体力向上や陸上、水泳等の競技力向上、小
学校の野外活動等等の推進に尽力。

6

7

宇都宮市

佐野市

所

15 塩澤 隆

益子町少年指導委員。
防犯パトロール、街頭補導活動、広報活動等少年の非行防止及び
健全育成に尽力。真岡地区のブロック長として防犯活動の中心的
役割を担い、会長、副会長をサポートし、運営にも尽力。

益子町

16 白澤 嘉宏

日本ボーイスカウト栃木連盟理事長。
青少年育成のために幅広い分野で活動し、体験活動や異世代間
交流・地域間交流活動等の多様な機会を提供。ボーイスカウトの指
導者として、多くの青少年を育成するなど指導者養成に貢献。

佐野市

17 菅沼 泰功

上三川町少年指導委員。
不良行為少年のたまり場などをパトロールし、熱心に補導活動を実
施。街頭補導活動、学校周辺パトロール、登下校の児童生徒の見
守り、地域安全運動、年末年始特別警戒、夏祭り等での補導活動
等。

上三川町

18 田仲 靜雄

農業アドバイザー。
少年らと活動することにより、罪を犯した少年やその家族らが地域社
会と孤立することなく、連帯感や絆を深めることに尽力。少年の新た
な居場所づくりと少年の健全育成に貢献。

宇都宮市

19 中尾 秀美

栃木市少年補導員。
青少年の非行防止、街頭補導活動等、青少年の健全育成に尽力。
栃木地区の子ども会育成会連絡協議会の指導者として子ども達及
び指導者の活動を支援。

栃木市

20 永島 柾木

佐野市少年指導委員班長。界地区防犯連絡会会長。
街頭補導、有害広告物の撤去、通学路パトロール等各種活
佐野市
動への積極的な参加等。リーダーシップを発揮した会のとりま
とめ。

21 檜山 勉

那須烏山市スポーツ推進委員。那須烏山市交通指導員。
書店等への立入調査等の活動。青少年をはじめとする幅広い年齢
層の市民の交通安全確保やスポーツ振興に貢献。

22 前澤 浩子

那須塩原市少年指導員。
街頭巡回指導、非行防止活動、地域の違法広告物の撤去活 那須塩原市
動に積極的に取り組む等青少年の健全育成活動に尽力。

23 森山 京逸

24 山口 康夫

さくら市青少年センター少年指導員。
広報紙の作成、発行。市内巡回活動、駅前での自転車盗難防止呼
びかけ運動、祭りやスーパーでの見守り運動等。さくら市内の青少
年支援を目指す市民リーダーの育成と少年指導員の資質向上に努
める。
宇都宮市子ども会連合会会長。栃木県子ども会連合会副会長。
地域の子ども会活動に関わり、子ども会活動の充実、活性化のため
尽力。青少年の地域育成の重要性を理解し、地域の子どもたちに
積極的に関わり、地域はもとより市内、県内の青少年健全育成に尽
力。

那須烏山市

さくら市

宇都宮市

25 山野井 孝

小山地区南部子ども会育成会連絡協議会会長。小山市子ども会育
成会連合会理事。
会長・理事として、それぞれの会の企画運営に尽力。また、地域の
子どもたちの育成にも尽力。

小山市

26 渡邉 秀男

栃木市少年指導委員。西方地区地区長。
地域の子ども祭りやどんと祭りにおいてパトロール、少年補導及び
声掛け等の活動、広報啓発活動、有害浄化活動等。少年非行防止
や犯罪抑止のためのチラシ配布や声掛け等の実施。

栃木市

※ご本人のご意向によりお名前を掲載していらっしゃらない方もいます。

２ 子ども育成・憲章功労団体
番号

団 体 ・ グ ル ー プ 名

（１８団体）
活

動

内

【 ５０音順・敬称略 】

容

所

在

1

一般社団法人子ども未来塾

自然体験活動や青少年リーダー養成研修会等。キャンプにおける
協働体験、仲間づくりや自然観察活動、地形、動植物の生態の観
察等を実施し、より豊かな体験の機会を提供。

小山市

2

宇都宮子どもの本連絡会

図書館・学校・地域などで読み聞かせ会の実施。栃木子どもの本連
続講座への協力参加。公開セミナーや勉強会を開催し、広く市民
への読書活動の啓発。子どもに本の面白さを伝えるため、各地域で
積極的かつ継続的に読み聞かせ等の活動。

宇都宮市

3

宇都宮市緑が丘地区青少年育成会

ボランティア活動、地区体育祭への参加等。留学生等と異文化交流
推進のためのミニ国際交流会を主催。異文化を学び、そば打ちや
茶道を取り入れ日本の文化の紹介を行う等、地域の国際感覚の育
成に貢献。

宇都宮市

4

宇都宮市立五代小学校地域協議会
安全安心部会

学校・家庭・地域が一体となって、児童の健全育成や安全確
保を図ることを目的に設立。研修会や下校指導を通じ、登下 宇都宮市
校時に見守り安全パトロールを実施。

5

乙畑ひまわりスクール実行委員会

学童保育施設と同様に、毎日の放課後の居場所の提供や様々な
体験活動、季節に応じた行事や伝統行事の継承等。普段の活動で
は出来ない、饅頭づくりや竹とんぼ作り、書道教室や科学教室等。

矢板市

おはなしきゃらばん つぼみ座

図書館・保育園・幼稚園・小学校・地区市民センターなどでの人形
劇の公演。ペーパーシアター・パネルシアター・エプロンシアター・
手話ソング・田遊び等。おはなしの楽しさを伝える舞台を通して、子
どもたちの情操教育、親子のふれあいや絆を深める機会を提供。

宇都宮市

7

お話しボランティア めだか

日光市立南原小学校に伝統的に続いている読み聞かせボランティ
ア。年間を通して月ごとに週間を設け、朝の読書タイムに児童への
読み聞かせや読書集会を行い、地域児童の健全育成と言語環境の
浄化に貢献。

日光市

8

小山地区南部子ども会育成会連絡協議会 り、地域で子どもたちを育成。かるた大会においては、地元で作成し 小山市

6

自主事業を熱心に実施し活動。充実した行事を実施することによ
たものを使用し、歴史を知り地元愛を育む機会となっている。
自主事業を熱心に実施し活動。充実した行事を実施することによ

9

小山地区北部子ども会育成会連絡協議会 り、地域で子どもたちを育成。かるた大会においては、地元で作成し 小山市
たものを使用し、歴史を知り地元愛を育む機会となっている。

10 上河内防犯連絡会

児童・生徒の通学路における登下校時の見守り活動や防犯
パトロール等子どもを犯罪から守るための活動等。警察と連
携し、防犯広報を積極的に実施し、地域の防犯意識の普及
高揚に尽力。

11 川崎町青少年育成会

スポーツ活動を通した青少年の体力向上の推進、地域の環
境浄化活動等。市や地区の各種球技大会に町内育成会とし 足利市
ての積極的な参加。

12 小松流安塚五段囃子保存会

祭り囃子伝承フォーラムの参加や各種お祭りへの参加及び
支援。お囃子の指導と後継者育成に関した先進的な取り組
みにより郷土芸能を伝承することに尽力。

13 自主防犯高根沢北パト隊

昼夜問わず防犯パトロールを実施し、青少年の非行防止と健
全育成に尽力。地域安全期間中における防犯活動、広報啓 高根沢町
発活動等。

14 すばる天文同好会

市内の公共施設での天体観望会の開催や市主催のサイエン
ススクールでの太陽観望会の開催。天体観測を通して、子ど 栃木市
もたちの科学の心を育む活動に尽力。

宇都宮市

壬生町

地

15 田野町子ども育成会

ボランティア活動やどんど焼きへの参加、花壇の手入れ等。子ども
が主体的に参加できる活動を開催し、事業への積極的な参画によ
り、子どもたちに幅広い年代との交流の機会を提供。

宇都宮市

16 栃木子どもの本連絡会

国内外の児童文学、絵本をテーマにした講座の開催や学校図書館
の現状・問題等をまとめたパンフレットの発行、学習会の実施。県内
各地でのお話し会・講座・講演会の開催等。子どもたちの心を豊か
なものとする取り組みを支える活動に尽力。

鹿沼市

17 真岡警察署管内少年指導委員会

地域における青少年の健全育成活動等の各種防犯活動を企画推
進し、街頭補導活動、少年相談活動、有害環境浄化活動等に意欲
的に取り組むなど、地域の少年非行の防止に尽力。

真岡市

18 真岡市少年指導員会

街頭指導や環境浄化活動、相談活動を実施。青色回転灯パ
真岡市
トロール車による巡視を年間１５０回以上実施。

３ 社会貢献青少年（おおむね30歳未満の者）
番号

氏

名

活

（３名）
動

【 ５０音順・敬称略 】

内

容

住

1

須藤 司

夏の行事にボランティアスタッフとして参加し、子どもたちの支援活
動を行う。各事業の下見へ積極的に参加し、質の高いプログラム作
りに貢献。自然体験活動、親子そば作り体験教室、青年リーダー研
修会等。

2

宮田 将希

夏季自然体験活動、ハロウィンパーティーやクリスマス会等の
交流体験活動、冬季自然体験活動等小中学生を対象とした 栃木市
事業への参加や企画、運営に携わる等貢献。

3

宮内 美緒

足利ジュニアリーダースクラブ員として、地区・町内育成会の
行事に積極的に参加協力し、児童・生徒と育成者を繋ぐ役割
足利市
の中心を担い、ジュニアリーダーの活性化や資質の向上に貢
献。

４ 優良青少年団体
番号

団 体 ・ グ ル ー プ 名

（３団体）
活

動

内

所

栃木市

【 ５０音順・敬称略 】

容

所 在 地

1

黒磯北中学校ボランティア部

地域コミュニティの各種行事にボランティアスタッフとして参加するな
ど、地元に密着した活動を展開し幅広い年代との交流活動を行う。
お祭り、運動会、特別老人ホームとの交流等にボランティアスタッフ
として参加。

2

佐野日本大学短期大学
総合キャリア教育学科 こどもフィールド

地域貢献としての子育て支援活動とこどもフィールド学生の保育実
践の馬として毎年３００名程が利用する「キッズプラザさのたん」を開
催。保育内容は、手遊び、音楽リズム、製作、絵本等。

佐野市

3

未来創造ネットワーク白鷗

小山市を中心に、地域活性化活動、ボランティア活動、国際協力活
動を実施。主催イベントや行政機関との協働企画、民間団体との協
働企画、空き家を取得してリノベーションをし、コミュニティスペース
を開設する等空き家問題にも取り組む。

小山市

那須塩原市

