令和2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

（３０名）
活動内容

【 ５０音順・敬称略 】

推薦機関

五十嵐 市郎

宇都宮市東地域子連役員。
子ども会育成会を通じて青少年の地域育成の重要性をよく理
県生涯学習課
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長年にわたり尽力している。

稲葉 豊

雀宮地区高砂西友自治会長。雀宮地区青少年育成会相談
役。雀宮地区自治会連合会長、雀宮地区まちづくり推進協議
会長。
宇都宮市
地区育成会の活動に積極的に関わり各種事業の企画・運営
に努めている。「雀宮ふるさとカルタ」の作成を主導。現在も各
地域活動に貢献し、中心的役割を担う。

今村 陽子

下野市青少年育成市民会議設立準備委員、現常任理事。小
中学校音楽祭、子ども何でも発表会実行委員。とちぎネット利
用アドバイザー。
下野市
子ども達の地域で見える化と、地域の大人達と事業の協働作
業を進め、子ども達の生きる力の醸成を図る。

4

岩﨑 勇

宇都宮市立城山中学校魅力ある学校づくり地域協議会広報
部長。
長年にわたり、城山中学校の魅力ある学校づくり地域協議会
宇都宮市
副会長及び広報部長の任にあり、学校と地域の連携の要とし
て青少年の健全育成に多大な貢献。生徒の教育活動支援の
みならず、保護者や教職員の啓発活動にも尽力。

5

岩畑 謙一

那須塩原市少年指導員。
少年指導員として街頭巡回指導、非行防止活動に積極的に
那須塩原市
取り組む等、青少年の健全育成活動に尽力。とちぎの子ども
育成憲章の普及・啓発及び憲章に関する活動。

6

上野 登

少年指導委員。
剣道の指導や街頭補導活動、各種防犯活動等を通じ、少年 県警（下野）
の非行防止や犯罪被害防止、有害環境浄化に尽力。

7

上野 裕司

少年指導委員。
街頭補導活動や防犯活動等を通じ、少年の非行防止や犯罪
県警
の未然防止に努め、当署管内少年指導委員会の役員として
強いリーダーシップで中枢的役割を担い活躍。地域でも青少 （宇都宮中央）
年の健全育成に励んできた。

8

大久保 俊男

小山市子ども会育成会連合会会長。
長年に渡り、会長として市子連事業の運営及び、地域の子ど 小山市
も達の育成に尽力している。

小川 達也

少年指導委員。
石塚駐在所管内おいて、400年続く崇雲寺の住職として近隣
住民を含む広い範囲の迷える人々を導く傍ら、少年補導委員 県警（佐野）
として堅実な活動を続けており、下校時の小学生等に対する
声かけ等の活動を行っている。

小代 久子

栃木県青少年育成指導員。
男女共同参画ネットワークさの（環境グループ）、佐野市家庭
教育支援チーム、佐野市民生委員・児童委員、佐野市民会 佐野市
議の理事、監事、栃木県青少年育成指導員として、青少年健
全育成活動に長年意欲的に取り組んできた。
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川俣 弘子

聴障太鼓「響」講師。和太鼓「楽」代表。
宇都宮市文化協会事業「ふれあい文化教室」和太鼓、さんら
く太鼓、西地区ひまわり太鼓講師。
宇都宮市立西小学校を中心とした児童・生徒に和太鼓の演 宇都宮市
奏を指導し、演奏の場を設けるなど日本の伝統文化に親しむ
場を提供。地域の方々との異年齢交流の場として青少年の健
全育成に寄与。

12

菊地 麻弓

今市第二小学校において、交通安全指導、見守り活動、学習
支援や児童用マスクを手作りして寄付するなど安全確保支援
を行ってきた。地元育成会へのアドバイスや活動支援を行
日光市
い、青少年体験活動、地域間交流活動の支援や非行防止活
動も行ってきた。

13

熊倉 勝

佐野ユネスコ協会会長。日本ユネスコ協会連盟評議員。
長年にわたり、地域の子どもたちに平和の大切さを学習させ
県生涯学習課
るとともに、伝統文化の理解を通じて、郷土への誇りと自信を
醸成する運動の中心的役割を果たしてきた。

桑原 輝男

少年指導委員。
街頭補導活動、防犯パトロールはもとより、地域安全運動期間
中の街頭補導活動や広報活動に積極的に参加。長年署管 県警（日光）
内の青少年非行防止活動に携わり、積極的に活動に取り組
む。

小池 正男

真岡警察署管内少年指導委員。芳賀町青少年健全育成推
進協議会副会長。
少年指導委員及び青少年健全育成推進員として長年にわた
芳賀町
り活動し、青少年健全育成推進の中心的な役割を担ってき
た。また、スポーツ推進委員として、スポーツを通して青少年
健全育成を行う。

小島 実

鹿沼市粟野地区青少年育成市民会議会長。鹿沼市青少年
育成市民会議会長。
長年にわたり、青少年健全育成活動の企画・運営の指揮を執
鹿沼市
り尽力し、社会の規範意識向上を目指し市民会議を牽引。ま
た、安全安心の取り組みも、積極的に地域全体に働きかけて
いる。

小森 光晴

少年指導委員、宇都宮東警察署管内少年指導委員会副会
長。
岡本地区を中心に、警察等関係機関と連携し、街頭補導活
県警（宇都宮東）
動や広報啓発活動等を積極的に実施。青少年の非行防止及
び健全育成活動に長年尽力。児童の工作活動を支援するな
ど、学校と地域との良好な関係作りに貢献している。

斎藤 敏彦

少年指導委員、西那須野ライオンズクラブ。
那須塩原市及び那須町において地区の関係団体や高校等と
県警（那須塩原）
協力して青少年の非行防止及び健全育成活動。ライオンズク
ラブでは薬物乱用防止教育を推進。
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齋藤 典子

塩澤 美枝子

矢板市青少年育成市民会議。
市民会議設立当初から、献身的に活動し、地域社会の青少
年の健全育成に寄与。それを取り巻く社会環境へも働きかけ 矢板市
ている。
宇都宮更正保護女性会員。宇都宮更正保護女性会常任委
員。宇都宮更正保護女性会研修部長。
研修部長として会員研修の企画・運営を行い、会員の資質向
宇都宮市
上に努めている。「社会を明るくする運動、青少年非行・被害
防止全国強調月間」における街頭啓発活動や、立志式の際
に制作した人形を提供。
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下田 太一

親子学び合い事業、親子学び合い事業講師養成講座、とち
ぎネット利用アドバイザーフォローアップ研修の講師。講話に
はこれまでに県内の小中学校477校、86,702名が参加。昨年 県民会議
度からは県内で活動ができる講師を養成するなど、人材育成
にも力を入れている。

鈴木 義明

少年指導委員。
少年の非行防止活動を実施。都賀地区の地区長を務め全体
県警（栃木）
の運営を支える。声掛け等の活動のほか、夏休み期間中には
定期的に夜間パトロールを実施。

須永 栄一

横川西小学校魅力ある学校づくり協議会委員。横川地区青
少年育成会顧問。陽南中学校おやじの会会員。台新田自治
会副会長。
宇都宮市
長年にわたり、地区の青少年育成会長、地区諸団体の理事
や役員として子どもの健全育成に尽力。現在も様々な企画運
営に積極的に参加協力。

髙德 則夫

市貝町青少年健全育成推進委員会副会長。続谷里づくりの
会会長。
有害図書立ち入り調査や夜間指導、啓発のぼり旗の設置によ
市貝町
る啓発活動。子ども達が誇れるふるさとづくりなど地域におけ
る様々なイベントや環境活動などにおいてリーダーとして活
躍。

田村 利信

少年指導委員。
街頭補導活動や少年の非行防止及び青少年の健全育成の
ための活動。真岡警察署管内少年指導委員会の一員、真岡 県警（真岡）
地区防犯連絡協議会推進指導委員会副会長としても積極的
に活動し、中心的役割を担う。

野村 忠男

少年指導委員。
地域の街頭補導活動及び研修会等にも参加し、各種非行防
止活動に従事。青少年健全育成活動に積極的に取り組む。 県警（足利）
足利警察署管内少年指導委員会の会計として地域のまとめ
役を担い、同会を活性化。

福田 修久

鹿沼市南摩地区青少年育成市民会議会長。鹿沼市青少年
育成市民会議副会長。鹿沼市少年指導員。
長年にわたり、青少年健全育成活動の企画・運営に積極的に
鹿沼市
参画。市民会議の円滑な運営に手腕を発揮し、地区では会
長として保育園児から高齢者まで幅広く交流できる収穫祭を
企画する。

水越 房代

栃木地区子ども会育成会連絡協議会指導部員。
同会会長。栃木市少年補導員。
指導部員として子ども会活動への助言・指導を行い、会長とし
栃木市
て子ども会育成会相互の連絡調整と助言・指導を行うなど子
どもたちの健全育成に貢献し、青少年の非行防止・街頭補導
に積極的に取り組む。

山口 豊

足利市青少年育成会連絡協議会常任委員。
同会副会長。
市民会議副会長として青少年育成者に対する指導が高く評 足利市
価。地区ではリーダーシップを発揮し、各町内育成会の自主
独立を促すとともに、助言を行うなど活動推進に尽力。

渡辺 勉

少年指導委員、鹿沼警察署管内少年指導委員会久保町ブ
ロック班長、鹿沼市日吉町自治会長副会長。
街頭補導活動や研修会等へ積極的に参加して会の活性化を 県警（鹿沼）
図る。青少年の非行防止及び健全育成活動に積極的に取り
組む。

２ 子ども育成・憲章功労団体
番号

団体・グループ名

（９団体）
活動内容

【 ５０音順・敬称略 】

推薦機関

平成18年に結成後、子どもの犯罪被害防止のため、地区内
の防犯パトロール活動を週3回程度定期的に実施している。
特に、児童の登下校時間帯には、全員が徒歩で見守り活動
県警（宇都宮東）
やパトロールを実施しているほか、専用車両3台で広範囲をく
まなく巡回するパトロール活動を現在まで継続して実施してい
る。

1

石井地区スクールガード隊

2

長年にわたり、児童の登下校に合わせて児童を見守りながら
共に歩き、安全な登下校ができるよう指導するなど献身的な
活動を展開している。継続的な活動になるために、協力できる
石橋北小学校スクールガードボランティア
下野市
方を誘い引継ぎながら常時活動している。その姿から保護者
の協力者が増え、地域、保護者一体となって見守る雰囲気が
できている。

3

大谷地区子ども会育成会連絡協議会

会長をはじめ役員、会員が協力し合い、自主事業を実施し活
動が盛んである。年度の初めには、独自に研修会を開催し団
体内の指導者の育成を図っている。自主事業の一つである少
小山市
年少女スポーツ大会では、地元の団体である小山市体育協
会大谷支部に協力を仰ぎ、世代を超えた団体交流も行ってい
る。

4

乙畑子供の安全見守り隊

平成19年の結成以来、警察と連携して防犯活動を実施して
おり、児童の見守り活動、乙畑小学校児童館における防犯教
県警（矢板）
室、青少年非行防止対策の一環として、町内会の清掃活動
等幅広く活動している。

下馬木五段囃子保存会

会長を中心に定期練習会を行っており、小学生の時期からお
囃子を指導し、その子供たちが大学生・社会人になって故郷
に帰郷した際、指導者として次の子供たちの指導を行うなど、
壬生町
後継者育成に力を入れている。加えて、会員として他地域の
子供たちも受け入れるなど、先進的な取り組みにより郷土芸
能を守っている保存会である。

塩原ケーブルテレビ協同組合

地域の取材と情報発信を常時行うとともに、塩原地区学校と
の連携を深め、様々な教育活動に協力してきた。本年度の臨
時休校中は、児童生徒の学習支援と心のケアのため、教員と 那須塩原市
ともに授業の撮影を行い、編集・配信は一手に無償で引き受
けた。

下延生自治会

日頃から青少年の健全育成活動等を企画推進し、子ども達
共に活動するなど、社会の一員としての自覚を育てる活動に
意欲的に取り組んでいる。地元駐在所勤務員と連携して防犯
県警（真岡）
講話等を実施し、地域の子どもたちと共にハザードマップを作
成するなど、防犯活動にも積極的に従事。伝統文化を守り子
供達に引き継ぐ事業も実施している。

富屋西部ホタル愛護会

長年にわたる「ホタル学習」への支援は、ふるさと学習に定着
している。自然環境保全に関わる担い手の育成を目的とした
各種活動により、児童とその家族、地域社会に対して自然環 宇都宮市
境の大切さや、豊かな郷土愛を育む気運醸成に貢献してい
る。

間々田地区子ども会育成会連合会

学童野球間子連杯・球技大会、新春マラソン大会等の活動を
通して、異年齢子どもの交流機会の増加を図り、協調性や健
全性を養っている。KYT研修会により子どもの行動に対する
小山市
危機感を高め、奉仕活動やしらさぎ館祭りでの餅つき体験で
地域住民との交流も行う等、地域社会に根ざした活動を行っ
ている。
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３ 社会貢献青少年（おおむね30歳未満の者）
番号

氏

名

（６名）
活動内容

【 ５０音順・敬称略 】

推薦機関

伊藤 飛雄

子ども未来塾青年リーダー。
主に夏季の体験事業に指導者として参加し、リーダーシップ
県生涯学習課
には定評がある。優しい語り口で分かりやすく指導するため、
子どもたちから信頼がある。

大畠 夕佳

太平少年自然の家ボランティアリーダー。
太平少年自然の家主催事業に毎年積極的に参加し、一生懸
命に取り組んでいる。常に安全に配慮しながら指導補助に当 県生涯学習課
たり、子どもたちと積極的に関わり、子どもたち同士の仲をつ
なぐ役割を果たしている。

3

川島 陽菜

足利ジュニアリーダースクラブ会長。
中学生地区活動ボランティアクラブ員及び足利ジュニアリー
ダースクラブ員として、市教育委員会や青少年育成会などの 足利市
諸事業に積極的に参加。中学生ボランティアの下級生への指
導や参加児童の世話などを懇切丁寧に実践している。

4

北原 悠斗

子ども未来塾青年リーダー。
子どもたちへの優しさには目を引くところがある。飯ごう炊飯
や、野外活動に積極的に取り組んできた。

齋藤 なつの

太平少年自然の家ボランティアリーダー。
太平少年自然の家主催事業にボランティアリーダーとして毎
年積極的に参加。常に安全に配慮しながら、子どもたちの主 県生涯学習課
体的な活動を支持する姿勢や笑顔で明るく活動する姿は、子
どもたちと高校生リーダーたちの模範。

鶴貝 太地

毛野地区青少年育成会ユースリーダー。
中学生地区活動ボランティアクラブ員、足利ジュニアリーダー
スクラブ員として、市教育委員会行事や青少年育成会行事に 足利市
積極的に参加・協力し、児童・生徒と育成者を繋ぐ役割を担
い、地域における青少年育成活動の活性化に貢献。
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４ 優良青少年団体
番号

1

団体・グループ名

防災ボランティアＥＲＳＵ

（１団体）
活動内容

県生涯学習課

【 ５０音順・敬称略 】

推薦機関

宇都宮市総合防災訓練、宇都宮中央消防署防災フェア、交
通安全啓発ボランティアや、東北被災地支援ボランティアに
年1回参加。また、福島県の被災地区のボランティア、栃木県 帝京大学
大谷地区の台風19号被災地区のボランティアに参加するな
ど、防災に対して社会的貢献を果たしている。

