
令和３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 　　　　　　　　（２８名） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 氏　　名 活動内容 推薦機関

1 荒川　昌平

栃木市少年補導員、栃木市少年補導員会会長、にしかた子
どもネットワーク元会長、西方小学校学校運営協議会委員
　少年補導員として、街頭補導活動等青少年の健全育成に
尽力し、現在は会長として会の運営並びに会員の資質向上
に尽力している。にしかた子どもネットワークに設立当初から
関わり、現在は相談役として取り組んでいる。

栃木市

2 伊澤　幹男

少年指導委員
　美田地区のブロック長として、街頭補導、有害環境の浄化、
非行防止広報活動に少年指導委員会の牽引役として献身的
に取り組み、大きな成果を上げた。関係団体との合同の活動
にも積極的に参加し意見を述べるなど熱意を持って活動して
いる。

県警
(小山)

3 岩田　博文

少年指導委員
　毎月1回、JR氏家駅や駐輪場、公園周辺等における街頭補
導活動、声かけを積極的に行っているほか、管内の行事や
祭礼の街頭補導活動にも進んで参加し、健全育成や地域の
安全活動に貢献している。また地元の寺の住職として地域に
も精通し、地域住民から厚い信頼を得ている。

県警
(さくら)

4 釆澤  良俊

少年指導委員
　地域における街頭補導活動及び研修会等に積極的に参加
するなど各種少年非行防止活動に従事している。現在は、会
幹事として会員の指導にあたる他、祭礼時の街頭補導活動
では警察や関係団体と連携した活動を積極的に企画するな
ど犯罪防止、非行防止に効果を上げている。また僧侶として
も長きにわたり同地区で活動しており住民の信頼も厚く地域
の防犯意識の向上にも尽力している。

県警
(足利)

5 小川　一男

民生委員、児童委員、鹿沼市北部地区民生委員児童委員
副部長
　長年にわたり青少年健全育成活動の企画・運営に積極的
に参画してきた。北部地区の市民会議では会長として街頭指
導やサマースクール等を実施し、、鹿沼市民会議副会長とし
ては、あいさつ運動や社会環境浄化などに努めた。

鹿沼市

6 春日　武之

少年指導委員、少年指導委員会監事
　街頭補導活動、防犯パトロール活動の他、毎年の二社一寺
及び管内各種祭礼時の街頭活動に積極的に参加している。
職業柄(観光業)、二社一寺関連に精通しており地元学生や
修学旅行生の現地案内を通して、少年健全育成に取り組ん
でいる。

県警
(日光)

7 亀井　丈彦

宇都宮市スポーツ推進員、城山中学校魅力ある学校づくり地
域協議会副会長
　長年にわたり、城山地区の小・中学校のPTA会長や魅力あ
る学校づくり地域協議会の役職にあり、学校と地域の連携の
要として多大な貢献をしている。また生徒の教育活動の支援
のみならず、保護者や教職員の啓発活動にも尽力している。
また市のスポーツ推進員として地域スポーツ推進に尽力して
いる。

宇都宮市

8 川嶋　浩

鹿沼市青少年育成市民会議副会長、同市中央地区青少年
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・運営に積極的
に参画している。市の青少年育成市民会議では副会長として
会長を補佐し、会の円滑な運営に尽力している。中央地区市
民会議では会長として、家庭の日推進事業や愛の一声運動
など親子で一緒に楽しめる活動の場を毎年工夫しながら提
供するなど、地域住民の信頼も厚い。

鹿沼市

9 國井　淑子

喜連川少年少女＆ユースコーラス代表
　きつれ川少年少女合唱団(現喜連川少年少女＆ユースコー
ラス)を設立し、以降、運営・指導を行っている。技術指導の
他、老人ホーム慰問や定期演奏会、ジュニア合唱フェスティ
バル参加など、団員の異世代間交流や地域住民との交流機
会の確保、各種イベントや大会への積極的参加などを行い、
団員が様々な経験や地域貢献の大切さを学ぶことができるよ
うに取り組んでいる。

さくら市



10 小池　惠一郎

少年指導委員、少年指導委員会地区班長、五代若松原地
区まちづくり推進協議会長
　宇都宮南署管内の関係団体や学校等と連携して非行防止
健全育成活動に尽力している。毎月第１・３金曜日に大型商
業施設で街頭補導活動を実施するほか、警察とゲームセン
ター等風俗営業所への立ち入りを実施し管理者への協力要
請や少年への声かけ活動を行っている。また五代若松原地
区まちづくり推進協議会長として同地区の防犯パトロールや
危険箇所点検を行い、犯罪から守る活動に努めている。

県警
(宇都宮南)

11 佐藤　重敏

大田原市子ども会育成会連絡協議会会長、栃木県子ども会
連合会理事、同指導委員
　子どもの小学校入学を契機に子ども会会長として子ども会
活動や地域活動に積極的に関わるようになり、市子ども会育
成会の副会長・会長として活動の幅を拡げ、若手指導者の育
成に努めるとともに活動の在り方について研鑽を積む。県連
合会理事にも就任し、県全体の子ども会活動の活性化と充
実に力を注いでいる。また安全啓発中級指導委員の認定を
受け、翌年から指導者としても活動している。

県教委
生涯学習課

12 戸邉　三男

少年指導委員、羽田小学校PTA副会長、金田北中学校PTA
副会長
小滝駐在所連絡協議員
　少年指導委員の他、羽田小・金田北中のPTA副会長などを
歴任し、街頭補導活動に積極的に参加している。
　大田原市内全域に精通しており活動範囲が広く、市街地で
行われる街頭補導活動にも積極的に参加し常にリーダーシッ
プを発揮している。

県警
(大田原)

13 永島　茂夫

少年指導委員、吾妻地区青色防犯パトロール隊副会長、上
羽田ふくろう隊(老人ボランティア活動団体)
　少年指導委員として堅実な活動を行うほか、吾妻地区青色
防犯パトロール隊副会長として地域の犯罪防止、治安向上に
尽力している。また上羽田地区で農園を営む傍ら、ふくろう隊
として高齢者を手助けするボランティアにも取り組み地元の信
望は非常に厚い。

県警
(佐野)

14 永野　重三

少年指導委員、少年指導委員会事務局長
　少年指導委員として警察等関係機関と連携して道場宿町
地区を中心に、街頭補導活動、広報啓発活動、風俗営業所
への立ち入り指導等を積極的に行うなど健全育成活動に長
年尽力している。少年指導委員会の役員として会長を補佐し
て会の活性化を図るほか、自治会と連携して定期的な巡回を
行い防犯意識の普及高揚に努めている。　また宇都宮市ス
ポーツ推進委員として地域住民や児童生徒へスポーツ活動
の普及啓発に尽力し、清原中学校ではバドミントン部の外部
指導者として活躍している。

県警
(宇都宮東)

15 成行　恵子

少年指導委員、少年指導委員会副会長
　少年指導委員を委嘱されて以降、少年指導委員の活動及
び運営に積極的に取り組み、現在は副会長を務めている。街
頭補導活動や学校・公園周辺での補導活動では、交番との
情報交換や班員との協力による効果的な活動実施に努めて
いる。また小学生を対象に人形劇や紙芝居等を用いた非行
防止講話を行い、昨年はコロナ禍のため警察とともに非行防
止DVD教材を作成し、それを活用して講話を行っている。

県警
(宇都宮中央)

16 野村　馨子

栃木県人形劇お話連絡協議会設立メンバー・会員、ガール
スカウト栃木県支部第37団委員長、栃木市青少年育成市民
会議理事、栃木市社会教育委員会副委員長、栃木市図書
館協議会委員
　社会教育・青少年育成に関わる活動に40年にわたり取り組
んでいる。特に旧岩舟町青少年育成町民会議を立ち上げ、
以後、岩舟地区を中心に様々な活動を展開して青少年育成
に尽力している。

栃木市

17 氷室　淳子

少年指導委員
　少年指導委員として長きにわたり上三川町を中心に熱心に
補導活動を実施している。毎月の街頭補導活動に加え学校
周辺パトロールや登下校時の見守り等を自発的に実施して
いる。さらに地域安全運動や年末年始の特別警戒、夏祭り等
においても積極的に活動し、「非行を生まない地域づくり」の
牽引者として地域住民から共感を得ている。

県警
(下野)



18 星野　孝

足利市御厨地区青少年育成会連絡協議会会長
　御厨地区青少年育成会連絡協議会長を務め、自治会・小
中学校など他の関係機関と連絡調整を図り、「球技大会」や
「かるた大会」などの町内交流行事の発展に貢献している。
11の町内育成会で構成されている御厨地区の地区会長とし
て、町内育成会長の育成や町内育成会を支える役割を担うと
ともに、足利市青少年育成会連絡協議会の監事として協議
会の運営・発展に貢献している。

足利市

19 松濤　孝佳

少年指導委員、少年指導委員会栃木市1班班長
　少年指導委員として、また現在は少年指導委員会班長とし
ても会の中心的な存在となり運営を支えている。職域ボラン
ティア、学校、ゴルフ場と連携し、毎月駅周辺や公園等の地
域安全パトロールを実施している。また駅や大型店舗、スー
パー等においてチラシや広報啓発品の配布、声かけなどを
実施し、非行防止健全育成に多大な効果を上げている。

県警
(栃木)

20 室　正倫

少年指導委員、少年指導委員会第2班長
　那須塩原市及び那須町地内において関係団体や高校等と
協力して非行防止、健全育成活動を積極的に実施している。
毎月第３金曜日や祭礼時における街頭補導活動、インター
ネットの適正利用の広報活動、登下校時の見守り等防犯パト
ロール活動などのほか、ゲームセンター等風俗営業所への
立ち入りを警察とともに行い管理者への助言や少年への積
極的な声かけなどを行っている。少年に社会の一員としての
自覚を育てる活動に尽力している。

県警
(那須塩原)

21 森　実樹

少年指導委員
　定期的に実施される街頭補導に積極的に参加しており、少
年の健全育成に意欲的で非行防止に情熱を注いでいるな
ど、他の会員の模範となっている。

県警
(矢板)

22 森田　義治

小山市子ども会育成会連合会理事、同市桑地区子ども会育
成会連絡協議会会長
　育成会活動に早くから携わり、桑地区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として、常に
地域のため子どもたちのためになることを第一に企画運営を
行っている。

小山市

23 八木澤　享一

少年指導委員、瀬尾地区自治会長
　少年指導委員会副会長として会長を補佐して会の活動の
活性化を図っている。年間を通しての街頭補導活動、地域の
祭典等行事における会場見回りのほか、自ら自宅周辺の通
学路の見守りを行うなど地域の安心・安全や青少年健全育成
に貢献している。

県警
(今市)

24 山﨑　智雄

那須塩原市少年指導員
　西那須野地区において、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取り組む等、青少年の健全育成活
動に尽力している。

那須塩原市

25 渡辺　昌博

少年指導委員、少年指導委員会副会長
　少年指導委員として街頭補導指導に率先して参加し、他の
指導委員からの信望も厚い。副会長としてまた旧馬頭町地区
の責任者として、少年指導委員会を取りまとめ会長を補佐し
て活動を盛り立てており、青少年の健全育成・非行防止に尽
力しいる。

県警
(那珂川)



２　子ども育成・憲章功労団体 　　　　　　　　（７団体） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 団体・グループ名 活動内容 推薦機関

1 社会福祉法人　絆の会

　町の委託を受け子育て支援センター及び冒険遊び場を運
営している。中でも「プレーパークしもたか」は県内に2カ所し
かない冒険遊び場の一つとして活発に活動している。
　多世代での交流の場とするため、個人、地域のボランティア
団体、NPO法人のほか、地域連携活動を推進する地元中学
生の協力をH27から受け入れている。中学卒業後もボラン
ティアとして交流の場が広がっている。R2までのボランティア
受入れ総数は1438名になる。
　子ども達の自由な遊びをモットーに火育や伝統行事の伝承
にも力を入れている。

芳賀町

2 白沢駐在所管内防犯パトロール隊

　白沢駐在所管内の防犯連絡所員や自治会員らによって組
織され、毎週2回小学校の下校時間帯に通学路の見守り活
動を行うほか、月5回地区内の防犯パトロールを実施してい
る。また警察と連携して防犯広報活動を積極的に実施し、地
域の防犯意識の普及高揚に尽力し、青少年の健全育成に貢
献している。

県警
(宇都宮東)

3 長沼小学校スクールガード

　長沼小学校区において、週2回登校時見守り活動、週1回
下校時の見守り活動、週2回の防犯パトロールの他、危険箇
所の点検確認を行っている。
　また定期的に会議を開催し、学校との意見交換なども行い
成果を上げている。

県警
(真岡)

4 東小学校図書館ボランティア「おひさま」

　東小学校の保護者、同卒業生保護者、地域住民が参加し
ている団体である。学校図書館の環境整備、朝の活動時の
「読み聞かせ」、年2回の「おひさまお楽しみ会」等の活動を
行っている。その成果として子ども達の本への興味や関心が
高まり、毎年10000冊を超える貸し出しが行われている。また
その活動が地域にも広がり、地域コミュニティに依頼され、公
民館等で本に親しむ活動を行うなど幅広く活動している。
　学校図書館担当との連携はもとより、学年の教員との関わ
り、地域コミュニティの活動も大切にし、地域の児童育成に貢
献している。

那須塩原市

5 藤井かんぴょう音頭保存会

　本団体は、栃木県を代表する作物「かんぴょう」を主とする
伝統芸能を、踊りを通して後世に伝承している団体である。
藤井地区の小学生を含む地元住民を中心に構成されてお
り、定期的な練習会の他、町のふるさと祭りや郷土芸能フェス
タに毎年参加している。R1には藤井小学校で「かんぴょう音
頭・踊り発表会」を開催した。今後も郷土愛の醸成や地域の
活性化など、民俗芸能を活用した町づくりが期待できる。

壬生町

6 やばっこ

　矢場川地域を中心に活動する団体である。地域の子ども教
室の中心的存在で、特徴として世代を超えたつながりや学校
とは異なる育ちの場を提供している。主な取り組みとして「矢
場川ウォーク」「やばっこ夏祭り」「大凧づくり」「炭焼きバウム
クーヘンづくり」「炭窯ピザ」「竹細工」「大豆栽培とみそ作り」
等、子ども達の自主性を生かす取り組みを行っている。

県教委
生涯学習課

7 陽光地区まちづくり推進協議会安全・安心部会

　H10から宇都宮市陽光地区及び緑が丘地区を中心としたま
ちづくり推進協議会で子どもを犯罪被害から守る活動に取り
組んでいる。
　H20年5月に協議会内に「防犯部会」として結成され、登下
校時に通学路周辺で見守り活動を行うほか、H28からは防犯
パトロールを実施して、保護者や地域住民の安心感の醸成
に寄与している。

県警
(宇都宮南)



　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 氏　　名 活動内容 推薦機関

1 水洞　亮太

栃木県子ども会連合会ユースリーダー
　中学生地区ボランティアとして3年、ジュニアリーダースクラ
ブメンバーとして現在まで青少年育成会などの諸行事におい
てボランティアとして参加し、下級生の指導育成や参加児童
の世話など児童生徒と育成者を繋ぐ役割を担っている。県子
ども会連合会のユースリーダーとして市外でも青少年育成活
動に携わるなど、ジュニアリーダーとしての資質向上に努めて
いる。
　現在高校3年で受験を控えているが、責任感が強く、学業と
ボランティア活動を両立し、積極的に子ども会育成会行事で
奉仕活動を行っている。

足利市

2 花本　凜香

豊郷リーダースクラブ元会長、現在は同顧問として継続活動
　小学校高学年より地域活動に積極的に参加しボランティア
活動に興味を示す。中学生からジュニアリーダースクラブに
加入し、高校進学後も豊郷地内の多種多様なイベントや地域
子ども会連合会の行事に積極的に参加し、地元自治会や育
成会の保護者から高い評価を得ている。常にリーダーとして
の心構えを持って各事業の企画立案に携わり小中高生の指
導にあたっている。他の青少年の模範として地域活動にも取
り組んでいる。

宇都宮市

3 丸山　桃香

子ども未来塾青年リーダー会長
　小学生より子ども未来塾の自然体験活動に参加しており、
中学生からは青年リーダーとしてリーダーシップを発揮し、子
どもたちへの気配り、トラブル対応、健康管理などに努めてい
た。
　近年は、中高生スタッフの先輩としてキャンプの企画運営に
も積極的に関わり、事業運営の重要スタッフとして活動してい
る。また安全講習の講師も務めている。

県教委
生涯学習課

４　優良青少年団体 　　　　　　　　（３団体） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 団体・グループ名 活動内容 推薦機関

1 下野ジュニアリーダースクラブ

地域子ども会活動支援
生涯学習センター祭協力
市立図書館収蔵図書の整理と小中学生お勧め本リーフレット
作成
　結成以来、市主催の各種事業、市立図書館との連携、地域
子ども会の活動支援、各種研修会等を実施し、会員の資質
向上とともに地域に対する社会奉仕精神・協働の精神を向上
させている。

下野市

2 栃木県立国分寺特別支援学校

　長年にわたり学校周辺及び最寄りバス停、JR小金井駅周辺
の清掃活動、除草活動等のほか、周辺自治会との連携や地
域住民との交流など地域に密着した活動を進めている。活動
を通し地域貢献と連帯意識が高まり住民とのコミュニケーショ
ンも図られ地域の信頼も厚い。また高等部生を中心に生徒間
の地域福祉の心が増大し、仲間意識も醸成されている。

下野市

3 豊郷リーダースクラブ

　結成以来、定例会等独自活動の他、歩け歩け大会や豊郷
祭りなどの自治会や地区内のイベント等に積極的に参加し、
地域に密着した活動を続け、地域住民から厚い信頼を得て
いる。またリーダー研修会やどんどん焼きなどの地区子ども
会連合会の様々な行事や、単位子ども会、子どもの家へ積
極的に支援協力している。地元文化財の保護活動にもボラン
ティアとして参加している。リーダースクラブの研修等を開催
し、仲間づくりや人間形成に努め後進の育成も図っている。

宇都宮市

３　社会貢献青少年（おおむね30歳未満の者）　　　（３名）


