
令和４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 　　　　　　　　（２6名） 　【 ５０音順・敬称略 】   

番号 氏　　名 活動内容 推薦機関

1 青木　利男

栃木市西方子ども会育成会役員連合会顧問、にしかた子ど
もネットワーク副会長
　長年にわたりPTA及び子ども会育成会、少年指導員等の活
動に従事し、子ども関係イベントの開催、子どもの体験機会
の創出等多岐にわたり地域青少年の健全育成に貢献してい
る。また、にしかた子どもネットワークの副会長として組織の意
思決定から現場活動まで熱心に取り組み、子ども会育成会
では顧問として知識、経験を地域に還元している。

栃木市

2 秋葉　之浩

少年指導委員
　長年にわたり青少年の健全育成や非行防止に対する強い
熱意と感心をもって活動を継続している。少年指導委員会の
活動及び運営に協力し、常に積極的な姿勢で活動に取り組
む姿勢は他の模範である。各種会議等に参加する等のほ
か、学校周辺や公園、スーパー等での街頭補導活動を行っ
ている。

県警
(矢板)

3 阿部　文子

湯西川小学校放課後子ども教室講師、湯西川女性の会「ニ
コニコの会」会長、湯西川小中学校地域コーディネーター、
日光市社会教育委員
　長年にわたり、湯西川地域の活性化や子どもたちのよりよ
い成長のために、多岐にわたる様々な取組を考え、率先して
活動。子どもたち一人一人に目を向け、温かく支援する包容
力と行動力を持ち備えており、今後も中心的な役割を担って
いる。

日光市

4 鵜飼　雅子

少年指導委員
　長年にわたり少年指導委員の活動及び運営に協力し、常
に積極的な姿勢で活動に取り組む姿勢は他の模範である。
会議や研修会への参加、街頭補導活動や当該地域の学校
周辺や公園等における補導活動等の実施。交番との情報交
換により地域の情勢を把握し、班員との協力の上、より効果
的な活動実施に努めている。また、警察とともに小学生対象
の人形劇や紙芝居等をもちいた非行防止講話も行うなど、長
年にわたる地道な活動で関係諸団体や地域住民からの信頼
も厚い。

県警
(宇都宮中央)

5 江田　裕信

少年指導員、板荷地区防犯協会役員
　板荷地区及び市内における青少年の非行防止及び健全
育成につとめ、地域活動の中心的役割を担う。理事会では、
協議に積極的に参加し会の運営に尽力。板荷地区の通学路
を巡回し、防犯灯や道路状況の確認を行い、地域の子ども
の安全を守る活動を行っている。

鹿沼市

6 海老原　治男

少年指導委員
　長年にわたり上三川町を中心に不良行為少年のたまり場
等のパトロールを行い、熱心に補導活動を実施。少年の健全
育成に強い関心を示し、毎月の街頭補導活動に加え、小中
学生の登下校時間に合わせた通学路周辺の見守り活動も自
発的に行っている。また、地域安全運動や年末年始特別警
戒、夏祭り等においても、補導活動や広報活動にも積極的に
参加している。

県警
（下野）

7 大貫　由美子

少年指導委員
　祭礼行事に伴う街頭補導活動やパトロールを実施する際に
積極的に参加。また、日光市交通指導員として、週に5回程
度、児童生徒の登下校時の交通指導等も行っており、少年
の交通安全思想の普及にも積極的に取り組んでいる。

県警
（日光）

8 岡野　忠

少年指導委員、大田原地区消防団副団長
　長年にわたり街頭補導活動に積極的に参加し、青少年の
健全育成に大きく貢献している。また、大田原市内全域に精
通していることから、活動範囲は広く、市街地において行う街
頭活動の際にも積極的に参加し青少年に対する声掛けを実
施するなど地元住民からの信用も厚い。

県警
（大田原）

9 刑部　弘

少年指導委員、都賀地区8班班長
　長年にわたり少年指導員として、少年の非行防止や健全育
成に尽力。H25から都賀地区8班班長を務め、同会の中心的
存在として会の運営も支えており、職域ボランティアや学校と
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、声掛け等を実施しているほか、少年
の携帯電話やスマートフォンへのフィルタリング利用につい
て、警察とともに携帯電話販売店に協力依頼を実施するな
ど、地域における少年の非行防止や健全育成に多大な成果
を挙げている。

県警
(栃木)



10 小野　節子

少年指導委員、並木町お囃子会会長
　長年にわたり街頭における少年補導活動等に従事。補導
活動や少年に対する声掛け等を積極的に推進し、少年の非
行防止活動に務めた。真岡ブロックの少年指導委員を中心
に、真岡駅周辺において立哨などの街頭活動を計画的に
行っており、当会の意義を十分に認識し、積極的に取り組む
姿勢は、他の模範となっている。

県警
（真岡）

11 片野　真恭

少年指導委員、少年指導委員会監事
　少年指導委員として街頭活動をはじめ、各種警察活動に積
極的に参加。月１回JR宝積寺駅や店舗駐車場、公園周辺等
における街頭補導活動及び声掛け、町内小中学校の下校時
におけるパトロール等を積極的に行っているほか、さくら警察
署管内の行事や祭礼の街頭補導活動にも進んで参加し、青
少年の健全育成に従事するとともに、地域の安全安心にも貢
献している。

県警
(さくら)

12 川村　公利

少年指導委員
　今市警察署管内少年指導委員として、積極的に少年の非
行防止、健全育成活動を従事。街頭補導活動や近年では
SNS利用に起因する少年の犯罪被害防止広報活動にも積極
的に参加する等、少年の健全育成に尽力。また、居住地で
営むスーパーでの仕事の傍ら、店に来店する少年らの見守り
活動を行い、地域の安全・安心にも貢献している。

県警
(今市)

13 佐々木　文子

少年指導委員、那珂川交通安全協会女性部会副部会長、
那珂川警察署管内少年指導委員会理事、那珂川警察署管
内少年指導委員会副会長
　長年にわたり少年指導委員として活動、平成29年に理事、
令和２年より副会長に就任し、委員会を取りまとめるとともに
各種活動を継続。人格的に優れ、関係機関団体からの人望
も厚い。また、地元の小中学校のPTA会長として長きにわたり
少年の健全育成や非行防止活動に深い理解を示し、少年の
心情に配慮したきめ細かな活動を継続している。

県警
(那珂川)

14 佐藤　富夫

大田原市黒羽地区生涯学習推進員、大田原市黒羽地区見
守り助け合い隊隊長、栃木県青少年育成指導員
　長年にわたり、生涯学習推進員や見守り隊としての活動を
通して、地元の子どもたちや高齢者等の安心・安全な生活確
保に尽力している。また、市代表青少年推進員や県青少年
育成指導員として、青少年の健全育成に貢献している。

大田原市

15 佐藤　亘

少年指導委員、栃木県青少年育成指導員、芳賀郡市青少
年育成連絡協議会委員
　街頭補導への積極的参加や毎年開催される地域の夏祭り
等にも参加し、青少年の健全育成に意欲的であると共に、少
年非行防止に情熱を注いでいる。また、社会教育委員、町
PTA協議会長、茂木高校PTA会長を歴任し、現在も青少年
育成協議会委員等を務める傍ら、民生委員としても、地域の
子どもたちが安心安全に暮らせるための相談、支援活動に
尽力している。
　

県警、茂木町
(茂木)

16 諏訪　哲夫

少年指導委員、少年指導員会副会長
　小山市警察署管内少年指導委員会の副会長として、街頭
補導、有害環境の浄化、非行防止広報活動に献身的に取り
組み、少年の非行防止や立ち直り等に大きな成果をあげた。
桑絹ブロック活動における定期的な補導活動だけでなく関係
団体との合同活動等にも積極的に参加し、学校における非
行防止講話にも尽力。

県警
（小山）

17 諏訪　美津枝

下野市青少年育成市町村民会議理事、下野市更生保護女
性会副会長
　更生保護活動では、犯罪者の矯正のための活動だけでは
なく、子どもの穏やかでやさしい心を育むための活動にも尽
力され、安心安全な地域社会の創出に貢献し、また、地域の
小中学生と連携した活動を精力的に行っている。

下野市

18 髙木　雅夫

少年指導委員、研修部会長
　少年補導活動、通学路パトロール等に尽力。研修部会長と
して活躍し、少年指導委員の個々の資質の向上に熱意を
もって取り組み、矯正施設の視察等企画立案に尽力してい
る。地域においては、PTAと連携した通学路パトロールを実
施。地区内における意見交換を活発に行い、交番勤務員に
少年に関する情報を提供するなど、警察と市民の連携を強
化している。

県警
(足利)

19 綱川　敬子

少年指導委員、宇都宮東警察署管内指導委員会会計部長
　長年にわたり宇都宮市平松町地区を中心に警察と連携し、
街頭補導活動や広報啓発等を積極的に実施。また、ゲーム
センターやパチンコ店等の風俗営業所への立入り指導を行
い、青少年の非行防止及び健全育成活動に尽力。少年指導
委員会では、班長、会計次長、会計部長を務め、役員として
の任務を果たし、会の資質向上に貢献している。

県警
(宇都宮東)



20 細田　高志

少年指導委員、少年指導員会監事
　佐野市警察署管内少年指導委員会監事として、少年指導
委員活動に尽力。朗らかな人柄で周辺の信頼が厚く、少年
の健全育成に務める傍ら、交通安全にも尽力している。

県警
（佐野）

21 増渕　洋子

上戸祭小学校放課後子ども教室コーディネーター
　長年にわたり、放課後子ども教室コーディネーターの中心と
して尽力。教室を週4回開催し、工作やスポーツ、ダンス等に
加え、和太鼓などの伝統文化体験等も取入れ、様々な体験
活動に機会を設けている。さらに、地域の方を招いての古墳
や馬頭観世音などの地域文化遺産見学会、地域企業と連携
したきのこ栽培体験等、地域と子どもたちをつなぐ活動にも
積極的に取り組むなど、子どもたちに幅広い学びの場を提供
している。

宇都宮市

22 村上　英智

少年指導委員
　那須烏山市内において、警察等関係機関と連携し、街頭
補導活動や広報啓発活動等を積極的に実施している。
また、僧侶として、地元住民の相談役となるなど、多方面にわ
たる活動は地域住民から厚い信頼を得ている。

県警
(那須烏山)

23 山﨑　明

上三川町子ども会連合会会長、栃木県子ども会連合会理
事、上三川町小学校運営協議会会長
　青少年の地域育成の重要性を理解し、社会福祉協議会、
子ども会育成会の諸活動の企画・運営を通して、地域の子ど
もたちに積極的に関わり続け、会長等の要職に就きながら長
年にわたり地域はもとより上三川町の青少年育成に尽力して
いる。

県教委
生涯学習課

24 若井　俊夫

少年警察ボランティア少年指導委員、城山地区青少年育成
会会長、城山中学校地域協議会委員
　城山中学校のPTA生活部長を皮切りに、長年にわたり、城
山地区だけでなく広域において、少年、青年の非行防止活
動や健全な育成活動に携わり、その活動を継続している。

宇都宮市



２　子ども育成・憲章功労団体 　　　　　　　　（８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
鹿沼市立津田小学校読み聞かせボラン
ティア

　鹿沼市立津田小学校において、読み聞かせボランティアと
して活動を行っている。１年生から６年生まで真剣に視聴する
高い読み聞かせ技術をもった人材による継続的な活動によ
り、児童の本への関心を大いに高めた。人事の確保、読み聞
かせの分担、読み聞かせを行うだけでなく、活動の記録、共
有を行い、適時性のある内容の本を選定できるようになって
いる。全ての児童が様々な本の世界に入れるこの活動は、情
操教育にも貢献している。

鹿沼市

2 川東寿会

　福祉フェスタでの昔あそびブースの運営。子どもたちの登
下校時に、交差点や交通量の多い通りに立ち、見守り・声掛
けの活動。児童館、幼稚園と連携した活動の実施。昔あそび
やゲーム、手紙交換などを通して児童・園児との世代間交流
を積極的に展開している。

下野市

3 衹園小お助け戦隊ギオンジャー

　衹園小学校卒業生の保護者が中心になって結成し、各種
ボランティアを実施。学習ボランティアとして家庭科の手縫い
やミシンの個別支援や算数の学習支援などを行っているほ
か、夏休みの課題の作品整理や発送作業協力、持久走大会
安全指導協力を行っている。また、昨年度からはコロナ対策
として放課後の校内の消毒作業にも協力している。

下野市

4 たかはらパトロール隊

　長きにわたり毎月第１月曜日に、青色回転灯装備車両及び
徒歩による市内の防犯パトロールを実施している。また、青少
年非行防止対策の一環として、スーパー、公園等での街頭
広報活動を精力的に実施している。地域住民からの信頼が
厚く、市民生活に安心安全を与えている。

県警
(矢板)

5 田原駐在所パトロール協議会

　地域における犯罪被害防止及び非行防止活動のため、田
原駐在所と連携し、定期的に青色回転灯装備車両でパト
ロールを実施。また、宇都宮市主催の環境点検や警察と連
携した年末年始防火診断にも協力し、地域の安全安心を担
い積極的な活動を実施している。

県警
（宇都宮東）

6 西高野五段囃子保存会

　平成２８年に設立された壬生町無形民俗文化財連絡協議
会の会員として、毎年開催される「みぶ郷土芸能フェスタ」に
出演。会長を中心に定期的に練習を行い、町の八坂祭では
子どもたちが山車に乗ってお囃子を披露している。また、依
頼があれば地元小学校でお囃子の出前授業を行うなど普及
啓発にも力を入れている。町外の祭・イベント等でも積極的に
お囃子を演奏するなど、意欲的に活動を行っている。

壬生町

7 西田井小学校スクールガード

　西田井地区の自治会で構成され、小中学生児童等の登下
校時のパトロールを積極的に行うとともに、通学路の危険場
所の点検、除草等の環境整備、独居老人世帯の訪問等の活
動を行っている。

県警
（真岡）

8 兵庫塚自治会

　平成２７年から兵庫塚自治会の地域において、宇都宮南地
区防犯協会が所有する青色回転灯装備車両を使用して、毎
月２回、小学生の下校時間帯に通学路周辺で防犯パトロー
ル活動を実施。また、自治会内で協力者を募り、小学生等の
下校時の見守り活動をするなど、子どもを犯罪被害等から守
るための活動に尽力している。

県警
（宇都宮南）



該当者なし

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 推薦機関

1
宇都宮共和大学子ども生活学部親子遊
びの会

　地域子育て家庭を対象とした学生・教員のボランティア活
動を実施。親子同士、家族同士、異世代間の交流を目的とし
て、地域の親子を招き、「親子遊びの会」を年に数回実施し
ている。活動内容は、親子の遊びを充実させるような自宅で
も楽しめるものに工夫している。地域の子育て支援の場づくり
を目指し、コロナ禍において、感染症対策を講じながら開催
を維持していることは、閉塞状況の中、子どもの遊び場に悩
む保護者に喜ばれている。

宇都宮市

2 芳賀町ジュニアボランティア

　平成２７年に芳賀中学校と芳賀町生涯学習課が協議して、
中学生ボランティア組織を立ち上げた。芳賀町及び町内の
生涯学習団体が主催する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続けており、地域
住民の関心が高く、信頼も厚い。また、中学校でのボランティ
ア活動をきっかけに、卒業後は芳賀町ジュニアリーダースクラ
ブに参加し、引き続き町内でボランティアとして活動する生徒
も多い。

芳賀町

３　社会貢献青少年（おおむね30歳未満の者）　　　


