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平成２０年度 善行青少年及び青少年健全育成功労者表彰について�

善行青少年（個人及び団体）�

１．個人受賞者（10名）�

２．団体受賞者（23団体）�

　内閣府では、毎年、善行を行った青少年（団体を含む）及び青

少年健全育成に貢献し、顕著な功績のあったものを表彰しています。�

　本年度は、都道府県等から推薦のあった下記の２０名、３３団体が、

青少年育成全国大会（平成２０年１１月２７日開催）において表彰

されました。（敬称略）�

小渕内閣府特命担当大臣から表彰状を授与�

子ども会の体験活動事業に参加する染谷さん（20歳）�

長谷川　健太郎 〈青森県〉�
県の子ども会育成連合会の青年リーダーとして子ど
も会のリーダーを指導。�

は せ が わ 　け ん た ろう�

田　村　晋　也 〈栃木県〉�
ジュニアリーダースクラブで積極的に活動し、現在は
シニアリーダースクラブで活躍。�

た  むら   しん     や�

染　谷　知　孝 〈千葉県〉�
小学生の時から子ども会活動に参加し、現在は青年
リーダーとして後輩を指導。�

そめ　  や   とも    たか�

関　口　寿　和 〈神奈川県〉�
県のシニアリーダーズクラブの青年リーダーとして子
ども会のリーダーを指導。�

せき    ぐち   ひさ    と�

本別ボランティアクラブかめ 〈北海道〉�
中・高校生を中心に地域のイベントへの協力ボラン
ティアを通し、地域づくりに貢献。�

ほんべつ�

グリーンピース 〈岩手県〉�
社会奉仕活動を中心として活動。特に公民館行事に
率先して協力し、地域に貢献。�

須賀川シニアリーダーズクラブ〈福島県〉�
年間を通じて子ども会に対する指導・支援や、清掃奉
仕活動参加等を積極的に推進。�

す  か がわ�

土浦市立土浦第一中学校生徒会 〈茨城県〉�
昭和45年以来、清掃奉仕活動を地道に行い、地域
の環境美化に貢献。�

つちうらしりつつちうらだいいち�

秋田修英高等学校福祉活動部 〈秋田県〉�
清掃活動、各種施設への定期訪問活動、養護学校
との交流活動を通し、地域に貢献。�

あきたしゅうえい�

岩ゆり太鼓冴会 〈山形県〉�
樽太鼓による地域おこしと地域活動の推進を目標に
活動し、地域の活性化に貢献。�

いわ       だい こ  さえかい�

群馬県立藤岡北高等学校�
キッズ エコ プロジェクト部 〈群馬県〉�
幼稚園や保育園を訪問し、演劇等による環境学習ボ
ランティア活動を実践。�

ふじおかきた�

ボランティアサークルさくら・跡見学園�
女子大学学生赤十字奉仕団 〈埼玉県〉�
知的な障害を持った方との交流や学内献血、老人ホ
ーム訪問等社会福祉活動に尽力。�

あとみ�

柚木子ども会 〈東京都〉�
伝統行事を始めとする地域の行事への参画を通じて
子どもたちが積極的に活動。�

ゆ  ぎ�

日本ボーイスカウト京都第24団 〈京都府〉�
清掃活動、緑の募金活動等を積極的に行い、地域
社会に貢献。�

足次子ども神楽保存会 〈群馬県〉�
館林市足次町に伝わる郷土芸能の神楽の継承活動、
発表を通じ、地域の活性化に貢献。�

あしつぎ             か ぐ ら�

鍋　田　　 匠 〈静岡県〉�
小学生の時から子ども会活動に参加し、現在も青年
リーダーとして後輩を指導。�

なべ     た          しょう�

山　口　時　徳 〈愛知県〉�
小学生の時から子ども会活動に参加し、現在も青年
リーダーとして後輩を指導。�

やま    ぐち    ゆき    のり�

田　中　結　衣 〈大阪府〉�
中学生の時から太鼓集団のリーダーとして指導に当
たるほか、青年団副団長としても活躍。�

た     なか      ゆ      い�

那　須　雅　行 〈大阪府〉�
中学生の時からジュニアリーダーとして活躍し、現在
は府全体の幹事として後輩を指導。�

な   す   まさ    ゆき�

後　藤　謙　介 〈兵庫県〉�
高校生の時から県立自然体験センターのボランティ
アキャンプリーダーとして活躍。�

ご    とう    けん    すけ�

浅　野　麻理恵 〈山口県〉�
小学生の時からガールスカウト活動に参加し、後輩を
育成。�

あさ    の      ま り え�

はくおうだいがくあしかが�

早朝、部員が交代で学校、駅等の清掃奉仕活動を約
25年間実施し、地域の環境美化に貢献。�

白　大学足利高等学校�
女子ソフトボール部 〈栃木県〉�

日本ボーイスカウト兵庫連盟 〈兵庫県〉�
50年以上にわたり、災害支援、環境美化等の活動を
地道に続け、地域との共生を図りながら社会に貢献。�

財団法人 桃太郎少年合唱団 〈岡山県〉�
昭和37年結成以来、合唱を通じて国内外で幅広い
交流活動を展開。�

ももたろう�

ダンスを通して環境を守る大切さを伝える「藤岡北高校キッズ
エコプロシジェクト部」�

徳島市佐古小学校合唱部 〈徳島県〉�
日ごろの合唱活動の成果を活かし、病院等で演奏ボ
ランティアを続け、地域社会に貢献。�

さ   こ�
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平成２０年度 善行青少年及び�
青少年健全育成功労者表彰について�

アルミ缶回収活動の収益で車椅子を購入して福祉
施設に寄付する等地域社会に貢献。�

今治市立桜井中学校生徒会 〈愛媛県〉�
いまばりしりつさくらい�

太田尾子ども会 〈長崎県〉�
年間の自主活動のほか地域行事に積極的に参加し、
地域のふれあい、世代間交流を促進。�

おお だ  お�

三股町ジュニアリーダークラブ 〈宮崎県〉�
こども会行事の参加等のほか、「早馬龍雲太鼓」の
演奏を通し、地域の活性化に貢献。�

みまたちょう�

霧島市国分地区 野口地区�
子ども会 〈鹿児島県〉�
グラウンドゴルフやしめ縄作りなど高齢者とのふれあ
い活動等を積極的に推進。�

きりしま し  こく ぶ   ち  く  の  ぐち�

大分県立日出暘谷高等学校�
生徒会 〈大分県〉�
生徒会が全校生徒に呼びかけ、毎週金曜日放課後
に美化活動を行う等、地域社会に貢献。�

ひ じ ようこく�

とうえん�

40年以上、生徒の自主活動として公園内の清掃奉
仕活動を行い、地域社会に貢献。�

熊本市立藤園中学校生徒会 〈熊本県〉�

青森市少年指導委員会 〈青森県〉�
年間200日余の巡回活動を始めとして様々な活動を
通し、青少年の健全育成に尽力。�

特定非営利活動法人 くりこま高原・�
地球の暮らしと自然教育研究所 〈宮城県〉�
ひきこもり青年の長期寄宿生活体験プログラム実施
等を通し、青少年の自立支援に尽力。�

特定非営利活動法人 こどもＮＰＯ 〈愛知県〉�
青少年自らが企画・運営する若者の居場所の運営
等を通し、青少年の健全育成に尽力。�

元浅間第三自治会 〈埼玉県〉�
学校と連携して学校周辺の防犯パトロールを毎日実
施する等青少年の安全確保に尽力。�

もとせんげん�

芦花公園内花壇での子ども対象の各種行事の開催
等を通し、青少年の健全育成に尽力。�

特定非営利活動法人 芦花公園�
花の丘友の会 〈東京都〉�

ろ  か�
明日を創る女性のつどい�
「ハイヌーン・しまね」 〈島根県〉�
乳幼児施設、障害児施設などの支援、ハンドベルによ
る音楽教育活動等を通し、青少年の健全育成に貢献。�

神戸市青少年指導員協議会 〈兵庫県〉�
年間を通して積極的に街頭補導活動を実施し、青少
年の非行防止に尽力。�

島原市白山公民館土曜開館事業実行�
委員会｢白山っ子ひろば｣ 〈長崎県〉�
土曜日午前中に公民館で児童・生徒対象の延べ80
教室を開催し、地域密着型の青少年育成活動を展開。�

しまばらしはくさん�

かじきちょう�

異年齢集団宿泊活動等地域に根ざした様々な活動
を通し、青少年の健全育成に尽力。�

加治木町青少年育成町民会議 〈鹿児島県〉�

青少年健全育成功労者（個人及び団体）�

小渕大臣を囲む�
受賞された方々�

※〈　〉内は推薦団体�

１．個人受賞者（10名）�

２．団体受賞者（10団体）�

佐　藤　寛　治 〈北海道〉�
さ　   とう　  ひろ　 はる�

後志広域補導連絡協議会理事等として、青少年の
非行防止活動に尽力。�

しりべし�

小田桐　 忠　志 〈青森県〉�
青少年育成県民会議副会長等として、青少年の健
全育成に尽力。�

お  だ ぎり     ただ     し�

小　林　博　夫 〈山梨県〉�
県子どもクラブ指導者連絡協議会副会長等として、
青少年の健全育成に尽力。�

こ　  ばやし   ひろ　  お�

白　石　　　明 〈京都府〉�
府青少年育成協会理事等として、青少年の健全育
成に尽力。�

しら　  いし 　 　 　   あきら�

小　林　勝　弘 〈兵庫県〉�
全国子ども会連合会副会長等として、青少年の健全
育成に尽力。�

こ　   ばやし　かつ　  ひろ�

中　井　　　弘 〈岡山県〉�
県子ども会連合会副会長等として、青少年の健全育
成に尽力。�

なか　  い 　 　 　    ひろし�

楊　井　 敦　子 〈山口県〉�
ガールスカウト日本連盟の県支部教育活動委員長
等として、青少年の健全育成に尽力。�

やな　   い　    あつ　   こ�

安　藝　幸　雄 〈徳島県〉�
県青少年補導員連絡協議会常任理事等として、非
行防止活動に尽力。�

あ 　  き 　 ゆき　 お�

秦　野　タズ子 〈大分県〉�
ガールスカウト日本連盟の県支部長等として、青少
年の健全育成に尽力。�

はた　  の 　   た ず こ�

森　園　睦　夫 〈鹿児島県〉�
県子ども会育成連絡協議会会長等として、青少年の
健全育成に尽力。�

もり　  ぞの 　 むつ 　  お�

あすなろ会 〈京都府〉�
児童自立支援施設「府立淇陽学校」の後援会として、
学校の諸行事等に対して物心両面で支援し、青少
年の健全育成に尽力。�

きよう�

八幡浜市立川上小学校児童会 〈愛媛県〉�
地域でのあいさつ運動、アルミ缶回収等の活動に積
極的に取り組み、地域社会に貢献。�

やわたはましりつかわかみ�

ボランティアサークルＡＭＩＳ浜松�
（静岡大学文化サークル連合）�

養護・盲・聾学校の生徒等と交流し、地域社会に貢献。�

あ  み�

〈（社）日本善行会〉�




