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内閣総理大臣表彰（２件）

特定非営利活動法人ezorock
（北海道札幌市）北海道推薦

１
２ 長野県飯田OIDE長姫高等学校 コン

ピュータ制御部 高校戦隊テックレン
ジャー（長野県飯田市）長野県推薦

平成13年に活動開始し、現在、団体構成員254名。
野外音楽フェスのごみ問題を解決することから活動を開

始。その後、ごみに限らず、都市交通、子供の体験活動、
エネルギー、防災など多岐に展開し、これまでに延べ２万
人を超える若者が参加している。道内各地のNPO、市町村、
企業などと連携しながら、地域が抱える課題に対して、若
者が自ら考え行動できる仕組みを構築し、次の世代に繋が
る社会づくりに貢献している。

子供向け自転車教室の様子

薪割りプロジェクトの様子

野外ロックフェス
における環境対策活動

平成22年に活動開始し、現在、団体構成員１２名。
子ども工作教室、CM制作、テックレンジャーを主な活動と

している。子ども工作教室では、ものづくりの楽しさや科学の
面白さを教え、子供との交流を大切にしている。CM制作では
専門分野を生かし、「交通安全CM」や「ふるさとCM」・
「防災番組」を撮影・制作。

テックレンジャーでは毎年２０回程度のショーを各地で実施。
ショーは、子供たちに夢と希望を与えると共に、現在社会問題
になっている事象を取り上げたストーリーとなっている。また、
「ゴミのポイ捨て防止PR」や、保育園へ訪問して園児との交
流、市町村のPRイベントへの参加など、コンピュータ制御部
の活動は多岐にわたり、地域貢献・地域活性化のために活動を
続けている。

1

テックレンジャー
ショーの様子

握手・撮影会の様子
警察と連携した

活動の様子

園児との交流

エゾロック
オーアイディーイーおさひめ



内閣特命担当大臣表彰（１１件）

サイバー防犯ボランティア「ＫＣ３」
（熊本県熊本市）熊本県推薦

２

2

平成23年に活動開始し、現在、団体構成員7４名。
「熊本学園大学ＩＰＳサークル」として発足し、サイバーパ

トロール（違法・有害情報の発見及び通報活動）を主目的とし
た活動を行う中、他大学にも活動への参加を働きかけ、県内４
大学（熊本学園大学、熊本県立大学、東海大学熊本キャンパス、
崇城大学）の学生による活動へと規模を拡大し、従来のサイ
バーパトロール活動に加え、小・中・高校生等及び保護者に対
するサイバー防犯講話など、サイバー空間の被害防止等にも活
動範囲を広げた。
その後、産・学・官の連携を強化する意図で団体名称を、サ

イバー防犯ボランティア「ＫＣ３」に改め、現在に至っている。
※「ＫＣ３」（ケーシースリー）とは、「くまもと・サイ
バー・産学官」の略である。

サイバーパトロー
ルの様子

防犯講話の様子

江東ジュニアリーダーズクラブ
（東京都江東区）東京都推薦

１

ジュニアリーダー講習会のスタッフ

昭和58年に活動を開始し、現在、団体構成員168名。
若者の視点で子ども会の活動の企画・運営に協力するこ

とで、地域で子供を育てていくことの一翼を担うとともに、
地域の育成者（大人）とジュニアリーダー（若者）の交流
（世代間交流）による地域活性化を実現している。

例年、江東区内の各地域の子ども会が受託・運営してい
る少年キャンプで子供たちのリーダーとなり、子供たちの
自立心や協調性、社会性を醸成する手助けをしている。

江東こどもまつり等
での出展

江東区少年キャンプ
のスタッフ

こうとう ケーシースリー



滋賀県立八幡高等学校 社会福祉部
（滋賀県近江八幡市）滋賀県推薦

４

昭和46年に活動開始し、現在、団体構成員143名。
長年にわたり、数多くの社会貢献活動を展開しており、

さらに昨年度からは、近年深刻化している児童虐待問題
に高い関心を持ち、滋賀県警察、滋賀県及び民間団体等
が昨年度から協働で取り組んでいる「子どもを虐待から
守る次世代育成プロジェクト」に協力し、プロジェクト
発足当初から高校生側の意見を多数進言し、プロジェク
トに反映させるとともに、率先して、児童虐待防止に関
する施策を企画・運用し、警察・行政、さらには、民間
を動かす原動力となって

「子どもを虐待から守
る次世代育成プロジェ
クト（通称：オレンジ
リボンS’プロジェク
ト）」特派員任命式の
様子

手話パフォーマン
スの様子

さが学美舎
（佐賀県佐賀市）佐賀県推薦

３

平成19年に活動開始し、現在、団体構成員15名。
当初、地域の特産品をインターネットモールで販売す

る取組を行うグループとしてスタートし、平成２４年に
環境問題の取組まで活動範囲を拡げた。平成27年に佐賀
市の清掃工場の排ガスからCO2を分離回収して産業利用
（藻類培養等）する事業に着目し、行政や企業と連携し、
広報活動や藻類商品の販売支援に取り組み始めた。広報
活動では、環境フェスティバル等の集客イベントに出展
し、来場者に市の取組を紹介するとともに、藻類をテー
マにした子供向け教室の開催を支援している。また、バ
ス車内放送や啓発ポスター等の作成を担った。藻類商品
の販売支援では、集客イベント時に商品販売を行ってい
る。さらに商品開発にも関わり、若者・消費者目線のア
イディアを提供し、共同研究を進めている。平成30年４
月からは、産官学金で構成されるさが藻類バイオマス協
議会に支援会員として参加している。

役員の皆さん 産業展で藻類商品をＰＲ

3

まな び や はちまん



4

５ 地域貢献型アイドルFlare☆
（神奈川県川崎市）神奈川県推薦

平成24年に活動開始。
社会問題に対する若者のメッセージを歌とダンスで届ける

というユニークな活動を行っている。
振り込め詐欺、いじめ、地球環境、共生社会をテーマとし

たオリジナル曲を制作している。警察、自治体と協働した
エンタテインメントステージを老人ホーム、遊園地、駅の
特設ステージなどで草の根的に展開した。結成時のメン
バーによる高校生時代からの通算ステージ回数は6１回、
メッセージを伝えてきた人々も延1 万人を超えた。現在、
社会人となったメンバーは体制を見直し、SDGs（※） 啓発
にフォーカスした活動を実施。

一日警察署長の様子メンバーの皆さん

６

文化祭の様子

徳島県立阿波高等学校 家庭クラブ
（徳島県阿波市）徳島県推薦

平成２４年に活動開始。
東日本大震災をきっかけに遠く離れた徳島で、高校生

の自分たちに何ができるのか、震災をただの記憶で終わ
らせるのではなく、教訓として生かすことはできないか
と考えた。

そこで“ACTION!今、私たちにできること”を合い言
葉に、平成24年度より「物づくり」による被災地支援活
動と避難所運営という共助の担い手として自分たちにで
きることを「考え」「行動し」「発信する」防災啓発活
動に取り組んでいる。

オリジナル
簡易トイレ

文化祭での防災展示
保育所での防災教室の

様子

フレア
あわ

※SDGs
持続可能な開発目標



5

７

水鉄砲で天下をとれ！ＢＡＮＧ
☆ＢＡＮＧ☆ＢＡＮＧの様子

美幌町青年活動団体 B-live
（北海道網走郡美幌町）北海道推薦

平成２３年に活動開始し、現在、団体構成員２３名。
美幌町において、長く停滞していた若者による活動が、同

団体の誕生によって活発になった。
独自に４つの事業に取り組み、町における人と人との交流

や、自らの学習機会もつくり自己研鑽に励んでいる。
また、既存の全町的な事業にも積極的に参画しており、ま

ちづくりにおいても重要な役割を果たしている。

青年講座の様子
びほろ冬まつり
への協力の様子

びほろｄｅハロウィン
パーリナイの様子

福井市社中学校生徒会
（福井県福井市）福井県推薦

昭和62年に活動開始し、現在、団体構成員394名。
開校当初より地域社会との連携を重視した教育活動を展開。

ボランティア活動に積極的に取り組んでおり、全ての部活動
が、部活動単位で地域活動・地域行事にボランティアとして
参加する「１部活動１ボランティア」を実施し、ほとんどの
生徒がこの活動に参加している。

また、地域の公民館と連携、まちづくりワークショップに
生徒が参加するなど、地域活性化に大きく寄与しており、校
区内にある「西部緑道」のイルミネーションは、生徒たちが
総合学習において地域の調査に取り組み、西部緑道を多くの
人が集まるような場所にしたいと考え、ワークショップで提
案したことをきっかけに実施されたもので、今では地域の恒
例行事として定着している。

８

昭和62年に活動開始し、現在、団体構成員39６名。
開校当初より地域社会との連携を重視した教育活動を

展開。ボランティア活動に積極的に取り組んでおり、全
ての部活動が、部活動単位で地域活動・地域行事にボラ
ンティアとして参加する「１部活動１ボランティア」を
実施し、ほとんどの生徒がこの活動に参加している。

また、地域の公民館と連携、まちづくりワークショッ
プに生徒が参加するなど、地域活性化に大きく寄与して
おり、校区内にある「西部緑道」のイルミネーションは、
生徒たちが総合学習において地域の調査に取り組み、西
部緑道を多くの人が集まるような場所にしたいと考え、
ワークショップで提案したことをきっかけに実施された
もので、今では地域の恒例行事として定着している。

あじさいロード清掃」の様子
「西部緑道」イルミ
ネーションの様子

びほろちょう ビーライブ やしろ



学校法人身延山学園身延山高等学校
手話コミュニケーション部

（山梨県南巨摩郡身延町）山梨県推薦

10

6

平成15年に活動開始し、現在、団体構成員17名。
山梨県内唯一の手話に特化した部活動であり、全国

的にも珍しい。
年間約10回、幼稚園、保育所、小・中学校から手話

教室の依頼を受け、毎回好評を頂いている。このほか、
復興地の聾者への支援、芸文祭総合開会式での手話通
訳を行っており、生徒の自己肯定感の向上にも繋がっ
ている。

地域の中学生への
手話指導の様子 被災地での聾者との交流

園児との手話歌
披露の様子 被災地での炊き出しの様子

９

ショーの様子
健全育成キャンペーン

の様子

HOPE
（山形県南陽市）山形県推薦

平成２０年に活動開始し、現在、団体構成員23名。
平成20年度に行われた南陽市青年教育推進事業「夢は

ぐくむ故郷（まち）南陽コンペティジョン」への参加を
きっかけにグループを結成。人と人、地域をつなげる交
流の場「あしたの場（あそぶ・しゃべる・たべる・の
む・場所の頭文字）」を提案し廃校を活用した交流イベ
ントを実施。

翌年、南陽市のPRと交流（「あしたの場」のコンセプ
トを融合）を目的に、ご当地ヒーロー「南陽宣隊アルカ
ディオン」を制作。ストーリーやキャラクター設定に地
域の情報や話題を織り交ぜることで、地域資源の掘り起
こしを図るとともに、子どもたちの郷土愛の醸成にも寄
与している。市内外のイベントはもちろん、幼・保施設
への訪問、福祉施設への慰問、青少年健全育成啓発活動
への協力など、南陽市の限りなく公認に近い非公認ヒー
ローとして活動を継続している。

ホープ みのぶさん
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六田 志穂さん

7

六田 志穂
（神奈川県相模原市）相模原市推薦

平成２４年に活動開始。
大学在学中に学生ボランティア団体ＳＣＯＫに参加し、

現在まで子どもに関わるボランティア活動に従事してい
る。

大学在学中は生活保護世帯の子どもたちに対する学習
支援ボランティアに熱心に取り組んだ。

また、学習支援で関わっている子ども達の食事の課題
に気付き、平成２７年に自ら「子ども食堂peco」を立ち
上げ、現在も団体の中心的役割を担っている。

子ども食堂pecoの様子

学習支援の様子

むつだ し ほ
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