
 

区分 受章者 活動内容 推薦団体

1 団体
美幌町青少年育成協
議会

「地域の子どもは地域で育てる」をスローガンに、自主
的に子どもたちを見守る「子どもみまもり隊」が隊員バッ
ジをつけて子どもたちに目を向け声を掛けるなど、町全
体で青少年の健全育成活動に取り組んでいる。

北海道

2 団体
ふれあいほっとルー
ム『虹』

絵本や昔話などを通して児童生徒の心のケアに対処す
る地道な活動を行っている。紙芝居や絵本を児童生徒
と一緒に作り、作成した紙芝居を持って、幼稚園、養護
学校、老人ホームなどを訪問し読み聞かせや本の寄贈
などを行っている。

秋田県

3 団体
小国町北部小・中学
校まご支援隊

子どもたちの下校時間帯の見守り活動を行うとともに、
北部小中学校と協力し、軽スポーツ、昔遊び、料理教
室等を内容とする「まご楽校」を実施し、子どもたちの居
場所作りと地域住民との交流の機会を提供するなど、
青少年の健全育成活動に取り組んでいる。

山形県

4 団体
社団法人
京都手をつなぐ育成
会青年学級

長年にわたり、知的障害児等の人間形成の大切な時
期に勉学の場や様々な社会体験の場を提供し、障害
のある青少年を指導育成し、社会参加促進に貢献する
など、ノーマライゼーションの精神の実現に向け活動し
ている。

京都府

5 団体 自分づくりの会

思春期青年期の若者がいつでも立ち寄れる居場所「ぷ
らりねっと」を平日毎日開設し、社会へのつながりの
きっかけや元気を与えるなど、進学や就労につながる
活動を行っている。また、利用者の居住する地区担当
保健師を交えた個別相談なども行っている。

島根県

6 団体
向原地域子ども会育
成会

自然体験、集団宿泊体験、創作活動、体験活動等の機
会の提供や異世代交流の機会を提供する活動を行っ
ている。これらの活動は、子どものいない世帯も含めた
全戸が町内の子どもを皆で育てようと会費を持ち寄り、
町をあげて運営している。

広島県

7 団体
四国中央市立川之江
南中学校区おやじの
会

「地域のこどもは地域で守る」をスローガンに、子どもた
ちの保護者が立ち上がり、子どもを非行から守るため、
地域の実情に合わせ工夫を凝らした補導活動を展開し
ている。その結果、非行少年が減少するなど、少年非
行防止に貢献している。

愛媛県

8 個人 徳保　喜幸 (51)

地域の青少年育成や子育て支援の土台となる、ジュニ
アリーダー会や、枝幸町青少年育成ネットワーク（青少
年育成市町村民会議）の設立を手掛けた。活動実績や
各団体の設立の手腕が認められ、教育関係者や関係
団体の模範となっている。

北海道

9 個人 川村　克彦 (40)

自分が不登校だった経験をもとに、10年以上にわたり
不登校やひきこもりの当事者・家族を行政（市・県）、医
療機関、学校、児童相談所、保健所等と連携して支援
を行っている。また、パネル、ちらし等で不登校・ひきこ
もりに対しての正しい知識の普及、啓発を行っている。

青森県
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区分 受章者 活動内容 推薦団体

10 個人 市川　泝 (76)

青少年健全育成についての啓発資料の全世帯配布、
講演会・映画会を行うなどの啓蒙啓発活動、青少年
リーダーキャンプ、少年バス研修など青少年活動への
支援、有害図書類追放など健全育成のための環境整
備活動など様々な事業に継続して取り組んでいる。

岩手県

11 個人 大泉　百合子 (63)

地域安全パトロール及び学校周辺パトロール等、子ど
もを犯罪被害から守るための活動に力を注いでいる。
また、教職員のみならず保護者とも情報を交換するな
どして、地域住民だけでなく保護者や学校職員の防犯
意識の向上に一役買っている。

栃木県

12 個人 東　宏行 (51)

長年、不登校の子どもの学校復帰支援を、教育委員
会、民間、学校、保健所等と連携しながら行ってきた。
その経験をもとに支援活動の啓発と指導に当たりなが
ら、ひきこもり、虐待相談の現場でも実践者として活躍
している。

埼玉県

13 個人 村田　喜代汰 (70)

あいさつ運動、環境浄化や街頭パトロールなどの活動
に精力的に取り組んでいる。また、青少年育成団体の
役員として各青少年団体の連携を図るとともに、家庭・
学校・地域の連携を図り、青少年の健全育成に多方面
から取り組んでいる。

埼玉県

14 個人 大塚　多惠子 (88)

東京母の会連合会の理事長としての活動を通じて、地
元警察のみならず、警視庁と連携しながら街頭補導、
パトロールなどの少年非行防止活動、清掃活動や落書
き消しなどの社会参加活動への支援及び少年相談に
よる立ち直り支援を行っている。

東京都

15 個人 松村　繁 (75)

福井県青少年育成アドバイザーとして三世代が積極的
に交流する「地域ふれあい活動」の推進、保護司として
罪や非行に陥った若者の更生、子ども会育成会長とし
て小学生を対象とした「わくわく合宿」開催や地域にお
ける「あいさつ運動」など青少年の健全育成に多方面
から取り組んでいる。

福井県

16 個人 井上　哲士 (76)

ボーイスカウト運動を通じて青少年健全育成に尽力し、
特に組織内の指導者定型訓練体系のトレーナーの任
にあって、指導者講習会、研修所（中級）、実修所(上
級)等指導者養成に知見を生かし、奉仕・貢献してい
る。

京都府

17 個人 保本　百合子 (72)

醇風地区子ども会の活動を通じて、子どもたちの成長・
育成に貢献。また、郷土芸能「しゃんしゃん傘踊り」の小
学生への普及のため、各小学校で指導を行っている。
さらに、青少年育成協議会の会員としても活動し、積極
的に挨拶運動、防犯活動に関わっている。

鳥取県

18 個人 江副　吉子 (58)

キャンプの楽しさや教育的意義を知ってもらうため、ま
た、週末を使って継続的に行われる場作りのために、
（社）日本キャンプ協会が提案した「週末子どもクラブ」
の呼びかけに応え、地域の特徴をいかした青少年の健
全育成活動に取り組んでいる。

福岡県

19 個人 田中　三紗子 (69)

少年を守る母の会連合会会長として、通学路における
見守り活動、あいさつ運動などを実施しているほか、少
年警察ボランティア（少年補導員）として街頭補導活動
のほか学校と地域住民との協力体制の醸成にも尽力
するなど、青少年の健全育成活動に取り組んでいる。

長崎県
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区分 受章者 活動内容 推薦団体

20 個人 永田　清昭 (62)

柔道を指導しながら、少年に礼節の大切さ、思いやりの
大切さ、厳しさ等を指導し長きにわたり少年に夢と希望
を与え続けている。また、各種ボランティア活動にも従
事しており、下校時の見守り活動等を積極的に行い、
青少年の健全育成活動に取り組んでいる。

長崎県

21 個人 森本　優 (64)

青少年指導員や青少年福祉委員として、青少年問題に
関する世論の啓発と青少年をとりまく社会環境の浄化
並びに環境整備促進に当たっている。また、日頃より、
地域における有害な環境を発見した際には、関係機関
に働きかけ、社会環境浄化に積極的に取り組んでい
る。

大阪市
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区分 受章者 活動内容 推薦団体

1 団体
読み聞かせの会
「びっくり箱」

小さな公民館図書室での地道な活動から始まり、現在
では手作り大型絵本や人形劇、ブラックパネルシアター
など大がかりな作業を伴う作品も制作し、大きな公演も
主催するなど、常に活動内容を発展させながら積極的
に活動を行っている。

北海道

2 団体
特定非営利活動法人
おやこでのびっこ安
城

子どもの体験活動・芸術鑑賞事業やチャイルドライン事
業やつどいの広場事業を行い、子どもの感性を豊かに
する文化的な環境作りや子どもが自らの力で悩みを乗
り越えていくためのサポートなど様々な活動を行ってい
る。

愛知県

3 団体
親子広場ドレミファご
んちゃん

民間施設として「つどいの広場」事業を地域ボランティ
アを中心に運営し、地域社会に世代を越えた交流ので
きる場所を提供している。本施設は、後発の市直営２施
設のモデルとなっている。

大阪府

4 団体
こうのとりサポートク
ラブ

助産師の専門性をいかし、子育て家庭の相談者とし
て、関係機関の専門職等と連携し、市内５カ所に子育て
サークルを運営している。また、幼稚園・小学校等と連
携し、「命の教育」等の講座を行っている。

浜松市

5 団体
NPO法人
にしよど　にこネット

区役所施設の有効活用と子育てを応援する担い手を
育成することを目的として、市内で初めての区役所内施
設「に～よんステーション」事業を区役所と協働で展開
している。また、児童虐待予防事業や区内保育所等と
連携した事業を行っている。

大阪市

6 個人 志村　紀子 (58)

市の「子ども居場所づくり新プラン事業」を受けて、地区
自治協議会の事業「はばたき子ども広場」を立ち上げ、
自らコーディネートし、各分野に渡るイベントを企画・運
営の中心的存在で放課後の子どもの居場所作りに係
わってきた。

岩手県

7 個人 藤井　二三子 (75)
城陽市昼間里親の委託を受け、30年にわたり、昼間保
育に欠ける３才未満の乳児及び幼児を、保護者に代わ
り家庭的な雰囲気の下で保育している。

京都府

平成24年度チャイルド・ユースサポート章受章者

○子育てと子育てを担う家族を支援する活動　　７件
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