
 

平成26年度チャイルド・ユースサポート章受章者

「子ども・若者を育成支援する活動」　２５件 

区分 受章者 活動内容 推薦団体 

1 企業
大分製鐵所グループ
交通安全推進会

交通安全啓発活動に取り組む中で、各職場、協力事業
所の会員を対象に愛の募金活動を実施している。寄附
された募金については、大分県交通遺児等援護基金に
積み立てられ、交通遺児や自死遺児の入学祝金、激励
金、クリスマスプレゼント等として使われている。

大分県 

2 団体
「来て・見て・発見　一
関おもしろ館」実行委
員会

市内の特産品の商工業者が工場や店舗施設を活用し
て見学・体験を行うことにより、子供から大人まで特産
品や地場産業に対する理解と関心を深め、特産品の魅
力アップと子供たちのキャリア教育に役立てている。

岩手県 

3 団体
特定非営利活動法人
デックタイグループ

孤立しがちな外国人母子の居場所づくり、在日タイ人の
子供のための語学教室、生活相談窓口開設等、在日タ
イ人の生活支援を手厚く実施しているほか、タイの文化
紹介、親子での交流事業を積極的に行い、国際交流や
異文化理解の機会を提供している。

栃木県 

4 団体
栃木県食生活改善推
進団体連絡協議会

33年間もの長きにわたり、親と子の料理教室や子供の
料理コンクールの開催等、県内全域で地域に根ざした
きめ細やかな食育活動を展開し、子供の頃からの「正し
い食生活」について普及啓発を行っている。

栃木県 

5 団体
横川地区こどもとふ
れあう会

「下栗寺子屋」を設置し、地域の子供たちが自由に立ち
寄り遊べる居場所づくりをしている。親子で協力しなが
ら楽しめる様々なイベントを企画し、子供とふれあい、
理解し合える社会づくり、親子の絆を深める活動を展開
している。

栃木県 

6 団体
浦和東警察署少年非
行防止ボランティア
連絡会

少年の心を掴むために、各会員が様々な趣向を凝らし
た防犯・非行防止教室や立ち直り支援活動を行ってい
る。少年の健全育成のために会員自らの農場を提供
し、農業体験を通じた少年の居場所づくりを行うなど、
真に熱意を持った活動をしている。

埼玉県 

7 団体
青少年育成坂戸市民
会議

昭和60年の設立以来、長年にわたって非行防止キャン
ペーンや、少年の主張大会を行うほか、地域と連携した
パトロールや見守り活動など、青少年が安全で安心し
て過ごせるような環境づくりを継続的に行っている。

埼玉県 

8 団体

特定非営利活動法人
ホームレス自立支援
市川ガンバの会「が
んば夢塾」

長年ホームレス支援を実施した経緯から、生活困窮、
特に若年者の貧困問題には低学歴、教育の欠如が大
きな要因となっていると認識し、生活困窮家庭の子供た
ちを対象とした教育支援を実施する「がんば夢塾」を立
ち上げ、活動を行っている。

千葉県

1
Ì



区分 受章者 活動内容 推薦団体 

9 団体
一般社団法人東京母
の会連合会

約70年の長きにわたり、東京都内79の地区で活動を
行っている。戦後間もないころから街頭補導活動に参
加し、時代の流れとともに変化する環境を敏感に捉え、
少年の健全育成のための活動を幅広く行っている。

東京都 

10 団体 飛渡濃実会

飛渡地区内に住む有志及び管内小学校教諭、公民館
職員により「飛渡の地を濃く実らせる会にしよう」と発足
し、地元の清流「飛渡川」を舞台にした「川遊びと魚のつ
かみどり」事業や、飛渡地区の自然を学習材料とした数
多くの活動を展開している。

新潟県 

11 団体
特定非営利活動法人
大東市青少年協会

自然活動体験や異年齢間による集団活動を中心とした
各種独自事業の実施やプログラム開発、青少年活動相
談、青少年の居場所づくり支援対策等を実施している。
また、冒険教育の施設に指導者を配置して市内の学校
や施設の研修に役立てている。

大阪府 

12 団体
みんなでつくる学校と
れぶりんか

子供主体との考えから、子供たち自身がやりたいと思う
ことを事業化。バリアフリーマップ隊や障害者自身が運
営するカフェ、劇団、音楽部、イラスト部など10の専門
部を結成し、多様な社会貢献活動を通じてメンバー自ら
の力で立ち上がっていく力を育成している。

大阪府 

13 団体 結空間

課題を抱えた子供とその家族に対し、長期的で時間を
問わないサポートを行っており、具体的対処法の伝達、
広範囲な社会的資源の利用促進を提案している。ま
た、他団体と連携し、子供に関しての社会変革のため
の講座を多数実施するなど、団体同士の関係構築にも
尽力している。

大阪府 

14 団体
ＮＰＯ紀州お祭りプロ
ジェクト

「和歌山は必ず変わる！」をテーマに、活気にあふれる
まちづくりを目指して始めた地域住民主体の祭りを通じ
て、地域の活性化のみならず、青少年の連帯感や達成
感を醸成し、将来の和歌山を担う青少年の育成に尽力
している。

和歌山県 

15 団体
生石グラウンドゴルフ
クラブ

グラウンドゴルフを通じて様々な青少年育成活動を行っ
ている。また、小学校の登下校時の見守り活動や学校
支援、３世代交流稲作体験活動等への支援など、地域
と連携した幅広い青少年育成活動にも尽力している。

愛媛県 

16 団体
特定非営利活動法人
えひめ子どもチャレン
ジ支援機構

県教育委員会と協力し、官民協働で「御五神島・無人島
体験事業」を実施している。６泊７日の制約された不自
由な野外生活体験を通じて、子供たちに様々な気付き
を提供するとともに、子供たちの困難に負けずに生き抜
く力を育成している。

愛媛県 

17 団体
青少年健全育成ボラ
ンティアグループ
「スキップ」

町内教育機関と連携して、荒廃していたバス待合所の
整備を行い、町内の幼児、児童、生徒等の各種作品を
展示し、町民の憩いの場として再生させている。また、
町内小学校への学校支援活動を積極的に行うなど、長
期継続的な活動を続けている。

福岡県 
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区分 受章者 活動内容 推薦団体 

18 団体
大分市青少年補導員
連絡協議会

「地域の子は地域で守り育てる」を合言葉に、非行防止
に向けた補導活動はもとより、青少年を取り巻く諸問題
について、自主的に研修を重ね、地域における学校、
家庭、地域社会のパイプ役や相談役としての役割を果
たしている。

大分県 

19 団体
大阪市青少年指導員
連絡協議会

区役所・学校・その他関係機関等と密接な連携をとり、
青少年の非行防止・健全育成活動を実施している。毎
月25日、各校区レベルにおいて青少年健全育成と非行
防止を目的とした「指導ルーム活動（声かけ活動）」を市
内全域で統一して実施している。

大阪市 

20 団体
北九州市少年補導委
員連絡協議会

地域に密着した活動に取り組み、青少年の非行・犯罪
防止及び環境浄化に大きな功績を挙げている。また、
情報交換・研修会の企画運営を通じて、少年補導委員
のスキルの向上に取り組んでいるほか、各種の青少年
対策団体・取組に参画し、主導的な役割を果たしてい
る。

北九州市 

21 個人 池田　秀幸（54歳）

「スポーツが青少年の心身の健全な成長に重要な影響
を及ぼす」という考えのもと、スポーツ指導を通じて地域
の青少年育成や子育て支援に熱心に取り組んでいる。
また、地域に根ざしたスポーツの普及活動にも積極的
に取り組んでおり、地域の活性化にも尽力している。

北海道 

22 個人 太田　松雄（70歳）

街頭巡回に裏付けられた豊富な経験と知識をもって学
校等と緊密に情報交換を行うとともに、自ら先頭に立っ
て青少年の非行や事故防止活動に継続的・積極的に
取り組み、地域に密着した見守り活動の輪を広げてい
る。

新潟県 

23 個人 岡本　千加子（77歳）

ガールスカウト活動普及のため、京都府連盟の法人設
立に尽力。また、有資格の茶道・華道の経験を生かし、
海外から訪れるスカウト関係者への伝統文化の紹介、
子供たちを対象にしたお茶会の開催など、幅広い分野
で人材育成活動を継続している。

京都府 

24 個人 宮﨑　千代子（70歳）

長年にわたり、青少年の補導活動・健全育成活動に率
先して取り組んでいる。また、徳島県青少年補導員連
絡協議会の中心的存在として、日々のパトロールや学
校・関係団体との連携を強化した結果、刑法犯少年数
の減少に効果を挙げている。

徳島県 

25 個人 西野　功（57歳）

青少年指導員として、各区でユースリーダー育成を展
開する中心的な役割を果たし、多くのボランティアの輩
出に尽力。また、青少年福祉委員として、青少年指導
員の活動を側面的に援助するとともに、青少年問題に
関する世論の啓発と青少年を取り巻く社会環境の浄
化、整備促進に当たっている。

大阪市 
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平成26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」　５件 

区分 受章者 活動内容 推薦団体 

1 団体 絵本交流会

自主的に小学校や保育所等での読み聞かせ活動を行
う等の独自の活動に加え、子育て支援センターでの子
育て講座、ブックスタート推進事業のボランティア指導、
小学校での朝読書指導など、行政との協働による活動
を行っている。

北海道 

2 団体 マザーズぽけっと

地域において、独自のアイディアで絵本の読み聞かせ
を行っている。町と協力し、ブックスタート事業や町内イ
ベント等に積極的に関わっており、中心的な存在で他
関係者と連携を図っていることから、学校・家庭・地域
のつなぎ役となっている。

北海道 

3 団体
ＮＰＯ法人とべ子育て
支援団体ぽっかぽか

高齢者施設の一室を借りて、つどいの広場を実施して
おり、日頃から高齢者と乳幼児親子の交流がある。活
動に中学生ボランティアが頻繁に関わる機会を持ち、
異世代の交流・地域との交流が多く、行政機関との連
携も積極的に図るなど地域の子育て支援に貢献してい
る。

愛媛県 

4 団体
京都市立西総合支援
学校子育て支援窓口
「西の風」

卒業生保護者を交えた茶話会や子育て支援に関する
学習会に加え、校区の地域住民や保護者同士が交
流、情報交換、意見交換できる地域交流会を開催して
おり、お互いを理解し、障害の有無に関わらず、共によ
り生活しやすい環境づくりを進めている。

京都市 

5 個人 本多　うめを（86歳）

ボランティアとして結婚相談活動を長年行っており、直
近４年間で22組の成婚実績がある。地域の美容院、理
容院の協力により結婚を望む若者の情報を収集した
り、地区の結婚相談員を集めて情報を共有し、マッチン
グ機会を増やすなど、成婚に結びつける努力をしてい
る。

福井県
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