
秋田県児童健全育成表彰の実績等について

◆概要

秋田県表彰規則に基づき、活発な活動を行っている子ども会、児童健全育成の功績が顕著な個人及び

団体を知事が表彰し、県内の子ども会や児童健全育成者の活動の活発化を図る。

昭和３１年度から優良子ども会の表彰を、昭和３３年度から子ども会育成者の表彰を行っている。

表彰の種類と対象

１ 優良賞

１０年以上活動している子ども会が対象。

→「県子ども会育成連合会長表彰」と要件が重複しているため、平成２０年度に廃止。

２ 栄光賞

平成２０年度までの「優良賞」または「県子ども会育成連合会長表彰」の受賞後、５年以上

活動している子ども会が対象。

３ 子ども会育成功労賞

１０年以上子ども会の育成活動を行っている個人及び団体が対象。

４ 児童育成功労賞

１０年以上児童健全育成活動を行っている個人及び団体が対象。

平成２０年度 表彰式：８月９日（土）「子育て応援団すこやかあきた２００８」内で実施

１ 栄光賞 （８団体）

①畑・獅子岱・黒沼子ども会（秋田市）キャンプ大会の実施による自然体験活動、空きビン回収

②南新町子ども会（秋田市） 楢山かまくら祭りへの参加による地域文化活動、資源回収

③桂町子ども会（秋田市） 廃品回収と通して物の大切さを感じる。地域行事への参加

④婦気町内子ども会（横手市） 横手ばやし太鼓の伝統芸能継承など地域文化活動

⑤西大館子ども会（大館市） 公園の清掃など環境美化活動、町内行事への積極的な参加

⑥横丁子ども会（鹿角市） 花輪ねぷた、花輪ばやしなど伝統芸能継承

⑦瓜畑・中央通り子ども会（鹿角市） ゴミ拾いなどの環境美化活動

⑧錦東子ども会（鹿角市） 毎月の交通安全活動、清掃ボランティアなどの環境美化活動

２ 子ども会育成功労賞 （４個人）

①佐田 円（秋田市） 土崎港祭りの伝統芸能継承に努めるなど、長年子ども会を指導

②木村 美貴夫（横手市） 子ども会の伝統芸能活動の指導や、指導者の育成などの活動

③小畑 博（大館市） 子ども会活動におけるレクリェーション指導

④戸田 稔（鹿角市） 花壇づくり、火の用心など子ども会世話人として尽力

３ 児童育成功労賞 （２団体）

①げきだん ドールファミリー（秋田市）ミュージカルを小学校、児童館での実施、演劇指導

②図書館ボランティア ホワイトブックス（能代市）

読み聞かせボランティアや読み聞かせ指導を実施

平成２１年度 表彰式：８月１０日（月） 議会棟大会議室にて実施

１ 栄光賞 （５団体）



①愛宕町子ども会（秋田市） 伝統芸能の継承などによる地域文化活動

②出戸第六子ども会（能代市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

③荒町子ども会（横手市） 伝統芸能の継承などによる地域文化活動

④池内子ども会（大館市） 町内クリーンアップ等の環境美化活動

⑤馬喰町西小路子ども会（由利本荘市） 清掃等の環境美化活動

２ 子ども会育成功労賞 （２個人）

①佐藤 政廣（秋田市） 市子ども会連合会行事へ積極的に参加し、子ども達と地元住民をつながり

を深めるために協力している

②岡田 徳夫（横手市） 子ども会の伝統芸能活動の指導

３ 児童育成功労賞 （２団体）

①港北児童育成クラブ（秋田市） 児童館行事への協力

②明徳館ボランティアの会おはなし会（秋田市）

図書館での読み聞かせのほか、年に二回紙芝居、人形劇等を上演している

平成２２年度 表彰式：８月９日（月） 議会棟大会議室にて実施

１ 栄光賞 （５団体）

①下モ平子ども会（鹿角市） 「火の用心」の活動や伝統行事の継承による地域文化活動

②中田子ども会（鹿角市） 町内クリーンアップ等の環境美化活動

③贄の里子ども会（大館市） 資源回収の活動や伝統行事の継承による地域文化活動

④神成子ども会（大館市） 花壇づくり等の環境美化活動や交通安全啓発の活動

⑤猿田子ども会（横手市） 花壇づくり等の環境美化活動

２ 子ども会育成功労賞 （４個人）

①高橋 伸生（横手市） 子ども会活動の地域ボランティア活動への支援

②若松 朋也（横手市） 子ども会活動の地域ボランティア活動への支援

③戸部 尚武（湯沢市） 子ども会活動を積極的に支援し、世話人交流会も開催

④湊屋 啓二（北秋田市） 地域の活性化に向けた子ども会活動を展開

３ 児童育成功労賞 （３団体）

①広面児童育成クラブ（秋田市） 児童館行事への協力

②朗読ボランティア いずみ（にかほ市）読み聞かせ活動の他、学習会を開催し次世代の育成に尽力

③読み聞かせボランティア いぶき（にかほ市）

読み聞かせを通して子ども達が読書に関心を持つ環境づくりに貢献

平成２３年度 表彰式：８月５日（金）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （４団体）

①上旭町子供会（湯沢市） 声かけ運動などによる地域交流活動

②蟹沢子ども会（由利本荘市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

③荒屋敷子供会（大仙市） 伝統芸能の継承などによる地域文化活動

④大町通り子ども会（北秋田市）声かけ運動などによる地域交流活動

２ 子ども会育成功労賞 （４個人）

①二階堂 篤（横手市）子ども会活動の地域ボランティア活動への支援



②浅井 敬子（大館市）子ども会活動の地域ボランティア活動への支援

③井黒 薫（秋田市） 子ども会活動の地域ボランティア活動への支援

④千葉 和男（鹿角市）子ども会活動におけるスポーツ等の指導

２ 児童育成功労賞 （２個人 １団体）

①榎 恵美子（秋田市） 児童館における遊び等の指導

②中村 芳民（鹿角市） 子ども会の地域ボランティア活動への支援

③土崎児童育成クラブ（秋田市） 児童館行事への協力等

平成２４年度 表彰式：８月３日（金）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （４団体）

①町後あたご子ども会（湯沢市）自然の中での創作、体験活動を通じた仲間づくり

②新田子ども会（由利本荘市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

③赤川子ども会（横手市） 廃品回収、清掃等の環境美化活動

④三ツ矢沢子ども会（鹿角市） クリーンアップ、会館前の除雪等環境美化活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人）

①新堀 賢一（三種町） 子ども会活動における遊びの指導

②高嶋 江美子（湯沢市）子ども会活動における遊びの指導

③北村 雄二（能代市） 子ども会活動における遊びの指導

④佐藤 賢司（横手市） 子ども会活動の地域ボランティア活動への支援

⑤虻川 公晴（大館市） 子ども会活動における遊びの指導

３ 児童育成功労賞 （１個人 ２団体）

①大山 美文子（能代市） 児童文化の普及等

②秋田市大住児童育成クラブ（秋田市） 児童館行事への協力

③明徳館ボランティアの会 創作グループ（秋田市）大型紙芝居などの創作活動

平成２５年度 表彰式：８月２日（金）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （５団体）

①明法子ども会（由利本荘市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

②小町子ども会（湯沢市） 声かけ運動などによる地域交流活動

③中野団地子ども会（横手市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

④金沢田町子ども会（横手市） 自然の中での創作、体験活動を通じた仲間づくり

⑤沢口子ども会（鹿角市） 子ども会スポーツ大会参加などの地域交流活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人）

①菅原 久和（潟上市） 子ども会の伝統芸能活動の指導

②伊勢 良（大仙市） 子ども会活動の企画・運営等の指導

③大釜 滝浩（大仙市） 子ども会活動の企画・運営等の指導

④高田 榮一（鹿角市） 子ども会の伝統芸能活動の指導

⑤齋藤 良孝（鹿角市） 子ども会活動の地域ボランティア活動への支援

３ 児童育成功労賞 （１個人 ４団体）

①黒澤 幸司（鹿角市） 十和田地区子ども会世話人会主催の事業「わんぱくスクール」事業の協力



②四ツ小屋児童育成クラブ（秋田市） 児童館における児童の健全育成活動

③めるへんくらぶ（秋田市） 子どもの文化（絵本、児童書、わらべ歌）を研究するとともに、その

世界を子どもに届ける活動を実践

④はらぺこあおむし（能代市） 親子読書の指導、児童文庫の開設等

⑤いろりの会（大仙市） 親子読書の指導、児童文庫の開設等

平成２６年度 表彰式：８月６日（水）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （４団体）

①大柳親子会（東成瀬村） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

②滝ノ沢親子会（東成瀬村） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

③幸町子ども会（大仙市） 親子レクレーションの企画・運営を通じて地域交流活動

④東台三区子ども会（大館市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人）

①藤原 定（大館市） 子ども会活動の充実、振興のための取組

②高橋 公栄（大館市） 大館市子ども会育成連合会運営委員として事業の推進の中止的役割

③石川 博（横手市） 子ども会活動における遊びの指導

④石郷岡 修一（北秋田市） 伝統行事の指導を通した児童健全育成

⑤小林 良蔵（能代市） 伝統芸能の指導の他、子ども会の運営の中心的役割

３ 児童育成功労賞 （１個人 １団体）

①板谷 良一（大仙市） 長年にわたり、子どもたちの登下校時に交通安全指導を実施

②寺内児童育成クラブ（秋田市） 児童セントなｰの行事への協力等

平成２７年度 表彰式：８月６日（木）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （４団体）

①根下戸子ども会（大館市） 声かけ運動などによる地域交流活動

②若竹子ども会（由利本荘市） 町内クリーンアップ等の環境美化活動

③小松川・李原子ども会（横手市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

④赤谷地子ども会（横手市） 町内会館雪下ろし等の地域交流活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人 １団体）

①高松 忠夫（大館市） 子ども会活動における遊び等の指導

②金谷 時一（能代市） 子ども会活動における遊び等の指導

③藤島 尚子（能代市） 子ども会活動における遊び等の指導

④小棚木 賢作（横手市） 子ども会活動における遊び等の指導

⑤鈴木 るみ子（横手市） 子ども会活動における遊び等の指導

⑥リーダーズクラブジャガー（秋田市） 子ども会活動における遊び等の指導

３ 児童育成功労賞 （１個人 １団体）

①田口睦夫（大仙市） 児童館における遊び等の指導

②飯島児童育成クラブ（秋田市） 児童館における遊び等の指導

平成２８年度 表彰式：８月３日（水）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施



１ 栄光賞 （５団体）

①軽井沢子ども会（鹿角市） 声かけ運動などによる地域交流活動

②鳳町子ども会（大館市） 火の用心巡回などによる地域交流活動

③ゆりが丘子ども会（由利本荘市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

④西原町内子供会（横手市） 声かけ運動などによる地域交流活動

⑤中入会子ども会（湯沢市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人）

①佐藤 弘（大館市） 子ども会活動における遊び等の指導

②虻川 公晴（大館市）子ども会活動における地域ボランティア活動への支援

③大髙 五郎（大仙市）子ども会活動における地域ボランティア活動への支援

④皆川 良一（横手市）子ども会の伝統芸能活動の指導

⑤西村 文昭（湯沢市）子ども会活動における遊び等の指導

３ 児童育成功労賞 （１個人 ２団体）

①小野寺 和幸（大仙市） 児童館における遊び等の指導

②泉児童センター育成クラブ世話人会（秋田市） 児童館行事への協力等

③岩城図書館読み聞かせボランティア 星のひとみ（由利本荘市）児童館行事への協力等

平成２９年度 表彰式：８月３日（水）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （５団体）

①三ツ村子ども会（湯沢市） 声かけ運動などによる地域交流活動

②小坪川原子ども会（大館市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

③新栄町子ども会（横手市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

④竹の子子ども会（由利本荘市）伝統芸能の継承などによる地域文化活動

⑤中村親子会たけのこ（大仙市）伝統芸能の継承などによる地域文化活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人）

①成田 カチ子（由利本荘市） 子ども会活動における遊び等の指導

②山本 實（横手市） 子ども会の地域ボランティア活動への支援

③高橋 幸雄（横手市） 子ども会活動における遊び等の指導

④佐羽内 浩栄（鹿角市） 子ども会活動における遊び等の指導

⑤能登 信一（能代市） 子ども会の地域ボランティア活動への支援

３ 児童育成功労賞 （２個人）

①石坂 千雪（鹿角市） 児童館、児童クラブ、子育て支援施設における遊び等の指導

②高橋 若子（秋田市） 児童館における遊び等の指導

平成３０年度 表彰式：８月３日（水）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （２団体）

①出口１、２子ども会（大館市） 花壇づくり、清掃等の環境美化活動

②柏木子ども会（横手市） 地域子ども会活動

２ 子ども会育成功労賞 （５個人）

①菅原 成美（鹿角市） 子ども会の伝統芸能活動等の指導



②小柴 利雄（能代市） 子ども会の地域ボランティア活動への支援

③照井 敦子（横手市） 子ども会や地域活動への支援

④鈴木 亮晃（横手市） 子ども会や地域活動への支援

⑤戸部 緑 （湯沢市） 子ども会の地域ボランティア活動への支援

３ 児童育成功労賞 （１個人 １団体）

①石鳥谷 雅人（鹿角市） 各種子ども会行事や祭典等における児童への指導

②桜児童育成クラブ（秋田市） 児童センターにおける行事の主催及び協力を通して児童の健全育成

を図る活動

令和元年度 表彰式：８月５日（月）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （２団体）

①御坂町子ども会（大館市） 地域子ども会活動

②静町子ども会（横手市） 地域子ども会活動

２ 子ども会育成功労賞 （２個人）

①備前 昇一（能代市） 子ども会の地域ボランティア活動への支援

②加川 良太（横手市） 子ども会や地域活動への支援

３ 児童育成功労賞 （２個人 １団体）

①米田 佐貴子（鹿角市） 児童館における行事の協力を通して児童の健全育成を図る活動

②金田 昭三（北秋田市） 子ども会行事や伝統行事の大切さや楽しさを伝授する活動

③旭川児童育成クラブ（秋田市） 秋田県の「マザーズ・タッチ文庫」絵本選定委員

令和２年度 表彰式：８月６日（木）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （１団体）

前田野子ども会（大館市） 声かけ運動などによる地域交流活動

２ 子ども会育成功労賞 （１個人）

①吉田 亜由子（能代市） 子ども会において長年、ボランティア活動と遊びを指導

３ 児童育成功労賞 （１個人、１団体）

①田子 多津子（秋田市） 児童育成クラブの立ち上げに貢献、秋田市児童育成クラブ世話人連絡

協議会会長として人材育成に貢献

②河辺児童育成クラブ（秋田市） 地域住民が中心となって立ち上げ、長年児童館の活動に協力

令和３年度 表彰式：８月４日（水）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （１団体）

山館子ども会（大館市） 地域交流活動のほか、優れた地域環境の保全活動

２ 子ども会育成功労賞 （２個人）

①藤井 真（大潟村） 子ども会育成連絡協議会の運営に長年携わり、その活動の成果は高く評価さ

れている。



②清水 宏隆（横手市） 長年にわたり子ども会の育成とその活動の促進に貢献されている。

３ 児童育成功労賞 （２団体）

①いちばん星（能代市） 読み聞かせのボランティア活動を長年にわたり行っており、地域の児童健

全育成に貢献されている。

②御所野児童育成クラブ（秋田市） 御所野児童センターにおいて、同施設と連携しながら、ボラン

ティア活動を長年にわたり定期的に行っており、地域で子どもた

ちを育む活動にも尽力されている。

令和４年度 表彰式：８月８日（月）「秋田県子ども・子育て支援団体知事表彰式」と併せて実施

１ 栄光賞 （１団体）

白沢子ども会（大館市） 地域の伝承文化を学びながら、住民とともに地域の良さを残す活動に

取り組んでいる。

２ 子ども会育成功労賞 （４個人）

①髙橋 純一（横手市） 子ども会育成連合会の合併統合に携わり、その会の活動の促進に貢献され

ている。

②小笠原 賢治（大館市） 子ども会育成連合会の野外研修事業において、中心的役割を担い、子ど

もたちと関わっている。

③藤原 仁美（潟上市） 子ども会育成連合会連絡協議会において、子どもたちの体験活動の企画

を行っている。

④三沢 友子（北秋田市） 子ども会育成連合会の事業において、ボランティアとして参加し、児童

への遊び等の指導を積極的に行っている。

３ 児童育成功労賞 （１団体）

ぽっぽろうの会（秋田市） 秋田県児童会館での相談活動を月に一回程度行っており、その内容は、

育児相談の他にもテーマに沿った講話やヨガなど多岐にわたっており、

子育てを楽しんでもらえるような活動になるよう尽力されている。


