
(敬称略）

No 氏名 活動市町村 活動概要

1 青木　由賀 岐阜市
平成22年から且格小学校の児童を対象に、放課後子ども教室「すくす
く広場」で活動

2 赤地　哲夫 岐阜市
平成16年から長森北小学校の児童を対象に、放課後子ども教室「北っ
子広場」で活動

3 市村　宣夫 岐阜市
平成21年から徹明小学校の地域の金管鼓笛隊「Enjoy Band」活動を支
援。平成27年から木之本小学校においても器楽演奏を指導

4 岩田　結花 岐阜市
平成22年から茜部公民館において、茜部地域の0歳児親子を対象に子
育てを支援

5 大川　幸枝 岐阜市
平成22年から茜部公民館において、茜部地域の0歳児親子を対象に子
育てを支援

6 岡崎　充良 岐阜市
平成19年から常磐小学校区内の通学路の草刈りや地区内の子ども用
プールの清掃など環境整備を実施

7 久野　幸彦 岐阜市
平成18年から常磐小学校区内の朝・夕の登下校時の見守りや声掛け活
動、通学路の環境整備を実施

8 下川　晴海 岐阜市
平成25年に「城西見守り隊」を設立。以来、城西小学校の児童の下校
を見守り・交通安全を指導

9 杉山　雅一 岐阜市
平成21年から柳津小学校6年生を対象に、科学実験「サイエンス
ショー」を実施

10 戸﨑　和美 岐阜市
平成15年から市橋小学校において、児童に農作物の栽培や収穫等を指
導

11 鳥澤　敏夫 岐阜市
昭和57年から芥見東小学校において、スポーツ少年団の野球部を指
導。平成2年からは団長として団の指導・運営

12 早川　美智代 岐阜市
平成21年から日野小学校の児童を対象に、放課後子ども教室「日野っ
子メイツ」の教育サポーターとして活動

13 平光　春美 岐阜市
平成17年から長森東小学校の児童等を対象に、自身の農地を提供し、
田植え・稲刈り・芋ほりなど子ども達の農業体験活動を指導

14 松久　明 岐阜市
平成元年から芥見地区において、サッカーの指導者としてスポーツ少
年団を指導。平成10年から芥見スポーツ少年団団長として活動

15 森岡　利夫 岐阜市
昭和62年から鷺山小学校等の児童に少年少女バレーボール部を指導。
また岐阜市スポーツ少年団バレーボール大会の運営活動

16 羽田野　尚 岐阜市
平成10年から明郷小学校において、児童の登校を見守り、交通安全を
指導

17 浅野　峯生 羽島市
平成20年から羽島市小熊町や新生町の防犯パトロール隊員として活
動。児童・園児の交通安全の声掛けや交通ルールを指導

18 鈴木　達也 羽島市
平成16年から羽島中学校野球部において、社会人コーチとして野球を
指導

19 前平　美由紀 山県市
平成23年から山県市内の乳幼児と保護者を対象に、子育て講師として
活動

20 勝村　辰夫 瑞穂市
昭和60年から生津小学校児童を対象に、生津野球スポーツ少年団の監
督兼コーチとして活動

21 廣瀬　弘夫 瑞穂市
平成17年から瑞穂小学校区、別府中町、北町､多利町の児童の登校を
見守り・交通安全支援

22 矢野　光章 瑞穂市
平成19年から西小学校、中小学校、南小学校の児童を対象に野球を指
導

23 大熊　昭哲 本巣市
平成20年から本巣市内の小学生や園児を対象に、農業体験や食農教
育、総合的な学習の指導

24 川瀬　絹子 本巣市
平成20年から子育て支援センターの未就園児親子や市内各幼児園の園
児を対象に、手作りのちりめん細工飾りや古布作品を寄贈

25 髙田　禮子 本巣市
平成19年から弾正幼児園において、園児に野菜の苗植えや収穫体験活
動を実施

「岐阜県地域子ども支援賞」個人の部　受賞者一覧表



26 市原　和惠 北方町 平成25年から北方中学校校舎内に花を飾るボランティア活動を実施

27 武田　真仁 大垣市
平成14年から大垣市内の各小中学校の児童・生徒を対象に、大垣市健
民少年団指導者として、キャンプや合宿などの活動を実施

28 犬飼　佳子 大垣市
平成20年から安井小学校へ通う犬ケ渕町、長沢南の児童を対象に、登
校の交通安全を見守り

29 猪俣　吉輝 大垣市
平成18年から興文小・中学校に通学する児童・生徒の登校を見守り、
挨拶指導を実施

30 柘植　壯了 大垣市
平成18年から大垣西小学校に通う児童の登校時の交通安全を見守り・
挨拶運動を推進

31 岩田　恭子 垂井町
平成21年から表佐小学校、垂井小学校において、華道・茶道の講師と
して活動

32 北村　弘 垂井町
平成24年から垂井小学校において、菊の栽培や苗の植え替え方法等の
指導・管理補助活動を実施

33 栗田　幾子 垂井町
平成24年から合原小学校において、総合的な学習の時間での生け花の
地域講師として活動

34 廣瀬　みどり 垂井町
平成13年から東小学校において米作り、豆腐作り、味噌作り体験を支
援

35 山口　武夫 垂井町 平成21年から垂井小学校へ菊の苗を提供し、児童へ菊の栽培を指導

36 北村　哲郎 神戸町
平成24年から下宮小学校において、「ボードゲームクラブ」の指導者
として囲碁・将棋を指導

37 児玉　一郎 神戸町
平成2年から南平野小学校において、ハリウオ飼育や農作物栽培の地
域講師として活動。また登下校時の交通安全をサポート

38 林　七男 神戸町
平成15年から北小学校において、バラの栽培や野菜作り、和太鼓を指
導

39 山川　誠一 神戸町
平成19年から下宮地区公民館において、放課後子ども教室の教育活動
サポーターとして交通安全や軽スポーツを指導・補助

40 松岡　治 揖斐川町
平成13年から清水小学校区の学校安全サポーターとして児童の登下校
を引率

41 大野　晃 関市 平成18年から小野地区小学生の通学を見守り。児童の交通安全を指導

42 小澤　勉 関市
平成16年から富野小学校において、稲作実習やフラワーアレンジメン
トの制作等を指導

43 武藤　孝惠 関市
平成15年から博愛小学校において、絵手紙の講師や読み聞かせのボラ
ンティアとして活動

44 安田　守 関市
平成18年から武儀西小学校の児童を対象に、田植えから稲刈りまでの
米作りや案山子の制作を指導。

45 須田　芳廣 美濃市 平成10年度から中有知小学校において、児童の農業体験活動を指導

46 池戸　佳代子 郡上市
平成元年から和良小学校において、地域の伝統民芸細工「繭細工」づ
くりを指導

47 川上　晏子 郡上市
平成23年から郡上東中学校の総合的な学習の時間において、「郡上踊
りお囃子」「郡上陣屋太鼓」「神楽笛」「陶芸」の継承活動を実施

48 瀬川　和也 郡上市
平成15年から高鷲北小学校において、総合的な学習の時間や生活科の
時間にミズバショウ等の「植物先生」として学習指導

49 二村　楳山 郡上市
平成14年から口明方小学校の総合的な学習の時間において、米作りを
指導。自身の水田を提供し、児童に米作り体験を実施

50 松田　富子 美濃加茂市
平成25年から山手幼稚園の園児を対象に、自身の畑を提供し、さつま
いもの収穫体験を実施



51 家谷　繁和 可児市 平成13年から西可児中学校の生徒を対象に、通学時の交通安全を指導

52 加藤　あやの 可児市
平成23年から今渡南小学校において、低学年児童を対象とした絵本の
読み聞かせ等を実施

53 白石　砆沙子 可児市
昭和51年から蘇南中学校において、地域指導者として女子バスケット
ボール部を指導

54 高井　昌幸 可児市
平成8年から瀬田幼稚園の園児を対象に、自身の畑を提供し、野菜の
栽培、収穫体験を実施

55 島﨑　茂茲 白川町
平成23年度から白川小学校において、登下校の見守り活動や安全確保
を実施。また学校の安全な環境整備を支援

56 加藤　治良 多治見市
昭和42年から笠松町内の子どもたちの健全育成と社会奉仕を目的に、
「笠原剣道少年団」指導者として活動

57 安藤　喜久夫 土岐市
平成19年から下石小学校において、自身の田を提供し、米作りを指
導。また戦争体験について講話

58 黒田　正直 土岐市
平成8年から妻木小学校の「ふるさと学習地域講師」として妻木城址
の歴史について子ども達に指導

59 小栗　省吾 瑞浪市
平成7年から日吉小学校においてもち米づくり体験を指導。現在はサ
ツマイモ作りの指導や花づくり活動を支援

60 服部　武晴 恵那市
平成6年から岩村こども園の園児を対象に、自身の畑を提供し、サツ
マイモの栽培、収穫体験を実施

61 伊藤　隆司 中津川市
平成22年から落合小学校の児童を対象に、登下校時の安全確認と交通
安全指導を実施

62 宇野　善之 中津川市
平成21年から坂本小学校において、児童の登下校時の交通安全を見守
り、指導

63 栗谷本　征二 中津川市
昭和63年から中津川市内の乳幼児親子から中学生までを対象に、自然
素材を活用したクラフト活動などの自然体験活動等を実施

64 鈴木　政志 中津川市
平成2年から阿木小学校において、児童の交通安全を見守り。また学
校修繕をはじめ地域と学校をつなぐパイプ役として活動

65 鷲見　美恵子 中津川市
平成13年から蛭川公民館において、保育園児から小中高校生までを対
象に日本舞踊を指導

66 田口　芳広 中津川市
平成10年から蛭川地区のスポーツ少年団のコーチ・監督として子ども
達に野球を指導

67 西尾　富久枝 中津川市
平成24年から阿木公民館内の図書室等で、子ども達に折り紙や読み聞
かせをしたり、見守りボランティアとして活動

68 林　松幸 中津川市
平成3年から蛭川中学校において、地域の伝統文化「枡振り祭り」や
「蛭川歌舞伎」等を指導

69 堀田　八重子 中津川市
平成18年から落合小学校の児童を対象に、登校時等の安全を確保し、
交通安全を指導

70 三尾　浩朝 中津川市
平成16年から付知中学校の部活動や地域スポーツクラブにおいて、バ
スケットボールを指導

71 水野　克司 中津川市
平成22年から落合小学校において、また子ども達に児童の登下校時の
見守りと交通安全指導を実施

72 中村　敏雄 高山市
平成20年から北小学校や中山中学校において、町内の子ども会の活動
等を支援

73 本田　久雄 高山市
平成13年から栃尾小学校において、児童の登校時の見守りボランティ
アを実施

74 下堂前　健治 飛騨市 平成４年から「河合陸上少年団」において、陸上を指導

75 田中　一男 飛騨市 平成２年から古川小学校の児童を対象に、稲作学習の講師として活動

76 見廣　喜美男 下呂市
平成7年から馬瀬地区の小学生を対象とした「馬瀬少年剣道クラブ」
において剣道を指導


