
（ア）地域における社会教育の振興に功労があった者　79名

№ 都道府県名 功績分野 主要経歴 氏　　　名

1 北海道 社会教育計画 砂川市社会教育委員の会議副委員長 藤岡　等
ふじおか　  　ひとし

2 北海道 社会教育計画 厚岸町社会教育委員長 森脇　智亮
もりわき　　　　　ちりょう

3 北海道 青少年教育 砂川市放課後子ども教室運営委員会委員長 尾崎　壽
おざき　　　　  ひさし

4 青森県 社会教育計画 新郷村教育振興協議会会長 福山
ふくやま

　廣
ひろし

5 青森県 青少年教育 一般社団法人青森県子ども会育成連合会理事 福原　仁一
ふくはら　　　　じんいち

6 岩手県 成人教育 宮古ユネスコ協会会長 松田　和夫
まつだ　　　　　かずお

7 宮城県 社会教育計画 仙台市社会教育委員の会議委員長 高橋　満
たかはし　　　みつる

8 宮城県 青少年教育 一般社団法人宮城県子ども会育成連合会会長 佐藤
さとう

　眞紀子
　まきこ

9 宮城県 図書館活動 大崎市図書館協議会会長 大島
おおしま

　眞理
　まり

10 秋田県 社会教育計画 秋田県社会教育委員連絡協議会副会長 三浦
みうら

　研二
 けんじ

11 秋田県 青少年教育 ガールスカウト秋田県連盟連盟長 近藤
こんどう

  静子
 しずこ

12 山形県 社会教育計画 真室川町社会教育委員会議議長 小松　定夫
　こまつ　　　　さだお

13 山形県 社会教育計画 舟形町社会教育委員長 小國
おぐに

　　隆
たかし

14 福島県 家庭教育 福島県地域連携協働本部事業評価検証委員会会長 星
ほし

　尚子
 なおこ

15 福島県 社会教育計画  国見町社会教育委員副議長 佐藤　富子
さとう　　　　　　とみこ

16 茨城県 社会教育計画 茨城県社会教育委員連絡協議会理事 行田
こうだ

　豊
ゆたか

17 茨城県 社会教育計画 茨城県社会教育委員連絡協議会会長 儘田　茂樹
ままた　　　　　  しげき

18 栃木県 社会教育計画 那須烏山市社会教育委員 櫻井  惠子
さくらい　　　　  けいこ

19 千葉県 博物館活動 千葉県博物館協議会議長 岡本　東三
おかもと　　　　とうぞう

20 千葉県 青少年教育 一般社団法人千葉県子ども会育成連合会会長 黒坂　典雄
くろさか　　       さだお

21 千葉県 青少年教育 日本ボーイスカウト千葉県連盟理事長 片平　紀行
かたひら　　　　のりゆき

令和4年度社会教育功労者表彰　受彰者一覧



№ 都道府県名 功績分野 主要経歴 氏　　　名

22 東京都 青少年教育 荒川区少年団体指導者連絡会副会長 横山　佳世子
よこやま　　　　　かよこ

23 神奈川県 社会教育計画 横浜市社会教育コーナー事務長 福島
ふくしま

　伸枝
  のぶえ

24 神奈川県 青少年教育 ガールスカウト日本連盟神奈川県支部副支部長 一之瀬
いちのせ

　佐代子
　さよこ

25 神奈川県 社会教育計画 茅ヶ崎市社会教育委員 吉原　弘子
よしはら　　　　 ひろこ

26 新潟県 公民館活動 出雲崎町公民館長 佐藤  亨
さとう　　　　　とおる

27 富山県 公民館活動 富山県公民館連合会副会長 髙井　清高
たかい　　　　　きよたか

28 石川県 青少年教育 ボーイスカウト石川県連盟副理事長 内田　宏
うちだ　　　　　ひろし

29 石川県 女性教育 石川県婦人団体協議会副会長 安嶋　弘子
やすじま　　　　 ひろこ

30 福井県 青少年教育 一般社団法人福井県子ども会育成連合会副会長 上野
うえの

　重隆
 しげたか

31 福井県 社会教育計画 おおい町社会教育委員の会議長 寺井　幹雄
てらい　　　　　  みきお

32 山梨県 社会教育計画 北杜市社会教育委員会議議長 板山  國夫
いたやま　　　　くにお

33 長野県 青少年教育 日本ボーイスカウト長野県連盟理事 松本　捷幸
まつもと　　　　かつゆき

34 長野県 青少年教育 山形村学校支援地域本部地域コーディネーター 平林　昌廣
ひらばやし　　　まさひろ

35 静岡県 社会教育計画 菊川市社会教育委員長 中嶌　るり子
なかじま　　　　　　　　  　こ

36 愛知県 社会教育計画 豊明市社会教育委員長 橋本　清美
はしもと　　　　　きよみ

37 愛知県 社会教育計画 岩倉市社会教育委員副委員長 千村　晶子
ちむら　　　　　　あきこ

38 愛知県 社会教育計画 清須市社会教育委員 石黒　満
いしぐろ　　　 みつる

39 滋賀県 青少年教育 日本海洋少年団大津連絡協議会会長 植田　公威
うえだ　　　　　　きみたけ

40 京都府 女性教育 福知山市連合婦人会会長 藤原　公子
ふじわら　　　　　きみこ

41 京都府 社会教育計画 京都府社会教育委員会議議長 築山　崇
つきやま　　　たかし

42 京都府 社会教育計画 京都市社会教育委員会議議長 𠮷川
よしかわ

　左紀子
　　さきこ

43 大阪府 社会教育計画 能勢町社会教育委員 信田　政子
しのだ　　　　　  まさこ

44 大阪府 青少年教育 八尾市青少年育成連絡協議会会長 村尾　 佳代子
むらお　　　　　　　 かよこ



№ 都道府県名 功績分野 主要経歴 氏　　　名

45 大阪府 青少年教育 ガールスカウト大阪府連盟連盟長 松村 祥
まつむら  　　さち

46 大阪府 公民館活動 貝塚市立浜手地区公民館館長 大脇　和子
おおわき　　　　 かずこ

47 兵庫県 社会教育計画 養父市社会教育委員長 栂井　逸郎
とがい　　　　　 いつろう

48 兵庫県 青少年教育 西宮市子ども会協議会会長 川本　輝子
かわもと　       てるこ

49 兵庫県 社会教育計画 神戸市社会教育委員会議議長 松岡　広路
まつおか　　　　こうじ

50 奈良県 青少年教育 日本ボーイスカウト奈良県連盟事務局長 松本　安嘉
まつもと　　　　やすよし

51 奈良県 社会教育計画 斑鳩町社会教育委員会議議長 大山　俊雄
おおやま　　　　 としお

52 和歌山県 社会教育計画 紀の川市社会教育委員長 楠　富晴
くす　　　　とみはる

53 鳥取県 公民館活動 日吉津村中央公民館長 上野　秀雄
うえの　　　　　　ひでお

54 鳥取県 青少年教育 日本ボーイスカウト鳥取連盟理事長 堀部　晴彦
ほりべ　　　　　はるひこ

55 島根県 青少年教育 しまね子どもの読書等推進の会出雲支部代表 飯塚　たか子
いいつか　　　　　　　   　　こ

56 岡山県 家庭教育 おかやま子ども応援推進委員会会長 保野　孝弘
　ほの　　　　　たかひろ

57 広島県 女性教育 広島県地域女性団体連絡協議会副会長 福本
ふくもと

　アヤ子
 こ

58 広島県 社会教育計画 安芸太田町社会教育委員会議議長 河野　隆昭
こうの　　　　　 たかあき

59 広島県 社会教育 府中市社会教育委員会議議長 岡本　由姫美
おかもと　　　　　　ゆきみ

60 山口県 青少年教育 周南市子ども会育成連絡協議会会長 萩原　孝司
はぎはら　　　　 たかし

61 山口県 青少年教育 日本海洋少年団山口県連盟理事 後山　浩
うしろやま　　 ひろし

62 徳島県 女性教育 鳴門市婦人連合会会長 矢野
やの

　壽美子
　すみこ

63 徳島県 社会教育計画 勝浦町社会教育委員長 稲井　稔
いない　　　 　みのる

64 香川県 青少年教育 香川県子ども会育成連絡協議会副会長 林　清
はやし　　きよし

65 愛媛県 公民館活動 愛媛県公民館連合会会長 越智　保二
おち　　　　　　  やすじ

66 愛媛県 青少年教育 愛媛県愛護班連絡協議会副会長 三瀬　眞
みせ　　　　　　ただし

67 福岡県 社会教育計画 嘉麻市社会教育委員 井上　友征
いのうえ　　　　ともゆき



№ 都道府県名 功績分野 主要経歴 氏　　　名

68 佐賀県 女性教育 牛津町地域婦人会会長 古賀　裕子
こが　　　　　　  ひろこ

69 佐賀県 社会教育計画 白石町社会教育委員 川崎　富雄
かわさき　　　　 とみお

70 長崎県 青少年教育 大村市青少年健全育成連絡協議会会長 中村　慶治
なかむら　　　　けいじ

71 熊本県 社会教育計画 阿蘇市社会教育委員長 安部　武夫
あべ　　　　　　 たけお

72 熊本県 社会教育計画 熊本県社会教育委員 三角　幸三
みすみ　　　　　こうぞう

73 大分県 青少年教育 日本ボーイスカウト大分県連盟理事長 池邊　晴美
いけべ　　　　　はるよし

74 大分県 青少年教育 ガールスカウト大分県連盟理事 井　美佐子
いい　　　　　みさこ

75 宮崎県 青少年教育 日南市南郷地区地域学校協働本部地域コーディネーター 矢野　富子
やの　　　　　　 とみこ

76 宮崎県 青少年教育 NPO法人「五ヶ瀬川流域ネットワーク」理事長 土井　裕子
どい　　　　　  　ゆうこ

77 鹿児島県 青少年教育 屋久島町子ども会育成連絡協議会会長 泊　秋敏
とまり　　 あきとし

78 鹿児島県 女性教育 いちき串木野市地域女性団体連絡協議会長 勝目　眞理子
かつめ　　　　　　まりこ

79 沖縄県 青少年教育 那覇市青少年健全育成市民会議会長 大城　明美
おおしろ　　　 　あけみ



（イ）全国的な社会教育の振興に功労があった者　10名

№ 功績分野 主要経歴 氏　　　名

1 社会教育 （公社）国民文化研究会理事長 今林　賢郁
いまばやし　けんゆき

2 社会教育 （公社）日本弘道会理事 渡貫
わたぬき

　博孝
ひろたか

3 技能検定 （一社）全日本ピアノ指導者協会理事 林  苑子
はやし　そのこ

4 社会教育 （公財）修養団理事 岡村
おかむら

　精二
せいじ

5 社会教育 （財）モラロジー研究所理事・評議員 長谷
はせ

　和治
かずはる

6 社会教育 （公社）日本吹奏楽指導者協会会長 岡田  知之
おかだ　　　 ともゆき

7 青少年教育 （一財）日本ユースホステル協会理事 島田　春夫
しまだ　　　　はるお

8 技能審査 （公社）全国経理教育協会副理事長 鈴木　一樹
すずき　　　  かずき

9 社会教育 （公社）日本植物園協会会長 岩科
いわしな

　司
つかさ

10 社会教育 （公社）色彩検定協会常務理事 松井
まつい

　トヨ子
 こ

令和4年度社会教育功労者表彰　受彰者一覧



（ウ）文部科学省が所管する独立行政法人における社会教育の振興に功労があった者　16名

№ 功績分野 主要経歴 氏　　　名

1 女性教育 国立女性教育会館ボランティア 宮本　雍久
みやもと　　やすひさ

2 博物館活動 国立科学博物館ボランティア 中澤　智惠子
なかざわ　　　ちえこ

3 青少年教育 国立赤城青少年交流の家外部指導員 村田　康男
むらた　　　　やすお

4 青少年教育 国立乗鞍青少年交流の家研修指導員 桐山　公宏
きりやま　　　まさひろ

5 青少年教育 国立中央青少年交流の家運営協議会委員 勝又　亮一
かつまた　 りょういち

6 青少年教育 国立淡路青少年交流の家研修指導員 太田　正美
おおた　　　　 まさみ

7 青少年教育 国立江田島青少年交流の家研修指導員 岡田　勝彦
おかだ　　　かつひこ

8 青少年教育 国立大洲青少年交流の家研修指導員 松浦　登良一
まつうら　　 　とらいち

9 青少年教育 国立阿蘇青少年交流の家労務作業員 大橋　通男
おおはし　　　みちお

10 青少年教育 国立花山青少年自然の家事業補佐員 狩野　富男
かの　　　　　とみお

11 青少年教育 国立那須甲子青少年自然の家研修指導員 和田　豊彦
わだ　　　　　とよひこ

12 青少年教育 国立信州高遠青少年自然の家研修指導員 中村　美須壽
なかむら　　　 みすず

13 青少年教育 国立妙高青少年自然の家外部指導員 岡田　八重子
おかだ　　　　　やえこ

14 青少年教育 国立曽爾青少年自然の家研修指導員 山田　春子
やまだ　　　　はるこ

15 青少年教育 国立吉備青少年自然の家ボランティア 水間　芳春
みずま　　　よしはる

16 青少年教育 国立室戸青少年自然の家研修指導員 山﨑　和彦
やまさき　　 かずひこ

令和4年度社会教育功労者表彰　受彰者一覧
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