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※年齢は平成２６年４月１日時点
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徳島市 重岡 昭 ８１歳 社会 57 歳の頃より地元町内会長をはじめとする各役職に就
貢献 き、地域のリーダーとして地元の発展に貢献している。

また、若い頃より保護司を 38年間、民生委員を 36年間
務められた。現在は、徳島市老人クラブ連合会常任理事、
加茂地区老人クラブ連合会会長として精力的に取り組ん
でいる。

徳島市 樋口 静代 ８４歳 社会 徳島市老人クラブ連合会副会長、単位老人クラブ会長と
貢献 しても、事業の推進に邁進している。特に市老連におい

ては、女性部部長として約 4,200 人のまとめ役という重
責を果たしている。

鳴門市 山内 節 ８８歳 社会 平成 11 年 5 月から単位老人クラブ会長として、女性部
貢献 の組織、活動強化に務め、お遍路出発の地である霊山寺

の清掃活動やお接待に取り組んだ。平成 24 年 5 月から
鳴門市老人クラブ連合会会長を務め、友愛訪問活動や介
護予防リーダーの育成に尽力している。また、地域包括
支援センターをはじめ関係団体と連携を図り、地域高齢
者の絆を深め、地域福祉の向上に努めている。

小松島市 藍谷壯一郎 ７２歳 社会 現役時代の知識と技術を生かし、県内外でＬＥＤ工作教
貢献 室を開催し、本県が全国に誇るＬＥＤの魅力を子どもか

ら大人まで多くの方に楽しみながら広める活動に熱心に
取り組んでいる。現在、徳島県ＬＥＤバレイ構想の地域
ブランド化部会の委員も務めている。

阿南市 湯浅チヅ子 ８７歳 社会 看護師としての知識・技術を生かし、長年にわたり高校
貢献 の修学旅行、スキー研修や県ねんりんピック選手団の救

護班責任者として同行するなど、ボランティア活動に精
力的に取り組み、その重責を果たしている。所属する徳
島県看護協会では、在宅看護師の就労に向けた相談やナ
ースバンク事業に携わり、看護師の地位向上に大きく貢
献している。

吉野川市 佐藤 幸男 ８３歳 社会 平成 3年鴨島町ボランィア連絡協議会に入会し、要約筆
貢献 記奉仕員として障がい者社会参加促進事業に取り組ん

だ。また、吉野川市社会福祉協議会が運営する訪問入浴
車の運転ボランティアに長年取り組んでおり、平成 12
年から平成 26年 3月までの 14年間、同会会長を務めた。
現在も障害者更生施設の共同作業所等のボランティア活
動に積極的に取り組んでいる。

阿波市 吉岡 清 ７８歳 社会 平成 13 年より老人クラブに入会し、地区長寿会連合会
貢献 会長や現在は阿波市老人クラブ連合会副会長を務め、友

愛訪問事業や老人活動に熱心に取り組み活躍している。
また、阿波市緑と森づくりの委員として、子供達に森林
資源の有効利用について理解深めてもらうなど、地域活
動活性化に取り組んでいる。

美馬市 清水 市 ９１歳 就労 90 歳を超える高齢にも就労意欲を失わず、現在も１万
羽を超えるブロイラーを飼育し定期的に出荷している。
また、単位老人クラブ会長として老人福祉の増進のため、
諸活動に積極的に取り組んでいる。
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三好市 南 敏治 ７０歳 社会 消防団長や東祖谷山村議会議長などを歴任され、現在地
貢献 元自主防災会の会長、地元地区住民福祉協議会のメンバ

ーとして、コミュニティ活動の推進や地域での行事、活
動など積極的に行っている。また、平成 16 年より、地
元重要伝統的建造物保存地区の落合重伝建保存協議会会
長としても地域の活性化に貢献している。

勝浦町 増井 公子 ７８歳 社会 平成 6年から勝浦町主任児童委員として、勝浦町民児協
貢献 活動やボランティア活動に積極的に取り組み社会福祉推

進に貢献している。また、平成 23 年からは、勝浦町老
人クラブ連合会婦人部長として活動している。

上勝町 細永 定好 ８７歳 社会 10 年以上前から、町道の清掃（台風後の飛散した木の
貢献 枝葉等の片付け、積雪後の除雪や落石の片付け等）を定

期的にボランティアで行っている。清掃範囲は、ご自身
の集落周辺のみにとどまらず、近隣集落の町道まで行っ
ている。

佐那河内村 内藤 昭文 ８５歳 就労 現役で農業を行いながら、保育所や小中学校の“学校給
食における地産地消の取り組み”を支援し、新鮮な野菜
を届けている。また、数年前から、桜が咲き誇る村を目
指してプロジェクトに取り組んでおり、毎年『蜂須賀桜』
の苗木を自費で提供している。

石井町 北岡 弘 ６８歳 社会 昭和 52 年に石井町スポーツ少年団の指導者に就任し、
貢献 石井町体育協会副会長、石井町スポーツ少年団本部長を

経て、37 年間に渡り地域スポーツを支えてきた。現在
も現役で指導を行っており、次世代リーダー育成にも力
を入れている。近年ではスポーツ少年団がきっかけで、
国際交流の分野でも活躍している。

神山町 白桃 淑行 ７９歳 その 平成 19年 5月に国民文化祭で 39年ぶりに復活した伝統
他 行事、神山の「棒搗き」を上角地区住民に伝承し、伝統

行事として棒搗き団体「上角松葉連」を設立し、初代会
長に就任。棒搗きの「やぐらの組み立て」から「音頭、
所作、諸芸」等の指導に務めている。また、平成 20 年
より地区内芸能クラブと協賛し、途絶えていた夏祭りを
再開し、地区の活性化に取り組んでいる。

那賀町 平井 滋 ６５歳 社会 四季美谷温泉支配人を務めながら林業に従事していた経
貢献 験を生かし、剣山やスーパー林道、四季美谷温泉周辺の

観光登山ガイドとして木沢地区の観光振興に貢献してい
る。また、地域資源を生かしたイベントの実行委員会会
長を歴任するなど、剣山南地区の広報活動に積極的に取
り組んでいる。

牟岐町 小林 章 ７２歳 社会 平成 16 年から牟岐町消防団長を務め、団員を統率し地
貢献 域防災活動に取り組んでいる。また、民生委員児童委員

として、地域における見守り活動や相談役として尽力し
ている。

美波町 羽里 敬子 ８１歳 その 美波町老人クラブ連合会の女性部長として活躍するとと
他 もに、美波町日和佐地区老人クラブ連合会副会長として

活動している。また、クラブ活動の中で合唱サークル「さ
くらコーラス」を立ち上げ、サークル活動を通じて高齢
者の健康と生きがいづくりに貢献している。
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海陽町 横見 定良 ８１歳 社会 長年活動してきた町体育指導員としての経験を生かし、
貢献 様々な分野において指導的役割を果たしている。地元で

の三世代交流にも力を注ぎ、特に、昔遊びの伝承に尽力
している。

松茂町 青山 保子 ８２歳 社会 松茂町老人クラブ会長、単位老人クラブ会長を務め、長
貢献 年に渡り高齢者福祉の発展に貢献している。高齢者の社

会参加や次世代育成に力を注ぎ、高齢者のリーダーとし
て積極的に活動を続けている。

北島町 岡本マサル ７８歳 社会 パーキンソン病治療中の方とその介護にあたる家族の方
貢献 を対象に、平成 12年から現在まで約 14年間、月１回の

ペースでバリアフリー化した自宅を開放し「ひなたぼっ
この家」として交流の場を提供している。情報交換や悩
み相談など、同じ病気を持つ家族の悩みを分かち合う場
として、14年間で延べ 3,000人の方を支える息の長い活
動を行っている。

藍住町 野田 正常 ８４歳 その 永年、老人クラブ連合会会長、副会長を 10 年以上にわ
他 たり務め高齢者福祉の向上に尽力した。退任後も単位老

人クラブ会長として地域の老人クラブ活動を支え、子供
から高齢者を対象に地域での世代間交流を活発にできる
行事を計画実施し、地域福祉の推進に努めている。

板野町 稲富 章代 ７２歳 社会 昭和 63 年 4 月から視覚障害者や高齢者等を対象に、町
貢献 広報紙、町社協広報紙や各種小説等を音訳し配付する活

動を行っている。また、施設訪問ボランティアとして、
重症心身障害児者の福祉の増進を図るため、献身的にボ
ランティア活動を行っている。町ボランティア連絡協議
会役員として各グループの相談・支援等にあたり、組織
の強化等に大きく貢献している。

上板町 樋口 勉 ８８歳 社会 社会福祉協議会副会長や町内老人福祉施設の理事などを
貢献 務めるとともに、単位老人クラブ会長として、地域高齢

者の良き相談役として活躍している。また、小学生下校
時の見守りや老人集会所の花づくり活動の推進にも務め
ている。

つるぎ町 切東 數好 ８２歳 社会 昭和 42 年一宇身体障害者会に入会後、障害者や地域住
貢献 民のお世話役を務め、平成 7年より同会副会長、更に町

村合併後の平成 20 年 5 月からは、つるぎ町身体障害者
連合会会長に就任。現在、徳島県身体障害者連合会評議
員であり、つるぎ町社会福祉協議会理事や身体障害者相
談員等を務めるなど、社会福祉のリーダーとして活躍し
ている。

東みよし町 岡智惠子 ７８歳 その 平成 7年頃からワープロ教室に通い、現在のパソコン教
他 室では、講師の一人として週１回、非常に熱心に指導に

あたっており、既に講師歴は 5年以上となっている。ま
た、町主催の文化まつりでは、パソコンを駆使した様々
作品を出展するなど意欲的に取り組んでいる。

計 ２５名


