
市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考

築地子ども会 災害マップ作り

道意第一、二、三子ども会 夏祭り出店

安井地区子ども会連合会 創作教室 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

津門連合子ども会 映画観賞会

すみれ台子ども会 お楽しみ会 Ｈ１９・Ｈ２１（３回目） 支援終了

浜脇地区戸田町子ども会 ハロウィン Ｈ２９（２回目）

浜脇地区産所町子ども会 クリスマス会 Ｈ２８（２回目）

精道町子ども会 クリスマス会 Ｈ２３・Ｈ２４（３回目） 支援終了

川西町自治会子ども会 お別れボーリング大会

津知町子ども会 クリスマス会 Ｈ２４（２回目）

本五旭子ども会 クリスマス会 Ｈ２６（２回目）

西桑津子ども会 秋祭り

車塚南子ども会 夏祭り Ｈ１９・Ｈ２９（３回目） 支援終了

池尻子ども会 クリスマス会 Ｈ２５（２回目）

笹北子ども会 お楽しみ会 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

本庄地区子ども会 わんぱくカーニバル

上槻瀬子ども会 お楽しみ会

木器子ども会 老人会との交流 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

猪名川町（１） 猪名川台子ども会 スポーツ大会とスイーツクッキング Ｈ２７・Ｈ２８（３回目） 支援終了

伊丹市（５）

三田市（３）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧

阪神ブロック　　　１９団体　　　合計申請額　３００，０００円

尼崎市（２）

西宮市（５）

芦屋市（３）



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

錦浦校区美里子ども会 クリスマス会

藤江校区東松江子ども会 遠足・クリスマス会

高丘東校区高丘２丁目子ども会 子どもみこし制作

山手校区西脇子ども会 夏祭り Ｈ２３・Ｈ２９（３回目） 支援終了

山手校区南団地こども会 クリスマス会

山手校区神明こども会 バス旅行・ふれあい祭り

朝霧校区清水子ども会 ラジオ体操

沢池校区沢野西子ども会 夏祭り（夜店） Ｈ２３（２回目）

中崎校区中崎っこ ハロウィン

大久保校区神田子ども会 バス旅行・クリスマス会 Ｈ１９・Ｈ２８（３回目） 支援終了

大久保校区森田子ども会 クリスマス会 Ｈ２２・Ｈ２３（３回目） 支援終了

人丸校区荷山町子供会 バス旅行 Ｈ２９（２回目）

藤江校区藤江子ども会 クリスマス会 Ｈ１７・Ｈ２８（３回目） 支援終了

野口北少年団鳥が岡隊 クリスマス会

平岡少年団山之上隊 クリスマス会

東神吉南少年団西井ノ口隊 クリスマス会

加古川少年団西河原隊 夏祭り

八幡少年団上西条隊 お楽しみ会（６年生を送る会） Ｈ２８（２回目）

野口北少年団新北野隊 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

平岡北少年団高畑北隊 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

岡東子ども会 新入生歓迎会

上新田高層子ども会 お祭りにちょうちんを飾ろう！

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧

東播磨ブロック　　　２５団体　　　合計申請額　３００，０００円

明石市（１３）

加古川市（７）

稲美町（２）



本荘中子ども会 クリスマス会 Ｈ２７（２回目）

川端子ども会 クリスマス会 Ｈ２３・Ｈ２８（３回目） 支援終了

鹿の川子ども会 お楽しみ会（進級を祝う会） Ｈ２９（２回目）

播磨町（３）



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

下戸田子ども会 秋こいフェスティバル Ｈ２７・Ｈ２９（３回目） 支援終了

富吉上町こども会 クリスマス会 Ｈ２７・Ｈ２８（３回目） 支援終了

鹿野町子供会 バーベキュー大会

新合山子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

喜多子ども会 夏祭り Ｈ２９（２回目）

大門子供会 クリスマス会

大伏子ども会 クリスマス会

小野市（１） 中島町こども会 七夕会

畑町子ども会 七夕祭り Ｈ２６（２回目）

窪田町子ども会 納涼大会

繁陽町子ども会 クリスマス会

朝妻町子ども会 七夕会

乙和泉町子ども会 七夕会 Ｈ２２・Ｈ２５（３回目） 支援終了

山田町子ども会 クリスマス会

社２区子ども会 ラジオ体操と清掃活動 Ｈ１６（２回目）

大門子供会 クリスマス会 Ｈ２６（２回目）

西脇市（７）

加西市（６）

加東市（２）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧

北播磨ブロック　　　１６団体　　　合計申請額　３００，０００円



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

余部校区下余部子ども会 祭り Ｈ２７（２回目）

四郷校区見野西子ども会 クリスマス会 Ｈ２７（２回目）

四郷校区山脇子ども会 お楽しみ会 Ｈ２７（２回目）

香呂小学校区広瀬南子ども会 クリスマス会

高岡西校区下手野子ども会 夏祭り

香呂南校区青葉台子ども会 クリスマス会

菅生校区鯰尾子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

中寺校区土師子ども会 クリスマス会 Ｈ２８（２回目）

別所校区北宿子ども会 七夕会

高朝田子ども会 クリスマス会 Ｈ１８・Ｈ２０（３回目） 支援終了

鍛治子ども会 秋祭り Ｈ１８（２回目）

千原子供会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

屋形子ども会 秋祭り

福崎町（１） 神谷子ども会 クリスマス会

中播磨ブロック　　　１４団体　　　合計申請額　３００，０００円

姫路市（９）

神河町（２）

市川町（２）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

中村子供会 秋祭り Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

大道子ども会 クリスマス会 Ｈ２７・Ｈ２９（３回目） 支援終了

小那田子ども会 クリスマス会 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

香山南子ども会 工作会 Ｈ２７・Ｈ２９（３回目） 支援終了

北横内子供会 お楽しみ会 Ｈ２５・Ｈ２７（３回目） 支援終了

富永四丁目子ども会 秋祭り Ｈ２９（２回目）

日山山下子ども会 ボーリング大会

片山小宅台子供会 クリスマス会

片吹子供会 送別会

大屋子供会 バス旅行

西町西子ども会 バス旅行

立町子供会 親睦会

田中・宝崎・宮本子ども会 歓送迎会 Ｈ２７（２回目）

塩屋西Ｂ子どもを守る会 夏祭り

赤穂西小区子ども会 ドッジボール大会

中浜地区子供会 歓送迎会

千種子供会 フリーマーケット

横須子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

庄能子ども会 庄能水祭り Ｈ１９・Ｈ２９（３回目） 支援終了

千本屋子ども会 クリスマス会 Ｈ１９・Ｈ２９（３回目） 支援終了

段子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

宇原子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧

西播磨ブロック　　　５６団体　　　合計申請額　３００，０００円

たつの市（１２）

赤穂市（５）

宍粟市（２３）



中野・東下野子ども会 ６年生送る会 Ｈ２９（２回目）

木谷子ども会 宍粟の楽しそう探し Ｈ２９（２回目）

高下子ども会 親睦旅行・盆踊り大会　他 Ｈ１９（２回目）

青木子ども会 クリスマス会 Ｈ１９（２回目）

門前子ども会 ６年生お別れ会

中山子ども会 クリスマス会

鴻ノ町子ども会 歴史クイズと散策

中比地子ども会 親睦会 Ｈ２９（２回目）

中広瀬子ども会 夏祭り

三方町子ども会 ナイトパーティー Ｈ２９（２回目）

河原田子ども会 クリスマス会

閏賀子ども会 クリスマス会

西安積子ども会 クリスマス会

黒土中島子ども会 理科実験教室 Ｈ２９（２回目）

千草・西山子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

鷹巣子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

野子ども会 クリスマス会 Ｈ１９（２回目）

片山子ども会 ６年生お別れ会 Ｈ１９（２回目）

竹広子ども会 料理教室 Ｈ２６（２回目）

馬場子ども会 夏祭り Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

城山子供会 クリスマス会 Ｈ２７・Ｈ２８（３回目） 支援終了

老原子供会 親子ドッジボール大会 Ｈ２９（２回目）

糸井南子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

相坂子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

太子町（１０）



東本町子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

下阿曽子ども会 荒神祭り・紙すもう大会 Ｈ２３（２回目）

北之町子供会 お楽しみ会 Ｈ２６（２回目）

岩見構下子供会 お楽しみ会

丹西・安室子ども会 秋祭り Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

與井子ども会 新年会

大持子ども会 秋祭り

大酒子ども会 歓迎会

与井新子ども会 社会見学

佐用町（１） 三日月小子ども会 ボーリング大会

上郡町（５）

太子町（１０）



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

新田地区子ども会育成連絡協議会（豊岡） ラジオ体操 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

法花寺育成会（豊岡） キャンプ Ｈ２９（２回目）

中郷育成会（豊岡） 七夕祭り

御陵区子ども会（豊岡） 陶芸教室

東構子供会（日高） 福祉施設との交流会 Ｈ２８（２回目）

東上野子ども会（養父） クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

諏訪町子ども会（八鹿） 遠足旅行 Ｈ１９（２回目）

幸陽区子ども会（八鹿） クリスマス会・歓迎会 Ｈ２８（２回目）

樽見子供会 アスレチック Ｈ２７（２回目）

上岩津子供会（朝来） 岩津ＰＲ作戦

土田子ども会（和田山） 旅行・秋祭り・クリスマス会

香住自治区子ども会（香住） クリスマス会 Ｈ２３（２回目）

隼人区子供会（香住） クリスマス会 Ｈ２４・Ｈ２６（３回目） 支援終了

森区子供会（香住） クリスマス会 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

田井子ども会 手作り体験教室

丹土子ども会 七夕会 Ｈ２７・Ｈ２８（３回目） 支援終了

朝来市（２）

香美町（３）

新温泉町（２）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧

但馬ブロック　　　１６団体　　　合計申請額　３００，０００円

豊岡市（５）

養父市（４）



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

篠山市（１） 栗栖野子ども会 納涼祭り Ｈ２９（２回目）

梶原子ども会 魚つかみ取り大会

谷村子ども会 お別れ会 Ｈ２４・Ｈ２９（３回目） 支援終了

佐治団地子ども会 交流バーベキュー大会 Ｈ２８（２回目）

三原子ども会 交流会

大新屋子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

水西子ども会 七夕会

東芦田子ども会 オリエンテーリング

小野尻子ども会 アマゴのつかみ取り Ｈ２８・２９（３回目） 支援終了

丹波ブロック　　　９団体　　　合計申請額　２７０，０００円

丹波市（８）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧



市　町　名 子ども会名 行　事　名 申請回数 備　　考

仲津子ども会 クリスマス会 Ｈ２９（２回目）

髙田屋子供会 クリスマス会 Ｈ１４（２回目）

天川子供会 お別れ会 Ｈ２９（２回目）

榎列掃守子ども会 祭り Ｈ２９（２回目）

立石・国分子ども会 お楽しみ会・クリスマス会 Ｈ２８（２回目）

大久保・馬回子供会 クリスマス会

小路子供会 遠足

阿万上町子ども会 交流遠足 Ｈ２２・Ｈ２９（３回目） 支援終了

阿万塩屋町子供会 遠足・ラジオ体操　他 Ｈ２７（２回目）

阿万四季の丘子ども会 ラジオ体操・お楽しみ会　他 Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

遠田・尾崎子ども会 新春の集い Ｈ２９（２回目）

老ノ内子ども会 夏祭り

中の町子ども会（一宮） クリスマス会 Ｈ２４（２回目）

山田草香子ども会 サマーキャンプ Ｈ２８・Ｈ２９（３回目） 支援終了

片浜子ども会 秋祭り Ｈ２６・Ｈ２９（３回目） 支援終了

南あわじ市（７）

淡路市（５）

平成３０年度　子どもの手による子ども会支援事業　決定団体一覧

淡路ブロック　　　１５団体　　　合計申請額　３００，０００円

洲本市（３）


