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平成29年度  「地域学校協働活動」表彰対象活動一覧

自
治
体
No.

No. 都道府県名
市区町村
名

活動名

1 1 北海道 札幌市 伏古小サタデースクール

1 2 北海道 札幌市 サタデースクール「時習館」

1 3 北海道 遠別町 子どもチャレンジ教室

1 4 北海道 白糠町 白糠町土曜授業

2 5 青森県 八戸市
八戸市立中居林小学校
地域密着型教育

2 6 青森県 三沢市 古間木小学校支援ボランティア

2 7 青森県 板柳町 板柳東小学校地域学校協働活動事業

2 8 青森県 むつ市 第二田名部小学校学校支援活動

3 9 岩手県 大槌町 大槌町教育委員会地域学校協働本部

3 10 岩手県 西和賀町 いのち輝く百年創造塾

3 11 岩手県 九戸村 九戸村学校支援地域本部事業（九曜塾）

4 12 宮城県 仙台市
富沢小学校 学校支援地域本部
リンク！とみざわ

4 13 宮城県 仙台市 東四かにっこ放課後子ども教室

4 14 宮城県 栗原市 花山小学校協働教育推進委員会

4 15 宮城県 山元町 放課後子ども教室「はまっこキッズ」

4 16 宮城県 大和町 吉岡地域教育協議会

5 17 秋田県 潟上市 天王中学校区地域学校協働活動

5 18 秋田県 大仙市 中仙小学校地域学校協働本部

5 19 秋田県 鹿角市 尾去沢地域学校協働活動

6 20 山形県 川西町 吉島小学校支援地域本部

6 21 山形県 上山市 かみのやま寺子屋

7 22 福島県 いわき市 みまや土曜たいけん隊

7 23 福島県 国見町 国見町地域学校協働本部

7 24 福島県 金山町 金小ゆうがたクラブ

7 25 福島県 玉川村 玉川村学校支援地域本部

8 26 茨城県 稲敷市 古渡小学校放課後子ども教室

8 27 茨城県 つくば市
風の会（帰国・外国人児童への
日本語指導ボランティア活動）

9 28 栃木県 日光市
今市第三小学校
「学校支援地域協議会」

9 29 栃木県 佐野市 三毳・唐沢スクールサポートセンター

10 30 群馬県 みなかみ町 新治きっずくらぶ

自
治
体
No.

No. 都道府県名
市区町村
名

活動名

10 31 群馬県 伊勢崎市 あずま南小学校学校運営協議会

10 32 群馬県 嬬恋村 嬬恋村放課後子ども教室

11 33 埼玉県 さいたま市 辻小虹色チャレンジスクール

11 34 埼玉県 さいたま市 上チャレ

11 35 埼玉県 川越市 川越子どもサポート事業

11 36 埼玉県 川口市 朝日東ホッと大夢

11 37 埼玉県 羽生市 みなみっ子 日本文化体験活動

11 38 埼玉県 深谷市 がんばル～ム

12 39 千葉県 柏市 高柳西小学校ステップアップ学習会

12 40 千葉県 山武市 みどりみ子ども教室

12 41 千葉県 木更津市 木更津市放課後子ども教室

12 42 千葉県 野田市 川間中学校区学校支援地域本部

13 43 東京都 八王子市 八王子市立第六中学校学校運営協議会

13 44 東京都 江東区 やながわファミリー

13 45 東京都 板橋区 板一中OSS

13 46 東京都 杉並区 富士見丘中学校支援本部「JOINT」

13 47 東京都 あきる野市 あきるのクラブ（東京都立あきる野学園）

13 48 東京都 町田市 町田第三中学校「Ⅲ中未来塾」

14 49 神奈川県 横浜市
「幸ケ谷共育倶楽部」による地域学校協働
活動

14 50 神奈川県 横浜市
すすき野中学校支援会による
地域学校協働活動

14 51 神奈川県 川崎市 東小倉小「地域の寺子屋事業」

14 52 神奈川県 川崎市 遊びと学びの寺子屋

14 53 神奈川県 湯河原町 湯河原小学校放課後まなび教室

14 54 神奈川県 川崎市 宿幼くまもと応援地域本部

15 55 新潟県 新潟市 新津第一小学校地域学校協働活動本部

15 56 新潟県 新潟市 笹口小学校地域学校協働活動本部

15 57 新潟県 見附市 見附市立田井小学校学校運営協議会

15 58 新潟県 新発田市 二葉小学校地域連携ネットワーク会議

15 59 新潟県 上越市 三和の子どもを『共に』育てる会

16 60 富山県 高岡市 土曜古府っ子教室
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16 61 富山県 朝日町 朝日中学校放課後学習相談教室

17 62 石川県 金沢市 金沢市立中村町小地域学校協働本部

17 63 石川県 野々市市 館野小学校放課後子ども教室

17 64 石川県 輪島市 三井公民館子ども教室

19 65 山梨県 笛吹市 学びの広場ふえふき

19 66 山梨県 早川町 早川北小学校学校支援活動

19 67 山梨県 富士吉田市 わくわく子ども教室

20 68 長野県 小布施町 小布施町「子ども教室」

20 69 長野県 駒ヶ根市 中沢小学校応援隊

20 70 長野県 佐久市 中佐都小CS応援団

21 71 岐阜県 岐阜市 黒野小学校学校運営協議会

21 72 岐阜県 高山市
地域に根ざした(保)小中一貫教育推進事
業

21 73 岐阜県 郡上市
「ふるさと」たんけん！郡上を体験！
郡上こども講座

21 74 岐阜県 高山市 朝高子どもしとねる会

22 75 静岡県 富士宮市
富士宮市立北山中学校
支援地域本部

23 76 愛知県 名古屋市 川原小学校トワイライトスクール

23 77 愛知県 名古屋市 南陽小学校トワイライトルーム

23 78 愛知県 豊田市 浄水中学校区コミュニティ・スクール

23 79 愛知県 田原市 田原市地域学校協働本部

23 80 愛知県 一宮市 丹陽中学校区学校運営協議会

23 81 愛知県 清須市 清須市学校支援地域本部

24 82 三重県 松阪市 第四小学校学校運営協議会

24 83 三重県 四日市市 四日市市立中部中学校運営協議会

24 84 三重県 亀山市 川崎小学校学校運営協議会

25 85 滋賀県 長浜市 高月小学校学校運営協議会

25 86 滋賀県 竜王町 竜王小学校学校運営協議会

26 87 京都府 京都市 西陣中央小学校学校運営協議会

26 88 京都府 京都市 九条弘道小学校放課後まなび教室

26 89 京都府 福知山市 桃映中学校地域未来塾

26 90 京都府 向日市
地域で支える学校教育推進事業 第３向
陽小学校実行委員会

26 91 京都府 井手町 井手町まなび教室「きらきらランド」

27 92 大阪府 大阪市 榎本小学校「いきいき」活動

27 93 大阪府 大阪市 大隅東小学校「いきいき」活動

27 94 大阪府 茨木市 水尾小学校区放課後子ども教室

27 95 大阪府 茨木市 茨木支援学校学校支援活動（地域交流）

27 96 大阪府 河内長野市 河内長野市学校運営協議会連絡会

28 97 兵庫県 尼崎市 学校支援活動コーディネートモデル事業

28 98 兵庫県 三田市 ゆりのき子どもネットワーク

28 99 兵庫県 朝来市 竹田まなび隊（竹田地域自治協議会）

29 100 奈良県 奈良市 京西中学校区地域教育協議会

29 101 奈良県 天理市 福住Ｓ・ジョブズ・スクール

29 102 奈良県 大淀町 地域と共にある大淀高校

29 103 奈良県 王寺町 王寺南小学校コミュニティ

30 104 和歌山県 橋本市 橋本市共育コミュニティ推進協議会

31 105 鳥取県 米子市
米子高等学校における
地域のニーズに対応した地域貢献

32 106 島根県 大田市 大田わんぱく遊び隊

32 107 島根県 松江市 法吉子ども広場

33 108 岡山県 井原市
荏原小学校支援地域本部
（地域学校協働本部）

33 109 岡山県 久米南町
岡山県立誕生寺支援学校支援地域本部
（地域学校協働本部）

34 110 広島県 広島市 庚午中学校 学校協力者会議

34 111 広島県 廿日市市 地御前小学校区学校支援地域本部

34 112 広島県 神石高原町 ゆきキッズクラブ

34 113 広島県 府中町 府中町立府中南小学校学校運営協議会

35 114 山口県 岩国市 岩国きんたいきょうネット

35 115 山口県 柳井市 しらかべネット

35 116 山口県 防府市
「牟礼は一つ 地域まるごと学校」
～牟礼ミラタクネット（牟礼地域協育ネット協議会）～

36 117 徳島県 美馬市 江原中学校区学校支援地域本部

36 118 徳島県 鳴門市 大津西放課後子ども教室

36 119 徳島県 板野町 放課後子供教室 東っこ

37 120 香川県 高松市 屋島東地域連携活動

37 121 香川県 丸亀市 飯山中学校区地域学校協働本部

38 122 愛媛県 内子町 小田小学校放課後子ども教室

38 123 愛媛県 西条市 地域未来塾「さくら塾」

38 124 愛媛県 宇和島市 高光放課後子ども教室

39 125 高知県 香美市 物部地域学校協働本部

39 126 高知県 越知町 越知小学校学校支援地域本部

39 127 高知県 土佐市 新居小学校支援地域本部

40 128 福岡県 久留米市 屏水中学校区スローメディア推進活動

40 129 福岡県 春日市 大谷小学校学校運営協議会

40 130 福岡県 直方市 直方市放課後学習
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40 131 福岡県 苅田町 馬場小校区あそびの広場

42 132 長崎県 佐世保市 猪調小放課後子ども教室

42 133 長崎県 時津町 とぎつサタデールーム

42 134 長崎県 壱岐市 渡良っ子サポート会議

42 135 長崎県 五島市 エンジョイ サタデースクール

43 136 熊本県 産山村 うぶやま夢塾

43 137 熊本県 苓北町 志岐地区地域学校協働活動

43 138 熊本県 和水町 菊水南小学校放課後子供教室

44 139 大分県 臼杵市 下ノ江地区ふれあい協議会

44 140 大分県 国東市 武蔵地域ネットワーク

45 141 宮崎県 川南町
Team Kawaminami 学びのネットワークづくり事
業
（川南町学校支援地域本部事業）

45 142 宮崎県 延岡市 名水っ子放課後子ども教室

45 143 宮崎県 小林市
小林こども遊学会による読書活動を通した
地域学校協働活動

46 144 鹿児島県 鹿児島市
学校支援ボランティア事業
和田小学校

46 145 鹿児島県 指宿市 川尻小学校支援地域本部

46 146 鹿児島県 志布志市 通山小学校学校応援団

46 147 鹿児島県 南さつま市 坊津学園学校運営協議会

47 148 沖縄県 浦添市 浦西中学校区地域学校協働本部

47 149 沖縄県 沖縄市 美東中学校地域学校協働本部

47 150 沖縄県 沖縄市 中の町小学校地域学校協働本部


