
平成30年度

事  業  報  告  書

一般財団法人 大阪府こども会育成連合会



公益目的事業

　[目　的］ 府内こども会の実情を知るため、市町こども会の会員数や事業

等を調査し、その結果を「大阪府こども会データブック」として発行しました。

　[概　要］ (1) 基本調査

対　象：府内３８市町こども会の育成組織

内　容：単位こども会・こども会員・育成者・指導者の各員数、各

　　　　市町こども会の組織・研修・事業及び安全対策等

日　程：依頼／８月初旬　　回収／１０月中旬

(2) 発行

内　容：基本調査内容をまとめて発行

様　式：Ａ４版４２頁　４００部発行

発　行：平成３１年１月　　　発送：平成３１年２月下旬

配布先：各市町こども会育成組織及び関係機関・団体等

※データブックの作成については過去のデータを活かし

ながら　内容を充実させ、よりわかりやすく作成している。

　２．専門員会 　[目　的］ 府こ連及び各市町こども会育成団体の事業の推進と活性化を図るため。

対　 象：　こども会活動における指導・育成経験者、行政教育機関等での

青少年指導経験者から役員会において選考し、理事長が委嘱する。

内　容：従来の指導専門委員会を、さらに専門的に多角的な見地から

こども会について再認識し、これからの方向性の確認と発展を目指す。

市町こ連の育成者研修、子ども会安全啓発公認指導者（ＫＹＴ）講習会

等の講師派遣を依頼する。

 　また、本年度から近畿地区の子ども会と連携した３つの育成者支援事業として、①育成者カード（SHOWN CARD）

　 の作成・配布、②「子ども会笑学校」の開催（奈良県）、③「参加体験型まちあるきプログラム」の推進を致しました。

　デ－タブック」の発行

 　 　平成２４年２月１４日にPTA青少年団体共済法に基づく認可を大阪府教育長より頂戴しました。

平成30年度事業報告

１．こども会に関する調査・研究・広報事業

 　 同年４月１日より大阪府こども会安全共済会をスタートしてから大阪府教育委員会の指導の下、７年経過しました。

  　平成３０年度の立ち入り検査においてもおおむね問題なしの評価をいただき健全な運営に努めております。

 　 平成２９年４月に子供会費の増額を実施させていただいて以降、安定的な運営状況を保っております。

  　　今後もますます少子高齢化が進み、子ども会組織の減少は避けられませんが、府こ連実施事業及び管理費の

　 安定のため、なお一層の経費削減努力を継続し、会員数の増加施策を推進して参ります。

事 業 名 内 容

　１．大阪府こども会基本調

査及び「大阪府こども会
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　３．こども会大阪の発行 　　 会場： こども会育成者・指導者に各種情報を提供し、活動の推進に寄与

するとともに、広く府民にこども会活動の現状をPRしました。

　[概　要］ 対　象： こども会育成者・指導者及び府民

配布先： 府内単位こども会、こども会指導者、育成者、青少年

関係機関・団体及び公共施設等

発行日： 奇数月末日（No.３２８～No.３３３）

様　式： カラー印刷A４版４頁　８，０００部発行

　　　　　 ７月、３月は６頁

内　容： ① こども会活動及びジュニアリーダー活動の事例紹介

②大阪府こども会育成連合会安全共済会事故統計

③安全啓発 ＫＹＴ（危険予知トレーニング）イラスト添付

④ 府こ連、市町こ連事業紹介

⑤ 各種情報及び施設、プログラム紹介　等

編　集： こども会関係者等から６名の編集委員を委嘱し、編集会議

をもって発行作業にあたる。

編集会議：　全体会議を３回開催し編集委員個々に内容の充実に取り組む。

(※　社会福祉法人大阪府共同募金会からの配分金充当事業）

　４．情報の収集及び提供 　[目　的］ こども会活動の推進に資するため、各種関連情報の収集及び

提供を行った。

　[概　要］ (1)　情報コーナーの設置（各種資料の開架、閲覧）

○市町こ連広報紙及び活動資料

○全子連及び他府県のこども会資料

○青少年関係機関・団体・施設等の情報及び資料

○各種プログラム資料及び関係図書

(2)　インターネットの活用

○Ｅメールによる情報交換

○ホームページの更新（常に新しい情報提供）

　５．各種相談 　[目　的］ こども会育成者・指導者等の相談及び問い合わせに対して助言・

相談受付を行った。

　[概　要］ こども会活動全般、府こ連（全子連、近子連)事業、安全共済会事業、

講師の派遣等に対する助言・相談（当連合会専門委員）

事 業 名 内 容
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　１．大阪府こども会育成者 　[目　的］

　　　研修

　[概　要］ 対　象：市町こども会育成者・指導者、こども会関係者、行政関係者

日　程：平成３０年１１月１８日（日）１０：３０～１６：００終了後情報交換会

場　所：大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

内　容：「現在風、子ども会活動の魅力と運営、事業企画、

　　　　　　　　　　子ども達とのコミュニケーションの取り方」

講　師：府こ連専門員　　赤木　功　様

　参加人数３２名（市町こ連２１名）

　２．市町こ連事務 　[目　的］

　　　　　　　担当者会議

　[概　要］ 対　象：市町こ連事務局担当者及び安全共済会担当者

日　程：平成３０年４月２６日（木）１４：００～１６：３０

場　所：大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

内　容： ①平成３０年度　府こ連体制及び事業概要・事業計画について

　　 ②ブロック別情報交換会

　　 ③府こ連・全子連安全共済会の

　　　　　　　　　事務手続き（全般）について説明と質疑応答

参加者：３８市町（加入３８市町）

　[目　的］ 安全共済会事業加入手続きを中心に説明及び

　　　　　　　　　事務手続きについて説明会を実施しました。

　[概　要］ 対　象：市町こ連事務局担当者及び安全共済会担当者

日　程：平成３１年２月１４日（木）１４：００～１６：３０

場　所：大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

内　容：府こ連・全子連安全共済会加入申し込み手続き

　　　　　　　　　　　　　　及び安全共済の各種様式の説明他

参加者：３５市町(４８人の参加がありました。）加入３8市町

市町こ連事務担当者を対象として、平成３０年度当連合会事業の概要説明

及び安全共済会の事務手続き並びに各ブロックからの選出委員の確認と

事務担当者相互の連携をはかるため、実施しました。

事 業 名 内 容

地域の人々の連帯意識が崩壊し、こども会の会員の減少や解散が進み地域

２．こども会指導者の養成

の子どもを取り巻く社会状況は大きく変化しています。今こそ、次代の地域を担

う子ども達の社会性・協調性・地域を愛する心を養おうとする本来の目的に基づき

これからの子ども会を見据えた新たな展開が求められます。今回の育成者研修

では、子どもたちに魅力ある事業作り、リーダーシップトレーニングの方法、地域の

つながりを増やす方法、こども会のメリットについて考える。
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　１．未来の子ども会の 　[目　的］ 地域の指導者・育成者が役割を負担に感じることなく、本来の目的に沿って、

　　　カタチプロジェクト 前向きに活動を進める主体者となり、地域の子育て活動を推進することで、

　（近畿地区子ども会 こども会活動の活性化を図り、夢のある地域の未来を築く。

育成者支援事業）　 　[概　要］ 平成２８年度より、近畿の子ども会が手を携えて、加速度的に崩壊していく

地域社会に対し少しでも歯止めをかけようと、子どもを中心とする子育てネット

平成３０年度は「まちの防災」をテーマに活動を開始しました。

　メインプログラム：「まち歩きプログラム」

　サブプログラム：子ども会大会の実施、各府県子連ホームページでの取り組みの紹介、

指導者・リーダー研修会、安全教育研修会の実施ほか様々な子ども会活動。

　子ども会育成者カード（SHOWN CARD）

　２．ブロック研修会 　[目　的］ 各ブロック単位に、こども会の育成・指導上効果的な理論及び技術の研修

を実施しました。

　[概　要］ 対　象：各ブロック内の育成者及び指導者

内容、日程、場所は各ブロック毎に設定。

①　三島ブロック　（茨木市）　　６/１６（土）　　３２人参加

「育成者・指導者研修、島本竹工房さん指導による竹細工製作」

②　豊能ブロック　（豊能町）　　７/４（水）　　１８人参加

「豊能町立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｼｰﾄｽｱﾘｰﾅにてﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ（フロアカーリング）体験」

③　北河内ブロック　（門真市）　　１/２７（日）　　１６０人参加

「北河内ブロック子ども会スポーツ大会、（ドッヂビー）門真市立総合体育館」

④　中河内ブロック　（柏原市）　　２/２（土）　　４１人参加

「中河内ブロックこども会大会、リビエールホール」

ワークともいうべき「新しい子ども会のカタチ」をつくろうとプロジェクトを立ち上げ

各単位子ども会ごとに、自分のまちを見て歩き、まちの人や暮らし、身近な自然

と出会うことで自分の町の良さを発見し、ふるさと意識を醸成します。さらに、まち

の人にインタビューをしかけることで、子ども会の基盤である地域のつながりを再

構築するとともに、地域における子ども会の認知につなげる。

事 業 名 内 容

力のエネルギーの源であることを自覚し、おもしろがって子どもとともに、まちを

３．こども会活動の指導及び育成

いきいきとした暮らしをつくるためには、地域の大人一人ひとりが、地域の教育

遊ぶことが大切です。その証として、「育成者カード」を地域の子ども会ごとに

１枚配布し、自覚を促しました。
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⑤　南河内ブロック　（松原市）　　 １１/１０（土）　　１６人参加

「南河内ブロック交流研修会、大林寺」

⑥　泉北ブロック　（堺市）　　１２/８（土）　　４０人参加

「泉北ブロックこども会研修会、堺市役所本館」

⑦　泉南ブロック　（田尻町）　　９/２４（月）　　６３人参加

「育成者研修会及びこども交歓会、田尻町立公民館・田尻漁港」

　※府こ連から各ブロックに対し、共催分担金４０，０００円を交付しました。

　３．ブロック交歓会 　[目　的］ 各ブロック単位に、こども会会員の相互の交歓・交流を行い、こども会活動の

活性化を図ることを目的として実施しました。

　[概　要］ 対　象：各ブロック内のこども会会員

内容、日程、場所は各ブロック毎に設定。

①　三島ブロック　（茨木市）　　８/１８（土）　　３２０人参加

「こども会親善スポーツ交歓会、茨木市中央公園グラウンド」

②　豊能ブロック　　　 開催なし

③　北河内ブロック　（守口市）　　 １２/１６（日）　　１３０人参加

「北河内ブロック子ども会フェスティバル、守口市役所」

④　中河内ブロック　（東大阪市）　　８/１９（日）　　２００人参加

「中河内こども会親善ソフトボール大会、池島市民広場」

⑤　南河内ブロック　（松原市）　 　８/１９（日）　　２３０人参加

「こども会スポーツ大会（ソフトボール）松原市民運動広場」

⑥　泉北ブロック　（忠岡町）　　２/１６（土）　　１１６人参加

「泉北ブロックこども会オセロ大会、忠岡町文化会館」

⑦　泉南ブロック　（泉佐野市）　　１０/２８（日）　　１３１人参加

「こども親善交歓大会　（グラウンド・ゴルフ）末広公園グランド」

　※府こ連から各ブロックに対し、共催分担金４０，０００円を交付しました。

　４．大阪府こども会大会 　[目　的］

　　（安全教育モデル事業

　　に大阪府こども会大会

　　として冠をつけ開催）

　[概　要］ 日　程： 平成３１年２月９日（土）１０：００～１６：００

場　所： 堺市立大浜体育館　　※参加者：４００名（うち選手２１４名）

内　容： 大阪府内各ブロックから小学生１２チームが参加予選リーグ選を実施

決勝トーナメントを実施しました。（泉南ブロックは不参加）

５０周年事業を機にこども会大会の開催内容について事業運営委員会において

内 容

検討を重ねてまいりました。従来の活動発表から、こども達の遊びの場として実

施してまいりましたが、平成２７年度より表彰式を切り離し安全共済会事業ドッヂ

ビー大会として開催しました。

事 業 名
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　５．近畿地区子ども会 　(１) 平成３０年度　近畿地区子ども会大会　（担当：奈良県）

　　　連絡協議会事業 　[目　的］ 子ども会の会員でない地域の方や子ども達にも「子ども会」の良さを知って

いただく機会を提供しようと、例年の近畿地区子ども会育成研究大会とは

異なった形での開催となり、児童・指導者・育成者・行政・企業関係者等が

一堂に会し、夢のある地域に向けて、子ども会の未来を探りました。

「子ども会笑学校」において様々な交流や体験をしていただきました。

　[概　要］ 日　程： 平成３０年１２月１日(土)　15：00～20：00　育成者大会

平成３０年１２月２日(日)　10：00～15：30　子ども会笑学校

場　所： １日目 ： THE KASHIHARA　（旧　橿原ロイヤルホテル）

２日目 ： 奈良県社会教育センター研修施設

主　催： 公益社団法人全国子ども会連合会

近畿地区子ども会連絡協議会

奈良県子ども会連合会

テーマ： 「～夢のある地域
マチ

に向けて、子ども会の未来
コレカラ

を探ろう！」

内　容： １日目 ： 講演　「子ども会のこれまで・これから」

　　　講師　（社）兵庫県子ども会連合会事務局長　浅見真一氏

２日目 ： 第１回「子ども会笑学校」開催

　(２) 近畿地区子ども会連絡協議会　会長・事務局長会議　（担当：和歌山県）※年４回

日　程：

　６．その他の関係団体 　(1) 大阪府関係

　　　との連携協調 　　　　　青少年健全育成審議会・大阪府こども施策審議会　各委員

　　　　　青少年育成大阪府民会議　委員

　　　　　大阪府立大型児童館ビッグバン指定管理評価委員会　委員

　　　　　豊かな環境づくり大阪府民会議　委員

　　　　　大阪美しい景観づくり推進会議　委員

　(2) その他の関係機関・団体　

　　　　　(一財)大阪ボーイスカウト振興協会　評議員

　　　　　大阪府交通対策協議会メンバー

　　　　　「社会を明るくする運動」大阪府実施委員会構成団体

　　　　　「親子の約束・交通ルール！」大阪警察本部交通安全コンテスト　選考委員

事 業 名 内 容

5/23(水)、7/26(木)、9/21(金)、H31.1/12(土)　　＊2019.6/12（水）（予定）
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　７．全国子ども会連合会 　(１) 第５１回 全国子ども会育成中央会議・研究大会

　　　事業への派遣 日　程： 平成３０年７月１４日（土）～１５日（日）　１泊２日

場　所： 名古屋市ローズコートホテル・中区役所

　　 （H30年2月23日～25日、滋賀県大津プリンスホテル開催が中止)

　(２) 第５２回 全国子ども会育成中央会議・研究大会

日　程： 平成３１年２月２３日（土）～２５日（月）　２泊３日

場　所： 石川県立音楽堂コンサートホール、ホテル金沢

　(３) 子ども会安全啓発研修会（防災について）

日　程： 平成３１年３月９日（土）～１０日（月）　１泊２日

場　所： 全子連ビル（全子連主催）　小川局長出席

　(４） 子ども会未来委員会

第１回　子ども会未来員会　　平成３０年６月２３日（土）～２４日（日）

第２回　子ども会未来員会　　平成３０年９月１日（土）～２日（日）

第３回　子ども会未来員会　　平成３０年１１月３日（土）～４日（日）

　　　　　　開催場所：いずれも全国子ども会連合会ビル

全子連ユース運営会議 　　平成３０年６月１６日(土)～１７日(日)

シニアリーダー研修会 　　平成３０年９月２２日(土)～２３日(日)

　　　　　　開催場所：いずれも国立オリンピック記念青少年総合センター

　(５） ツボミスクール　〈企業依頼事業〉

内　容： 女児（小中学生）とその保護者対象の下着教室

　　　　　　※ツボミスクール事務局から実施地区へ活動協力金の交付がある。

※H31.2/24 茨木市単位子ども会にて実施　（活動協力金１件あたり7,000円）

　（６）近畿地区事務担当者研修（全子連主催）

日　程： 平成３０年４月２４日（火）１３：００～１６：００

場　所： 和歌山ビッグ愛（９階会議室B）

参　加： （府こ連　樋口、岡本、戸川）

　８．文部科学省 　　PTA・青少年教育団体共済法研修会開催

　　　への派遣 ①日　程：平成３０年６月８日（金）１３：００～１７：００

場　所： 文部科学省（霞が関コモンゲート東館）１３階

参　加： 府こ連　樋口、戸川

合計２５団体６１名出席

事 業 名 内 容
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　１．大阪府こども会表彰式 　[目　的］ こども会活動の発展に貢献したこども会並びに指導者・育成

（大阪府連携事業） 者（個人及び団体）を表彰しました。

（平成２７年度より表彰式単独で実施しました。）

　[概　要］ 日　程：　平成３１年１月２７日（日）１４：００～１５：００

場　所：　ホテル　プリムローズ大阪　２階　鳳凰

内　容： (1) 大阪府優良こども会表彰　（知事表彰）

　　団体／１７団体

　　　　　 (2) 一般財団法人大阪府こども会育成連合会表彰

　　団体／１４団体　　個人／１４名

　　　　　 (3)公益社団法人全国子ども会連合会表彰伝達

　　単位こども会／１団体

　　ジュニア・リーダー組織／１団体　　

　　指導者・育成者組織／１団体　　

　２．その他の顕彰 　(1) 公益社団法人全国子ども会連合会表彰

団体／単位こども会／ １ 団体　（伝達）

　　　　　ジュニア・リーダー組織 ／１ 団体　（伝達）　

　　指導者・育成者組織／１団体　（伝達）　　

個人／２名　　（指導者・育成者）全子連育成中央会議・研究大会にて表彰

　(2) 近畿地区子ども会連絡協議会表彰

個人／５名

　(3) 憲法記念日大阪府知事表彰

個人／１名

　(4) 青少年育成大阪府民会議表彰

団体／1団体　　　個人／２名

　(５) 文化の日の大阪府教育委員会教育功労者表彰　

個人／１名

事 業 名 内 容

４．功労者顕彰事業
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　(1) 評議員会・理事会

　　　○ 平成３０年度監事監査の実施（当連合会事務局会議室）

　　　　　　５/１４（月）　　　・平成２９年度事業ならびに収支決算に係る監査　

　　　○ 第１６回理事会の開催（当連合会事務局会議室）　　　

　　　　　　５/２５（金）　  　・平成２９年度事業報告について

　　・平成２９年度決算書・公益目的支出計画実施報告について

　　・評議員会招集（開催）の決定について

　　・役員（理事・監事）候補者の推薦について

　　　○ 第１２回定時評議員会の開催（当連合会事務局会議室）

　　　　　　６/２２（金）　  　・平成２９年度事業報告について

　　・平成２９年度決算書・公益目的支出計画実施報告について

　　・役員（理事・監事）の選任について

　　　○ 第１７回理事会の開催（当連合会事務局会議室）　　　

　　　　　　６/22（金）　  　・理事長（代表理事）及び副理事長２名（業務執行理事）並びに

　　常務理事（業務執行理事）の選定について

　・常勤契約職員及び非常勤契約職員の就業規則変更について

　　　○ 第１８回理事会の開催（当連合会事務局会議室）　　　

　　・2019年度事業計画（案）について

　　・2019年度収支予算（案）について

　　・一般財団法人大阪府こども会育成連合会就業規則等規程の

　　　変更について

　(2) ブロック連絡会代表者会議　 　6/5（火）14:00　 10/19（金）14:00

　(3) 表彰選考　　　    　　選考規程に基づき実施しました。

　(4) こども会大阪編集委員会　　4/5(木）14:00    9/6(木）14:00　  H31.3/6(水）14:00  

　(5) 事業運営委員会　　　　 ７/２４（火）15：30～

　　　　　９/１９(水)19:00～　

　　　　１１/２７（火）15；30～　

 Ｈ３１．１/２９（火）19:00～　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ３/２３（金）19:00～　　　　　　３/２６（火）15；30～　

　平成２４年度から年１回開催し、府こ連運営全般について説明することで理解をいた

　だき、府こ連への要望等について聞かせていただくことで府こ連運営に反映していく。

　①日程：　　　　　　　　　　　　平成３０年６月２８日（木）　１４：００～１５：３０

　　 会場： 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

　参加者： ２６名（代理出席含む）２５市町こ連

　(1) 寄附金　　　　　　７２０，０００円

　(2) 賛助会費　　　　 ２５０，０００円

　　　　　法人会員　（１０団体／１２口　：１口１万円）

　　　　　個人会員　（６名／２６口　：１口５千円）

５．その他

事 業 名 内 容

　木下サーカス株式会社、江崎グリコ株式会社、ポップサーカス、ダイドードリンコ株式会社

　びわ湖バレイ、株式会社サクラクレパス、関西サイクルスポーツセンター、ビッグバン

　１．運営に関する各委員会

　２．市町こ連会長会議

　３．寄附金及び賛助会費

　４．企業連携

H31/3/20（水）
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　１．安全共済会事業の広報 　(1) 加入の手引き及び加入手続き書類の作成と配付

　(2) 加入促進及びＰＲ

　２．府こ連安全共済会及び全子連   (1)　4月1日加入

　　　安全共済会の加入受付 　　① 契約者は事業年度開始前に、共済契約申込書に加入予定人数等を記入し、

　　　 当会に申し込みをする。

　　② 4月1日～5月31日までに府こ連に共済掛金を払い込み、加入者名簿・

　　　　加入単位一覧表及び年間事業計画書を当会に提出をする。

  (2) 4月2日以降の加入

　　① 契約者は速やかに共済契約申込書に加入予定人数等を記入し当会に申し込み

　　　　をする。

　　② 手続き終了後、速やかに共済掛金を払い込み、加入者名簿、加入単位一覧表

　　　　及び年間事業計画書を当会に提出をする。

  (3） 被共済者の追加

　　　共済掛金を払い込み、加入者名簿を当会に提出をする。

指導者
幼児 小学生 中学生 計 育成者

4,869 60,536 4,581 69,986 31,381

(4.8%) （59.7%） (4.5%） （69.0%） （31.0%） 

-824 -7,598 -1,273 -9,695 -3,456

3,897 44,493 3,565 51,955 24,957

（5.1%） （57.8%） （4.6%） （67.5%） (32.5%)

-523 -3,418 -325 -4,266 -2,254

件数 

前年比

１ ７１日以上　 0件　 （0.0％） -2件　

２ ６１日～７０日　 0件　 （0.0％） -1件　

３ ５１日～６０日　 2件　 （0.9％） -5件　

４ ４１日～５０日　 2件　 （0.9％） -3件　

５ ３１日～４０日　 8件　 （3.4％） -15件　

６ ２１日～３０日　 57件　 （24.3％） -21件　

７ １１日～２０日　 95件　 （40.4％） -19件　

８ ５日～１０日　 71件　 （30.2％） +20件　

235件　 （100％）

前年比　　

合　　計

事　　　業　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　容

【安全共済会加入者数】

（%） 

前年比　　

（含証明書代３千円）

３９，０００円　

３２，０００円　

安 全 共 済 会 事 業

府こ連安全共済会

全子連安全共済会

101,367

１．安全共済会事業

こ　　ど　　も　　会　　員
区　　　　　分

支払金額　（円）
共済金単価

-1,653,000  -46件　

（100%）

-13,151

76,912

（100%）

-6,520

請求書受付 → 書類審査 （審査委員会）→ 共済金額決定 → 給付　　 

1,710,000

781,000

4,342,000

６３，０００円　

５３，０００円　

４６，０００円　

（%） 

前年比　　

　３．共済金の給付

合　　　　　　　計

0

0

92,000

78,000

256,000

1,425,000

府こ連安全共済会

全子連安全共済会

傷病（医療）共済金

２５，０００円　

１８，０００円　

１１，０００円　

等級 治癒期間 件　数 （％）

【共済金給付件数】

【府こ連安全共済会　等級別共済金給付件数】

後遺障害共済金

235 件　

220 件　

０ 件　　　

０ 件　　　
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　４．安全共済会運営委員会 　(１) 第１回安全共済会運営委員会　　　　　５／２２（火）１４：００～１５：１５

　　　　の開催 　(2) 第２回安全共済会運営委員会　　　　　７／２４（火）１４：００～１５：１５　　

　(4) 第４回安全共済会運営委員会　　　　　１１／２７（火）１５：３０～１６：４５　　

　(5) 第５回安全共済会運営委員会　　　　　H３１/１/２２（火）１５：３０～１６：４５　　

　(6) 第６回安全共済会運営委員会　　　　　H３１/３/２６（火）１５：３０～１６：４５　　

　・加入状況、共済会の運営、立入検査結果報告他

　５．安全共済会審査委員会 　(１) 第１回安全共済会審査委員会　　　　　５／２２（火）１１：００～１２：１５

　　　　の開催 　(2) 第２回安全共済会審査委員会　　　　　７／２４（火）１１：００～１２：１５

　(3) 第３回安全共済会審査委員会　　　　　９／２５（火）１１：００～１２：１５

　(4) 第４回安全共済会審査委員会　　　　　１１／２７（火）１１：００～１２：１５

　(5) 第５回安全共済会審査委員会　　　　　H３１/１/２２（火）１１：００～１２：１５

　(6) 第６回安全共済会審査委員会　　　　　H３１/３/２６（火）１１：００～１２：１５

　(7) 安全共済会審査部会　　　　

　・安全共済会審査、加入状況及び事故状況・給付金額の報告、立入検査結果報告他

２．安全思想の普及に関する事業

　１．資料の作成 　安全教育推進のための資料作成及び配付

　　　平成３１年２月１８日～２０日配布　／　パンフレット７５，０００部

　２．こども会費及び 　大阪府こども会安全共済掛金１人あたり年間２００円、その他会費として

　　　　協力金 　大阪府こども会育成連合会会費１２０円（賠償責任保険料含む）

　市町こども会連合組織の協力金３０円の１人あたり年間３５０円を納入いただきます。

　※１０月１日以降に加入の場合は１人あたり年間３００円

　なお、平成２９年度より大阪府こども会育成連合会会費を１００円値上げし、１２０円に設定した。

　３．安全教育推進研修会 　　日　程： ７月６日（金）１４：００～１６：００

　　　　の開催 　　場　所： 大阪府男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

参加者: １９　名

　　内　容： 「～食中毒を防ぐために知っておくこととすること～」

講  師： 大阪健康安全基盤研究所　　微生物課研究員　長谷　篤　様

　４．大阪府こども会大会 　　日　程： 平成３１年２月９日（土）１０：００～１６：００

　　場　所： 堺市立大浜体育館　　参加者：４００名（選手は２１４名）

　　　　の開催 　　内　容： 府内こども会活動の活性化と安全教育の普及に資するため、

昨年に続きドッヂビーによるスポーツ大会を実施しました。

（事業運営委員会にて内容、日程、会場決定する）（ドッヂビー大会）

安全教育モデル事業

（大阪府こども会大会）

事　　　業　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　容

　(3) 第３回安全共済会運営委員会　　　　　９／２５（火）１５：３０～１６：４５

　４/２７（金）、６/２６（火）、８/２８（火）、１０/２６（金）、１２/２１（金）、H３１/２/２７(水）

事　　　業　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　容
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