
施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 なでしこキッズクラブ 北海道小樽市 玩具・バギークラブ

2 うとない保育園 北海道苫小牧市 マット・玩具等

3 みたけ保育園 岩手県盛岡市 配膳車・玩具

4 わがの里保育園 岩手県北上市 玩具収納ワゴン・ストッカー等

5 かわしり保育園 秋田県秋田市 床整備

6 明照保育園 秋田県横手市 融雪シート・LED投光器等

7 さくらんぼ保育園 福島県福島市 オーニングシェード

8 たま保育園 茨城県結城市 パーテーション・マット等

9 清原保育園 栃木県宇都宮市 エアコン

10 玉村おひさま保育園 群馬県玉村町 玩具

11 ぽかぽか保育園 埼玉県飯能市 テント

12 北国分駅前しゃりっこ保育園 千葉県市川市 収納付き間仕切り

13 レイクサイド　インターナショナル　チャイルドケア 千葉県佐倉市 避難車

14 みどりが丘保育園 千葉県大網白里市 空間除菌脱臭機・吸引器等

15 ちいさいおうち小石川 東京都文京区 肋木・紙芝居

16 昭島ナオミ保育園 東京都昭島市 玩具

17 たつのこクラブ 三重県桑名市 防災用品・ベビーカー等

18 長浜カトリック保育園 滋賀県長浜市 ベビーベッド・玩具等

19 青い空保育園 京都府京都市 柵・玩具等

20 希望の家カトリック保育園 京都府京都市 日よけネット設備整備

21 梅の里保育園 大阪府富田林市 除菌洗浄水生成器

22 ちづる保育園 大阪府河内長野市 ベビーサークル

23 アトム共同保育園 大阪府熊取町 空気清浄機・ベッド等

24 ふたば保育園 和歌山県和歌山市 災害用グッズ

25 わたりはし保育園 島根県出雲市 絵本

26 あすなろ第2保育園 島根県出雲市 空間除菌脱臭機

27 のぞみ花の子保育園 岡山県岡山市 タワーファン

28 いしいキッズ 徳島県石井町 間仕切り

29 ひまわり保育園 香川県さぬき市 遊具・玩具

30 平山保育園 香川県宇多津町 保育室設備整備

31 花見光保育園 福岡県古賀市 絵本

32 エンゼル保育室 熊本県熊本市 ワゴン・体重計等

33 おおくらの森保育園 熊本県玉名市 玩具

34 白百合保育園 熊本県宇城市 柵設備整備

35 田浦保育園 熊本県芦北町 玩具・紙芝居等

36 こひつじ保育園 宮崎県延岡市 間仕切り・絵本等

37 小宿保育園 鹿児島県奄美市 防音カーテン

２０１８年度「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」助成対象施設

（１）休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事業、延長保育事業、一時預かり保育事業等に
必要な設備の整備、備品の購入等に係る費用



　

施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 児童クラブふらっと 北海道旭川市 エアコン設備整備

2 柏っこなかよしクラブ 青森県八戸市 エアコン設備整備

3 第2柏っこなかよしクラブ 青森県八戸市 エアコン設備整備

4 桔梗野仲良しクラブ 青森県八戸市 ロッカー・エアコン設備整備

5 サンガキッズ山岸 岩手県盛岡市 AED

6 うかいっこ学童保育クラブ 岩手県滝沢市 フェンス設備整備

7 こっちゃ子学童保育クラブ館 岩手県滝沢市 折りたたみ式座卓・配膳台等

8 黄金放課後児童クラブ 山形県鶴岡市 石油ファンヒーター

9 第一学区学童保育所 山形県鶴岡市 暖房システム設備整備

10 吉井田学童クラブ　あさがお 福島県福島市 絵本・図鑑

11 小金井第一こどもクラブ 福島県会津若松市 パーテーション・洗濯機

12 小金井第二こどもクラブ 福島県会津若松市 図鑑・除雪機

13 城の丘じゅうおうランド 茨城県日立市 網戸設備整備

14 わいわい児童クラブみどりの 茨城県つくば市 トイレ設備整備

15 かんら学童保育所 群馬県甘楽町 エアコン設備整備

16 上木崎ユニコーン 埼玉県さいたま市 児童書

17 わくわく子供の家 埼玉県さいたま市 LED設備整備

18 大宮南なかよしキッズ 埼玉県さいたま市 トイレ設備整備・フロアマット

19 幕張海浜キッズ 千葉県千葉市 児童テーブル

20 放課後児童クラブきみつ 千葉県君津市 エアコン設備整備・庇

21 陽だまり学童クラブ 神奈川県横浜市 物置・エアコン設備整備

22 たいよう学園 神奈川県厚木市 長机・玩具等

23 浜っ子キラキラクラブ 新潟県新潟市 ヒーター・冷蔵庫

24 わかば学童クラブ堀川園 富山県富山市 トイレ設備整備・床設備整備

25 わかば学童クラブ下堀園 富山県富山市 物置

26 長島第3学童保育所 岐阜県恵那市 冷蔵庫

27 学童保育はまきた　中瀬パンサークラブ 静岡県浜松市 玩具・電子レンジ等

28 第二瑞穂学童保育所 愛知県名古屋市 AED

29 第２旭出学童保育所 愛知県名古屋市 エアコン設備整備

30 太子学童保育所こどもクラブ 愛知県名古屋市 座卓・椅子等

31 森孝東学童保育所 愛知県名古屋市 床設備整備

32 汐路学童保育所（第一） 愛知県名古屋市 防音設備整備

33 成美放課後児童クラブ施設 三重県津市 靴箱・物置等

34 小野江元気っ子クラブ 三重県松阪市 長机・防災グッズ等

35 放課後サークル　みえちゃん家 三重県桑名市 長机

36 鈴鹿わかすぎこどもクラブ 三重県鈴鹿市 強化ガラス設備整備

37 ともだちクラブ 三重県名張市 屋根設備整備

38 本山第一学童保育所やまびこクラブ 兵庫県神戸市 エアコン設備整備

39 郡山北学童保育所 奈良県大和郡山市 庭整備工事

40 里庄西児童クラブ＜Ⅲ教室＞ 岡山県里庄町 テーブル

41 津賀児童クラブ 岡山県吉備中央町 防災グッズ

42 南小松島第四学童保育クラブ 徳島県小松島市 エアコン設備整備・カーペット等

44 直方東学童クラブＡ・Ｂ 福岡県直方市 冷蔵庫

43 御幸学童保育所　うきうきクラブ 福岡県うきは市 流し台設備整備

45 おひさまとはらっぱ児童クラブ第2 宮崎県都城市 エアコン設備整備

46 第三宮城学童クラブ 沖縄県浦添市 エアコン設備整備・洗濯機等

47 キッズくらぶクローバー 沖縄県豊見城市 テラス設備整備

（２）放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上に必要な設備の整備、備品の購入等に係る費用

２０１８年度「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」助成対象施設


