
施設名
開園予定

時期
開園予定

場所
予定定員 特徴等

1
キッズスクウェア代々木公園

（仮称）
平成27年4月1日

東京都
渋谷区

25

都心部で働いている保護者の早期の職場復帰を支援するため
の保育所。近隣の複数の企業が共同で利用することができる「コ
ンソーシアム型事業所内保育所」であり、働きながら職場の近く
の保育所を利用したいというニーズに対応。利用企業にとって
も、単独で事業所内保育所を開設するよりも、低コストで質の高
い保育サービスを従業員に提供することができる。

2 ハナショウブ　こどものいえ 平成27年4月1日
東京都

東村山市
7

地域で増加している待機児童の解消を図るため、戸建ての住宅
の一部を活用した家庭的な保育所。保護者に対して、地域の子
育て情報の提供や専門機関と連携を取った子育て相談を実施
する等、子どもだけでなく保護者へのきめ細かなサポートを実
施。

3 五泉東本町小規模保育所 平成27年4月1日
新潟県
五泉市

18

地域住民や行政から柔軟な運営が可能な私立保育所の設置要
望を受け開設する小規模保育所。低月齢児を預けられる保育所
が少ない（１５施設中４施設）中、０歳児から２歳児を中心に預か
る等、保護者の多様な保育ニーズに対応。

4
ぬくもりのおうち

ママサポート保育新大阪2
平成27年4月1日

大阪府
大阪市

12

大阪市の既存保育所の定員が満員にある中、駅近に子どもを
預けたいという保護者からの要請を受け開設する小規模保育
所。働く女性から特にニーズの高い０歳児から２歳児を中心とし
て預かる他、一時保育や夜間保育といった特別保育事業も行う
ことで、多様な保育ニーズに対応。

　「子育てと仕事の両立支援プロジェクト」　助成対象施設

保育所設置に係る初期費用

別 紙

5 みどり保育園 平成27年4月1日
長崎県
諫早市

42

農家で働く方から子どもの預け先を求める方も多く、近隣住民や
保護者からの保育所誘致を求める声を受け開設する保育所。隣
接する小学校と一体となって、地域の高齢者等との交流イベント
を計画する等、地域の活性化にも大きく貢献。



施設名 所在地 購入希望品等（抜粋）

1 ちゃいれっく北8条東保育園 北海道札幌市 机・イス・本棚・絵本等

2 りんごの森保育園 岩手県滝沢市 ソファーベット・パーテーション等

3 錦保育園 宮城県登米市 洗濯機・乾燥機・机・イス等

4 北中央福祉会　あゆみ保育園 福島県福島市 スーパーフォーミング（ソフトブロック遊具）

5 とやの福祉会　とやの保育園 福島県福島市 衣類乾燥機

6 福島厚生会　すばる保育園 福島県福島市 乳児用ベット・散歩車等

7 しろやぎさんのポシェット 茨城県那珂市 保育室および診察室へのカメラモニター設置

8 真岡めばえ保育園 栃木県真岡市 パーテーション等

9 百合台保育園 千葉県市川市 絵本・ロッカー等

10 ミルキーホーム船橋園 千葉県船橋市 病児・病後児専用階段設置工事

11 ちびっこはうす保育園 山梨県甲府市 浴室改修工事

12 大沢野ちゅうおう保育園 富山県富山市 シンク増設工事

13 上野保育園 福井県勝山市 エアコン

14 岐南さくら保育園 岐阜県羽島郡岐南町 ベッド等

15 こぐま保育園 静岡県静岡市 木製遊具・人形等

16 たんぽぽ保育園 静岡県静岡市 シンク交換

17 湖東白ゆり保育園 静岡県浜松市 小型遊具

18 池内福祉法人　かわらまち保育園 愛知県名古屋市 散歩車・整理棚・イス

19 天白福祉会　あおぞら保育園 愛知県名古屋市 施設改修工事・散歩車・食事用机等

20 わいわいわい 愛知県江南市 幼児トイレ暖房便座・センサー水栓

21 こぐま上野保育園 京都府京都市 テーブル・イス

22 ハートフルふくしま保育園 大阪府大阪市 バウンサー等

23 岡山協立保育園 岡山県岡山市 掃除機・ＩＨ調理器等

24 みなと保育園 愛媛県新居浜市 ＩＨコンロ

25 久保保育園 福岡県古賀市 机・イス・くつ箱等

26 木の葉保育園 熊本県熊本市
カプラ（木製造形ブロック）・絵本ラック
・乳児用ハイハイクッションマット等

27 なかよし保育園 熊本県熊本市 ベッド・テーブル・哺乳びん用煮沸消毒器

28 菊池さくら保育園 熊本県菊池市 コーナーパネル・やわらかマット等

29 菊池みゆき保育園 熊本県菊池市 救急セット・ＡＥＤ・除菌水専用加湿器等

30 中央青葉保育園 熊本県下益城郡美里町 加湿空気清浄機・洗濯機・掃除機等

31 鳴峰保育園 宮崎県都城市 散歩車・乳児向け屋外用ブランコ等

32 こばと保育園 宮崎県小林市 散歩車・砂場遊びセット・絵本セット等

33 くりのみ学園 鹿児島県鹿屋市 電気式・食器消毒保管庫

特別保育事業の実施に必要な設備の整備、備品の購入等に係る費用

　「子育てと仕事の両立支援プロジェクト」　助成対象施設



施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 継立地区放課後「かぜの子児童クラブ」 北海道夕張郡栗山町 加湿空気清浄機・クロス張り替え工事等

2 盛岡YMCA　ぷらいむ・たいむ　本町校 岩手県盛岡市 カーペット

3 盛岡YMCA　ぷらいむ・たいむ　向中野校 岩手県盛岡市 カーペット

4 こっちゃ子学童保育クラブ館 岩手県滝沢市 一輪車等

5 撫子学童クラブ 岩手県滝沢市 電子レンジ・炊飯器等

6 学童クラブみなみのきょうだい 福島県福島市 机・ラック・くつ箱等

7 キッズハウスりんごっこ 福島県福島市 収納倉庫・一輪車練習用バー

8 とやのっ子学童クラブ 福島県福島市 冷蔵庫

9 ポニークラブ 福島県相馬市 カーテン・屋外物置

10 やはた学童クラブ 茨城県下妻市 エアコン・天井吊プロペラ・ロッカー等

11 ゆうゆうクラブ 茨城県高萩市 テーブル

12 洗心エレメンタリークラブ 栃木県佐野市 机・イス

13 放課後児童クラブ　みちくさ 栃木県佐野市 一輪車等

14 楠エンゼル幼稚園学童保育クラブ 栃木県小山市 給湯器

15 ドルフィン学童クラブ 栃木県小山市 机等

16 めばえ児童クラブ1・2 栃木県真岡市 加湿空気清浄機

17 認定こども園那須幼稚園放課後児童クラブ 栃木県那須郡那須町 ヒーター

18 学童保育所「スワンズ・キッズ」 群馬県館林市 藁葺き屋根葺き替え工事

19 学童保育南子どもの家 埼玉県さいたま市 エアコン等

20 春野のびる学童クラブ 埼玉県さいたま市 冷蔵庫・オーブントースター等

21 松の子クラブ 埼玉県さいたま市 机・棚等

22 見沼学童クラブ 埼玉県さいたま市 テーブル等

23 くわの実会　原谷学童クラブ 埼玉県秩父市 机・傘立て・冷蔵庫等

24 くわの実会　原谷第三学童クラブ 埼玉県秩父市 収納倉庫

25 並木児童クラブ 埼玉県所沢市 テーブル

26 キッズスペースKyowa 埼玉県本庄市 机

27 きらきら学童保育クラブ 埼玉県本庄市 本棚・書籍セット

28 学童保育　おおどりクラブ 埼玉県東松山市 収納倉庫

29 こどもとおはなしの家 埼玉県深谷市 カーテン・扇風機等

30 東町第二学童保育所 埼玉県上尾市 フェンス改修工事

31 北本学童保育の会　うさぎっ子クラブ　西学童保育室 埼玉県北本市 冷蔵庫

32 学童保育室　ありんこクラブ 埼玉県鶴ヶ島市 冷蔵庫・マット

33 高麗川小学校区内の4カ所目の学童保育室 埼玉県日高市 冷蔵庫・オーブンレンジ等

34 西原放課後児童クラブ 埼玉県ふじみ野市 野球セット・読書セット・学習セット等

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

　「子育てと仕事の両立支援プロジェクト」　助成対象施設



施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

35 舟渡小学校あいキッズ 東京都板橋区 トランシーバー

36 ころころ学童保育クラブ 東京都町田市 収納倉庫

37 大通学童クラブ 新潟県新潟市 机・傘立て

38 くらがき学童クラブ 富山県富山市 ロッカー等

39 岐南町学童保育 岐阜県羽島郡岐南町 パーテーション・フロアマット

40 大津保育園放課後児童クラブ 静岡県島田市 机・イス

41 りんごクラブ 愛知県半田市 机・イス等

42 まいはらっ子クラブ 滋賀県米原市 収納庫

43 けいあいの舎 大阪府茨木市 ガスオーブン

44 四天王寺悲田院　児童センター研徳田 大阪府羽曳野市 一輪車

45 学童保育むぎっ子 兵庫県神戸市 エアコン・トイレ水回り修理等

46 西須磨学童保育所 兵庫県神戸市 机・ロッカー

47 さくらんぼクラブ 岡山県赤磐市 机・ロッカー・本棚・絵本等

48 広島キリスト教社会館　学童クラブ 広島県広島市 窓枠改修サッシ取付工事

49 放課後児童クラブ　ともだちパーク 愛媛県新居浜市 洗濯乾燥機・ラック

50 つくしんぼクラブ 福岡県春日市 書籍セット・ＤＶＤセット等

51 遊びの家共同保育園　学童 長崎県諫早市 網戸設置工事

52 学童保育　とら太 熊本県八代市 天井扇

53 二見中央児童クラブ　Friends 熊本県八代市 机・イス

54 学童保育チャレンジ友遊学舎第2クラブ 熊本県玉名市 やぎ小屋

55 くすの木クラブ 熊本県合志市 収納倉庫等

56 つくしんぼクラブ 熊本県菊池郡大津町 クロス張り替え工事

57 宮崎市旭町児童クラブ 宮崎県宮崎市 加湿空気清浄機・ジョイントクッション（床用マット）等

58 沖水小こどもクラブ第1室 宮崎県都城市 収納倉庫

59 こばと児童クラブ 宮崎県延岡市 机・イス等

60 わかば児童クラブ 宮崎県延岡市 フットサルゴール等

61 こばと児童・学童クラブ 宮崎県小林市 掃除機・冷蔵庫等


