
施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 たんぽぽ保育園 岩手県一関市 防災カーテン・絵本・画板等

2 愛子すぎのこ保育園 宮城県仙台市 巧技台・テーブル・絵本等

3 わくわくモリモリ保育所 宮城県仙台市 収納棚

4 新形保育園 山形県鶴岡市 大型積み木・ブロック

5 つくばきらり保育園 茨城県つくば市 パーテーション

6 あさか保育園 栃木県大田原市 大型ワゴン・フェンス

7 若葉保育園 群馬県高崎市 ベビーセンサー

8 泉町保育園 埼玉県所沢市 パーテーション

9 さつき保育園 埼玉県上尾市 絵本・パズル・パーテーション等

10 開栄保育園 埼玉県日高市 ベッド・ロッカー・パーテーション

11 埼玉東萌保育園 埼玉県越谷市 パーテーション

12 ゆめの星保育園 埼玉県さいたま市 散歩車・テーブル

13 敬心ゆめ保育園 千葉県船橋市 マットレス・図鑑・ブロック等

14 ひなたぼっこ保育園 千葉県千葉市 レースカーテン・カギの強化

15 こどものじかん保育園 千葉県浦安市 本棚・ロッカー等

16 聖華いつき保育園 千葉県流山市 間仕切りパネル等

17 聖華保育園 千葉県野田市 人形・整理棚・マット等

18 羽村しらうめ保育園 東京都羽村市 避難散歩車・ボール

19 浮間さくら草保育園 東京都北区 絵本ラック・畳・テーブル等

20 あゆみ保育園 東京都江東区 玩具

21 悠愛保育園 石川県白山市 ベッド

22 正休保育園 滋賀県大津市 安全柵設置

23 きらきら保育園 京都府京都市 木柵・扉設置

24 明徳保育園 大阪府寝屋川市 ベビーセンサー・除菌洗浄機

25 寺内さくらつぼみルーム 大阪府守口市 玩具・絵本・マット

26 天野が原保育園 大阪府交野市 ゲート・門扉・紙芝居

27 千里山くじら保育園 大阪府吹田市 ゲート・玩具

28 米田西保育園 兵庫県高砂市 テーブル・椅子・絵本

29 くまのこ保育園 和歌山県上富田町 ベビーサークル・ベッド等

30 くんぺる　こどものへや　保育園 岡山県岡山市 避難車

31 廿日市くじら保育園 広島県廿日市市 玩具・絵本

32 ひいらぎ保育園 福岡県久留米市 エアコン

33 みどり保育園 長崎県諫早市 ベッド・平均台

34 はなえみ保育園 熊本県益城町 机・椅子・本棚等

35 大野保育園 熊本県玉名市 授乳用椅子・オムツ交換台

36 可愛保育園 沖縄県宜野湾市 ベビーラック・ゲート・玩具等

37 たばる愛児保育園 沖縄県那覇市 絵本

２０１９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 共同学童保育所かがやき 北海道札幌市 テーブル

2 ひろっぱクラブ児童育成会 北海道札幌市 トイレ改修・玩具

3 放課後児童クラブらるご 北海道函館市 収納棚・ソファー

4 放課後児童クラブ 五葉キッズ 岩手県大船渡市 電気温水器具設備工事

5 錦学童クラブ 宮城県登米市 冷蔵庫

6 放課後こどもクラブ Ｂｒｅｍｅｎ 宮城県石巻市 門扉工事

7 第五学区学童保育所 風っ子クラブ 山形県鶴岡市 棚・扇風機

8 東部小学校区学童保育施設 正和こどもの家 山形県米沢市 テーブル・一輪車・座布団

9 高畠地区放課後児童クラブ あおたけ 山形県高畠町 引き戸・図鑑

10 小山城東小学童保育クラブ 栃木県小山市 玩具・カーテン・マット

11 Ｐ_ＢＡＳＥ　583 栃木県矢板市 木工製作活動用備品

12 八幡学童クラブ 群馬県高崎市 エアコン

13 飯一小どろんこクラブ 埼玉県飯能市 冷蔵庫

14 第二川上児童クラブ 千葉県八街市 水栓修繕・網戸設置

15 東郷第2学童クラブ 千葉県茂原市 エアコン

16 学童保育えがお 神奈川県秦野市 防災セット・非常食

17 神大寺学童クラブ 神奈川県横浜市 防犯カメラ・ドア鍵

18 長津田学童保育クラブ 神奈川県横浜市 エアコン

19 放課後児童クラブ コロボックル 新潟県十日町市 学習教材・玩具等

20 あおぞらクラブ 石川県白山市 カーテン

21 上文殊　児童クラブ 福井県福井市 机・マット

22 学童保育所　こぐまクラブ 静岡県静岡市 一輪車・玩具

23 第二汐路学童保育所 愛知県名古屋市 収納設備

24 第1太陽クラブ 愛知県岡崎市 避難ハシゴ設置

25 第2太陽クラブ 愛知県岡崎市 門扉設置

26 放課後児童クラブ　こどものいえ 愛知県半田市 防球ネット

27 原学童クラブ 愛知県名古屋市 中庭整備

28 旭出学童保育所 愛知県名古屋市 加湿器

29 放課後児童クラブあゆみ野 三重県津市 駐車場整備

30 中部西第2学童保育所 三重県四日市市 トイレ換気扇・エアコン

31 北田辺学童クラブ 大阪府大阪市 エアコン

32 中大江学童保育 大阪府大阪市 電気温水器設置等

33 望之門学童クラブ 大阪府大阪市 冷蔵庫

34 ときわ学童三明クラブ 大阪府大阪市 エアコン

35 飾磨学童保育所 兵庫県姫路市 一輪車

36 トマト第1児童クラブ施設 島根県益田市 冷蔵庫

37 認定こども園白ゆり 放課後児童クラブ 岡山県岡山市 冷蔵庫

38 南小松島第五学童保育クラブ 徳島県小松島市 長机・ホットカーペット

39 弓削校区児童クラブ 愛媛県上島町 マット・エアコン・ファンヒーター

40 放課後児童クラブ マジカルプレイス 大分県大分市 冷蔵庫・電子レンジ

41 放課後児童クラブハピネス清水 鹿児島県鹿児島市 エアコン・知育玩具

42 浦城みかづき学童クラブ 沖縄県浦添市 玩具・一輪車・テーブル

43 学童クラブ フレンド・リンク 沖縄県名護市 サッカーゴール・鉄棒・ブランコ等

44 ひだまり学童 沖縄県北谷町 エイサー用大太鼓

（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

２０１９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


