
施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 屯田大藤保育園　分園 北海道札幌市 空気清浄機・遮光カーテン

2 宮の沢すずらん保育園 北海道札幌市 テーブル・ベビーカー

3 千歳みどりの保育園 北海道千歳市 避難車

4 キッズガーデンたんぽぽ 青森県青森市 物置

5 しらかば保育園 青森県青森市 エアコン

6 わがの里保育園 岩手県北上市 パーテーション・加湿空気清浄機等

7 大和すぎのこ保育園 宮城県黒川郡大和町 玩具・おむつ交換台等

8 泉すぎのこ保育園 宮城県仙台市 空気清浄機

9 いぶき保育園宮城野 宮城県仙台市 アコーディオンドア設置工事・空気清浄機

10 仙台保育園 宮城県仙台市 遊具・絵本

11 てとて保育園 宮城県仙台市 事業資金

12 マザーズ・かみすぎ保育園 宮城県仙台市 防犯カメラ・録画機等

13 青山すぎのこ保育園 宮城県宮城郡利府町 クッションマット・テーブル等

14 大倉保育園 福島県いわき市 保育室マルチシンク設置他設備工事

15 わかくさ保育園 福島県郡山市 玩具・おむつ交換マット等

16 あづま保育園 福島県福島市 玩具・非接触型体温計等

17 しいの木保育園 茨城県つくば市 ミニバス（避難車）・玩具等

18 筑波記念病院　アイビー保育園 茨城県つくば市 ベビーセンサー・園庭改良工事等

19 つくばトッポンチーノ保育園 茨城県つくば市 冷蔵庫・製氷機等

20 うつのみやなでしこ保育園 栃木県宇都宮市 加湿器・パーテーション

21 一の割自然保育園 埼玉県春日部市 玩具・ござ・非接触温度計等

22 豊春中央保育園 埼玉県春日部市 空気清浄機

23 ユーカリ保育園 千葉県袖ケ浦市 AED・テーブル

24 花見川さくら学園保育園 千葉県千葉市 AED・冷蔵庫等

25 ほしのこ保育園 千葉県千葉市 マット・パーテーション等

26 東あびこ聖華保育園 千葉県我孫子市 アルミテント・玩具等

2020年度「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」助成施設・助成金額

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

ご参考
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

27 水神橋保育園 東京都足立区 玩具・非接触型赤外線温度計等

28 バンビ保育園梅島園 東京都足立区 ベンチ・紙芝居等

29 聖保育園 東京都足立区 テーブル・空気清浄機等

30 町屋保育園 東京都荒川区 整理棚・パーテーション等

31 マリヤ保育園 東京都江戸川区 吸音パネル等

32 河辺保育園 東京都青梅市 空気清浄機

33 長渕保育園 東京都青梅市 おむつ交換台・防炎ロールスクリーン等

34 滝野川西保育園 東京都北区 整理棚付ソファー・絵本ラック

35 ルーチェ保育園　南砂 東京都江東区 パーテーション

36 光明第二保育園 東京都小金井市 事業資金・机・ゲート

37 たんぽぽ保育所　八広園 東京都墨田区 おひるねコット・テーブル等

38 宇奈根なごやか園 東京都世田谷区 カメラ付きインターホン設置・トランシーバー等

39 岡本こもれび保育園 東京都世田谷区 玩具棚・椅子・机等

40 光明高倉保育園 東京都府中市 事業資金・外部照明交換修理

41 ジョイキッズ保育園 東京都町田市 空気清浄機・壁面吊戸棚等

42 山崎保育園 神奈川県鎌倉市 木製サークル・パーテーション等

43 たつのこのはら保育園 神奈川県川崎市 アルコール・机

44 みぞのくち保育園 神奈川県川崎市 パネル・収納棚

45 龍厳寺保育園 神奈川県川崎市 避難車

46 あおば保育園 神奈川県秦野市 アルコール消毒薬・薬用石鹸等

47 ハッピープリスクール 神奈川県横須賀市 椅子・机等

48 月岡わくわくちびっこ園 新潟県三条市 ブックスタンド・絵本

49 西部保育園 新潟県長岡市 空気清浄機・防炎カーテン等

50 木山保育園 新潟県新潟市 オゾン・紫外線ランプ式除菌・脱臭装置

51 新潟臨港病院　みなと保育所 新潟県新潟市 大型ワゴン・ジョインマット等

52 POPOおひさま保育園 新潟県新潟市 パーテーション・デジタルベビースケール等

53 済生会長野保育園 長野県長野市 AED・テーブル等

54 済生会高岡なでしこ保育園 富山県高岡市 ベンチ・除湿器等

55 のぞみ乳児保育所 石川県金沢市 センサー水栓設置・事業資金等

56 光の子保育園 石川県七尾市 可動式子ども用手洗い器・おむつ交換台等
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

57 春日保育園 静岡県静岡市 遊具塗装工事

58 キッズサークルちゃんぷ 静岡県沼津市 プール・遊具等

59 よさみ保育園 愛知県安城市 テラス修繕工事

60 白鳩保育園 愛知県岡崎市 空気清浄機

61 からたけ保育園 愛知県豊明市 AED

62 ひよこ保育園 三重県四日市市 テラス・砂場修繕

63 第二博愛保育園 滋賀県草津市 玩具・保育ベッド等

64 草津総合病院　院内保育所　とっと 滋賀県草津市 絵本・築山建設等

65 カナリヤ保育園 滋賀県守山市 テーブル・椅子

66 京都聖母学院保育園 京都府京都市 玩具・音楽教材等

67 こどもみらい園 京都府京都市 避難車・玩具等

68 ひかり保育園 京都府京都市 遊具

69 ピノキオ保育園 京都府京都市 デッキテラス改修

70 浅香東保育園 大阪府大阪市 空気清浄機・玩具

71 大国保育園 大阪府大阪市 遊具・掃除機等

72 ちっちゃなメロンパン保育園下新庄 大阪府大阪市 AED・衛生用ビニールゴム手袋等

73 ナルド夜間保育園 大阪府大阪市 エアコン

74 にじの木保育園 大阪府大阪市 扉・棚・ゲート等

75 望之門保育園 大阪府大阪市 エアコン

76 みつばさ保育園 大阪府大阪市 玩具・パーテーション等

77 よつばほいくえん 大阪府豊中市 空気清浄機・布団

78 くるみ共同保育園 大阪府羽曳野市 空気清浄機

79 宇山光の子保育園 大阪府枚方市 空気清浄機・玩具棚等

80 学研奈良ピュア保育園 奈良県奈良市 室内室外サッシ入替え

81 粉河保育園 和歌山県紀の川市 窓改修工事

82 住吉保育園 鳥取県米子市 吸音板設置工事

83 福生保育園 鳥取県米子市 すのこ・ジョインマット等

84 波佐保育園 島根県浜田市 和紙畳

85 まや保育園 岡山県笠岡市 ひな壇・カーペット等

86 柏島保育園 岡山県倉敷市 遮光カーテン
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

87 小ざくら第二保育園 岡山県倉敷市 ポータブル電源・発電機

88 よしうら保育園 岡山県倉敷市 玩具

89 手城保育所 広島県福山市 玩具・絵本等

90 もみじ保育園　病児保育　Sick　Kids 山口県岩国市 エアコン・ブロック塀撤去改修工事

91 気延のもりの保育園 徳島県名西郡石井町 空間除菌脱臭機

92 保育園アルペジオ高松宮脇町園 香川県高松市 砂場設置・砂場玩具

93 保育の家　みいろ 香川県高松市 屋外黒板掲示板工事・砂場工事等

94 ひつじヶ丘保育園 香川県丸亀市 非接触型温度測定計・遊具等

95 さくら幼児園 愛媛県伊予市 次亜塩素酸加湿器・避難車等

96 どれみ保育園 愛媛県松山市 玩具

97 直方市立中央保育園 福岡県直方市 空気清浄機

98 えんぜる保育園 福岡県福岡市 次亜塩素酸空間除菌脱臭機

99 久保田保育園 佐賀県佐賀市 絵本・知育玩具等

100 ひらまつ保育園 佐賀県小城市 空気清浄機・避難車

101 保育所海光園 長崎県佐世保市 遊具

102 佐伊津保育園 熊本県天草市 遊具

103 吉井保育園 熊本県球磨郡あさぎり町 パーテーション・玩具等

104 さわやか保育園 宮崎県都城市 防犯カメラ・ベビーカー等

105 むぎっこ保育園 鹿児島県鹿児島市 空気清浄機・避難散歩車

106 くりのみ学園 鹿児島県鹿屋市 オゾン脱臭機・非接触型温度計

107 保育サポート　ぽよぽよハウス 鹿児島県鹿屋市 空気清浄機・抗菌ウェットワイパー等

108 大村保育園 鹿児島県薩摩川内市 椅子・玩具等

109 共同保育所ひまわり園 鹿児島県薩摩川内市 玩具・絵本・紙芝居

110 慈恩保育園 鹿児島県垂水市 エアコン・ベビーラック

111 ひがしの大空保育園 沖縄県うるま市 空気清浄機・マスク
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 東光宮前放課後児童クラブ 北海道旭川市 エアコン

2 さくらんぼクラブ児童育成会 北海道札幌市 座卓・掃除機・玩具・トイレ改修

3 チポリーノ児童育成会 北海道札幌市 遊具・空気清浄機・衛生用品等

4 花園学童クラブ 北海道函館市 エアコン

5 根城っ子仲よしクラブ 青森県八戸市 エアコン

6 愛宕キッズクラブ 岩手県奥州市 タイルカーペット敷設

7 上中島学童育成クラブ 岩手県釜石市 空気清浄機

8 山岸学童クラブ 岩手県盛岡市 座卓・一輪車ラックスタンド

9 学童保育オーパスＪr.河原町校 宮城県仙台市 床面補修・カーペット等

10 だいと児童クラブ 宮城県仙台市 折り畳み式ベッド・学習図書・図鑑・本棚等

11 あけの平小学校児童クラブ 宮城県富谷市 物置・新型コロナ対策衛生用品等

12 日吉台小学校児童クラブ 宮城県富谷市 物置・新型コロナ対策衛生用品等

13 南部学童保育所ビーンズ 山形県米沢市 自動水栓交換工事

14 くすのキッズ第一 福島県いわき市 掃除機

15 六華学童クラブ保護者会にじいろ 福島県福島市 床整備

16 笠間市みなみ学園児童クラブ 茨城県笠間市 空気清浄機

17 つくばモンテッソーリアフタースクール 茨城県つくば市 洗濯乾燥機

18 富田学童クラブ 栃木県足利市 事業資金

19 学童クラブ宙 栃木県鹿沼市 エアコン

20 強戸児童クラブ 群馬県太田市 遊具・防犯設備工事等

21 大宮北小学童たけのこクラブ 埼玉県さいたま市 点字ブロック修繕工事

22 まつのこクラブ 埼玉県さいたま市 エアコン・ホットカーペット

23 昭苑学童クラブ 千葉県印旛郡酒々井町 換気扇

24 放課後子どもスクール　みらいの木 千葉県千葉市 一輪車・遊具

25 睦沢町放課後児童クラブ 千葉県長生郡睦沢町 エアコン

26 七峡小学童クラブ 東京都荒川区 座卓・一輪車ラックスタンド

2020年度「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」助成施設・助成金額

（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

ご参考
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

27 上板橋第二小学校あいキッズ 東京都板橋区 パーテーション

28 江東きっずクラブ豊洲四丁目 東京都江東区 体操マット・新型コロナ対策卓上仕切り

29 ゆうゆうぽてと 東京都練馬区 座卓・扇風機

30 子母口学童保育たんぽぽ 神奈川県川崎市 簡易ベッド・収納棚・LED電気

31 Thank you 児童クラブ 神奈川県茅ケ崎市 新型コロナ対策飛沫フィルム・事業資金等

32 じぃじとばぁばの宝物ちがさき松林・室田 神奈川県茅ケ崎市 空気清浄機・新型コロナ対策衛生用品

33 青木たいようくらぶ学童保育 神奈川県横浜市 エアコン

34 栄放課後児童クラブ 神奈川県横浜市 防犯カメラ・ドア鍵

35 すみよし愛児園放課後児童クラブ　ゆうゆう館 山梨県甲府市 加湿空気清浄機・カーテン等

36 米泉っ子クラブ 石川県金沢市 飛沫防止パーテーション

37 社南児童クラブ江守の里 福井県福井市 長机

38 武並学童クラブ 岐阜県恵那市 加湿付き空気清浄機・網戸設置

39 西小学童保育 岐阜県羽島郡岐南町 冷蔵ショーケース

40 東小学童保育 岐阜県羽島郡岐南町 冷蔵ショーケース

41 放課後児童クラブ　虹 静岡県静岡市 オゾン脱臭機

42 萩丘児童クラブ 静岡県浜松市 新型コロナ対策衛生用品・ドア改修等

43 学童保育所あおぞらクラブ 愛知県岡崎市 事業資金

44 学童保育所あそびばクラブ 愛知県岡崎市 事業資金

45 学童保育所風の子クラブ 愛知県岡崎市 事業資金

46 学童保育所たけのこクラブ 愛知県岡崎市 事業資金

47 学童保育所つくしクラブ 愛知県岡崎市 事業資金

48 学童保育所なかよしクラブ 愛知県岡崎市 事業資金

49 あおぞら学童保育クラブ 愛知県名古屋市 エアコン

50 表山学童保育所 愛知県名古屋市 非常持ち出し袋・新型コロナ対策衛生用品

51 学童保育所ペガサスクラブ 愛知県名古屋市 天井裏換気扇・屋根スプリンクラー設置等

52 学童保育所ペガサスクラブ第2 愛知県名古屋市 AED

53 上飯田第5どんぐりクラブ 愛知県名古屋市 ガスファンヒーター・湯沸かし器等

54 庄内学童保育クラブ 愛知県名古屋市 調理室整備修繕

55 太子学童保育所こどもクラブ 愛知県名古屋市 自動水栓・ミストシャワー・網戸・空気清浄機

56 当知学童保育所 愛知県名古屋市 冷蔵庫・本棚・学習図書
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

57 とんぼ第一学童保育所 愛知県名古屋市 施設玄関サッシ工事

58 みらい学童保育クラブ 愛知県名古屋市 玩具・遊具

59 児童クラブ　キッズうえの 三重県伊賀市 トイレ修繕

60 川島学童保育所 三重県四日市市 玩具・一輪車・図鑑等

61 瀬田学舎ツムグ 滋賀県大津市 新型コロナ対策衛生用品・玩具等

62 TekiTeki学童 滋賀県大津市 図書棚・ロッカー

63 児童育成クラブくじら 滋賀県草津市 図鑑・玩具・カーテン等

64 陵ヶ岡児童館 京都府京都市 学習机・玩具等

65 真田山子どもクラブ 大阪府大阪市 網戸・長机・一輪車・図鑑

66 玉造子どもクラブ 大阪府大阪市 網戸・長机・一輪車・図鑑

67 豊新学童保育所　麦の子クラブ 大阪府大阪市 遊具・玩具・階段補強・トイレ換気扇工事等

68 ペリカン学童保育所 大阪府大阪市 エアコン・加湿空気清浄機・除湿機等

69 浜寺東小学校堺っ子くらぶ 大阪府堺市 空気清浄機

70 大慈学童クラブ 兵庫県神戸市 学習図書・本棚

71 神戸市立本庄学童保育コーナー 兵庫県神戸市 図書・玩具・新型コロナウイルス衛生用品

72 神戸ＹＭＣＡ須磨センター学童保育クラブ 兵庫県神戸市 一輪車・冷蔵庫・ガスオーブンレンジ

73 太山寺児童館 兵庫県神戸市 新型コロナ対策衛生用品・長机等

74 ＹＭＣＡ西神戸学童保育クラブ 兵庫県神戸市 網戸・新型コロナ対策衛生用品

75 朝和学童保育所 奈良県天理市 ジョイントﾏｯﾄ修繕

76 大松学童保育クラブ 徳島県徳島市 玩具

77 第三国府学童保育クラブ 徳島県徳島市 エアコン

78 東雲第１児童クラブ 愛媛県松山市 空気清浄機・掃除機・エアコン等

79 東雲第２児童クラブ 愛媛県松山市 空気清浄機・玩具・排水溝工事等

80 東雲第３児童クラブ 愛媛県松山市 空気清浄機・玩具・エアコン洗浄等

81 高知キッズアカデミー 高知県高知市 テーブル

82 上陽北汭学園区学童保育所 福岡県八女市 日除けメッシュ取付工事

83 忠見第一学童保育所 福岡県八女市 日除けカーテン取付工事

84 昊天宮学童保育にんじんクラブ 長崎県大村市 座卓・防災用具・玩具等

85 昊天宮学童保育ゆめっこクラブ 長崎県大村市 工場扇・クーラー・玩具・防災セット等

86 学童保育ひまわりクラブ 長崎県南島原市 遊具・図鑑・ローテーブル・知育玩具
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87 たらぎっ子学童クラブ 熊本県球磨郡多良木町 冷蔵庫・エアコン

88 学童クラブ室「そんごくう」第１クラブ 熊本県玉名市 パーテーション・簡易ベッド

89 ひまわり学級 熊本県人吉市 トイレ改修

90 西方寺学童クラブ 熊本県水俣市 座卓・オープンラック・玩具・事業資金

91 中央学童クラブ 熊本県水俣市 空間除菌脱臭機・新型コロナ対策衛生用品

92 うのスマイル児童クラブ 大分県速見郡日出町 ファン式ミスト涼霧ノズル

93 谷頭児童館放課後児童クラブ 宮崎県都城市 跳び箱・鉄棒・トランポリン

94 ことぶき北学童育成クラブ 鹿児島県鹿屋市 ３連ローパーテーション

95 にしはら学童育成クラブ 鹿児島県鹿屋市 ３連ローパーテーション

96 第Ⅰ高山学童クラブ 鹿児島県肝属郡肝付町 遮光ネット・プール設備整備

97 協和児童クラブ 鹿児島県垂水市 防災ヘルメット・玩具

98 松本すみれ学童クラブ 沖縄県沖縄市 学習用テーブル

99 喜名学童クラブ 沖縄県中頭郡読谷村 新型コロナ対策衛生用品・扇風機

100 ハゲーラキッズクラブ 沖縄県那覇市 網戸付きドア

101 放課後児童クラブおおぞらきっず 沖縄県豊見城市 冷暖房設備工事
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