
施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 屯田すずらん保育園 北海道札幌市北区 空気清浄機・消毒器

2 みんなのナーサリー 北海道札幌市厚別区 遊具

3 こでまり保育園 北海道帯広市 エアコン

4 幸伸保育園 青森県青森市 椅子・玩具等

5 マザーズ・ばんすい保育園 宮城県仙台市青葉区 自動水栓工事・床改修工事

6 食と森の保育園美里 宮城県遠田郡美里町 玩具

7 石巻中里メリー保育園 宮城県石巻市 日よけテント・床改修工事

8 穀町保育園 宮城県仙台市若林区 パーテーション・玩具等

9 かわぐち保育園 秋田県秋田市 乳児用ラック・テーブル等

10 新庄保育園 山形県新庄市 遊具

11 上町ふれあい保育園 茨城県牛久市 太鼓、台座

12 総社保育園 群馬県前橋市 除菌対策設備

13 おひさま倉賀野保育園 群馬県高崎市 屋上防水工事

14 あやめ保育園 埼玉県久喜市 パラソル

15 となりのすまいる保育園 埼玉県ふじみ野市 絵本・玩具

16 こひつじ保育園 埼玉県狭山市 冷凍庫

17 こすもす保育園 千葉県松戸市 ジョイントマット・避難車

18 そらいろおうちえん 千葉県市川市 絵本・防災セット等

19 ひかり隣保館保育園 千葉県柏市 園児用ロッカー

20 町屋保育園 東京都荒川区 玩具・テーブル

21 ひまわり育児室 東京都千代田区 布団・テーブル等

22 Ange Garden Nursery & School 荏原園 東京都品川区 砂場設置・玩具等

23 ほくほく保育園 神奈川県川崎市幸区 運動用マット・玩具等

24 おれんじハウス反町保育園 神奈川県横浜市神奈川区 医療セット

25 麦っ子畑保育園 神奈川県座間市 ソーラーパネルセット

26 すみれ保育園 新潟県見附市 安全柵
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（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
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

27 長岡赤十字病院　保育所 新潟県長岡市 おもちゃ殺菌保管庫

28 中央歯科医院内　つくしんぼ保育園 山梨県甲府市 ウッドデッキ修繕工事・玩具等

29 ころぽっくる保育園 長野県長野市 トイレ改修

30 くるみ保育園 石川県金沢市 パーテーション・消毒液等

31 保育園もりのくまさん 岐阜県岐阜市 避難車・玩具等

32 ながかみ保育園 静岡県浜松市東区 築山の改修

33 たんぽぽ保育園 静岡県静岡市駿河区 安全柵・玩具

34 蓮の実保育園 愛知県岡崎市 防災倉庫

35 小規模保育所　こぐま 三重県熊野市 ウッドデッキ修繕工事・遊具

36 阿星あかつき保育園 滋賀県湖南市 雲梯

37 レイモンド淡海保育園 滋賀県大津市 照明

38 上京陵和園 京都府京都市上京区 AED

39 小規模保育園　キコレ 京都府京都市左京区 防災セット

40 木の実こども創造館 大阪府東大阪市 玩具

41 宙保育園 大阪府富田林市 掃除機・遊具・机

42 夙川あすなろ保育園 兵庫県西宮市 玩具

43 ゆめのもり保育園 兵庫県明石市 玩具・絵本

44 あすなら保育園 奈良県大和郡山市 机の補修・絵本

45 橋本さつき保育園 和歌山県橋本市 害虫駆除器

46 敬川保育所 島根県江津市 床改修工事

47 わらべのうち保育園 島根県出雲市 避難車・玩具等

48 朝日保育園 岡山県岡山市中区 エアコン

49 もみの木保育園 岡山県岡山市北区 ビニールカーテン

50 宮前保育所 広島県福山市 乳児用ラック・玩具等

51 松縄なちゅれ保育園 香川県高松市 園庭新設工事

52 ひつじヶ丘保育園 香川県丸亀市 ジョイントマット・靴箱等

53 ひまわり保育園 愛媛県西予市 防災セット

54 五台山保育園 高知県高知市 AED

55 三潴保育園 福岡県久留米市 絵本・収納棚

56 ゆたか保育園 福岡県太宰府市 玩具・日よけテント
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

57 はつねほいくえん 福岡県北九州市戸畑区 安全マット・遊具

58 波多津保育園 佐賀県伊万里市 安全マット・日よけテント等

59 恵愛保育園 長崎県長崎市 絵本

60 愛育保育園 熊本県熊本市東区 遊具等

61 ひよこのくにランド保育園 大分県大分市 玩具

62 かごしまショコラ保育園 鹿児島県鹿児島市 フェンス・ドア改修

63 すだつ保育園 沖縄県名護市 エアコン

64 ぎのわんおひさま保育園 沖縄県宜野湾市 保育室等リフォーム

65 大育保育園 沖縄県うるま市 空気浄化装置

3 ページ



施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 学童保育所　いちばん星クラブ　すばる 北海道函館市 オゾン脱臭機

2 放課後児童クラブ　ほびっと 北海道旭川市 学習図書・掃除機等

3 みちくさ学童クラブ 岩手県紫波郡紫波町 玩具・飛散防止フィルム施工等

4 放課後児童クラブ　さくらりっこ 岩手県大船渡市 自動水栓交換工事

5 アフタースクール　YMCAポップクラブ 宮城県仙台市青葉区 棚・カーテン・加湿器等

6 朝日学童保育所 山形県鶴岡市 AED

7 干布ひまわり児童クラブ 山形県天童市 防犯カメラ・扉補修工事

8 泉キッズＣＡＭＰ 福島県いわき市 非接触型温度計・空気清浄機等

9 笹谷みんなのおうち学童クラブ 福島県福島市 床改修工事

10 プレール第２アフタースクールクラブ 茨城県下妻市 エアコン

11 YMCAみどりの児童クラブ 茨城県つくば市 整地工事

12 葉鹿学童クラブ 栃木県足利市 エアコン

13 本太学童クラブ　空館 埼玉県さいたま市浦和区 運動マット

14 木崎ペガサス学童 埼玉県さいたま市浦和区 エアコン等

15 くりっ子放課後児童クラブ 埼玉県久喜市 フロアマット・ロッカー

16 レイモンド汐見丘学童クラブ 千葉県千葉市中央区 椅子・本・本棚

17 学童クラブ　キッズコミュニティ凛童舎 千葉県千葉市花見川区 図鑑・水栓工事

18 睦沢町放課後児童クラブ 千葉県長生郡睦沢町 テーブル

19 中野区民間学童クラブピノキオハウス 東京都中野区 パーテーション・遊具等

20 本郷学童クラブ 東京都稲城市 パーテーション

21 わいわいクラブ 神奈川県川崎市中原区 防音シート・網戸修繕等

22 上中里学童保育 神奈川県横浜市磯子区 靴箱・ロッカー

23 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 砂壁リフォーム

24 学童保育所バッタの家 長野県上田市 温蔵庫

25 どんぐり山学童クラブ 富山県富山市 照明工事

26 松東児童クラブ 石川県小松市 本棚
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施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

27 和田第2児童クラブ 福井県福井市 空気清浄機

28 大津保育園放課後児童クラブ　ちくたく 静岡県島田市 洗濯機・防災セット・手洗い場改修工事

29 神宮東学童保育クラブ 愛知県名古屋市熱田区 防災ヘルメット

30 安城つくしクラブ 愛知県安城市 冷蔵庫・網戸設置・手洗い場工事

31 植田第2学童保育クラブ 愛知県名古屋市天白区 棚・物置等

32 安東地区放課後児童クラブひだまり 三重県津市 机・カーペット

33 スポキッズ笠縫 滋賀県草津市 布団・玩具等

34 原谷学童保育所 京都府京都市北区 手作りロッカー資材

35 西区千代崎学童クラブ 大阪府大阪市西区 トイレ換気扇工事

36 いるか学童保育所 大阪府大阪市住吉区 図鑑・玩具・掃除機・ホットカーペット

37 天王寺桃陽・五条なかよし学童保育所 大阪府大阪市天王寺区 壁穴補修工事

38 前栽第二学童保育所 奈良県天理市 流し台・水栓工事

39 未来カレッジ 鳥取県米子市 防音マット・玩具等

40 しらさぎ第二学級 山口県山口市 砂場・園庭整備

41 美馬市合同会館 徳島県美馬市 本・本棚

42 学童保育なかよしクラブ 香川県高松市 倉庫

43 高知キッズアカデミー 高知県高知市 防災セット

44 はりまやアカデミー 高知県高知市 網戸

45 学童クラブピッコロ第２ 熊本県玉名市 手洗い場設置工事

46 キッズサポートルーム HUG 通り町 宮崎県小林市 机・椅子・エアコン

47 ふたば児童クラブ 宮崎県延岡市 エアコン

48 泰野児童クラブ 鹿児島県志布志市 玩具等

49 港川ちゅら学童クラブ 沖縄県浦添市 テント・ドラム缶・リヤカー

50 あすなろ児童クラブ 沖縄県那覇市 オーブントースター・図鑑・玩具等
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