
施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 きらきら保育園 北海道稚内市 遊具

2 虹の丘幼保園 北海道室蘭市 保育室仕切り壁設置

3 きたのこぐま保育園 北海道河東郡音更町 絵本・玩具・テーブル

4 ニコニコこどもえん 青森県弘前市 ポータブル電源

5 津志田保育園 岩手県盛岡市 空気清浄機

6 マリンパル保育園 宮城県本吉郡南三陸町 トイレ改修工事

7 湊水産・結のいえ保育園 宮城県石巻市 遊具

8 子育てシェアスペースOmusubi 宮城県気仙沼市 防犯カメラ・網戸等

9 ごしょの保育園 秋田県秋田市 日よけ設置

10 大館乳児保育園 秋田県大館市 空気清浄機

11 常念寺保育園 山形県鶴岡市 おむつ交換台・遊具

12 湯田川保育園 山形県鶴岡市 日よけ設置

13 福島敬香保育園 福島県福島市 手洗い場改修工事

14 かねだ保育園 栃木県大田原市 テーブル・玩具

15 ちえのみ保育園 群馬県みどり市 テーブル・椅子

16 やまゆり保育園 埼玉県所沢市 AED

17 きむら伊奈保育園 埼玉県北足立郡伊奈町 園庭門扉設置

18 カオルキッズランド保育園 埼玉県桶川市 保育室床修繕

19 たんぽぽ保育園 千葉県野田市 AED

20 星虹保育園 千葉県印西市 パーテーション・防炎マット

21 クニナ奏の杜保育園 千葉県習志野市 絵本・玩具等

22 ローゼンそが保育園 千葉県千葉市中央区 防犯カメラ・インターホン設置

23 西巣鴨さくらそう保育園 東京都豊島区 テーブル・椅子・玩具等

24 聖華しおかぜ保育園 東京都江東区 パーテーション・収納棚

25 おおつかほうゆう保育園 東京都豊島区 遊具・テーブル等

26 せんかわみんなの家 東京都豊島区 空気清浄機

27 うきま絆第二保育園 東京都北区 玩具・遊具等

28 アミー保育園 YOKOHAMA 神奈川県横浜市西区 AED

29 東戸塚かもめ保育園 神奈川県横浜市戸塚区 マット・遊具

30 翼咲保育園 神奈川県厚木市 砂場セット・遊具等

31 土橋宝翠保育園 神奈川県川崎市宮前区 保育マット・絵本棚

32 横浜そらいろ保育園 神奈川県横浜市西区 門扉設置

33 南つくし野保育園 東京都町田市 日よけ設置

34 サロン・ド・ひまわり上近江保育園 新潟県新潟市中央区 絵本・防災備品

35 共同保育所　みかげの森 山梨県南アルプス市 AED

36 たいよう保育ルーム 福井県福井市 防犯カメラ

37 せいわ保育園 岐阜県瑞浪市 遊具・整理棚

令和4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

（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



38 静岡学園保育園 静岡県静岡市駿河区 ベビーセンサー・絵本等

39 さんめい保育園 静岡県富士市 門扉設置

40 ぶどうの実保育園 愛知県名古屋市中区 おもちゃ保管庫

41 茶屋こばと保育園 愛知県名古屋市港区 網戸改修工事

42 オリーブ守山保育園 滋賀県守山市 パーテーション・絵本・玩具

43 みぎわ保育園 京都府京都市伏見区 絵本・絵本棚

44 京都聖母学院保育園 京都府京都市伏見区 絵本・パーテーション・網戸設置

45 さくら保育園 京都府京都市山科区 遊具

46 みんなのビィーゴほいくえん 大阪府枚方市 AED・空気清浄機

47 阿保くすの木保育園 大阪府松原市 遊具

48 めいなん虹保育園 兵庫県明石市 テーブル・玩具等

49 登美ヶ丘マミーズ保育園 奈良県奈良市 玩具・遊具

50 鳥取・森のようちえん・風りんりんbase 鳥取県鳥取市 ポータブル電源・防災備品等

51 みどり保育所 島根県松江市 テーブル・椅子等

52 千代保育園 広島県福山市 絵本・玩具等

53 専立寺保育園 山口県下関市 日よけ・エアコン設置

54 四国大学附属保育所 徳島県徳島市 日よけ設置・玩具

55 松山リハビリテーション病院　院内保育室 愛媛県松山市 散歩車・砂場設置

56 おさなごの園 高知県高知市 遊具等

57 大池けいあい保育園 福岡県福岡市南区 幼児用ベッド

58 西教寺保育園 福岡県北九州市小倉北区 テーブル・絵本・玩具

59 いまり保育園 佐賀県伊万里市 乳児用ベッド・テーブル等

60 二見中央保育園 熊本県八代市 空気清浄機

61 山崎保育園 宮崎県宮崎市 乳児用ベッド・散歩車等

62 しらゆり保育園 鹿児島県大島郡知名町 絵本・三輪車等

63 なかよし保育園 鹿児島県熊毛郡屋久島町 テーブル・ロッカー

64 いっぽ保育園 沖縄県糸満市 AED

65 すたあキッズトヨプラ保育園 沖縄県沖縄県豊見城市 幼児用トイレ設置工事

66 みどりのひだまり保育園 沖縄県北中城字島袋 洗濯機・掃除機等



施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 ひろっぱクラブ 北海道札幌市北区 一輪車・遊具・収納棚等

2 下士幌学童保育所 北海道河東郡音更町 防災備品・遊具・収納棚

3 いせの里児童センター 北海道網走市 災害用避難車

4 放課後児童クラブ　五葉キッズ 岩手県大船渡市 強化ガラス設置

5 寺田学童保育クラブ 岩手県八幡平市 パーテーション

6 たちばな児童クラブ 福島県郡山市 遊具・棚・網戸

7 わいわい児童クラブ牛久 茨城県牛久市 トイレ改修工事

8 放課後児童クラブ　コスモスクラブ 栃木県塩谷町 エアコン

9 こどもらんどBLESSING 群馬県太田市 エアコン

10 うらわ子供の家　楽育 埼玉県さいたま市浦和区 エアコン

11 日進小第一学童保育の会 埼玉県さいたま市北区 床段差解消工事

12 所沢市立第二所沢児童クラブ 埼玉県所沢市 防犯カメラ

13 やまばと学童クラブ 埼玉県さいたま市見沼区 冷蔵庫

14 南羽生第一学童クラブ 埼玉県羽生市 一輪車・書籍・玩具

15 愛泉学童クラブ 埼玉県加須市 物置・屋根設置工事

16 ハローキッズ 千葉県君津市 空気清浄機・遊具・書籍等

17 学童保育あそびーむ 東京都練馬区 ロッカー・床補強工事

18 新山学童クラブ 東京都東京都中野区 一輪車・書籍・玩具

19 板橋第五小学校あいキッズ 東京都板橋区 下駄箱

20 放課後学童クラブFuReRu 神奈川県横須賀市 遊具・ベッド

21 ふかふか 神奈川県鎌倉市 防音工事

22 しおかぜ学童保育所 神奈川県横浜市鶴見区 空気清浄機・テーブル・遊具等

23 旭町放課後児童クラブ 長野県松本市 衛生備品・事業資金

24 しばぞのキッズ 富山県富山市 防音工事

25 蕪城あさがおクラブ 石川県白山市 書籍

26 リョウマクラブ 静岡県浜松市北区 エアコン

27 放課後児童クラブ　ひみつ基地 静岡県島田市 窓ガラスフィルム加工

28 黒石学童保育クラブ 愛知県名古屋市緑区 AED

29 神守こどもの家　つくしクラブ 愛知県津島市 冷蔵庫・洗濯機

30 天白学童保育クラブ 愛知県名古屋市天白区 防災備品

31 鷹丘つくし児童育成クラブ 愛知県豊橋市 内壁改修工事

32 学童保育　どろんこクラブ 愛知県春日井市 扉改修工事

33 放課後児童クラブいっぽ 三重県津市 エアコン・冷風扇

34 どんぐりの家 三重県亀山市 手洗い場改修工事

35 第1学童　Onesmile 滋賀県高島市 防犯カメラ

36 藤森学童クラブ 京都府京都市伏見区 書籍・玩具・扉改修工事

37 せかんどはうすJOSAIベース 大阪府高槻市 AED・防災備品

38 大野台こども園放課後児童会 大阪府大阪狭山市 一輪車・玩具・書籍

39 よさみ学童クラブ 大阪府大阪市住吉区 遊具・棚・玩具

（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



40 神戸市立たかとり児童館 兵庫県神戸市須磨区 冷蔵庫・防犯設備

41 学童保育むぎっ子 兵庫県神戸市灘区 冷蔵庫等

42 開明かしの木児童ホーム 兵庫県尼崎市 遊具・掃除機等

43 高羽風の子学童保育所 兵庫県神戸市灘区 テーブル・暖房器具・網戸修理等

44 学童保育きたのかみ 和歌山県海南市 空気清浄機・非接触型体温計

45 秦正木山児童クラブ 岡山県総社市 トイレ設置工事

46 帯江児童クラブ2 岡山県倉敷市 空調設備・網戸

47 中野島第二児童クラブ 徳島県阿南市 電子ピアノ・書籍・玩具

48 学童保育ハルクラブ　第１教室 香川県高松市 AED

49 白山学童あおぞらクラブ 長崎県島原市 テーブル・椅子

50 すえひろ児童クラブ 大分県臼杵市 砂場屋根設置

51 山重児童クラブ 鹿児島県志布志市 トイレ改修工事

52 牛根児童クラブ 鹿児島県垂水市 一輪車・防災備品

53 子育て支援ラルゴ 鹿児島県霧島市 書籍・玩具・掃除機等

54 すずのね児童クラブ 沖縄県那覇市 フェンス設置


