
施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 院内保育園　こどもクラブしらかばしのろ 北海道札幌市北区 照明器具・遊具

2 釧路旭夜間保育園 北海道釧路市 ＡＥＤ

3 こども保育園つばき 北海道石狩市 屋上設備整備

4 東川こまくさ保育園 北海道上川郡東川町 冷蔵庫・空気清浄機等

5 なでしこ保育園 岩手県滝沢市 哺乳瓶除菌保管庫

6 西原保育園 茨城県下妻市 机・椅子

7 茨城YMCA幼保園 茨城県つくば市 防炎マット・机等

8 陽西保育園 栃木県宇都宮市 絵本

9 保育園ナチュラル 埼玉県さいたま市緑区 パーテーション

10 もりまさ保育園フレンズ 埼玉県草加市 エアコン・テーブル等

11 東大沢保育園 埼玉県越谷市 椅子・平均台等

12 はくすい保育園 千葉県佐倉市 玩具・紙芝居等

13 ライオンのこどもべや 東京都大田区 防音設備整備・絵本等

14 熊谷乳児園 神奈川県川崎市 エアコン設備整備・本棚等

15 さくらの森保育園 神奈川県大和市 はいはい台・玩具等

16 白根そよ風保育園 新潟県新潟市南区 机・椅子等

17 丹波島保育園 長野県長野市 カーペット・玩具等

18 健生クリニック　病児保育室ほっとルーム 石川県金沢市 手洗い設備整備

19 のぞみ保育園 福井県福井市 玩具

20 龍華保育園 岐阜県高山市 玩具・折り畳みベッド

21 まりあ保育園 静岡県三島市 水道設備整備・折り畳みワゴン

22 志津保育園 滋賀県草津市 玩具

23 Hana花保育園 京都府宇治市 玩具

24 久宝寺保育園 大阪府八尾市 椅子・机・楽器等

25 ピヨピヨ保育園 大阪府松原市 遊具・椅子等

26 みなと保育園 兵庫県美方郡香美町 パーテーション・マット等

27 虹の子保育園 島根県松江市 沐浴台・椅子修繕

28 ひかり保育園 島根県出雲市 椅子・玩具等

29 松茂ひまわり保育園 徳島県板野郡松茂町 ロッカー・絵本等

30 小西保育園 愛媛県今治市 折り畳みサークル

31 中比恵ソレイユガーデン保育園 福岡県福岡市博多区 玩具・絵本

32 竹の子保育園 福岡県大牟田市 遊具

33 八女地区病児・病後児保育施設　おひさま 福岡県八女郡広川町 庇取り付け設備整備・椅子等

34 ちぎのもり保育園 長崎県大村市 パーテーション

35 くわみず病院　ぽっぽ保育園 熊本県熊本市中央区 食器消毒乾燥機・椅子等

36 菊陽ぽっぽ保育園 熊本県菊池郡菊陽町 トイレ設備整備・椅子等

37 スマイス・キッズ保育園 大分県大分市 おさんぽ車・絵本等

38 保育園クオラキッズ 鹿児島県薩摩郡さつま町 遊具

２０１７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 アフタースクールライラック 北海道函館市 エアコン設備整備・エアーベッド

2 ふれんどりーくらぶ 北海道旭川市 冷蔵庫・椅子

3 くるみ子ども会 岩手県盛岡市 フローリング整備

4 スコーレ学童クラブ 岩手県盛岡市 座卓

5 青山学童保育クラブ 岩手県盛岡市 座卓

6 緑が丘学童保育クラブ 岩手県盛岡市 座卓

7 くまの子クラブ 岩手県一関市 手洗い設備整備

8 どんぐり学童クラブ 福島県福島市 エアコン設備整備

9 くすのキッズ第二 福島県いわき市 ＩＨ調理器具・オーブンレンジ等

10 ひまわり学童クラブ 茨城県下妻市 エアコン設備整備

11 YMCA第２国際児童クラブ 茨城県つくば市 机

12 昭和大河原学童クラブ 群馬県利根郡昭和村 電子オーブンレンジ・扇風機

13 うらわ子供の家　楽育 埼玉県さいたま市浦和区 ホットカーペット

14 原谷第三学童クラブ 埼玉県秩父市 シーリングファン設備整備

15 牧の原放課後児童クラブ 千葉県松戸市 靴箱・カーテン等

16 ユーカリ優都ぴあ 千葉県佐倉市 座卓

17 江見学童クラブ 千葉県鴨川市 畳・冷蔵庫等

18 学童保育こやすなかよしクラブ 千葉県君津市 電気温水器設備整備

19 風の子クラブ 東京都江東区 冷蔵庫

20 たまプラーザ学童保育クラブ 神奈川県横浜市青葉区 冷蔵庫

21 大正つくしんぼうクラブ 神奈川県横浜市戸塚区 トイレ設備整備

22 大矢部学童クラブ 神奈川県横須賀市 サーキュレーター

23 追浜学童太陽の子クラブ 神奈川県横須賀市 冷蔵庫・電子レンジ

24 マーブル東明 石川県白山市 物置

25 パンダ児童クラブ 静岡県静岡市葵区 ロッカー・カーペット等

26 瑞穂学童保育所 愛知県名古屋市瑞穂区 エアコン設備整備

27 篠原学童クラブ 愛知県名古屋市中川区 エアコン・真空保温調理器等

28 どろんこクラブ 愛知県春日井市 防犯門扉設備整備

29 なかよしクラブ 愛知県春日井市 トイレ設備整備

30 くんぱるハウス春日井西 愛知県春日井市 給湯設備整備・手洗い設備整備

31 くまのっ子学童クラブ　有馬・金山事業所 三重県熊野市 カーペット・傘立て

32 本山第二学童保育所たんぽぽクラブ 兵庫県神戸市東灘区 エアコン設備整備

33 魚崎ピノキオクラブ 兵庫県神戸市東灘区 マット

34 井戸堂学童保育所 奈良県天理市 すのこ・傘立て

35 檜山ひのき児童クラブ 島根県出雲市 座卓

36 倉敷市あさひ児童育成クラブ 岡山県倉敷市 トイレ設備整備

37 花岡学園放課後児童クラブCANVAS 香川県坂出市 ジョイントクッション・玩具等

38 そね学童保育クラブ 福岡県北九州市 座卓

39 川崎東小学校学童クラブ 福岡県田川郡川崎町 机・手洗い設備整備

40 川崎小学校区学童保育所 福岡県八女市 畳

41 善隣学童クラブ 熊本県人吉市 トイレ設備整備

42 こじぃの森　しわちクラブ 宮崎県都城市 エアコン設備整備

43 港川学童クラブ 沖縄県浦添市 冷蔵庫・冷凍庫

（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

２０１７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


