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１．活動の目的
　政府の成長戦略等でも女性の活躍推進の必要性がうたわれる中、待機児童問題が女性の活躍・社会進出の
妨げとなっており、官民が一体となって、保育の充実や働きながら安心して子育てできる環境を整備してい
くことが求められています。
　生命保険業界は、社会公共の福祉の増進に資する社会的使命を担うとともに、従業員の約８割を女性が占
める業界でもあります。
　そこで、当会では、平成 26年度より保育所・放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上の取組みに対する
助成活動を展開し、子育てと仕事を両立できる環境の整備に積極的に貢献しております。

２．助成内容
助成対象 助成金額（※３）

（１）保育所設置に係る初期費用 １施設当たり上限額 500万円
　（助成金の総額　最大 1,000 万円）

（２）�特別保育事業（※１）の実施に必要な設備の整備、
備品の購入等に係る費用（※２）

１施設当たり上限額 50万円
　（助成金の総額　最大 1,000 万円）

（３）�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（※２）

１施設当たり上限額 25万円
　（助成金の総額　最大 1,000 万円）

［※１］�特別保育事業とは、①休日・夜間保育②病児・病後児保育③延長保育④一時預かり保育等、通常の保
育等に加え、保育所利用者の多様なニーズに対応した環境整備を行う事業。なお、認可外保育施設に
おける同様の活動も対象とします。

［※２］「備品購入費」で助成対象となる経費の例
助成対象（２）（３）共通 空調機・洗濯機・掃除機・机・椅子・整理棚等

調理用家電・冷蔵庫
大型・小型遊具、本・絵本・学習教材・楽器　等

助成対象（２） 寝具・乳幼児ベッド・ベビーカー・玩具　　等

［※３］平成 27年度・28年度において、同助成金額は変更されております。

３．募集方法
　公募方式

４．助成対象施設の選考方法
　学識経験者等（３名）で構成する選考審査会が所定の選考基準等に基づき選考

５．その他
　単に資金の助成にとどまらず、助成決定通知書授与式（交流会）の開催等を通じ、助成対象施設との交流
を図っております。

Ⅰ.  活動概要
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１．応募状況・選考結果
（単位：施設・万円）

応募総数 助成決定数 助成決定金額

（１）保育所設置に係る初期費用 28 5 1,000

（２）�特別保育事業の実施に必要な設備の整備、備品
の購入等に係る費用 161 33 1,000

（３）�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 133 61 1,000

合　　計 322 99 3,000

　・新規児童受け入れ 104名
　・約 6,000 名を預かる既存施設の質の向上に貢献

２．選考方法
　当会内に学識経験者等３名で構成する選考審査会を設置し、予備選考と本選考の２段階に分けて選考を行
いました。

（1）予備選考
　事務局が５つの選考基準に基づき、総合的に評価した結果、183施設を予備選考の通過施設としました。
　なお、選考にあたっては、助成申請書上の保育計画等申請活動の記載内容が十分に立てられているか、
保育計画と申請経費に整合性があるか、などにも着目しました。
　また、当会による財政支援の必要性や待機児童の状況、広範かつ多様な地域の施設に助成する観点から
地域性についても考慮しております。
◎選考基準

助成対象 基　　準

（１） ・事業計画、保育計画、施設運営計画、資金計画、運営実績・健全性

（２）（３） ・事業計画、保育計画、必要性・効果、運営実績・健全性

（2）本選考
　予備選考を通過した 183施設について、選考審査会の全委員が５つの選考基準に基づき総合的に評価し、
事務局にて各委員の評価を点数化・集計し、ランク付けした評価集計表を作成しました。選考審査会を開
催し、評価集計表をもとに審議を行い、原則として委員の評価点合計が高い施設を助成対象施設としました。

Ⅱ.  申請・選考結果概要
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１．各施設の助成金活用状況・結果について
　助成決定後、２施設がやむを得ず辞退するということがありましたが、各施設の助成金活用後、所定の様
式に基づく「助成金使途報告書」および「助成金活用報告書」をご提出いただきました。
　その結果、一部の施設においては数量変更等申請時からの変更がございましたが、いずれも当会の助成趣
旨に反するものではなく、全体として各施設とも助成金を有効活用いただいておりました。５ページ以降に
各施設からいただいた職員・保護者・子どもからの感謝の声を一部掲載しておりますので、ぜひご覧いただ
ければと存じます。

２．生命保険協会の活動について
　生命保険協会においては、「子育てと仕事の両立支援」事務局を中心として活動の各段階における諸事務に
あたったほか、各施設の最寄りにある地方協会（47都道府県・54地方協会）と連携し、助成決定通知書授
与式を開催する等、施設との交流を図りました。

　子育てと仕事の両立にとって、働いている間の子どもの保育は欠かせない条件です。家
庭と保育の場を時計の振り子のように往復して育つ子どもたちは今後も増え続けるでしょ
う。子どもたちにとって保育の場はかけがえのない生活の場になっています。とくに子ど
もの貧困がじわじわと広がっている現状では、保育の場が子どもたちの生命を支えている
現実もあります。保育の場が子どもたちの最善の利益を確保できるところになってほしい
と願いながら選考に臨みましたが、あまりにも基本的な設備、備品が不足している実態に
正直驚きました。とくに放課後児童クラブは悲惨といっても過言ではない例が散見されま
した。宿題をする机が足りない、背丈に合ってない借り物の机やいす、エアコンが壊れた
まま、冷蔵庫や洗濯機がほしい等々。助成を活用できた各所の報告からは、子どもたちの
嬉しい声が届いています。子育てと仕事の両立支援として新しく３種類の助成を用意して
いただいた生命保険協会のおかげで、当面の切実な要望のいくつかに応えることができた
ことに感謝したいと思います。それにしても基本的な設備・備品はぜひとも行政が準備し
ていただき、それ以上の保育の充実を目指せるようになりたいものです。

Ⅲ.  助成金活用状況・結果概要

Ⅳ.  各選考委員の総評

【福川委員長（元駒沢女子短期大学保育科 教授）】

＊順不同、敬称略。役職はいずれも当時。
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　子育てと仕事の調和を目指した３つの助成事業がスタートしました。保育所や放課後児
童クラブを利用する子どもたちや保護者のための、より豊かな保育環境づくりと保育機会
の創出を主な目的とした事業です。新しく開所する保育所や、保育環境整備が不十分にな
りがちな延長保育や休日保育、一時保育、病児・病後児保育、放課後児童クラブ事業等に
対して助成をしたことで、子どもたちや保護者そして職員から喜びの言葉が聞かれたこと
は、選考に携わった者としても嬉しく感じます。
　今後も、自己責任を果たし自己努力を積み重ねている施設の中から、保育環境等をより
豊かにしようとする志のあるところを私は優先して応援していきたいと思います。また、
熱心に努力はしていても、様々な事情から厳しい環境で保育をしている施設にも支援を行
い、少しでも豊かな環境を整備できたらとも考えています。

　当会が今回本取組みをスタートさせたきっかけは、少子高齢化が進む日本の将来を見つ
め、率先して女性活躍推進の役割を発揮しなければならないと考えたことによるものです。
　その上で、当会として何が実践できるかを真剣に考え、検討した結果、女性が安心して
子育てできる環境整備にご尽力されている皆様を支援する、本取組みを開始することとい
たしました。
　私も選考委員の一人として、申請書を拝見いたしましたが、皆様方が、備品を買い替え
る費用の調達等に日々ご苦労されていらっしゃる実態を、改めて深く認識した次第です。
　そして、今般皆様方から提出いただいた報告書を拝見しておりますと、当助成金を有効
にご活用いただいている実態が見てとれました。また、職員の方々、お子さん達ならびに
保護者の皆様方からたくさんの感謝の声をいただくことができ、大変うれしい限りでござ
います。
　今後も本取組みを推進し、女性が安心して子育てと仕事を両立できる環境整備に微力な
がら尽力してまいる所存です。

【若狭委員（生命保険協会 副会長）】

【西郷委員（大正大学人間学部 教授）】



・「たくましく、生きる力を持った子ども」
に育ってもらうため、「食べること」と「コ
ミュニケーションをとること」の2点を大
事に保育をしていきたいです。

【職員の声】
・子ども一人ひとりにあった保育を行い、
保護者のことを考えてくれる施設です。

【保護者の声】

五泉どんぐり小規模保育所
（新潟県）

・年齢ごとに部屋を分けた縦割り保育を
メインとしており、兄弟のようにどのクラ
スも一緒に過ごすことができます。全体
的に子どもたちの成長がよく見え、楽し
く保育ができています。　　 【職員の声】
・給食が出てくる時がとても楽しみだし、
おいしいです。おかわりもできて、野菜も
食べられるようになりました。

【子どもの声】
・広い園庭もでき、自然に囲まれた木造の
建物で環境がよいところです。

【保護者の声】

みどり保育園（長崎県）

・子どもに対しては、小規模保育だからこ
そ、一人ひとりに目が届き、自由闊達な
雰囲気づくりができると思っています。そ
の中で、自分らしく、また、自分で考えて
行動できる子どもに育ってほしいです。

【職員の声】
・アットホームな雰囲気で安心して預けら
れました。　　　　　　　【保護者の声】

ハナショウブ　こどものいえ
（東京都）

・子どもが 笑 顔でいられるようにがん
ばっていきたいです。また、当園に子ども
を預けていただいた保護者が安心して
働けるように、子どもの普段の様子をお
伝えしたり、保護者の悩みを聞いてあげ
たりしていきたいです。　　 【職員の声】
・保育手帳で子どもの様子を詳しく伝え
てくれるので、一緒に子育てしてくれて
いるように感じますし、安心して預けら
れます。　　　　　　　　【保護者の声】

キッズスクウェア代々木公園
（東京都）

・異年齢の子どもたちの少人数保育で、
アットホームな環境を作っています。広い
室内では体操やリトミック等、体を動かす
遊びものびのびと行うことができます。
また、お布団を敷いても十分な保育ス
ペースが確保できるので、子ども一人ひ
とりのペースに合わせた保育を行うこと
ができます。　　　　　　　【職員の声】
・白を基調としたお部屋は清潔感があり
ます。また、仕切り等なく開放的な室内
は、死角が少なく、先生の目が行き届き
やすそうで安心です。　　【保護者の声】

ぬくもりのおうちママサポート
保育新大阪2（大阪府）

助成対象（1）

保育所設置に係る初期費用

職員・子ども・保護者からの声
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ソフトクッションウォーク等
ソフトクッションウォークのおかげで、のぼる・お
りる・すべる等足の指先を使った遊びが自然に
でき、楽しみながら歩行を促すことができます。
【職員の声】

りんごの森保育園（岩手県）

ブロック等遊具
ブロックが大好きだから、いっぱい遊べてうれし
い。本物みたいな動物もいてすごい。
【子どもの声】

こばと保育園（宮崎県）

助成対象（2）

ソフトブロック
従来のブロックに比べ、弾力性・耐久性・抗菌性
に優れているため、活動中のけがや破損なども
なく、園児も遊びに集中することができ、大変助
かりました。【職員の声】

あゆみ保育園（福島県）
病後児保育施設用ふとん等

子どもの体調が悪い時でも安心して預けられる
病後児施設が地域にあることで、大変助かって
います。今回そこの備品が整いうれしく思いま
す。【保護者の声】

中央青葉保育園（熊本県）

カプラ等
カプラを子どもたち自身の力で上手に大きく作
り上げている姿に、成長の様子が見て取れ、と
てもうれしく思いました。【保護者の声】

木の葉保育園（熊本県）

ソフトブロック・絵本等
広い遊戯室で、ソフトブロックで色々なものが作
れるようになってうれしい。また、絵本・紙芝居も
増えて楽しい。【子どもの声】

すばる保育園（福島県）

手洗い場用センサー付自動水栓
手洗いがスムーズになり、その分子どもたちと
接する時間も長くなることで、子どもの心身の
安定にも貢献しています。また、衛生面でも助
かっています。【職員の声】

わいわいわい（愛知県）

エアコン
エアコンのおかげで快適に過ごせるようで、以
前とは違いお迎えのときぐずったりせず落ち着
いて遊んでいる姿を見ると、安心するし仕事で
疲れていても元気が出ます。【保護者の声】

上野保育園（福井県）
お散歩カー

一時保育利用の子どもは2歳児以下が多く、外
遊びや散歩に出かけるときにはお散歩カーが必
要でした。おかげさまで、活動範囲が広がりまし
た。【職員の声】

鳴峰保育園（宮崎県）

小型ステップ遊具
色がきれいでかわいい！すべり台がついている
ので、何度でも遊びたくなる！友達みんなで遊べ
る！小さい子でもすべれるよ！【子どもの声】

湖東白ゆり保育園（静岡県）

特別保育事業の実施に必要な設備の整備、
備品の購入等に係る費用

職員・子ども・保護者からの声
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病後児施設が地域にあることで、大変助かって
います。今回そこの備品が整いうれしく思いま
す。【保護者の声】

中央青葉保育園（熊本県）

カプラ等
カプラを子どもたち自身の力で上手に大きく作
り上げている姿に、成長の様子が見て取れ、と
てもうれしく思いました。【保護者の声】

木の葉保育園（熊本県）

ソフトブロック・絵本等
広い遊戯室で、ソフトブロックで色々なものが作
れるようになってうれしい。また、絵本・紙芝居も
増えて楽しい。【子どもの声】

すばる保育園（福島県）

手洗い場用センサー付自動水栓
手洗いがスムーズになり、その分子どもたちと
接する時間も長くなることで、子どもの心身の
安定にも貢献しています。また、衛生面でも助
かっています。【職員の声】

わいわいわい（愛知県）

エアコン
エアコンのおかげで快適に過ごせるようで、以
前とは違いお迎えのときぐずったりせず落ち着
いて遊んでいる姿を見ると、安心するし仕事で
疲れていても元気が出ます。【保護者の声】

上野保育園（福井県）
お散歩カー

一時保育利用の子どもは2歳児以下が多く、外
遊びや散歩に出かけるときにはお散歩カーが必
要でした。おかげさまで、活動範囲が広がりまし
た。【職員の声】

鳴峰保育園（宮崎県）

小型ステップ遊具
色がきれいでかわいい！すべり台がついている
ので、何度でも遊びたくなる！友達みんなで遊べ
る！小さい子でもすべれるよ！【子どもの声】

湖東白ゆり保育園（静岡県）

特別保育事業の実施に必要な設備の整備、
備品の購入等に係る費用

職員・子ども・保護者からの声
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上級生がリーダーと
なり、みんなでおや
つ作りをすることが
できるようになり、
よい体験をさせるこ
とができました。子
どもたちもうれしそ
うです。【職員の声】

けいあいの舎（大阪府）

一輪車等
お迎えに行くとフェンスにつかまってひたむきに
練習している姿がほほえましいです。少しずつ
乗れるようになったことも話してくれます。頑
張って練習してほしいです。【保護者の声】

こっちゃ子学童保育クラブ館（岩手県）

カプラ等
カプラは異年齢の交流にとても役立つととも
に、児童の集中力や創造力を高めることも期待
できます。みんなで一緒に楽しそうに色々なも
のを作っています。【職員の声】

宮崎市旭町児童クラブ（宮崎県）

助成対象（3）

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

机・傘立て等
使いやすい机が整備されたおかげで、子どもた
ちの宿題をする姿がたくさん見られるようにな
りました。がたついたりしないし、安心して見て
いられます。【保護者の声】

大通学童クラブ（新潟県）

竹馬・縄跳び用補助台
竹馬に乗るの難しい、悔しいからもっと練習す
る！竹馬に乗れるようになってうれしい！縄跳び
台を使ったら、二重跳びができるようになった！
【子どもの声】

広島キリスト教社会館学童クラブ（広島県）

絵本・絵本棚
新しい本がいっぱいでうれしい。前から読みた
いと思っていた本があったのでよかった。かわ
いい本が増えて、お絵かきにも使えてうれしい。
【子どもの声】

きらきら学童保育クラブ（埼玉県）
サッカーゴール等

子どもがサッカーゴールができたことを嬉しそう
に話してくれました。子どもたちは今まで以上に
外遊びが好きになったようです。【保護者の声】

わかば児童クラブ（宮崎県）

防災ずきん等
実物を使うことで、子どもたちも装着や避難を
本番さながらに避難訓練をすることができまし
た。子どもたちの防災意識も高まりました。
【職員の声】

くらがき学童クラブ（富山県）

ホットプレート・電子レンジ等
自分たちで作ったおやつを食べるのはとても楽
しい。おいしかった。もっと色々なものを作って
みたい。【子どもの声】

撫子学童クラブ（岩手県）

机等
壊れている机を交換し、また勉強用を増やした
ため、一人分のスペースを広くとることができ、
宿題等の勉強も意欲的に取り組んでいます。
【職員の声】

ドルフィン学童クラブ（栃木県）

職員・子ども・保護者からの声

ガスオーブン等
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子育てと仕事の
両立支援に対する
子育てと仕事の
両立支援に対する
助 成 活 動

平成26年度
■�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

施設名 所在地
かぜの子児童クラブ 北海道夕張郡栗山町

盛岡 YMCA　ぷらいむ・たいむ　本町校 岩手県盛岡市
盛岡 YMCA　ぷらいむ・たいむ　向中野校 岩手県盛岡市

こっちゃ子学童保育クラブ館 岩手県滝沢市
撫子学童クラブ 岩手県滝沢市

学童クラブみなみのきょうだい 福島県福島市
キッズハウスりんごっこ 福島県福島市
とやのっ子学童クラブ 福島県福島市

ポニークラブ 福島県相馬市
やはた学童クラブ 茨城県下妻市
ゆうゆうクラブ 茨城県高萩市

洗心エレメンタリークラブ 栃木県佐野市
放課後児童クラブ　みちくさ 栃木県佐野市

楠エンゼル幼稚園学童保育クラブ 栃木県小山市
ドルフィン学童クラブ 栃木県小山市
めばえ児童クラブ 1・2 栃木県真岡市

認定こども園那須幼稚園放課後児童クラブ 栃木県那須郡那須町
学童保育所「スワンズ・キッズ」 群馬県館林市

学童保育南子どもの家 埼玉県さいたま市
春野のびる学童クラブ 埼玉県さいたま市

松の子クラブ 埼玉県さいたま市
見沼学童クラブ 埼玉県さいたま市
原谷学童クラブ 埼玉県秩父市
原谷第三学童クラブ 埼玉県秩父市
並木児童クラブ 埼玉県所沢市

キッズスペース Kyowa 埼玉県本庄市
きらきら学童保育クラブ 埼玉県本庄市
学童保育　おおどりクラブ 埼玉県東松山市
こどもとおはなしの家 埼玉県深谷市
東町第二学童保育所 埼玉県上尾市

北本学童保育の会　うさぎっ子クラブ　西学童保育室 埼玉県北本市
学童保育室　ありんこクラブ 埼玉県鶴ヶ島市
高麗川すみれ学童保育室 埼玉県日高市
西原放課後児童クラブ 埼玉県ふじみ野市
舟渡小学校あいキッズ 東京都板橋区
ころころ学童保育クラブ 東京都町田市

大通学童クラブ 新潟県新潟市
くらがき学童クラブ 富山県富山市
岐南町学童保育 岐阜県羽島郡岐南町

大津保育園放課後児童クラブ 静岡県島田市
りんごクラブ 愛知県半田市

まいはらっ子クラブ 滋賀県米原市
けいあいの舎 大阪府茨木市

四天王寺悲田院　児童センター研徳田 大阪府羽曳野市�
学童保育むぎっ子 兵庫県神戸市
西須磨学童保育所 兵庫県神戸市
さくらんぼクラブ 岡山県赤磐市

広島キリスト教社会館　学童クラブ 広島県広島市
放課後児童クラブ　ともだちパーク 愛媛県新居浜市

つくしんぼクラブ 福岡県春日市
遊びの家共同保育園　学童 長崎県諫早市

学童保育　とら太 熊本県八代市
二見中央児童クラブ　Friends 熊本県八代市

学童保育チャレンジ友遊学舎第 2クラブ 熊本県玉名市
くすの木クラブ 熊本県合志市
つくしんぼクラブ 熊本県菊池郡大津町
宮崎市旭町児童クラブ 宮崎県宮崎市
こばと児童クラブ 宮崎県延岡市
わかば児童クラブ 宮崎県延岡市

こばと児童・学童クラブ 宮崎県小林市

■�特別保育事業の実施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
ちゃいれっく北 8条東保育園 北海道札幌市

りんごの森保育園 岩手県滝沢市

錦保育園 宮城県登米市

あゆみ保育園 福島県福島市

とやの保育園 福島県福島市

すばる保育園 福島県福島市

しろやぎさんのポシェット 茨城県那珂市

真岡めばえ保育園 栃木県真岡市

百合台保育園 千葉県市川市

ちびっこはうす保育園 山梨県甲府市

大沢野ちゅうおうこども園 富山県富山市

上野保育園 福井県勝山市

岐南さくら保育園 岐阜県羽島郡岐南町

こぐま保育園 静岡県静岡市

たんぽぽ保育園 静岡県静岡市

湖東白ゆり保育園 静岡県浜松市

かわらまち保育園 愛知県名古屋市

あおぞら保育園 愛知県名古屋市

わいわいわい 愛知県江南市

こぐま上野保育園 京都府京都市

ハートフルふくしま保育園 大阪府大阪市

岡山協立保育園 岡山県岡山市

みなと保育園 愛媛県新居浜市

久保保育園 福岡県古賀市

木の葉保育園 熊本県熊本市

なかよし保育園 熊本県熊本市

菊池さくら保育園 熊本県菊池市

菊池みゆき保育園 熊本県菊池市

中央青葉保育園 熊本県下益城郡美里町

鳴峰保育園 宮崎県都城市

こばと保育園 宮崎県小林市

くりのみ学園 鹿児島県鹿屋市

■�保育所設置に係る初期費用

施設名 開園予定
場所

キッズスクウェア代々木公園 東京都
渋谷区

ハナショウブ　こどものいえ 東京都
東村山市

五泉どんぐり小規模保育所 新潟県
五泉市

ぬくもりのおうち
ママサポート保育新大阪 2

大阪府
大阪市

みどり保育園 長崎県
諫早市

平成26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

〒100-0005�東京都千代田区丸の内3-4-1�新国際ビル3階
TEL.�03（3286）2645　FAX.�03（3286）2730　http://www.seiho.or.jp/

※辞退施設除く


