
施設名
開園予定
時期

開園予定
場所

予定定員 特徴等

1 あさひがおか乳児園（仮） 平成28年4月1日
福島県
郡山市

26

待機児童解消に貢献するため、0歳児から2歳児を
中心に預かる認可保育所。子ども達一人ひとりに
担当の保育士を決める育児担当制保育を実施す
る予定。

2 むつみ保育園 平成28年4月1日
埼玉県
戸田市

40

人口増加傾向にある戸田市において、子育て世
代を支援するための認可保育所。市内の認可外
保育施設が0歳児から2歳児を受け入れる小規模
保育施設に移行することで、3歳児以上の利用
ニーズが生じる他、引き続き1歳児及び2歳児の待
機児童もある見込み。そのため、定員を1歳児から
5歳児とする他、都内等へ通勤している保護者の
ために延長保育を実施する等、地域住民のニー
ズに対応。

3 ミルクたんぽぽ園 平成28年4月1日
兵庫県
三田市

19

阪神間のベッドタウンという地域特性から、長時間
保育を必要とする子育て世代が多い三田市にお
いて、地域住民からの要望を受け開設する小規模
保育施設。少人数を活かした家庭的保育を実施。
また、子育て交流ひろば運営の経験を活かした子
育て相談に応じる等、子どもだけでなく保護者へ
のきめ細やかなサポートも実施する予定。

保育所設置に係る初期費用

　「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



施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

1 あいの里協働保育園 北海道札幌市 絵本等

2 恵庭市なのはな保育園 北海道恵庭市 散歩車等

3 鵜住居保育園 岩手県釜石市 本棚・机等

4 キッズルーム　にしわが 岩手県和賀郡西和賀町 シンク設置工事等

5 プアマナ園 宮城県登米市 ベッド・ベビーカー・給食用食器等

6 今泉保育園 栃木県宇都宮市 電子レンジ・遊具等

7 リサ保育園 千葉県船橋市 机・遊具等

8 共同保育所子どもの家 千葉県船橋市 食器洗い乾燥機・椅子

9 でんでん保育室 東京都北区 照明器具

10 港南台つばさ保育園 神奈川県横浜市 紙芝居・遊具等

11 三田かしのみ保育園 神奈川県川崎市 電動散歩車

12 氷見ひかり第二保育園 富山県氷見市 給食用昇降機

13 松南保育園 石川県白山市 エアコン

14 みどりが丘保育園 静岡県静岡市 絵本

15 小規模みつばち保育園 静岡県静岡市 机・椅子等

16 セイユウ保育園 静岡県静岡市 絵本・ソファ等

17 かわさき保育園 愛知県名古屋市 ハンモック等

18 新石山寺保育園 滋賀県大津市 電磁錠設置工事

19 ちっちゃなこども園にじいろ 兵庫県神戸市 雨水タンク・園芸用品

20 つばくろ保育園 岡山県笠岡市 本棚・椅子

21 千田西保育所 広島県福山市 携帯トイレ・空気清浄機等

22 徳島大学　あゆみ保育園 徳島県徳島市 折りたたみベッド

23 しらゆり保育園 徳島県板野郡北島町 園庭内築山工事

24 アンジェリーナ保育園 愛媛県四国中央市 机・椅子等

25 福岡市立病院機構　かもめ保育園 福岡県福岡市 大型遊具

26 こばと幼稚舎 長崎県佐世保市 防犯カメラ・録画機

27 くわみず病院　ぽっぽ保育園 熊本県熊本市 床張り替え工事・トイレ改修工事等

28 敬愛保育園 熊本県玉名市 棚・乳児用衝立サークル・絵本等

29 旦の原保育園 大分県大分市 大型積み木

30 中央保育所 大分県臼杵市 園庭拡張工事

31 ひなぎく保育園 鹿児島県鹿屋市 保育室設置

　「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

保育対策等促進事業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 共同学童保育所　ちびっ子クラブ 北海道函館市 扇風機・空気清浄機・絵本

2 向中野学童保育クラブ 岩手県盛岡市 手洗い場増設工事

3 川前学童保育クラブ 岩手県滝沢市 トイレ改修工事

4 うかいっこ学童保育クラブ 岩手県滝沢市 座卓・川砂

5 滝沢学童保育クラブ国分 岩手県滝沢市 下駄箱・蛍光管修繕

6 学童保育所　溝延さくらクラブ 山形県西村山郡河北町 冷蔵庫・洗濯機

7 学童O-KIDSクラブ 山形県西村山郡大江町 窓外側の防犯柵取付工事

8 すばるわくわくらんど森合 福島県福島市 エアコン

9 渡利学童保育　きりん教室 福島県福島市 一輪車・座卓

10 おかやま学童どんぐり子 福島県福島市 暖房器具

11 小名浜三小児童クラブ 福島県いわき市 机・簡易テント等

12 古河第四小学校区たんぽぽ4小クラブ 茨城県古河市 冷蔵庫・掃除機

13 こどもみらいクラブ 栃木県足利市 エアコン

14 二之宮学童クラブ 群馬県前橋市 水道増設工事・収納棚取付工事

15 新町こどもクラブ｢虹」 群馬県高崎市 屋根修繕

16 久留馬小学校区児童クラブ 群馬県高崎市 玄関前修繕

17 所沢市立中央児童クラブ 埼玉県所沢市 トイレ改修工事

18 にしき父母の会学童部 埼玉県加須市 下駄箱・床修繕

19 鶴瀬第2放課後児童クラブ 埼玉県富士見市 業務用炊飯器・かき氷器

20 左近山学童クラブ　スマイル 神奈川県横浜市 床修繕

21 しおかぜ学童保育所 神奈川県横浜市 手洗い場増設工事

22 学童保育　どろんこキッズ 神奈川県横須賀市 折りたたみ式ベッド・布団セット・畳

23 上町学童たんぽぽクラブ 神奈川県横須賀市 電気温水器

24 木山っ子クラブ 新潟県新潟市 鉄棒・縄跳びセット

25 旭かもめくらぶ 石川県白山市 トイレ改修工事

26 山里学童クラブ 愛知県名古屋市 防球ネット整備

27 千代田橋学童保育所 愛知県名古屋市 エアコン・洗濯機等

28 とくわアフタークラブ 三重県松阪市 机・傘立て・避難用スリッパ

29 ありんこ学童クラブ 大阪府大阪市 冷蔵庫・エアコン

30 御幣島かみの学童保育所 大阪府大阪市 床修繕・棚

31 港島学童クラブ 兵庫県神戸市 マット・座卓等

32 本山第一学童保育所やまびこクラブ 兵庫県神戸市 エアコン

33 学童保育所　どろんこクラブ 兵庫県神戸市 冷蔵庫

34 櫟本学童保育所 奈良県天理市 整理棚

35 めだか児童クラブ 鳥取県鳥取市 手洗い場新設工事

36 石見東放課後児童クラブ 島根県邑智郡邑南町 畳・カーテン・エアコン

37 東疇たんぽぽクラブ 岡山県岡山市 冷蔵庫・ウォータークーラー

　「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

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 助成金活用内容（抜粋）

38 常石放課後児童クラブ 広島県福山市 机・椅子

39 芝田学童保育クラブ 徳島県小松島市 エアコン

40 北小松島学童保育クラブ 徳島県小松島市 エアコン

41 うみっこ第1クラブ 福岡県糟屋郡宇美町 冷蔵庫・座卓

42 児童クラブ子どもの家 長崎県長崎市 雨樋工事

43 学童保育　チャレンジ友遊学舎　第3クラブ 熊本県玉名市 エアコン・障子戸

44 やるき・げんき児童クラブ 沖縄県那覇市 エアコン

45 学童クラブきらきら 沖縄県宜野湾市 エアコン

46 太陽学童 沖縄県中頭郡西原町 冷蔵庫
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