
平成29年版■�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

共同学童保育所　ちびっ子クラブ 北海道函館市

向中野学童保育クラブ 岩手県盛岡市

川前学童保育クラブ 岩手県滝沢市

うかいっこ学童保育クラブ 岩手県滝沢市

滝沢学童保育クラブ国分 岩手県滝沢市

学童保育所　溝延さくらクラブ 山形県西村山郡河北町

学童 O-KIDS クラブ 山形県西村山郡大江町

すばるわくわくらんど森合 福島県福島市

渡利学童保育　きりん教室 福島県福島市

おかやま学童どんぐり子 福島県福島市

小名浜三小児童クラブ 福島県いわき市

古河第四小学校区たんぽぽ 4 小クラブ 茨城県古河市

こどもみらいクラブ 栃木県足利市

二之宮学童クラブ 群馬県前橋市

新町こどもクラブ ｢虹」 群馬県高崎市

久留馬小学校区児童クラブ 群馬県高崎市

所沢市立中央児童クラブ 埼玉県所沢市

にしき父母の会学童部 埼玉県加須市

鶴瀬第 2 放課後児童クラブ 埼玉県富士見市

左近山学童クラブ　スマイル 神奈川県横浜市

しおかぜ学童保育所 神奈川県横浜市

学童保育　どろんこキッズ 神奈川県横須賀市

上町学童たんぽぽクラブ 神奈川県横須賀市

木山っ子クラブ 新潟県新潟市

旭かもめくらぶ 石川県白山市

山里学童クラブ 愛知県名古屋市

千代田橋学童保育所 愛知県名古屋市

とくわアフタークラブ 三重県松阪市

ありんこ学童クラブ 大阪府大阪市

御幣島かみの学童保育所 大阪府大阪市

港島学童クラブ 兵庫県神戸市

本山第一学童保育所やまびこクラブ 兵庫県神戸市

学童保育所　どろんこクラブ 兵庫県神戸市

櫟本学童保育所 奈良県天理市

めだか児童クラブ 鳥取県鳥取市

石見東放課後児童クラブ 島根県邑智郡邑南町

東疇たんぽぽクラブ 岡山県岡山市

常石放課後児童クラブ 広島県福山市

芝田学童保育クラブ 徳島県小松島市

北小松島学童保育クラブ 徳島県小松島市

うみっこ第 1 クラブ 福岡県糟屋郡宇美町

児童クラブ子どもの家 長崎県長崎市

学童保育　チャレンジ友遊学舎　第 3 クラブ 熊本県玉名市

やるき・げんき児童クラブ 沖縄県那覇市

学童クラブきらきら 沖縄県宜野湾市

太陽学童 沖縄県中頭郡西原町

■�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

あいの里協働保育園 北海道札幌市

恵庭市なのはな保育園 北海道恵庭市

鵜住居保育園 岩手県釜石市

キッズルーム　にしわが 岩手県和賀郡西和賀町

プアマナ園 宮城県登米市

今泉保育園 栃木県宇都宮市

リサ保育園 千葉県船橋市

共同保育所子どもの家 千葉県船橋市

でんでん保育室 東京都北区

港南台つばさ保育園 神奈川県横浜市

三田かしのみ保育園 神奈川県川崎市

氷見ひかり第二保育園 富山県氷見市

松南保育園 石川県白山市

みどりが丘保育園 静岡県静岡市

小規模みつばち保育園 静岡県静岡市

セイユウ保育園 静岡県静岡市

かわさき保育園 愛知県名古屋市

新石山寺保育園 滋賀県大津市

ちっちゃなこども園にじいろ 兵庫県神戸市

つばくろ保育園 岡山県笠岡市

千田西保育所 広島県福山市

徳島大学　あゆみ保育園 徳島県徳島市

しらゆり保育園 徳島県板野郡北島町

アンジェリーナ保育園 愛媛県四国中央市

福岡市立病院機構　かもめ保育園 福岡県福岡市

こばと幼稚舎 長崎県佐世保市

くわみず病院　ぽっぽ保育園 熊本県熊本市

敬愛保育園 熊本県玉名市

旦の原保育園 大分県大分市

中央保育所 大分県臼杵市

ひなぎく保育園 鹿児島県鹿屋市

■�保育所設置に係る初期費用

施設名 所在地

あさひがおか乳児園 福島県郡山市

むつみ保育園 埼玉県戸田市

ミルクたんぽぽ園 兵庫県三田市

平成27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
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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、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を実施しています。
　本冊子にてご紹介しております、平成 27 年度の本活動における助成金活用期間は、平成 27 年 12 月から
平成 28 年 4 月末となっており、その後、助成金の活用方法についての報告書の取りまとめを行いました。

２．平成 27 年度助成内容

助成対象 助成金額

（1）保育所設置に係る初期費用
1 施設当たり上限額 350 万円

（助成金の総額　最大 700 万円）

（2）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（※ 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 35 万円
（助成金の総額　最大 700 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 20 万円
（助成金の総額　最大 700 万円）

（※ 1）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。
（※ 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．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
を図っている。

1．平成 27 年度応募状況・選考結果

助成対象 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 34 施設 3 施設 700 万円

（2）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

240 施設 31 施設 700 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

341 施設 46 施設 700 万円

合計 615施設 80施設 2,100 万円

２．選考方法
　当会内に有識者等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
　下記の選考基準に基づき、総合的に評価した結果、197 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 197 施設について、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・集計のうえ、ランク付けした評価集計表を作成しました。その後、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。

Ⅰ    活動概要 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
　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、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、平成 27 年度助成対象施設から平成 28 年 5 月末までにいただいた職員・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に対する助成活動」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。

　待機児童数が大きな問題となり、子ども・子育て支援事業計画や待機児解消加速化プラ
ンなどもあり、保育の量の拡大が社会の関心事になっています。子どもや保護者にとって

「量」の拡大は当然大切ですが、同様に重視して考えなくてはならないこととして「質」
の保障・向上があります。
　最低限の設備や備品・遊具だけでは豊かで安心・安全な保育は期待できません。本助成
制度で図書コーナーができたり、長時間保育の子どもたちが夕方以降ゆっくり過ごすこと
ができたり、ケガの予防が可能になったり、築山ができ遊びが豊かになるなど「質」の向
上に向けた取り組みの報告をいただきました。
　放課後児童クラブも同様に「質」の向上が求められています。一輪車を増やしたり、砂
場の砂を入れ替えたりするなどより楽しく刺激のある生活環境づくりに生かされ、今後に
も期待が膨らみます。
　一方で、助成のほとんどが雨漏り箇所の修繕や、洗面台・トイレ、下駄箱、子どもたち
が日々使うテーブルや椅子、室内照明、冷蔵庫など最低限の施設設備の設置・購入でした。
本助成金で、こうした施設設備の整備の充実を支援するとともに、当面のピンチを凌ぐこ
とができれば幸いです。

　当会では、人々の生活と社会福祉の向上に寄与するため、これまで生命保険と関連が深
い少子高齢社会への対応に力を入れ、社会貢献活動に取り組んでまいりました。
　政府の成長戦略等でも女性活躍推進の必要性がうたわれる中、女性の活躍・社会進出の
妨げとなっている待機児童問題に対して、官民が一体となり問題解消へ貢献することを目
的に本活動を実施しております。
　本パンフレットを作成するにあたり、選考の際にご提出いただいた助成申請書や、助成
金活用後にご提出いただいた助成金活用報告書等を拝見し、皆様方がより良い保育の実施
のため、どれほど子どもたちのことを想い、絶えず工夫を凝らしていらっしゃるのかを改
めて深く感じることができました。
　同時に、本活動を通じて職員の方々、子ども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、大変嬉しい限りでございます。
　今後も、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。

　子育てと仕事の両立支援を目指す助成事業が 2 年目を完了しました。全国各地からご
要望満載の申請書を拝見し、厳しい条件の下で、子どもたちのために日々、ご尽力してく
ださっている皆様に心から感謝申し上げます。
　子育てと仕事を両立するには保育環境の整備は欠かせませんが、まだまだ安心できる状
態ではありません。助成枠に限りがあり、選考には大変苦労しましたが、今年度もまた、
助成報告書には、助成を活用された各所からの子どもたちの喜びの声、保護者や職員の皆
様からの感謝の声があふれています。
　「雨が部屋の中に落ちてこなくなったので下を見て歩かなくてもよくなった」「トイレに
並ばなくてすんで、楽にできる」「きれいな新しい下駄箱でうれしい」など、生命保険協
会の援助で、ささやかですが幸せを届けられて嬉しく思います。
　子どもたちが助けられる経験をして、次は助ける側にもなって成長してくださることを
期待しています。

【福川委員長（元駒沢女子短期大学保育科 教授）】 【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）】
Ⅲ  助成金活用状況・結果概要

Ⅳ  各選考委員の総評 ＊順不同、敬称略。役職はいずれも当時。



保育所設置に係る初期費用

職員・保護者からの声職員・保護者からの声

『よく見る・よく聞く・よく考える』主体性のある子どもの幼児教育を考える保育所です。ひとりひとりの子どもたちの思い
を大事にし、大切に丁寧に保育することを心がけています。ご家庭でのお母さんの側にいるような安心感、清潔感、心地よ
さを感じ、愛に満たされることで、子どもたちが『生まれてきてよかったな』と思えるような温かい保育を行っています。

あさひがおか乳児分園（福島県郡山市）
保育園からの紹介文

職員の声

4月の開園に伴い、一斉に子どもたちが入園
してきたことで、お母さんと離れて初めての環
境にしばらくは泣き声が賑やかに響いていま
したが、日が経つにつれ新しい玩具に手を伸
ばしたりお話をしたりと、自由にゆったりと過
ごす第二の家という存在が確立してきました。

保護者の声

子どもを保育園に預けることができなけれ
ば、4月から仕事復帰することもできなかっ
たので助かりました。また、設備が整っており、
本園と同様の保育を行っているというのが保
護者から見ても分かる環境だと思います。

保護者と共に、ひとりひとりの子どもの育ちを支え、地域に愛される保育園を目指しています。小規模定員の保育園という
強みを活かし、子どもの個の育ちに目を向けた保育を心がけています。そして、家庭の保育のような温かさの中で、ひとり
ひとりの個性を伸ばせるよう、様々な体験を通じてたくましく生きる力を養います。

むつみ保育園（埼玉県戸田市）
保育園からの紹介文

職員の声

子どもたちに多くの経験をさせたいと思い、
日々努力しています。大切なお子様の成長を
保護者の方と共に見守っていきたいと願って
います。

保護者の声

保育園が楽しいようで、休みの日まで登園し
たがる我が子を見ていて、安心して働くこと
ができています。先生方が保育中に撮影して
くれるスナップ写真も、とても楽しみです。

ひとりひとりの心と成長発達に寄り添い、経験豊かな保育士が質の高い保育を提供する保育園です。乳幼児本来の遊びや生
活の自然な姿を守り、ひとりひとりの育ちに則した活動をするための場を提供し、 自分らしく過ごし、想像力とやる気を支えま
す。『母乳にはなれないけれど、粉ミルクのような心強い存在でありたい』のコンセプトを実践できる場所が、 またひとつでき
ました。

ミルクたんぽぽ園（兵庫県三田市）
保育園からの紹介文

職員の声

0～2歳の子どもの成長においてとても大切
な時期、ひとりひとりの成長に丁寧に関わる
ことのできる、親子にとって安心安全な施設
に改装できました。建材に化学物質を一切使
用せず、日差しがいっぱいに射し込む明るい
保育室にこだわりました。

保護者の声

新しい園舎がとても気持ちよく、木のぬくも
りと無垢材のつくりも良いです。自宅に帰っ
てきた子どもから、木の香りがして心地よい
です。
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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

8

職員・子ども・保護者からの声職員・子ども・保護者からの声

カラフルな遊具に囲まれ、子どもたちは大変喜んでい
ます。また、本棚の設置により、保育室が整備され、
すっきりした所で絵本を選んだり、読んだりできて快
適です。

職員の声

鵜住居保育園（岩手県釜石市）

助成金活用内容 ≫ 遊具・本棚 等

ゆったりしたベッドの中で、乳児が安心して眠れるよ
うになりました。眠っている友達に興味を持ち、笑顔
で眺めている、ほほ笑ましい姿も見られます。

職員の声

徳島大学 あゆみ保育園（徳島県徳島市）

助成金活用内容 ≫ 折りたたみベッド

雨の日も体を動かせる遊具が必要だと感じていたの
で、遊具の購入によって、室内でも体を動かせる環境
を整えることができ、良かったです。

保護者の声

福岡市立病院機構 かもめ保育園（福岡県福岡市）

助成金活用内容 ≫ 大型遊具

サッカーボールが道路に出る心配がないので、思い
切り蹴ることができるようになった！鬼ごっこをしたら、
たくさん逃げられるので、おもしろい!

子どもの声

中央保育所（大分県臼杵市）

助成金活用内容 ≫ 園庭拡張工事

これまで遊んできた遊具とは遊び方が異なるため、子
どもたちは深い興味を示しています。穏やかな揺れを
楽しんだり、ウトウトしたり、子どもたちの心と体がほ
ぐれいていくことを実感しました。

職員の声

かわさき保育園（愛知県名古屋市）

助成金活用内容 ≫ ハンモック 等

築山ができて、保育園全体が明るく、新しくなったよ
うな気がします。子どもたちはそれぞれの年齢に応じ
た遊びで築山を楽しんでいます。私たち職員も毎日
子どもたちと築山に上がって景色を楽しんでいます。

職員の声

しらゆり保育園（徳島県板野郡北島町）

助成金活用内容 ≫ 園庭内築山工事

花壇がだんだんできていく様子が見られて、楽しみで
す。安心して子どもたちが土と触れ合うことができる
良い機会だと思います。

保護者の声

ちっちゃなこども園にじいろ（兵庫県神戸市）

助成金活用内容 ≫ 雨水タンク・園芸用品

ブロック遊びが楽しい！お人形さんが寝られる場所が
できて良かった！虫が大好きだから、図鑑でいろいろ
な虫を見られてうれしい！

子どもの声

リサ保育園（千葉県船橋市）

助成金活用内容 ≫ 遊具 等

購入した乳児用小幅机は、狭い幅の机なので、子ども
と保育者の距離が近く、丁寧に子どもの様子を見な
がら保育することができます。他の机と組み合わせて
使うこともでき、いろいろな用途で使っています。

職員の声

小規模みつばち保育園（静岡県静岡市）

助成金活用内容 ≫ 机・椅子 等

図書コーナーができたことで、子どもたちが絵本に向
かう時間が増えたので、うれしいです。たくさん読ん
で、絵本好きの子どもに育ってほしいです。

保護者の声

セイユウ保育園（静岡県静岡市）

助成金活用内容 ≫ 本棚・絵本 等
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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

職員・子ども・保護者からの声職員・子ども・保護者からの声

欲しかったイヌの写真付きの本やむずかしい折り紙の
本が増えてとてもうれしい。妖怪図鑑も楽しい。

子どもの声

共同学童保育所 ちびっ子クラブ（北海道函館市）

助成金活用内容 ≫ 空気清浄機・絵本 等

子どもたちを預ける施設として防犯上も安心できるも
のになりました。何よりボール遊びを思いきりできる
環境ができたことを嬉しく思います。

保護者の声

山里学童クラブ（愛知県名古屋市）

助成金活用内容 ≫ 防球ネット整備

座卓の数が増えたことで、おやつの時間や宿題をする
ときに以前より広いスペースが確保でき、場所を取り
合うことや、ぶつかるようなトラブルがなくなりまし
た。

職員の声

うみっこ第1クラブ（福岡県糟屋郡宇美町）

助成金活用内容 ≫ 座卓 等

暑い日は子どもたちの熱中症や体調不良が心配でし
たが、空調機を設置したことで室内が快適になり、体
調不良等の不安も少なくなりました。

保護者の声

学童クラブきらきら（沖縄県宜野湾市）

助成金活用内容 ≫ エアコン

洗面台が増えたことで、手洗い場の混雑が解消され
て、行列を作って待っている余分な時間が減り、遊び
や勉強の時間を増やすことができました。

職員の声

二之宮学童クラブ（群馬県前橋市）

助成金活用内容 ≫ 水道増設工事・収納棚取付工事

カーペットが新調され、快適になっている様子で嬉し
いです。机も破損部分があり危なかったのですが、新
しいものになったことで子どもが安心して過ごせるよ
うになりました。

保護者の声

港島学童クラブ（兵庫県神戸市）

助成金活用内容 ≫ マット・座卓 等

みんなで遊べて嬉しい。室内でも体を動かして遊べて
楽しかった。小学校でも鉄棒や大縄跳びの授業があ
るので、学童で練習してできるようになりたい。

子どもの声

木山っ子クラブ（新潟県新潟市）

助成金活用内容 ≫ 鉄棒・縄跳びセット

砂場の砂が固く、砂遊びが思うようにできませんでし
たが、新しい砂を入れたおかげで山を作ったりトンネ
ルを掘ったりする遊びができるようになり、児童に笑
顔が広がりました。

職員の声

うかいっこ学童保育クラブ（岩手県滝沢市）

助成金活用内容 ≫ 川砂 等

座卓はストッパーが外れて倒れるなど、安全性に不安
がありましたが、新しい座卓のおかげで子どもたちが
安心して勉強や工作・折り紙ができるようになりまし
た。

職員の声

渡利学童保育 きりん教室（福島県福島市）

助成金活用内容 ≫ 座卓・一輪車

新しい机だと宿題がはかどる！やる気が起きる! おや
つのときも汚したくないから机を綺麗に拭きます。ド
ミノも机が歪んでないからちゃんと並べられるよ！

子どもの声

小名浜三小児童クラブ（福島県いわき市）

助成金活用内容 ≫ 机 等
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