
施設名
開園予定

時期
開園予定

場所
予定定員 特徴等

1 はらっぱ舎 平成29年4月1日
大阪府
大阪市

60

3歳児以上を中心に受け入れる認可保育所。大阪
市内では小規模保育施設が増加しており、その卒
園後の子ども達の受け皿となる。また、現在同法
人で行っている小規模保育施設との連携も予定し
ており、地域のニーズに対応する。

2 七海保育園 平成29年4月1日
大分県
大分市

60

地域で増加している待機児童の解消のため設置
する認可保育所。これまでにも園舎改築や分園設
置を行うなど、積極的に待機児童解消へ取り組ん
でおり、今回の新園設置により更なる地域への貢
献を目指す。

3 御所季の子保育園 平成29年4月1日
鹿児島県
鹿児島市

60

地域で増加している待機児童の解消のため設置
する認可保育所。社会福祉法人として、法人の持
つ資源を福祉サービスとして地域に還元し、「子ど
もと共に育ち合う」住みやすい地域を目指す。

（１）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 こどもクラブしらかばしのろ 北海道札幌市 遊具・パーテーション等

2 サンタ・るぅ夢 岩手県奥州市 暖房器具等

3 愛の杜保育園 宮城県名取市 ベビーサークル

4 青空保育たけの子 山形県米沢市 網戸・カーテン等

5 かわいデイナースリー保育園 埼玉県さいたま市 折りたたみベッド

6 あおぞらウィンクルム保育園 埼玉県さいたま市 避難車・マット・遊具等

7 病児保育室　こばと 埼玉県さいたま市 紫外線殺菌保管庫等

8 聖徳保育園 埼玉県さいたま市 散歩車・マット

9 いちご南保育園 埼玉県さいたま市 散歩車・ガーデンワゴン等

10 銚子中央保育園 千葉県銚子市 園庭内日よけ屋根設置工事

11 うみのほいくえん 千葉県船橋市 遊具・絵本・電子レンジ等

12 明日香保育園 東京都北区 折りたたみテーブル・椅子・遊具

13 西鶴間保育園 神奈川県大和市 遊具・積木等

14 中藤保育園 福井県福井市 椅子

15 あゆみ保育所 岐阜県美濃加茂市 遊具・絵本等

16 つくしんぼ保育園 静岡県静岡市 ソファー・出入り防止柵設置工事

17 あおぞら保育園 静岡県藤枝市 机・椅子

18 ほんわかホーム 滋賀県東近江市 折りたたみベッド・机

19 杉の子保育園 兵庫県尼崎市 冷蔵庫等

20 おおしま保育園 兵庫県尼崎市 和太鼓・木琴等

21 はらっぱ保育所 兵庫県西宮市 食器消毒保管庫

22 かぜのこ保育園 和歌山県和歌山市 パーテーション・遊具

23 相愛保育園 島根県大田市 トイレ改修工事

24 庄なかよし　小規模保育園 岡山県倉敷市 物置・収納棚・マット・絵本等

25 くまの・みらい保育園 広島県安芸郡熊野町 パーテーション等

26 木のおもちゃ　アリス 山口県下関市 三輪車・物置

27 ひえだ保育園 山口県下関市 机・椅子・ベビーベッド

28 こぐま保育園（宇部園舎） 山口県宇部市 差掛け屋根設置工事・整理棚

29 こぐま保育園(山園舎) 山口県山陽小野田市 遊具・身長計

30 松山リハビリテーション病院　院内保育室 愛媛県松山市 トイレ改修工事

31 あおぞら保育園 福岡県福岡市 空気清浄機等

32 心をゆさぶる共育の学舎 福岡県福岡市 エアコン・物置

33 大津いちご保育園 熊本県菊池郡大津町 遊具・絵本

34 菊陽ぽっぽ保育園 熊本県菊池郡菊陽町 トイレ・沐浴室改修工事

35 御岳保育園 熊本県上益城郡山都町 防犯カメラ一式

36 東舞鶴保育園 大分県大分市 積木等

37 サムエル幼育園 宮崎県宮崎市 パーテーション・絵本・遊具

　「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

（２）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 東札幌かいぞくクラブ 北海道札幌市 物置・内装改修工事

2 丘珠わんぱくクラブ 北海道札幌市 内装改修工事

3 厚別あゆみクラブ児童育成会 北海道札幌市 机・掃除機

4 三岳児童クラブ 青森県弘前市 トイレ改修工事

5 にこにこ浜っ子クラブ 岩手県大船渡市 本棚

6 長内学童保育所 わんぱくクラブ 岩手県久慈市 扇風機・玩具

7 ひがしっこ児童クラブ 岩手県奥州市 座卓・台車

8 こっちゃ子学童保育クラブ館 岩手県滝沢市 ブラインド・玩具

9 南部学童保育所 つくしんぼクラブキッズ 山形県米沢市 屋根・外壁修理工事等

10 ゆかり学童クラブ第2 福島県福島市 エアコン

11 吉井田学童クラブたんぽぽ 福島県福島市 図鑑等

12 吉井田学童クラブ 福島県福島市 砂場・フェンス工事

13 江名かもめ児童クラブ 福島県いわき市 パーテーション・棚等

14 かしま学童クラブ 福島県いわき市 トイレ改修工事

15 きぼうの丘学童クラブ 栃木県芳賀郡市貝町 遊具整備道具等

16 九十九学童クラブ 群馬県安中市 オーブンレンジ・冷蔵庫

17 うぐいす学童クラブ 群馬県北群馬郡榛東村 冷蔵庫等

18 昭和南学童クラブ 群馬県利根郡昭和村 冷蔵庫・扇風機

19 日進北第二学童 埼玉県さいたま市 冷蔵庫

20 NPO大宮小あおぎりっ子　第一・第二 埼玉県さいたま市 トイレ改修工事

21 ぽぷら学童クラブ 埼玉県さいたま市 エアコン

22 春岡・春野小第一学童保育の会 埼玉県さいたま市 机

23 北浦和スターズ 埼玉県さいたま市 ロッカー棚製作資材

24 キッズスペース奈良 埼玉県さいたま市 机

25 学童クラブそら 埼玉県戸田市 防災用ヘルメット等

26 しんつる学童保育 神奈川県横浜市 机・炊飯器

27 長津田学童保育クラブ 神奈川県横浜市 手洗い場改修・増設工事

28 根岸わんぱくなかよしクラブ 神奈川県横須賀市 冷蔵庫

29 中之島クラブ 新潟県南魚沼市 冷蔵庫

30 アドベンチャー上条 富山県富山市 防災セット等

31 長野市大豆島児童センター 長野県長野市 エアコン

32 島内児童育成クラブ 長野県松本市 内装改修工事

33 天白学童保育クラブ 愛知県名古屋市 防災用ヘルメット

34 大清水学童保育クラブ 愛知県名古屋市 エアコン・ロッカー

35 どろんこクラブ 愛知県春日井市 中庭整地工事・トイレ改修工事

36 なかよしハッピーきっず！ 三重県いなべ市 エアコン

37 虹の子クラブ 京都府京都市 ＡＥＤ

　「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

（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



施設名 所在地 助成金活用内容（抜粋）

38 ひよこ学童保育所 大阪府大阪市 避難器具

39 二階堂学童保育所 奈良県天理市 靴箱

40 なかよしクラブ 香川県高松市 エアコン

41 たらぎっ子学童クラブ 熊本県球磨郡多良木町 物置・エアコン

42 別府大平山わかば学童保育所 大分県別府市 エアコン

43 とのしろ学童クラブ 沖縄県石垣市 キッチン改修


