2018 年 11 月 7 日

待機児童対策・保育所等助成事業 第６回（2018年度）助成施設の決定

第一生命保険株式会社（社長：稲垣精二）が出捐した一般財団法人第一生命財団（理事長：森田富治郎）は、こ
の度、第６回（2018 年度）「待機児童対策・保育所等助成事業」の助成施設を決定しました。
応募対象は、待機児童数が約 100 人以上いる都道府県※において、2017 年４月～2018 年４月末日までに開園し
た保育園および認定こども園で、2018 年５～７月の募集期間中に 215 件の応募がありました。
厳正なる選考の結果、42 件、助成総額 2,979 万円（申請額）の助成を決定しました（次頁掲載）。
今後、助成が決定した各施設は助成備品等を活用し、目指す保育計画に取り組む予定です。当財団では各施設
の取組みをフォローし、機関誌およびＨＰで各施設の好取組を広く社会にお知らせすることで、保育の質の向上に貢
献していきます。
なお、今年度の贈呈式を 11 月 26 日（月）に関東地方、12 月４日（火）に宮城県、12 月５日（水）に近畿地方、12
月 19 日（水）に福島県で、第一生命保険株式会社の各施設にて開催します。
※2017 年４月１日時点の待機児童数

【ご参考】
「待機児童対策・保育所等助成事業」の概要は以下の通りです。
詳細は第一生命財団のホームページをご参照下さい。
項目

概要

対象施設

一定の期間に開園した以下の保育施設を対象とする。
 認可保育所 ・地域型保育事業（小規模保育・事業所内保育）
 企業主導型保育事業 ・地方単独保育施設 ・認定こども園

対象地域

待機児童が多い以下の地域を対象とする。
（具体的な都道府県は財団ホームページで公表）
・待機児童数が約 100 人以上の都道府県

助成
対象物

・子どもの成長に必要な遊具や運動器具、楽器等※
※市販の物だけではなく、「独自に」考案された物品の購入も可

助成金額

助成金の上限は定員30人未満の施設は50万円、その他の施設は100万円と
し、助成総額は3,000万円以内とする。

選考方法

当財団の助成選考委員会の審査を経て対象施設を決定する。

＜お問い合わせ先＞
一般財団法人 第一生命財団 ℡ ０３－３２３９－２３１２
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第６回（2018年度）助成施設一覧
地域

施設名称

保育計画

購入希望品
（抜粋）

北上市

こぐま保育園

感性を磨き、生きる力の基礎をつくる！

散歩車、散歩車日よけ、プール

久慈市

くじあさひ認定こども園

お空の下で、のびのびと楽しい遊びがしたい

逆上がり補助練習器、山のつり橋

仙台市

パパママ保育園

子どもと地域のやすらぎの場

東屋

仙台市

認定こども園やかまし村

いっぱい遊んでゆっくりおおきくなあれ！

ジャングル遊び、階段滑り台、
大型ジャングル

石巻市

レインボーインターナショナル
プリスクール

こころも身体も元気な子！

フォレストスライダー、
プラフォーミングAセット

石巻市

乳幼児保育園ミルク

心と体を育む園庭

ログアスレ

白河市

なないろ保育園

絵本は心の栄養「優しい大人の話し方が
子どもの夢を広げ、子どもの豊かな心を育てます」

紙芝居、絵本、クッション、
オープンチェアベンチ、やわらかマット

鮫川村

幼保連携型認定こども園
鮫川村立さめがわこどもセンター

・鑑賞・歌唱・楽器あそび・リズム遊びなどを通して、
わかる力（文化・創造）を育てる。

ゼンオンピアニー、ワイヤレスマイク、
ＣＤラジオカセットメモリーレコーダー

郡山市

幼保連携型認定こども園菜根こども園

和太鼓にふれ、日本の伝統文化に対する
知識や興味を深め、心身を育む

和太鼓、ヤグラ台、ばち

ナーサリーにここ

施設内での世代間交流

木製ベビージムセット、ボールプール、
折りたたみマット

千葉市

ウィズダムアリス園

根っこから育て！アリスっ子！！

ハイハイへのみち、滑り台、
スイートハウス

市原市

つぼみの森第二保育園

生活発表会

ドラム、シンバル、カスタネット

市川市

新田チャイルド保育園

空にもっとも近い屋上プールで～水しぶき裸っこ～

プール本体、スライダー、エアー階段

市川市

にじのき保育園

笑顔を贈る絵本、紙芝居、パネルシアターとの出会い

図鑑、絵本、紙芝居

船橋市

ひかり保育園

“もっとあそびたい”ほいくえん

はいはいすべり台、乳児用白木流し台、
乳母車

三郷市

しらゆりナーサリールーム

保育園の≪オアシス≫

リトルプール、ラグーンマットセット、
スライドテントひざしカット

和光市

ひろさわ保育園

運動遊びを家庭と共有していく

オールステンレス鉄棒、緑風日差しネット、
ワイヤレスアンプ

志木市

ぷりえ志木本町園

身体を動かすことを楽しむ
『６歳までの運動・経験は運動能力を育む！』

鉄棒、跳箱、ボール

文京区

ちいさいおうち小石川

暑い日も雨の日もわくわくのびのび

カプラ、パズル、マット

北区

サンベビー保育園

子どもが主役！保育園のおうちづくり

ベビーチェア、ベビーベッド、本棚

荒川区

うぃず町屋保育園

主体的に環境に関わり、毎日楽しく体を動かそう

ピクニックガーデンハウス、竹馬

渋谷区

まちのこども園代々木公園

創造の世界へ～創造力を育む本との出会い～

木製書架、絵本、座卓

町田市

ハッピードリーム鶴間分園
ハッピードリームアネックス

世界のおもちゃと日本のこども。
五感を育てるクオリティ！

ジルケ人形、ドミノ、積み木、
リバーランドスケープ

都道府県 市区町村

岩手県
(2)

宮城県
(4)

福島県
(3)

栃木県 宇都宮市

千葉県
(5)

埼玉県
(3)

東京都
(5)
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地域

施設名称

保育計画

購入希望品
（抜粋）

川崎市

のらぼう愛児園

”育てよう！心の成長につながる健康な体”

ワンタッチ集会用テント、巧技台、
ワンタッチ鉄棒

川崎市

はぐくみ保育園

ダイナミックな室内遊びと外遊びと感性と・・・

散歩車、滑り台、ままごと

川崎市

木月ほほえみ保育園

日々の生活の中で“自然”と運動能力が身につく環境

巧技台、わくわくサーキット遊び

川崎市

いしたに保育園

ひとりひとりを大切に育む安全・安心の保育

空気清浄機、ラボ・三輪車、
乳幼児かみしばい

浜松市

幼保連携型認定こども園
まるづかこども園

めざせ！こざる！！

傘型はん登棒、屋根のぼり

掛川市

子育てセンターとものもり

体を思い切り動かして遊ぶ楽しさを感じながら
いろいろな動きに挑戦し、バランスの取れた
体づくりをしていきます。

巧技台

都道府県 市区町村

神奈川県
(4)

静岡県
(2)

愛知県 名古屋市

本山保育園

1.小さな園庭から広がる遊びの世界
2.園庭から広がる地域交流をめざして

砂場、鉄棒、竹馬

大阪市

トレジャーキッズたかどの保育園

未来を担う子どもたちの心と身体をたくましく育む

丸太砦、鉄棒、平均台、マット

大阪市

みゆきっこそら保育園

様々な玩具を通して、“遊びこむ力”を養う

整理棚、机、パズル

尼崎市

認定こども園武庫庄保育園

体を十分動かし楽しみながら運動機能を高める

安田式テクノロマン 低鉄棒、
幼児用平均台、カラーマット

尼崎市

はまようちえんナーサリールーム

はまよう式あそびと学びの追求
～初めてを経験する環境づくりを～

パズル、マグフォーマー、積み木

浅口市

浅口はちまん認定こども園

子どもたちの可能性を広げ、経験を育ちにつなげる

テーブル、チェアー、トンネルジム

福山市

戸手南保育所

乳児保育の充実で“意欲”を育む

マスセットふわふわハイハイマット、
ベビーナハイチェアー

広島市

共立どんぐり保育園

身体もこころも大きく育て どんぐりっ子

ジャングラミング、ゲームボックス

愛媛県

松山市

まつやま大手町保育所

自然に触れ合える屋上庭園を子ども達に！

平均台、クラブハウスクライマー

福岡県

春日市

こもれび保育園

熊本県

熊本市

ドレミ保育園

・防災を考える（熊本地震を経験して）・命を守る

哺乳びん殺菌保管庫、日よけパラソル、
おさんぽ車、サバイバルローラーバッグ

大分県

大分市

わくわくの森保育園

乳児の遊びと環境づくり

乳児用絵本セット、絵本立て、
丸テーブル・乳児用椅子

沖縄県

那覇市

天久ひばり保育園

とびだせ元気！！「こころもからだも大きくなーれ」

巧技台、システムブロック、太鼓

大阪府
(2)

兵庫県
(2)

岡山県

広島県
(2)

1.マットあそび 2.フープあそび
3.楽器あそび 4.安全に保育を行う

マット、フープ、タンバリン

計 42 施設、助成申請総額 2,979 万円
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