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2019 年 11 月 8 日 

 

待機児童対策・保育所等助成事業 第７回（2019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７回（2019 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。 

昨今、待機児童対策として保育所および認定こども園の拡充が急ピッチで進められていますが、遊具や絵本等が

不足している施設も散見されます。こうしたことから、第一生命財団では新設の保育所および認定こども園に対して、

保育の質的向上に役立つ遊具等の助成を行っております。 

今回の募集は、2018 年４月～2019 年４月末日までに開園した全国の保育所および認定こども園を対象とし、168

件の応募がありました（募集期間 2019 年５～７月）。 

厳正なる選考の結果、40 件、総額 3,000 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、今年度は関東および東海地方の贈呈式を 11 月 14 日（木）に第一生命保険株式会社日比谷本社にて行い

ます。また、11 月 20 日（水）に宮城県、12 月４日（水）に福島県、12 月 16 日（月）に岩手県で、各県の贈呈式を第一

生命保険株式会社の支社にて開催します。 

 

 

【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 

全国の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 

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７回（2019年度）助成施設一覧 　

都道府県 市区町村 施設名称 保育テーマ
購入希望品

（抜粋）

北海道 函館市 函館あおい認定こども園
みんな大好き！あおいランド

～心と体が元気に育つ園庭遊び～
ブランコ、鉄棒

盛岡市 うえだ保育園
本物の和太鼓の響きで、

さらに心身ともに大きな成長を！
和太鼓、平太鼓、バチ、はっぴ、当り鉦

岩手県
(3)

滝沢市 なでしこ保育園
響け！夏の空にさんさ太鼓

～地域の文化を継承しよう～
締太鼓、子供用半纏

花巻市 ひよこ保育園
「元気な子ども」

～心も体もしなやかにすくすくのびのび育つ子～
すべり台、鉄棒

仙台市 紫山いちにいさん保育園 野菜をいっぱい育てたい！ 土留工事、配管調整工事等

仙台市 泉すぎのこ保育園
運動遊具を使った身体づくりの保育

～心も身体もたくましく～
鉄棒、平均台、カラーマット

宮城県
(5)

登米市 白鳥水の里こども園 発見と憩いの図書スペース 絵本、ソファー、ベンチ、テーブル

遠田郡 涌谷修紅幼稚舎
外遊びで得られる体験を通して

「健康なからだ」と「強いこころ」の育成を促す
ＳＬ機関車型野外用遊具

亘理郡
国立病院機構宮城病院事業所内保育所

つくし保育園
豊かな体験を大切にする保育

異年齢とのかかわりを大切にする保育
山桜植え込み、ガーデンベンチ

福島市 ひまわり子どもの家
はじめてのチャレンジがいっぱいの
大型遊具で元気よくあそぼう！！

コラボステージ

福島県
(3)

いわき市 松の実こども園
☆☆キラキラ輝く松の実音楽隊！

夢に向かって奏でよう☆☆
大中小太鼓、シンバル、キーボード、

リラグロッケン等

岩瀬郡 鏡石保育所 絵本や物語に親しみ心豊かな「かがみっ子」！！
大型本棚、絵本スタンド、絵本棚、

絵本、キッズソファーセット

群馬県 前橋市 小さい森の保育園
「じゃれつき遊び・スキンシップ遊び」で、
親子の絆を深め子どもの健全な発達を

各種マット

埼玉県 富士見市 Kid's Gardenきらり保育園 思い切り身体を使って遊ぼう！ 雲梯

千葉市 ぽかぽか保育園おてんとさん 青い空の下、元気に遊ぼうレッツゴー！ すべり台、ウッドマウンテン

千葉市 レイモンド汐見丘保育園
柔軟な心と身体を育て、

自らを表現する心地よい居場所を創る。
巧技台、マット、サッカーゴール、

隠れあなぐら等

足立区 ナーサリースクールいずみ大谷田
　　　　　　　　　ミュージックステップ音感教育
　　　　　　　　　歌唱活動（頭声発声による合唱）

電子ピアノ

大田区 こどもヶ丘保育園武蔵新田園
多様な種類の動きを経験し、

健康な心と体を育てる保育にレッツトライ！
巧技台、各種マット等

北区 としま　みつばち保育園
運動器具を通して、

園庭遊びをより豊かにし、身体発達を促す
鉄棒、平均台

文京区 キューピールーム新大塚園 親子の記憶に残るつながり保育～五感で感じる～ バスタオル、ベビーローブ、フェイスタオル等

西東京市 生活クラブ保育園ぽむ 子ども一人ひとりが好きな遊びをたっぷりと
砂場、散歩車、ストレッチマット、

畳、ベビーベンチ等

東村山市 天王森保育園 げんきがいちばん！！　心も体もおおきくな～れ！
巧技台、カラーマット、

ジャンプ＆スプリングマット等

千葉県
(2)

東京都
(6)
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計 40 施設、助成申請総額 3,000 万円 

 

第７回（2019年度）助成施設一覧 　

都道府県 市区町村 施設名称 保育テーマ
購入希望品

（抜粋）

川崎市 つめくさ保育園
四季を感じ、物語を楽しみ、

情緒的・創造的に遊びこむ子ども達
砂場、パーゴラ、園庭植栽、絵本

鎌倉市 佐助保育園 ぼうけんのたびにしゅっぱつ！！ 雲梯、テント、ベイビードラゴン、リスコ

静岡県 浜松市 イーエーエスはんだやま保育園 キラキラ未来！ふくらめ、こどもの想像力！！ ハイハイランド、カプラ、楽器、紙芝居等

豊橋市 希望が丘第二こども園 絵本が育む子どもの心、親子の絆 絵本

豊田市 下林ひまわり保育園 「ままごと」＆「のりもの」の世界で羽ばたく想像力！ ままごとグッズ、レールあそび、絵本等

大阪市 あけぼのほりえこども園
保育環境評価スケールＥＣＥＲＳを指標とした、

主体的な遊びに向けた保育環境充実
ままごと用ちゃぶ台、玩具棚、ままごと台、

鉄棒、図鑑・絵本

堺市 なるなる保育園 思いきり楽しく運動遊び！！
やわらかいだん、ステップ、平均台、

マット、スロープ等

岡山県 倉敷市 みちる小規模保育園
あそびの中から見えるもの

～子どもの気持ちに寄り添って～
身長計、体重計、トンネル、

とびとびバランス等

香川県 高松市 保育の家みいろ 繋がりの森 高麗芝、シラカシ

愛媛県 松山市 松山しののめ学園附属保育園
保育士との愛着を築き、好きなことを見つけ、

心と体を動かしてたっぷり遊ぶ。
四輪車、ガーデンワゴン、ままごとセット、

紙芝居等

福岡県 大野城市 なないろ保育園
子どもも職員も笑顔に！！

“心と身体の安心・安全”をもたらす環境を目指して
ストロングブロック、滑り台、

着せ替えだっこ人形等

長崎県 大村市 千木の森やまびこ保育園 五感を育む砂場遊び 砂場、ベンチ、テーブル等

熊本県 菊池郡 光の森武蔵ヶ丘保育園 賢く・逞しく元気な子どもを育むために 鉄棒、吊り輪、平均台、カラーマット

大分県 大分市 キッドワールドセカンド保育園 朝からスッキリ運動あそび
エアークライミング、平均台、
バランスストーン、鉄棒等

鹿児島市 つぼみ保育園
「どうして」と問う目。「できたよ」と挙げる手。

すくすく育つ子らの輝きはみんなちがって、みんな良い
パーテーション、収納棚、ベンチ、

ピアノ、パズル等

鹿児島市 むぎっこ保育園 イキイキワクワク　遊びをとおした　身体づくり 巧技台

沖縄市 かなで保育園 すべてのママと子どもの為に コンパクト沐浴ユニット

豊見城市 ふたば保育園 小さな庭から広がる遊びの国
遮光ネット、砂場、プール用滑り台、

プランター等

沖縄県
(2)

神奈川県
(2)

愛知県
(2)

大阪府
(2)

鹿児島県
(2)


