2020 年 11 月 6 日

待機児童対策・保育所等助成事業 第８回（2020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：斎藤勝利）は、この
度、第８回（2020 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、2019 年４月～2020 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、157
件の応募がありました（募集期間 2020 年５～７月）。
厳正なる選考の結果、39 件、総額約 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、今年度は福島県と関東・中部地方の贈呈式を 11 月 26 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、12 月 9 日（水）に宮城県、12 月 15 日（火）に岡山県で、各県の贈呈式を第一生命保険株式会社の
各支社とともに開催します。

【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

対象施設

助成
対象物

概要
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（小規模保育施設・事業所内保育施設）
 企業主導型保育事業 ・地方単独保育施設 ・認定こども園
子どもの成長に必要な遊具や運動器具、保育家具、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
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第一生命財団 ℡ ０３－３２３９－２３１２

第８回（2020年度）助成施設一覧
都道府県 市区町村

施設名称

保育計画

購入希望品
（抜粋）

北海道

河東郡

幼保連携型認定こども園
宝来こども園

「やってみたい！！」が広がる園庭を
～挑戦する心と体を育む、豊かな遊び環境～

コンビネーション遊具ステップフォレスト

岩手県

久慈市

幼保連携型認定こども園
門前保育園

赤ちゃんから年長さんまで、
一年を通して室内でサーキット遊びがした～い！ 他

システムブロックベーシックセット、
ビルディングステックス他

角田市

角田光の子保育園

げんきにチャレンジ！！ かくだひかりっこ

つるつるクライミング、
システムブロックベーシックセット他

仙台市

幼保連携型認定こども園
荒井マーヤこども園

発見、驚きがある緑に囲まれた空間
～季節を感じる場所～

植栽、バタフライガーデン他

多賀城市

鶴ヶ谷保育園

「感じる」「みつめる」「創る」
～自信と意欲をもって遊びを創り出す子どもたち～

カワワログ、ドリームログ、
ワンダーパネル、絵本・図鑑他

福島県

郡山市

認定こども園
こはらだ幼稚園

子どもの夢と希望を育む絵本の読み聞かせ保育
―円形図書コーナーをベースに
読み聞かせ保育の活性化を図る―

絵本、紙芝居、木製ブックスタンド、
絵本シアターワゴン講演台兼用

茨城県

つくば市

つくばスマイル保育園

楽しく体を動かすこと 絵本の楽しさを知る

アスレチックブロックフルセット、絵本他

さいたま市

遍照浦和美園保育園

みんな違ってみんないい！ 心と身体を作るサーキット

運動マット、跳び箱、鉄棒、ハードル、平均台
他

川口市

はなにこ保育園

未来を支える心身共に、骨太な子どもたちを育む

平均台、運動マット、トランポリン、跳び箱他

川口市

いろは園

輝く瞳、あふれる思い

絵本棚、絵本

川口市

鳩ケ谷キッズランド

ふわっと夢空間『陽彩ブリッジ』

ネット遊具

越谷市

とびばこ舎保育園

遊びながら発達支援・療育も出来る７つのコーナー保育

円柱差し、トランポリン、
図鑑、絵合わせカードセット他

千葉市

作草部アーク保育園

「創造+想像＝想造」
「言語的+非言語的コミュニケーション」の育み
～五感で感じる～

ままごと用テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、
絵本立て、絵本他

千葉市

植草学園このはの家

元気に遊ぼう
～日常の生活や遊びの中から、
豊かな心を育てる家庭的保育～

平均台、バランスストーン、
ジャンプ＆スプリングマット他

大田区

認可保育所Bambini

狭い園庭でも子どもの創造力は無限大！！

砂場、自然菜園

北区

ココファン・ナーサリー田端

ひとりひとりの発達に合わせての環境設定
～子どもの成長に寄り添う～

太鼓橋、組み立て遊びパネルセット、
ままごとコーナーセット他

足立区

ステラ千住ふたば保育園

しなやかな心と体で笑顔いっぱい！

巧技台セット

国立市

認定こども園
国立富士見台団地風の子

～園舎まるごと楽器で、日常に音楽を！！～

電子ピアノ、ピアニカ、
ベルハーモニー、ミュージックパット他

横浜市

上大岡ちゅーりっぷ保育園

園庭♡げんきいっぱいチャレンジ作戦！

ポイントアスレチックミニスライダー

横浜市

ちいさなたね保育園

こころとからだの開放と創造を
～小さな庭に土、水、陽、風をください～

砂場、組立プール他

長久手市

長久手くるみ保育園

宮城県
（3）

埼玉県
（5）

千葉県
（2）

東京都
（4）

神奈川県
（2）

元気いっぱい体を動かして、
目指せ、未来のオリンピック選手！！
～様々な運動遊びを通じて、心身共に成長できる環境作り～

愛知県
（2）
安城市

麦のうさぎ保育園

園庭遊びの充実
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運動マット、リバーランドスケープ、
トンネルバランス運動遊びセット他
折りたたみネット太鼓橋、
木製ベンチテーブルセット他

第８回（2020年度）助成施設一覧
都道府県 市区町村

施設名称

保育計画

購入希望品
（抜粋）

滋賀県

彦根市

つぼみ保育園

感じよう！体の大きさ、体の重さ！
～やってみるって楽しいね！～

鉄棒、平均台

奈良県

奈良市

登美ヶ丘マミーズ保育園

しぜんと仲良し・強い身体と豊かな感性

運動マット、鉄棒、平均台、跳び箱、フラフープ
他

大阪市

幼保連携型認定こども園
博愛社こども園

ビオトープ大改造‼

ビオトープ用ポンプ等工事

大阪市

あゆむ保育園

「遊んで」「読んで」元気に“あゆむ”！

肋木、間仕切り、絵本

三島郡

るりの詩保育園

子どもの育ちを深く広げていくための
ドキュメンテーションの実施

絵本ラック、スライドパネル、ままごと用品他

西宮市

幼保連携型認定こども園
一麦保育園

麦のようにまっすぐ伸びよう!!
―麦っ子!!! 広がれ一麦の輪!!!

ミニログパパイヤハウス、
ミニ椅子・テーブルセット他

明石市

明石の西ちいさな保育園

遊びを見つけられる子！ たっぷり遊びこめる子！

ミニジャングラミング

岡山市

小規模保育園しらかば

老人ホームご利用者と一緒に、
心も身体も元気でいっぱい！

ダブルスライダー、アドベンチャージム他

岡山市

ノイエ保育園

笑顔いっぱい 友達いっぱい 体いっぱい動かそう！

三輪車他

岡山市

くんぺるふぁみりえん

砂場は自由表現の極み

砂場

広島県

福山市

宮前保育所

コロナウィルス対策に対応しながら
乳児の発達に必要な環境を整える

乳幼児用折りたたみベッド・おむつ交換台他

徳島県

吉野川市

鴨島中央認定こども園

子どもたちに安全・安心な保育環境を整える

玄関自動ドア改修工事

長崎県

大村市

ちいさな保育園エミー

うれしい たのしいがいっぱい
～体を動かす！がだいすきな子に～

パーゴラ、肋木・鉄棒チャレンジ

大分県

大分市

シャインキッズ

輝く笑顔、ゆたかな心、健やかな成長を願い、
成長発達が著しい乳幼児期に日々様々なものに触れ、
遊びを通してゆたかな心と健やかな体の成長を育む。

ソフトクッション
（スライダー・三段階段・踊り場四角）他

吉野けだな保育園

ここでしか体験できない作品づくり！
キッズバレエ発表会

バレエスタンド、バレエバー、
発表会衣装セット他

中頭郡

中城わらび保育園

うーまく―育て（“やんちゃ”育て）エンジェルリング

木製組合せ遊具ジョイントパークPao

宮古島市

社会福祉法人おおぞら福祉会
事業所内小規模保育所ぽっぽ保育園

「子どものより良い成長を育む遊びを目指して」
～遊びを通して、自己肯定感を育む～

カラフルビーズ、ままごと用品、
バランス遊びセット他

大阪府
（3）

兵庫県
（2）

岡山県
（3）

鹿児島県 鹿児島市

沖縄県
（2）

計 39 施設、助成申請総額 2,991 万円
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