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2021 年 11 月 9 日 

 

待機児童対策・保育所等助成事業 第9回（2021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 9 回（2021 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、2020 年４月～2021 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、183

件の応募がありました（募集期間 2021 年５～７月）。 

厳正なる選考の結果、36 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、今年度は関東・中部地方の贈呈式を 11 月 26 日（金）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 1 日（水）に宮城県、12 月 17 日（金）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 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 

助成 

対象物 
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 第一生命財団 ℡ ０３－３２３９－２３１２ 
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第９回（２０２１年度）助成施設一覧

青森県 三戸郡
幼保連携型認定こども園

たっここども園
夏の遊びを全身で楽しみながら
生活ルールを守り自立心を養う

プール

仙台市
幼稚園型認定こども園
ねのしろいし幼稚園

10年後の自分と10年前の自分 芝生、築山、タイムカプセル等

名取市 名取あけぼのこども園
いつでもダイナミックに体を動かし、気持ちも開放！

～心身共に元気な子ども達の為に～
室内用エアクライミング、大玉用ポンプ

遠田郡 食と森の保育園美里 『日々の生活に自然が寄り添う環境づくり』 ロフト家具、工作ワゴン、ままごと流し台等

福島県 喜多方市 おひさま保育園
子どもに寄り添った丁寧な保育の中で

子ども一人ひとりが体を動かすことを楽しみ
社会性を培っていく

すべり台、ログアスレ

茨城県 水戸市 さんさん保育園
どうなってるの？理事長のあし

～すなおなこころの子どもたちに伝えたいこと～
体験用大腿義足

栃木県 佐野市 はなな保育園本園
『わくわく・ドキドキがいっぱい詰まった

宝箱のような保育園』
ブランコ

埼玉県 蓮田市 とねの会はすだ保育園 乳児から年長まで運動遊びで「できた！」を育む 巧技台セット、バルーン、ミニトンネル

品川区 ほっぺるランド東品川 絵本が心に響く場所。 絵本、キッズソファ、3段5連キャビネット等

中野区 アルテ子どもと木幼保園
心と身体が育つ運動あそび

～子どもが夢中になるサーキット遊びで
身体機能を高める～

ゲームボックス、巧技台、紅白大玉等

北区 MIWAたばた保育園 子どもの心が豊かに育つ“アトリエ” お店屋さんごっこ、棚、テーブル、マット等

横浜市 ひだまりの保育園
心もからだもしなやかに！！

～思わず遊びこみたくなる環境の下で…～
ままごとキッチン、マット、

バランスストーン、平均台等

横浜市 東戸塚かもめ第4保育園
小規模保育施設間の有機的連携を図り、

集団生活の意識を育む保育の実践
トンネルパネル、みんなでままごと、

にこにこブロック等

三浦郡 風の子保育園 もみじの木陰に憩う、おもいおもいの庭 砂場、植栽、ベンチ等

富山県 富山市
幼保連携型認定こども園

西田地方保育園
「やってみたい！やってみよう！」
～チャレンジできる環境づくり～

室内ホール遊具

石川県 金沢市 セルホーといた保育園
セルホーといた忍者修行

～どこでもいける、なんでもできる　カラフル忍者～
バランスボード、ゲームボックス、

マジックマット等

静岡県 浜松市 れんりの子 食農保育を通して「共に生きる力」を育む 絵本、本棚、配膳台・食器セット等

愛知県 額田郡 Kids school でんでんむしハウス
にじいろ菜園

～みて・さわって・あじわって　いろいろ感じよう～
プランター置台

三重県 三重郡 森の風こども園 井戸水と土山を使って子ども達の創造性を育む 井戸

滋賀県 湖南市 阿星あかつき保育園
さまざまな遊びや運動を通して意欲を育て、

丈夫でしなやかな体づくりを行う。
プール

京都府 京田辺市 みんなのき三山木こども園
～揺れて・回って・潜って・投げて～

体を感じて遊ぼう！
ボールプール、ボールセット、ハンモック等

堺市 遊こども園
しなやかなからだとこころを育もう

～全身運動遊びをとおして～
肋木ジャングル遊び、三輪車、

二輪スクーター等

東大阪市 つるばみ保育園 乳幼児の夢をはぐくむ和太鼓とカプラ購入計画 太鼓一式、カプラ

八尾市 八尾たんぽぽ保育園 しなやかな身体づくり 巧技台、丸形はしご、平均台等

施設名称 保育計画
購入希望品

（抜粋）
都道府県 市区町村

宮城県
（3）

東京都
（3）

神奈川県
（3）

大阪府
（3）
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計 ３６施設   助成申請総額 ３,０００万円 

 

神戸市
認定こども園

西鈴蘭台頌栄保育園
もこもこトンネルで広がる世界 木製トンネル

宝塚市 宝塚仏光保育園
子どもだってストレス発散したい！

～青い空の下、屋上庭園でおもいっきり遊ぼう！～
鉄製室外遊具、雲梯

岡山市 原尾島こども園
よい絵本との出会いが子どもを輝かせる！！

～ワクワク・ドキドキ　時に悲しさも
…生きる力の原点は絵本から生まれる～

絵本

岡山市 浮田とちのみこども園 楽しく動いて、どんどん育て、体と心！！ 組み替えステップ、やわらかいだん等

倉敷市 ドルフィン・メイトこども園倉敷
あそびは最高の学び。

『あそびの世界』を真剣に考える。
壁面遊具、フェンス、おさんぽ車等

広島県 福山市 ジョイナス保育園神辺
「健やかな成長を願い、

自然を感じながらゆったりと過ごし、
のびのびと自由に表現できる第二の保育室」

ウッドデッキ安全柵、日よけ用ポール、
ピクニックガーデンハウス

愛媛県 今治市 認定こども園みどり幼稚園
ヨーロッパの上質な玩具を提供し、

子どもの主体性を引き出そう。
～子どものとびっきりの笑顔を求めて～

積木、ジルケ人形、ぬいぐるみ等

福岡県 久留米市 ヤクルトたんぽぽ保育園 野原だよ！全員集合！！ 園庭遊具

熊本市
Emile International School

九品寺園
「知りたい」・「遊びたい」を見つけよう！ 平均台セット、パネルシアター、パペット等

熊本市 植木中央幼稚園 キーボードを取り入れた発表会で、心を磨く保育を ミニキーボード

大分県 大分市 皆春あけぼのこども園
「遊び・学ぶ・体験がこどもの栄養源」
子どもたちにいっぱいの夢と感動を！

トランポリン、跳び箱、平均台等

沖縄県 那覇市 にぬふぁ保育園 「いろみずできた！」沖縄の空と風と自然を感じる園庭 シンボルツリー、砂場、鉄棒等

施設名称 保育計画
購入希望品

（抜粋）

兵庫県
（2）

岡山県
（3）

熊本県
（2）

都道府県 市区町村


