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令和元年度「子どもの居場所」木質空間整備事業　１次募集採択状況
（募集期間：令和元年５月13日～６月14日）

【木造・木質化】
市町村 事業主体 施設名 事業内容
伊那市 伊那市 長谷保育園 砂場屋根の木造化
伊那市 伊那市 伊那北小学校 学童クラブの木質化
飯田市 城歯科クリニック 城歯科クリニック プレイングコーナーの木造化
飯田市 三穂まちづくり委員会 三穂君崎公園 ウッドデッキの木造化
喬木村 喬木村 中原児童公園 ウッドデッキの木造化
信濃町 (株)ＭＥリゾート黒姫 黒姫高原コスモス園・ダリア園（コスモプラザ） 木育広場の木質化
合計 5者 6施設

予算額 12,500,000円
内示額 9,921,000円

【木の調度品・おもちゃ】
市町村 事業主体 施設名 事業内容
軽井沢町 軽井沢トヨタ自動車(株) 長野トヨタ(軽井沢トヨタ) 調度品１種
上田市 上田市 東部保育園 玩具２種
上田市 上田市 北保育園 玩具３種
上田市 上田市 塩尻保育園 玩具５種
上田市 上田市 神科第一保育園 玩具１種
上田市 上田市 下之条保育園 玩具３種
上田市 上田市 泉田保育園 玩具３種
上田市 上田市 塩田中央保育園 玩具３種
上田市 上田市 西塩田保育園 玩具２種
上田市 上田市 塩田北保育園 玩具２種
上田市 上田市 中丸子保育園 玩具２種
上田市 上田市 みなみ保育園 玩具２種
上田市 上田市 西内保育園 玩具４種
上田市 上田市 依田保育園 玩具１種
上田市 上田市 塩川保育園 玩具１種
上田市 上田市 さなだ保育園 玩具１種
上田市 上田市 ちぐさ幼稚園 玩具２種
長和町 長和町 道の駅マルメロの駅ながと・長和町役場 玩具２種、遊具２種
諏訪市 長野トヨタ自動車(株) 長野トヨタ(諏訪店) 調度品１種
箕輪町 箕輪町 松島保育園 調度品４種
箕輪町 箕輪町 長田保育園 調度品２種
箕輪町 箕輪町 木下南保育園 遊具１種
飯田市 城歯科クリニック 城歯科クリニック 玩具３種､遊具２種
松川町 松川町 リフレッシュタウンまつかわの里(室内温水プール) 玩具７種、調度品１種
松川町 松川町 フォレストアドベンチャー・松川 玩具７種、遊具１種
松川町 松川町 信州まつかわ温泉清流苑 玩具５種、調度品１種
松川町 松川町 リフレッシュタウンまつかわの里(スポーツ施設) 玩具４種､調度品１種
売木村 売木村 売木村保育所 玩具３種、調度品１種
木曽町 木曽町 日義小学校 調度品２種
南木曽町 南木曽町 南木曽会館 調度品２種
松本市 (株)ＰＯＮＯ ぽのkids 調度品４種
松本市 (学)松本学園 松本短大幼稚園 玩具２種、遊具１種
塩尻市 (福)みのむし学園 よしだ保育園 遊具１種
塩尻市 (学)御子柴学園 よしだ幼稚園 遊具１種
山形村 山形村 山形村ふれあい児童館 調度品２種
大町市 (特非)キッズウィル 家でも学校でもない第三の居場所キッズウィルガーデン 調度品１種
池田町 池田町 池田保育園 玩具１種
池田町 池田町 会染保育園 玩具１種
長野市 (福)睦会 むつみ家ももの木保育園 玩具１種、調度品３種
長野市 (学)いいづな学園 こどもの森幼稚園子育て支援センター 調度品１種
長野市 (学)黒木学園 信濃ひまわり幼稚園 調度品１種
長野市 (福)はなぞの会 丹波島こども園 遊具１種
長野市 (宗)善敬寺 吉田保育園 遊具１種
須坂市 須坂市教育委員会 須坂市中央児童センター 玩具３種
須坂市 須坂市教育委員会 森上地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 高甫地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 井上地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 豊洲地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 日野地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 日滝地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 仁礼地域児童クラブ 玩具２種
須坂市 須坂市教育委員会 豊丘地域児童クラブ 玩具２種
千曲市 長野トヨタ(株) 長野トヨタ(更埴店) 調度品１種
中野市 中野市 平岡小学校 調度品１種
中野市 (学)マリア学園 中野マリア幼稚園 調度品１種
合計 25者 55施設

予算額 11,250,000円
内示額 8,559,316円



令和元年度「子どもの居場所」木質空間整備事業　２次募集採択状況
（募集期間：令和元年５月13日～６月14日） （募集期間：令和元年８月１日～８月31日）

【木造・木質化】
市町村 事業主体 施設名 事業内容
飯田市 (株)八十二銀行伊賀良支店 (株)八十二銀行伊賀良支店 キッズコーナーの木質化
塩尻市 (学)アイオナ学園 塩尻めぐみ幼稚園 ウッドデッキの木造化
須坂市 八田建設(株) 八田建設(株)本社 ツリーハウスの木造化　ほか
合計 3者 3施設

１次募集後予算残額 2,579,000円
内示額 2,344,267円

２次募集後予算残額 234,733円
【木の調度品・おもちゃ】
市町村 事業主体 施設名 事業内容
飯田市 (株)八十二銀行伊賀良支店 (株)八十二銀行伊賀良支店 調度品２種、玩具３種

飯田市 (社福)慈光福祉会 慈光保育園 調度品１種

根羽村 (特非)矢作川源流の森ねば グリーンハウス森沢 調度品１種
大桑村 大桑村 大桑村子育て支援センター 調度品２種
合計 4者 4施設

１次募集後予算残額 2,690,684円
内示額 1,003,485円

２次募集後予算残額 1,687,199円


