
 子育て施設様限定補助金  

本物の木のぬくもりを子どもたちへ

子どもたちに木心を
　　　　　　　        き ご こ ろ

　　  木心だよ
り

木のぬくもり推進事業 木とふれあう木育推進事業
大阪府補助事業 大阪府補助事業

木製オリジ
ナル家具

園内の木
質化

造り付けオリジナル家具
テラスの木質化

経験豊富なスタッフが補助金申請を徹底サポートいたします!

 

最大250万円 50万円最大

スタッフ写真

2つの補助金は
重複活用できます

国産檜    　　のおもちゃ
(ひのき)



２つの補助金制度について

大阪府内に所在する子育て施設様が『おおさか材』により木質化するために要する
費用の半分(上限250万円)を大阪府が補助します。

平成30年度補助金募集期間　2018年4月16日(月)～2018年7月31日(火)

平成30年度補助金募集期間　2018年4月16日(月)～2018年7月31日(火)

分園新設にあたり、規模が小さく諦めて
いたところ、私たちにも使える補助金
なんだとわかり、木質化を決めました。
改修後、一番喜ばれているのは保護者
です。木の床の上で遊んでいるのを
想像するだけでも嬉しいとおっしゃい
ます。

どろんこ保育園  五藤園長
【保育室の木質化】

子どもたちを木に触れさせたい思いから、
木質化を決めました。
子どもが泣いている時は、テラスに出て
落ち着かせてから遊んだり、ランチや
イベントで使用するなど、それまで
デッドスペースだったテラスを有効利用
できるようになりました。

「ここに住みたい」と言う子がいるぐらい気持ちいい
場所としてとても気に入っています。先生たちも檜の
香りを毎日楽しんでいます。

子供たちは体をべったりと木の床に全身をくっつけて寝て
います。先生たちからも、香りがよく安心感があり
落ち着くと聞いています。

安立保育園  本山園長
【テラスの木質化】

               家より長く過ごす園において、子どもたちが
遊びや読書に落ち着いて取り組める空間になればと木製品
の導入を決めました。木のおもちゃは根気よく積み上げて
出来た時の喜び方が違います！今後は毎月の子育て支援
にもおもちゃを導入できたらいいなと考えています。

この度はご採用ありがとうございました。

今後も皆様の保育環境向上のお力になれる様、

精一杯お手伝いさせて頂きます。

安全・安心「ほんまもん」の木をお楽しみ下さい！

くすのきこども園  今西園長【木製品の導入】

園長先生にインタビュー

『木のぬくもり推進事業』大阪府補助事業

『木とふれあう木育推進事業』大阪府補助事業

床・壁・建具、造り付け家具、
ウッドデッキ等

補助対象「園内の木質化」

大阪府内に所在する子育て施設様が『地域産材』を使った木製品の導入に
要する費用の半分(上限50万円)を大阪府が補助します。
※対象施設において過去に本事業を実施していないこと。

机・椅子・ロッカー、本棚、下駄箱、
おもちゃ、学習教材等

補助対象「木のおもちゃ・木製家具」

木の
ぬくもり
推進事業

木と
ふれあう
木育推進事業

木の

ぬくもり
推進事業

木の

ぬくもり
推進事業

木と

ふれあう

木育推進事業

園内を木質化または家具やおもちゃを導入された

東野材木店よりメッセージ



補助金
対象国産檜のおもちゃ

ひのき

安心・安全な国産檜のおもちゃを
１個からお届けします。

補助金
対象木製オリジナル家具

木と
ふれあう
木育推進事業

木と
ふれあう
木育推進事業

ミニキッチン￥12,960

食材セット￥8,100

大工セット￥10,260

ロッカー机

はこ椅子

日本の山林から、世界の子どもたちへ。

絵本棚

あと1cm . . .もう5 cm . . .におこたえし、
世界に一つの園オリジナル家具をおつくりします。

えほん

えほん 自然塗料で仕上げています

国産材を使用しています

なみのりバブル￥6,480



大阪府入札参加資格承認番号
７０４２６４７

大阪市入札参加資格承認番号
０６１０８２

補助金
対象園内の木質化

ぬくもり　吉泉産業様

園舎新設工事・老朽化対策工事

こぐま保育園分園様(大阪市住吉区)
保育室新設工事／大阪市入札案件

善児園 よいこ園様(大阪市港区)
保育室新設工事／大阪市入札案件

木の
ぬくもり
推進事業

吉泉さくら保育園様(枚方市)
保育室／おおさか檜材使用／床

こぐま保育園様(大阪市住吉区)
保育室／おおさか檜材使用／造り付けオリジナル家具、建具

万代幼稚園様(大阪市住吉区)
教室／おおさか檜材使用／造り付けオリジナル家具

梅香幼稚園様(大阪市此花区)
２階廊下／おおさか檜材使用／床

中かがや幼稚園様(大阪市住之江区)
食堂／おおさか檜材使用／床・壁・建具・カウンター・下駄箱

おおさかの木で子育て施設様の園内を木質化。
あたたかみのある木は、子どもたちの心まであたたかくします。

傷んだ床や壁の「屋内メンテナンス」経年劣化に伴う「屋上防水・
外壁塗装」大阪府・大阪市入札案件による「園舎新設工事」まで
経験豊富なスタッフがお手伝いさせて頂きます。 床メンテナンス



一般社団法人 清水健基金は、清水健氏および、清水奈緒さんの意思を受け継ぎ、入院施設の充実、がん撲滅、難病対策などに
取り組む団体へ個人の事業へ「寄付」として「想い」を届けます。

小児がんと向き合うお子様、

ご家族の「心の救い」に。

その「想い」に賛同し、

“笑い声”が増える、

その日を願い、皆さまからの

「想い」を届けました。

清水健さんの活動を応援しています。清水健さんの活動を応援しています。
一般社団法人 清水健基金

チャイルド・ケモ・ハウス
（兵庫県 神戸市）

ひだまりの社（北海道 伊達市）

木×えがお×想い
未来をつくる子どもたちへ、木について伝える活動をしています。
ほんものに触れ、ほんものを知る。
たった一日の木育保育が、
これからの未来をつくる子どもたちの
創造力や好奇心につながるのなら、
どんなに意味がある一日だろうか。

子どもたちの心に、どんなことが刻まれ、
残っていくのか、それは大人の責任です。

私たちの原動力はこのワクワク感です。

次は君のところへ. . . .

かんな削り

どんくりレース かんなくず遊び

http://清水健基金.com

http://shimizuken.jp

皆様に支えられ「今」があります。
皆様と一緒に心に寄り添える一員でいたい...。
大切な人のために。
ありがとうございます。

ボランティアで、薬の副作用で

悩む方々に手作りの「タオル

帽子」を送られています。

一緒になって“明日の笑顔”

のためにと、皆さまからの

「想い」を届けました。

皆様の「想い」を届けています。200 回以上の舞台で大切な「想い」を



営業時間：月曜～土曜　am  7： 0 0～pm5：3 0　日祝休

子どもたちに
木心を

〒558-0011 大阪市住吉区苅田8-7 -20　
http://www.higashino.co.jp/    E-mail: mail@higashino.co.jp 

東野材木店

06-6696-7551 06-6696-7538

補助金活用事例

大阪市住之江区  どろんこ保育園様
分園新設工事／おおさか檜材使用／床・壁・建具・下駄箱

大阪市住之江区  安立保育園様
屋外テラス工事・防水工事／おおさか檜材使用／ウッドデッキ

枚方市 吉泉さくら保育園様
おおさか檜材使用／床・おもちゃ

大阪市住之江区  中かがや幼稚園様
食堂新設工事／おおさか檜材使用／床・壁・建具・カウンター・下駄箱

大阪市住吉区  こぐま保育園様
本園改修工事／おおさか檜材使用／造り付けオリジナル家具・建具

大阪市住吉区  万代幼稚園様
教室改修工事／おおさか檜材使用／造り付けオリジナル家具

大阪市此花区  梅香幼稚園様
２階廊下改修工事／おおさか檜材使用／床

豊中市  熊野田幼稚園様
国産檜材使用／本棚・はこ椅子

堺市北区  上野芝陽だまり保育園様
国産檜材使用／はこ椅子
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木と
ふれあう
木育推進事業

大阪市東住吉区  新生保育園様
国産檜材使用／オリジナルロッカー

大阪市住吉区  ほわいと保育園様
国産檜材使用／整理棚・おもちゃ

東大阪市  くすのきこども園様
国産檜材使用／机・本棚・おもちゃ

「お陰様で大阪木材大賞を受賞しました」
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