
（Ｈ２９．７．３1現在）

登録
番号

登録
年月日

登録者
の種別

登録者名 子育て応援の主な活動内容

1 H27.4.23 団体 おはなしやさん 乳幼児・未就学児が対象の絵本の読み聞かせ

2 H27.4.23 団体 ＮＰＯ法人 テツプロ 子どもたちが対象の「鉄のものづくり」を通した製作体験

3 H27.4.23 ﾎﾃﾙ ホテルサンルート室蘭
子育て情報誌の設置、「赤ちゃんの駅」への登録、従業員の職
場環境整備

4 H27.4.23 企業 室蘭まちづくり放送 株式会社
子育て情報の発信、親子イベントの開催、従業員の職場環境
整備、「北海道家庭教育サポート企業等制度」への登録

5 H27.4.23 企業 株式会社 エム・ツー・カンパニー 子育て情報の発信、親子イベントの開催

6 H27.4.23 商業 株式会社 平林紙店
子育て情報誌の設置、親子イベントの開催、従業員の職場環
境整備、「北海道家庭教育サポート企業等制度」への登録

7 H27.4.23 団体
むろらんカルチャーナイト実行委員
会

親子イベントの開催

8 H27.4.23 団体 子育てサポート 「ＳＡＭＡＹＯＫＡ
サ マ ヨ カ

」
親支援プログラム（NPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾄﾘﾌﾟﾙPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ｺﾓﾝｾﾝｽﾍﾟｱﾚﾝ
ﾃｨﾝｸﾞ）の企画・実施、支援相談業務の研修、子ども向けＳＳＴ

9 H27.4.23 飲食店 彩食茶房　松の実
「赤ちゃんの駅」への登録、子ども用イス・クーハンの設置、子
ども用メニュー

10 H27.4.28 団体
ＮＰＯ法人
ワニワニクラブの仲間達の会

子育て支援サークルの運営・事業の主催、絵本の読み聞かせ
や貸し出し、「北海道すきやき隊」への登録

11 H27.4.30 団体 中島商店会コンソーシアム
絵本の読み聞かせ・お絵描き教室・おもちゃの病院の実施、段
ボールハウスの設置

12 H27.5.8 理美容 アトリエ グランテルノ 子育て情報誌の設置、キッズスペースの設置

13 H27.5.13 団体 本輪西ほたるの会 ホタルの観賞会を通した親子の交流や子育て世代の親睦

『子育て応援団』登録者一覧
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登録者名 子育て応援の主な活動内容

14 H27.5.13 企業 第一鉄鋼 株式会社
従業員の職場環境整備（育休等の制度充実、育休後の職場復
帰支援）、「北海道家庭教育サポート企業等制度」への登録

15 H27.5.13 企業
新日鐡住金 株式会社
棒線事業部 室蘭製鐡所

小中学生が対象の工場見学、従業員の職場環境整備、「北海
道家庭教育サポート企業等制度」への登録

16 H27.5.13 団体 八丁平子育てサロン 子育てサロンの開設（親子の交流・親睦、子どもたちへの食育）

17 H27.5.14 福祉
合同会社マーベラス
デイサービスセンター かなで

子育て情報誌の設置、「赤ちゃんの駅」・「子どもを守る家」への
登録、職場体験、従業員の職場環境整備、「北海道家庭教育
サポート企業等制度」への登録

18 H27.5.18 企業
ＪＸエネルギー 株式会社
室蘭製造所

子育て情報誌の設置、小中学生が対象の製造所見学、わくわく
環境教室の開催、「童話の花束」チャリティー活動、地域の親子
交流（餅つき大会）への協力、「北海道家庭教育サポート企業
等制度」への登録

19 H27.5.18 企業 ハウスドゥ！ 室蘭店
子育て情報誌の設置、キッズコーナーの設置、「赤ちゃんの
駅」・「子どもを守る家」への登録、従業員の職場環境整備、地
域の親子交流への協力

20 H27.5.20 理美容 Ａｍｉｂｅｌｌｅ
ア ミ ベ ル 子育て情報誌の設置、キッズコーナーの設置、「赤ちゃんの駅」

への登録

21 H27.5.20 団体
室蘭市ときわ地区民生委員児童委
員協議会 「ときわ子育てサロン」

子育てサロンの開設（親子の交流・親睦、親子イベントの実施）

22 H27.5.20 団体 寿町子育てサロン 子育てサロンの開設（親子の交流・親睦、親子イベントの実施）

23 H27.5.21 企業 大和工業 株式会社 室蘭事業所 保育施設の遊具の修理や建物設備の補修等

24 H27.5.22 団体 子育てサークル 「はとぽっぽ」 子育てサークルの開設（親子の遊び・交流・情報交換）

25 H27.5.22 企業 新和産業 株式会社 子育てサロン等への寄附（伊達直人プロジェクト）

26 H27.5.27 医療
社会医療法人
製鉄記念室蘭病院

「赤ちゃんの駅」への登録、従業員の職場環境整備（院内保育
所）

27 H27.5.27 個人 Ｃ✳ｍ
ﾁｮｺ✳ﾐﾙ

　craft
ｸ ﾗ ﾌ ﾄ

工房
子ども向けの雑貨製作体験、小学校ＰＴＡへの出前講座、親子
イベントへの参加

28 H27.6.2 企業 有限会社 中村たたみ店 子育て情報の提供、学校等への畳の寄贈
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29 H27.6.2 団体 日本製鋼所室蘭労働組合 子どもの教育に関する備品の寄贈、従業員の職場環境整備

30 H27.6.3 団体 ゆめたまご 子ども向けの雑貨製作体験

31 H27.6.3 個人 ぶきっちょ工房✳CHIRORU
チ ロ ル

✳ 子ども向けの雑貨製作体験

32 H27.6.9 団体 室蘭地方塗装協同組合 公園の遊具や保育施設などの塗装

33 H27.6.9 企業 株式会社 北海道銀行 室蘭支店
子育て情報誌の設置、小学生向け体験イベントの開催、従業
員の職場環境整備、「北海道家庭教育サポート企業等制度」へ
の登録

34 H27.6.9 医療
社会医療法人 母恋
日鋼記念病院

「赤ちゃんの駅」への登録、従業員の職場環境整備（院内保育
所）、「北海道すきやき隊」への登録

35 H27.6.10 企業
中間貯蔵・環境安全事業 株式会社
（ＪＥＳＣＯ）北海道ＰＣＢ処理事業所

小中学生が対象の施設見学、従業員の職場環境整備

36 H27.6.10 団体
ＮＰＯ法人
ビオトープ・イタンキin室蘭

子どもたちへの自然体験学習の実施

37 H27.6.10 企業 株式会社 楢崎製作所 小中学生が対象の工場見学、従業員の職場環境整備

38 H27.6.11 法律 北海道みらい法律事務所
キッズスペース・ベビーベッド等の設置、従業員の職場環境整
備

39 H27.6.11 団体 室蘭友の会 子育て世代向けの勉強会や子ども会の実施

40 H27.6.11 団体 室蘭市管工事業協同組合 公園の水回り点検・整備

41 H27.6.15 企業 株式会社 住宅夢工房
従業員の職場環境整備（未就学児のいる従業員の短時間勤
務、出産・育児等による退職者の再雇用制度）、「北海道あった
かファミリー応援企業登録制度」への登録

42 H27.6.15 企業 株式会社 三好製作所 室蘭工場
子育て情報の提供、中学生（小学生は要相談）が対象の工場
見学、従業員の職場環境整備（パート時間の変則勤務）

43 H27.6.15 団体 土屋ホーム安全協力会 室蘭支部 子育て情報の提供、公園等へのベンチの寄贈
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44 H27.6.16 町会 白鳥台みなみ町会
子どもたちの登下校時の安全パトロール等、町内の子どもたち
との交流

45 H27.6.17 商業 輪西商店街振興組合
子どもたちの登下校時の安全パトロール等、「北海道家庭教育
サポート企業等制度」への登録

46 H27.6.17 商業 有限会社 ツチダ
子どもたちの登下校時の安全パトロール等、「子どもを守る家」
への登録

47 H27.6.22 団体 育児サークル 「白鳥キッズ」 子育てサークルの開設（親子の遊び・交流・情報交換）

48 H27.6.30 町会 八丁平連合町会
子どもたちの登下校時の安全パトロール等、地域の親子交流
（花植え）

49 H27.6.30 企業 株式会社 室蘭民報社
子育て情報の提供、子ども向け職場体験・工場見学、親子新聞
づくり体験、スポーツ大会を通じた青少年の健全育成

50 H27.6.30 企業 小川工業 株式会社
公園の草刈り・清掃、地域の親子交流（お祭り）への協力、従業
員の職場環境整備

51 H27.7.3 団体 おもちゃの病院 「中島」 壊れたおもちゃの修理会の実施

52 H27.7.6 企業 株式会社 土屋ホーム 室蘭支店
従業員の職場環境整備、「北海道家庭教育サポート企業等制
度」への登録

53 H27.7.7 企業 有限会社 アートビルディング 子育て情報誌の設置、子育て世帯の負担軽減サービス

54 H27.7.8 団体 子育てサークル 「ちびたっち」 子育てサークルの開設（親子の遊び・交流・情報交換）

55 H27.7.13 団体
室蘭市輪西地区青少年健全育成
推進協議会

子ども向けの行事や催し物の実施

56 H27.7.13 団体 輪西地区子どもを守るパトロール隊 子どもたちの登下校時の安全パトロール等

57 H27.7.13 団体
蘭西七町地区子どもを守る安全推
進協議会

子どもたちの登下校時の安全パトロール等

58 H27.7.13 企業 大基建設 株式会社
従業員の職場環境整備（こども参観日（職場見学）、インターン
シップの受け入れ）、「北海道あったかファミリー応援企業登録
制度」への登録
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59 H27.7.13 団体 中島民和会 「お元気会」 地域の親子交流（花壇整備、子供みこし、幼児用お話会）

60 H27.7.13 企業 株式会社 耕電設 保育施設へのクリスマスイルミネーションの取り付け

61 H27.7.15 団体 室蘭ライオンズクラブ
子どもたちの安全パトロール用ベストの寄贈、薬物乱用防止講
座

62 H27.7.15 企業 有限会社 のぞえ商事
子育てイベントへの参加、「どさんこ・子育て特典制度」への登
録

63 H27.7.27 団体 室蘭ふきのとう文庫 子ども向けの布絵本や布遊具の作成・貸し出し

64 H27.7.27 団体
港南地区子どもを守る安全推進協
議会

子どもたちの登下校時の安全パトロール等

65 H27.7.31 団体 室蘭北斗ライオンズクラブ
子どもたちの安全パトロール用ベストの寄贈、薬物乱用防止講
座

66 H27.8.6 団体 蘭中地区子どもを守る推進協議会 子どもたちの登下校時の安全パトロール等

67 H27.8.6 団体 子育て応援EXPO事業実施委員会 子育てイベントの開催、子育て親子の交流

68 H27.8.17 団体
室蘭工業大学まちづくり部
ＰＡネットワーク

小学生への勉学支援、小学生が対象の科学実験教室の開催

69 H27.8.28 企業 室蘭信用金庫
子育て情報の提供、「赤ちゃんの駅」・「子どもを守る家」への登
録、少年野球・サッカー大会の開催

70 H27.9.2 企業 株式会社 エリアエージェント
従業員の職場環境整備、住宅相談会でのキッズスペース設
置、子育てイベントへの参加、七夕・おみこしの寄附

71 H27.9.3 企業 建成ホーム 株式会社 子育てイベントへの参加

72 H27.9.3 企業 コインランドリー＆クリーニングもも 子育て情報の提供、子育てイベントへの参加

73 H27.9.11 企業 株式会社 日光美装
子育て情報の提供、従業員の職場環境整備、子どもたちの登
下校時の安全パトロール、子育て講座の開催
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74 H27.9.24 飲食店 元祖石焼食堂 石焼くらぶ 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

75 H27.9.24 商業 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟ　ＲＯＳＥ
ロ ー ズ

 ＭＩＳＴ
ミ ス ト

子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

76 H27.9.24 飲食店 母恋めし本舗 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

77 H27.9.24 商業 有限会社 花のながはら 子育て情報の提供、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

78 H27.9.25 飲食店 中華食堂 一龍 子育て情報の提供、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

79 H27.9.28 商業 有限会社 フラワーショップ サンワ 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

80 H27.9.28 商業 有限会社 えいわえん 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

81 H27.9.28 商業
株式会社 小野寺商会
テーブルギャラリー 蘭風

子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

82 H27.9.29 団体 わくわく工房 子育てイベントへの参加、親子体験講座の実施

83 H27.10.2 企業 株式会社 エルム 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

84 H27.10.5 飲食店 旬菜ダイニング 福わらい
子育て情報誌の設置、従業員の職場環境整備、「どさんこ・子
育て特典制度」への登録

85 H27.10.14 団体 室蘭ロータリークラブ 子育てイベントの開催

86 H27.10.16 個人 Ｂｅａｄｓ＆Ｂｅａｄｓ
ビーズ アンド ビーズ

子育てイベントへの参加

87 H27.10.16 団体 室蘭東ライオンズクラブ
子どもたちの安全パトロール用ベストの寄贈、薬物乱用防止講
座

88 H27.10.26 商業 株式会社 菊地寝具店
子育て情報誌の設置、従業員の職場環境整備、「赤ちゃんの
駅」・「どさんこ・子育て特典制度」への登録
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89 H27.10.26 商業 株式会社 高岡　旅良菓 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

90 H27.10.26 商業 株式会社 川原家具店 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

91 H27.10.27 ﾎﾃﾙ 室蘭プリンスホテル
子育て情報の提供、「赤ちゃんの駅」への登録、従業員の職場
環境整備

92 H27.10.29 企業 株式会社 住まいのウチイケ
子育て情報誌の設置、子育てイベントへの参加、従業員の職
場環境整備

93 H27.11.4 団体 ＦＭびゅー　ｔｅａｍラジっ娘♥
子育て情報の提供（子育て応援ラジオ番組の制作、子育て情
報誌への情報提供）

94 H27.11.16 商業 道下靴店 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

95 H27.11.25 商業 有限会社 ヤマコしらかわ
子育て情報誌の設置、「子どもを守る家」・「どさんこ・子育て特
典制度」への登録

96 H27.12.3 飲食店 居酒屋　大将 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

97 H27.12.3 商業 ごとう時計メガネ店 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

98 H27.12.7 商業 ふぁみりーはうす　キクヤ 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

99 H27.12.10 飲食店 松そば 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

100 H27.12.10 商業 靴のタイラ 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

101 H27.12.14 団体 室蘭市東地区町会連合会
子どもたちの登下校時の安全パトロール、地域の親子交流（盆
踊り大会）

102 H27.12.14 企業
住友生命保険相互会社
札幌支社　室蘭支部

子育て情報の提供、従業員の職場環境整備、子ども向け職場
見学会・こども絵画コンクールの実施、学童保育等の支援

103 H27.12.28 団体
大沢小学校読み聞かせ
ボランティア

児童への本の読み聞かせ（大沢小学校・陣屋小学校）
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104 H27.12.28 企業
生活協同組合コープさっぽろ
東むろらん店

子育て世帯の負担軽減サービス、子育てイベントへの参加

105 H27.12.28 企業
生活協同組合コープさっぽろ
しが驛前店

子育て世帯の負担軽減サービス、子育てイベントへの参加

106 H28.1.15 その他 手もみ工房　えいる 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

107 H28.1.19 医療 医療法人社団 福田歯科 キッズスペース・ベビーキープの設置

108 H28.1.26 商業 雅古
マサコ

「どさんこ・子育て特典制度」への登録

109 H28.2.1 商業 株式会社 多田薬局本店
子育て情報の提供、従業員の職場環境整備、「どさんこ・子育
て特典制度」への登録

110 H28.2.3 企業 東海建設 株式会社
子育て情報の提供、子育てイベントへの参加、従業員の職場
環境整備

111 H28.2.3 その他 共生舎スタディラウンジむろらん 子育て情報誌の設置、子育て親子の交流の場の提供

112 H28.2.8 団体 室蘭東ロータリークラブ 子育てサロン等への支援、子育て相談会の開催

113 H28.2.23 学校 国立大学法人 室蘭工業大学
子育て情報の提供、「赤ちゃんの駅」への登録、ベビーキープ・
ベビーシートの設置、子ども向けイベントの実施、従業員の職
場環境整備

114 H28.3.1 町会 絵鞆町会
子どもたちの登下校時の安全パトロール等、地域の親子交流
（親子ふれあい農園）

115 H28.3.11 団体 室蘭イタンキ浜鳴り砂を守る会
子どもたちへの環境意識の啓発（学校への出前学習会やパネ
ル展の実施）

116 H28.3.11 団体 室蘭登別たたらの会 たたら製鉄を通したものづくり体験学習の実施

117 H28.4.7 商業 株式会社 エルム楽器 室蘭支店
子育て情報誌の設置、子どもや親子向けコンサートの実施、子
育てイベントへの参加、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

118 H28.5.12 飲食店 カフェ　SOLANA
ソ ラ ー ナ

子育て情報誌の設置、子育て親子の交流の場の提供、オムツ
替え・授乳スペースの設置、「どさんこ・子育て特典制度」への
登録
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119 H28.5.30 団体 港南町子ども会 地域の子どもたちへの学習サポート（てらこや さくら）の実施

120 H28.6.10 団体
室蘭市子育て情報誌作成実行委員
会

子育て情報誌の作成、子育て支援事業への協力

121 H28.6.16 その他 信創塗装 「どさんこ・子育て特典制度」への登録

122 H28.6.22 企業 株式会社 フヨウサキナ
子育て情報誌の設置、キッズスペースの設置、従業員の職場
環境整備、「子育てサポート企業」の認定（厚労省）

123 H28.6.29 商業 大町商店会
子育て情報の提供、子どもたちの安全パトロールの実施、「子
どもを守る家」への登録

124 H28.7.4 商業 株式会社 日昇堂 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

125 H28.7.11 企業 北海道新聞社 室蘭支社 子育て情報の提供、子ども向け見学会・研修の実施

126 H28.7.14 団体 ＮＰＯ法人 室蘭母子福祉会 親子向け交流事業の実施（親子レク・親子生け花など）

127 H28.7.14 飲食店 有限会社 肉鍋 乃ざ喜
子育て情報誌の設置、おもちゃや絵本の設置、「どさんこ・子育
て特典制度」への登録

128 H28.7.19 個人 村田 弘美 通学路での交通安全街頭啓発の実施（個人活動）

129 H28.7.20 企業 株式会社 ハンズコーポレーション 子育て情報誌の設置、子育てイベントへの参加

130 H28.7.25 飲食店 天勝 子育て情報誌の設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登録

131 H28.7.28 団体 東明地区連合町会 子育て情報の提供、幼稚園・保育所との交流会の実施

132 H28.8.2 団体 室蘭市交通安全指導員会
子どもの登校時や各種イベント時における交通安全指導の実
施

133 H28.8.3 企業 富士建設 株式会社
子育て支援や子どもの安全に関する活動（親子が利用する施
設周辺の草刈りやごみ拾いなど）、従業員の職場環境整備
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134 H28.8.19 企業
ワールドホーム 株式会社
スイートデコレーション室蘭中央店

子育て情報誌の設置、ベビーシート付買い物カートの設置、従
業員の職場環境整備（子育て中のスタッフのシフト優遇）、「どさ
んこ・子育て特典制度」への登録

135 H28.8.19 団体 木舎 子育てイベントへの参加

136 H28.8.24 企業 道南バス 株式会社 子育て情報誌の設置、従業員の職場環境整備

137 H28.9.6 商業 コスメティック マルヤマ
従業員の職場環境整備（子育て中のスタッフのシフト優遇）、
「どさんこ・子育て特典制度」への登録

138 H28.9.7 企業 株式会社 西野製作所
小中高校生が対象の工場見学、中学生が対象の体験学習の
受け入れ、高校生が対象のインターンシップの受け入れ

139 H28.9.8 個人 上村 孝吉 おはなし会や赤ちゃんライブラリーでの読み聞かせボランティア

140 H28.9.8 商業 真田商店 「子どもを守る家」への登録、町内会の子ども会事業への協力

141 H28.9.28 商業 菓子工房 モンパリ
子育て情報誌の設置、従業員の職場環境整備（子育て支援援
助金の支給）、「どさんこ・子育て特典制度」・「子どもを守る家」
への登録

142 H28.10.3 企業 北海道電力 株式会社 室蘭支店
子育て情報の提供、スクールゾーン周辺の環境整備、子育てイ
ベントへの参加・実施、「子どもを守る家」への登録、「子育てサ
ポート企業」の認定（厚労省）

143 H28.10.5 団体
ＮＰＯ法人 河川環境センター
知利別川を愛する会

子育てイベントの実施

144 H28.10.5 個人 藤当 満
小学校などへの環境問題に対する出前講座の実施、「子どもを
守る家」への登録

145 H28.10.7 個人 中山 ゆう子 図書館での読み聞かせ、ブックスタートのボランティア

146 H28.10.17 企業 北海道労働金庫 室蘭東支店
子育て情報誌の設置、子育てイベントの実施、従業員の職場
環境整備

147 H28.10.17 企業 北海道労働金庫 室蘭支店
子育て情報誌の設置、子育てイベントの実施、従業員の職場
環境整備

148 H28.10.18 理美容 ＢａｒＢｅｒ ヤマウチ
子育て情報の提供、「子どもを守る家」・「どさんこ・子育て特典
制度」への登録
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149 H28.10.20 団体 室蘭スノーボード協会 子育てイベントの開催、子育て親子の交流

150 H28.10.20 団体 むろらん冬まつり実行委員会 子育てイベントの実施

151 H28.10.21 個人 渡部 あゆみ 図書館での読み聞かせ、ブックスタートのボランティア

152 H28.10.26 企業 室蘭舗道建設 株式会社 幼稚園の駐車場整備

153 H28.11.1 団体 イロドリマルシェ実行委員会 子育てイベントの開催、子育て親子の交流

154 H28.11.1 団体 おうちｓｈｏｐ ｃｏ-ｎｏ-ｍｉ
コ ノ ミ 子育てイベントへの参加、「どさんこ・子育て特典制度」への登

録

155 H28.11.15 団体 室蘭中央飲食店組合
地域の子育て支援への寄附（通学路への防犯灯設置や母子家
庭支援など）

156 H28.11.17 団体 ｃｏｌｏｒ
カ ラ ー

・ｇｒａｃｉｅｓ
グラシアス

子育て世帯の負担軽減サービス、子育てイベントへの参加

157 H28.11.17 個人 吉田 千恵 図書館での読み聞かせ、ブックスタートのボランティア

158 H28.11.29 団体 室蘭北ロータリークラブ 青少年育成活動への支援

159 H28.12.7 商業 有限会社 酒本商店 「子どもを守る家」・「どさんこ・子育て特典制度」への登録

160 H28.12.7 飲食店 有限会社 若鶴
子育て情報誌の設置、おもちゃや子ども用イスの設置、「どさん
こ・子育て特典制度」への登録

161 H28.12.7 飲食店
ＣＡＦＥ＆ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ
みるく亭

子育て情報誌の設置や子育てイベントのポスター掲示

162 H28.12.8 個人 蔦田 由紀子 図書館での読み聞かせ、ブックスタートのボランティア

163 H28.12.9 企業 大同電設 株式会社
従業員の職場環境整備（制度に関するパンフレットの回覧・配
布）、「北海道あったかファミリー応援企業登録制度」への登録
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164 H28.12.20 商業 コスモス 児童養護施設への寄附や文房具などの寄贈

165 H28.12.26 個人 大原 妙 図書館での読み聞かせ、ブックスタートのボランティア

166 H29.1.4 個人 室蘭ベビーラップアドバイザー ベビーラップ（抱っこひも）の普及活動（体験会・講習会など）

167 H29.1.5 企業 藤川建設 株式会社 児童福祉施設へのお菓子などの寄贈、従業員の職場環境整備

168 H29.1.16 飲食店 ｓｏｒａ
ソ ラ

．café
カフェ 子育て情報誌の設置、子育てイベントへの参加、「どさんこ・子

育て特典制度」への登録

169 H29.1.23 商業 くらしの雑貨 Ｋｕｒｕ－ｒｕ
ク ル ル

子育てイベントへの参加

170 H29.1.23 個人 小岡 加代子
子育てイベントへの参加、「どさんこ・子育て特典制度」への登
録

171 H29.1.25 企業 有限会社 土屋建設 子育てイベントへの参加

172 H29.1.31 個人 浦田 智子 子育てイベントの実施

173 H29.2.1 企業 有限会社 スズランデンタル・ラボ 従業員の職場環境整備

174 H29.2.7 個人 下地 哲子 図書館での読み聞かせ、ブックスタートのボランティア

175 H29.3.2 その他 すのさき鍼灸整骨院
子育て世代のお母さん向け体験講座、「どさんこ・子育て特典
制度」への登録、「「子どもを守る家」への登録

176 H29.3.10 その他 スポーツクラブ ジョイフィット室蘭 子育てイベントへの参加

177 H29.3.15 商業 舞妓の茶 ささき
「どさんこ・子育て特典制度」への登録、「子どもを守る家」への
登録

178 H29.3.15 団体 WIN海陽　女子後援会
スポーツ少年団のサポート、選手・指導者・保護者の交流イベ
ント実施
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179 H29.4.12 商業 パティスリーブラン 子育て情報誌の設置、親子イベントへの参加

180 H29.4.12 団体 WIN海陽　男子後援会
スポーツ少年団のサポート、選手・指導者・保護者の交流イベ
ント実施

181 H29.4.26 団体 白鳥台の未来を創るSproject
商業施設の空きスペースにえほん図書館開設・運営、子育て
情報誌の設置

182 H29.4.28 商業 北海道マツダ販売株式会社室蘭店
店内にキッズコーナー設置、赤ちゃんの駅登録、車の試乗に
チャイルドシート取り付け、「どさんこ・子育て特典制度」への登
録

183 H29.4.28 商業 北海道日産自動車株式会社室蘭店
店内にキッズコーナー設置、「どさんこ・子育て特典制度」への
登録

184 H29.5.1 商業
ネッツトヨタ苫小牧株式会社室蘭キ
テネッツ館

店内にキッズコーナー設置、赤ちゃんの駅登録、「どさんこ・子
育て特典制度」への登録

185 H29.5.1 商業 室蘭ダイハツ株式会社
店内にキッズコーナー設置、本を読む楽しさを教えたいので、
店内に図鑑を設置、子育てイベントへの参加、「どさんこ・子育
て特典制度」への登録

186 H29.5.11 商業 天然酵母の蒸しパン屋まるぱん
赤ちゃんの駅登録、店舗併設で子どもの屋外遊び場設置、子
育て情報誌の設置

187 H29.5.25 団体 ととけっこう
図書館やサンキッズなどで、わらべ歌遊びや絵本の読み聞か
せ

188 H29.5.26 団体 海陽小学校おかんの会
親子登山、マラソン大会前のイタンキ浜清掃、海陽子どもフェス
ティバルのお手伝い

189 H29.6.1 団体

Saxophone　Ensemble　SaxPal
（サクソフォンアンサンブル　サクパ
ル

子どもと親を対象とするサクソフォン演奏、楽器を使った触れ合
い

190 H29.6.13 企業 マルハン室蘭店
店内に子育て情報誌の設置、従業員の親子参加のイタンキ浜
清掃

191 H29.6.26 商業 清香園茶舗
店内に子育て情報誌設置、「どさんこ・子育て特典制度」への登
録

192 H29.7.12 団体 室蘭市民美術館をささえる会 子ども対象の港の写生会とその作品展示の実施

193 H29.7.31 商業 トヨタカローラ苫小牧株式会社室蘭店
店内にキッズコーナー、ベビーベッド設置、子育て情報誌設置、
「どさんこ・子育て特典制度」への登録
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