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保育所運営の JP ホールディングス、交通安全活動への協力が評価 

「アスク浅草橋保育園」が『蔵前警察署長賞』を受賞 

～秋の全国交通安全に伴う交通功労者等表彰式～ 

 

JP ホールディングス（愛知県名古屋市、社長：山口洋）が運営する東京都認証保育

所の「アスク浅草橋保育園」は、12 月 13 日（火）に行われた警視庁蔵前警察署主催の

「秋の全国交通安全運動に伴う交通功労者等表彰式」で、「特別功労寄与団体」として

「蔵前警察署長賞」を受賞しました。毎年秋の全国交通安全運動に伴い行われる同署の

交通安全活動に、3 年連続で協力したことが評価されたもので、表彰式には同園の園長

と職員、園児、計 14 人が出席しました。 

「アスク浅草橋保育園」は、社会貢献活動の一環として 2009 年から蔵前警察署の交

通安全活動に協力しています。今年 10 月にも、保育士と園児が地域のボランティアの

方と一緒に、事故防止を啓発するポケットティッシュの配布や、横断幕を掲げました。

このような形で通行人に交通安全を呼びかけることで、近年の蔵前警察署管内における

交通事故件数の減少に貢献しました。 

当社が運営する保育所が、警察署長賞を受賞するのは今回が初めてです。今後も、こ

うした取り組みによる各地域や企業との連携を通して、地域社会に密着した貢献活動を

推進していきます。 

 

 

【アスク浅草橋保育園概要】 

名称 アスク浅草橋保育園 

形態 東京都認証保育所 

所在地 東京都台東区浅草橋 3-19-2  

富士ビル２Ｆ 

電話番号 03-5833-4835 

開園時間 月曜～土曜 7：30～22：00 

日曜祝祭日 8：00～18：00 

 

報道資料 

授賞式の様子 
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JP ホールディングスの運営施設一覧 

 No. 形態 所在地 保育園名 No. 形態 所在地

1 アスク二番町保育園 1

2 アスク関町北保育園 2

3 アスクもんなか保育園 3

4 アスクうのき保育園 4

5 アスク勝どき保育園 5

6 アスク晴海3丁目保育園 6

7 アスク芝浦４丁目保育園 7

8 アスク上板橋保育園 8

9 アスクやくも保育園 9

10 アスク大森保育園 10

11 アスク石神井台保育園 11

12 アスク豊玉中央保育園 12

13 アスク西一之江保育園 13

14 アスクむさし小金井保育園 14

15 アスクこくぶんじ南町保育園 15

16 アスク石神井まち保育園 16

17 アスクたなし保育園 17

18 アスク上大岡保育園 18

19 アスク戸塚保育園 19

20 アスクいどがや保育園 20

21 アスク大倉山保育園 21

22 アスク吉野町保育園 22

23 アスク北山田保育園 23

24 アスク和田町保育園 24

25 アスクセンター南保育園 25

26 アスクセンター北保育園 26

27 アスク港南中央保育園

28 アスク藤が丘保育園

29 アスク新杉田保育園 No. 学童クラブ・児童館 所在地 保育園名

30 アスクさぎぬま保育園 1 学童クラブ 東京都

31 アスク高津保育園 2

32 アスク日吉本町開善保育園 3

33 アスク日吉東保育園 4

34 アスク馬車道保育園 5

35 アスク山下町保育園 6

36 アスク川崎東口保育園 7

37 アスク川崎西口保育園 8

38 アスク元住吉保育園 9

39 アスク溝の口保育園 10

40 アスク大和保育園 11

41 アスク新丸子保育園 12

42 アスク宮前平えきまえ保育園 13

43 川崎市宮前平保育園 14

44 アスクゆめみらい保育園 15

45 アスク上小田中保育園 16

46 アスク下小田中保育園 17

47 アスク武蔵小杉保育園 18

48 アスク向ヶ丘遊園北保育園

49 アスク向ヶ丘遊園南保育園 19

50 アスクかじがや保育園 20

51 アスク東門前保育園 21

52 アスク東川口保育園 22

53 川口市立 川口駅前保育所 23

54 川口市立青木保育所 24

55 アスク東大宮保育園 25

56 アスク志木駅前保育園 26

57 アスクわかば保育園 27

58 野田市立尾崎保育所 28

59 野田市立古布内保育所 29

60 アスク川間保育園 30

61 アスク舞浜保育園 31

62 アスク海浜幕張保育園 32

63 アスク七光台保育園 33

64 尾張旭市立茅ヶ池保育園 34

65 アスク新瀬戸保育園 35

66 江南市立布袋北保育園 36

67 大府市立共和東保育園 37

68 大阪府 アスク久宝寺駅前保育園 38

69 宮城県 アスク長町南保育園 39 千葉県

1

No. 形態 所在地 保育園名 2

1 あざみ野保育室 3

2 本牧保育室 4 埼玉県

3 山手保育室 5

1 港区たかはま保育室 6

2 港区桂坂保育室 7

3 保育室 小島保育室 ※一覧は2011年11月1日時点

1 認定保育園 神奈川県 アスク橋本保育園

2 愛知県 アスクあじま保育園 72施設

3 京都府 アスク向日保育園 26施設

6施設

40施設

7施設

保育園名

アスク池上保育園

アスク不動前保育園

アスク東大島保育園

アスク西新宿保育園

アスク下丸子保育保育園

アスク板橋保育園

アスク晴海保育園

アスクおんたけ保育園

アスクお台場保育園

アスク汐留保育園

アスク飯田橋保育園

アスク永福保育園

アスク両国保育園

アスク雪谷大塚保育園

埼玉県

アスク明大前保育園

アスク浅草橋保育園

アスク西国分寺保育園

アスクやのくち保育園

アスク豊洲保育保育園

調布市立おおまち第二学童クラブ

三鷹市六小学童保育所B

アスク人形町駅前保育園

アスク江戸川まつしま保育園

渋谷区長谷戸小学校放課後クラブ

神奈川県

千葉県

千代田区二番町こどもクラブ

港区桂坂児童クラブ

アスク神楽坂保育園

アスク亀戸保育園

狭山市立中央児童館

北区立赤羽西五丁目育成室

港区放課GO→しば

渋谷区臨川小学校放課後クラブ

社会福祉法人

東京都

アスクひばりヶ丘保育園

アスク池袋保育園

アスク高田馬場保育園

三鷹市南浦小学童保育所A
愛知県

三鷹市六小学童保育所A

野田市立二川学童保育所

東京都
認証保育所

東京都

保育所
（計104カ所）

江東きっずクラブ一亀

台東入谷こどもクラブ

北区第一さくらクラブ

北区第二さくらクラブ

学童クラブ

児童館

認可保育所（暫定認可含む）

認証保育所

その他

学童クラブ・児童館

保育所

横浜保育室 神奈川県

渋谷区猿楽小学校放課後クラブ

渋谷区広尾小学校放課後クラブ

渋谷区加計塚小学校放課後クラブ

北区立袋育成室

練馬区立関町小学童クラブ

中野区立啓明学童クラブ

中野区立江原学童クラブ

中野区立中野神明学童クラブ

渋谷区常磐松小学校放課後クラブ

放課GO→おなりもん

江東区げんきっず扇橋

江東区げんきっず平久

江東区げんきっず五大

尾張旭市三郷児童館

尾張旭市中部児童館

三鷹市南浦小学童保育所B

三鷹むらさき子どもひろば

北区立赤北ひばりクラブ

三鷹むらさき子どもひろば

三鷹市四小学童保育所

暫定保育室 東京都

中野江原こどもクラブ

中野区立かみさぎ学童クラブ

調布市立ふじみだい学童クラブ

認可保育所

稲城市矢野口こどもクラブ

港区放課GO→ひがしまち

港区放課GO→ほんむら

北区立赤羽西五丁目児童館

調布市立おおまち第一学童クラブ

中野区立谷戸学童クラブ

港区放課GO→あかさか

東京都

愛知県

児童館

津島市中央児童館

北区袋児童館
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JP ホールディングス連結企業 

社名 事業内容 詳細 

㈱日本保育サービス  子育て支援事業  

■保育所 （計 104 カ所） 

利用者のご要望に応じて 365 日開園といった画期的な

サービスも展開。アスクの名称園を中心に認可保育所

72 施設、認証保育所 26 施設、その他 6 施設を運営 

■学童クラブ （計 40 カ所） 

40 施設を運営 

■児童館 （計 7 カ所） 

指定管理者として児童館 7 施設を運営 

※運営施設数は 2011年 11月 1日時点 

㈱四国保育サービス  子育て支援事業  地元企業と業務提携し四国での子育て支援事業を展開 

㈱ジェイキッチ ン 飲食と給食の請負事業 保育所向け給食の請負 

㈱ジェイ・プランニング販売  物品販売事業  保育用品の企画･販売、オフィスへのコーヒーサービス 

㈱ジェイキャスト  業 務 請 負  体操教室・英語教室の請負 

JP ホールディングス会社概要 

社 名 株式会社 JP ホールディングス （東証第二部：証券コード：2749） 

本 社 
〒461-0004 名古屋市東区葵 3-15-31 住友生命千種ニュータワービル 17F 

TEL：052-933-5419 FAX：052-933-5467 

支 社 
東京支社／〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-3-3 三優ビル 6F 

TEL：03-5332-7888 FAX：03-5332-7889 

代 表 者 代表取締役社長 山口 洋（やまぐち ひろみ） 

設 立 1993 年（平成 5 年）3 月 31 日 

売 上 高 91 億 6,600 万円 平成 23 年 3 月期 

資 本 金 9 億 1900 万円 平成 23 年 9 月末 

従 業 員 数 正社員 1,503人 臨時雇用者数 991人  平成 23年 9月末 

事 業 内 容 子育て支援事業、飲食事業および給食の請負事業、物品販売事業 

グループ会社 
㈱日本保育サービス、㈱四国保育サービス、㈱ジェイ・プランニング販売、 

㈱ジェイキッチン、㈱ジェイキャスト 

 

共同 PR㈱ 担当：渡辺、多田（オオタ） 

TEL：03-3571-5238／080-1019-2082（多田） 

FAX：03-3571-5380 

E-mail： masahiro.ota@kyodo-pr.co.jp（多田） 

㈱JP ホールディングス 東京支社 

社長室秘書：田上 

TEL：03-5332-7888 

FAX：03-5332-7889 

報道各位からのお問合せ先 

mailto:t-sawamoto@kyodo-pr.co.jp

