
富山で保育士を目指す、みなさんへ

　本号から３回にわたって、富山県内の市町村ごとの保育所等について紹介します。

市町村独自の子育て支援制度のポイントに加え、実際に現場ではたらく保育士さんや

制度に関わる自治体職員さんのメッセージもあります。

　それぞれの市町村のホームページも、ぜひチェックしてみてくださいね！

お問い合わせ先 富山県厚生部子ども支援課（子育て支援班）
 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪 1-7　 TEL 076-444-3208　 FAX 076-444-3493

E-mail:akodomoshien@pref.toyama.lg.jp

お問い合わせ先 富山県保育士・保育所支援センター
〒930-0094　富山県富山市安住町5-21富山県総合福祉会館（サンシップとやま）２階

E-mail:jinzai-center@wel.pref.toyama.jp

2
2020.9

知っておきたい富山県内保育士の環境

　保育士の皆さんの就職や悩みごとなどの相談を受け、安心して働き続けていくことができるよう支援するほか、
保育士養成施設在学生への就職支援情報の提供も行っております。

TEL 076-432-6156　 FAX 076-432-6532
※来所の際は事前にTEL又はメールをお願いします。

富山県保育士・保育所支援センターがサポートします。A
富山県で保育士として働く求人情報を確認するにはどうすればいい？Q

※総務省　平成29年　就業構造基本調査

「仕事と子育てが両立できる！」 １位全国
1.7%数字で見る富山県で働く魅力

入善町立さわすぎ保育所
（現在は 5歳児担任）
吉島　明日香さん

　幼い頃から憧れていた保育士
となり、5年目を迎えました。保
育所では子ども達のたくさんの
笑顔に囲まれ、忙しくも充実した
日々を過ごしています。日々の保
育には大変なこともありますが、
それ以上に多くのやりがいを感
じられるのが保育士の仕事です。
「子どもが大好き♥」「保育士に
なりたい♪」という思いをもった
方と、入善町で一緒に保育でき
る日を楽しみにしています。

保育士さんからの
メッセージ

■公立保育所等：７箇所　■民間保育所等：０箇所
https://www.kosodate-nyuzen.jp/

入善町の子育て支援制度のポイント

入善町

　町内には７か所の町立保育所があり、ほとんどの方が、第一希望の保育所に入所しています。
保育所担当看護師も配置しており、保育所で体調不良となった児童を病児・病後児保育施設へ
送り届けるサービスもあります。

保育施 設の充実

子宝支援金事業
　町内在住者で子どもが生まれた方に、出産をお祝いし、次世代を担う若者の定住を促進する
ため、子宝支援金を支給します。

子育てほっとステーション  にゅうにゅう
　入善町では、妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援し、町全体が大きなゆりかごとなる「入
善版ネウボラ」を実施しています。保健師や助産師が、さまざまなニーズにあわせて、妊産婦
と乳幼児をサポートします。

出産・育児を理由に離職した人の比率の少なさ



富山市立愛宕保育所
酒井　勇人さん

　子ども達の様々な表情やつぶ
やきに驚いたり感動したりの毎
日で、保育士になった喜びを改め
て感じています。保育士の仕事
は子どもと関わるだけでなく、事
前に職員間で話合い計画を立て
たり、環境を整えたり等多様で
すが、その分やりがいもありま
す。子ども達の笑顔に携わる素
敵な保育士の仕事を私達と一緒
に頑張りましょう。

保育士さんからの
メッセージ

■公立保育所等：40箇所　■民間保育所等：76箇所
https://www.city.toyama.toyama.jp/kodomokateibu/kodomohoiku/
kodomohoikukakihon_2.html

富山市の子育て支援制度のポイント

富山市

射水市子育て支援課
　網　隆治さん

　射水市では、将来、保育士等
として勤務しようとする学生に奨
学資金を貸与する奨学金制度を
創設しました。奨学資金は月額
40,000円以内（自宅外通学生の
場合）で、大学等を卒業した日か
ら１年以内に、市内の保育園等
で保育士等の業務に従事し、か
つ市内に住所を有し、その期間
が３年間に達した場合は、返還
を全額免除いたします。詳しく
は、市ホームページ、募集要項な
どでご確認ください。

射水市職員からの
メッセージ

■公立保育所等：11箇所　■民間保育所等：14箇所
https://www.city.imizu.toyama.jp/topEducation.aspx

射水市の子育て支援制度のポイント

射水市

■公立保育所等：５箇所　■民間保育所等：２箇所
https://www.town.tateyama.toyama.jp

立山町の子育て支援制度のポイント

立山町

■公立保育所等：５箇所　■民間保育所等：３箇所
http://www.city.oyabe.toyama.jp/kosodate/index.html

小矢部市

小矢部市の子育て支援制度のポイント

　富山市では現在116の保育所・こども園等で約3,450名の方が、将来を担う子どもたちの健やか
な成長を支えています。

たくさんの仲間が活躍しています

お迎え型病児保育事業
　保育所で子どもが病気になった際、保護者に代わって看護師等がお迎えに行く病児保育事業を市内
3カ所で実施しています。

ベイビーボックスプレゼント事業
　赤ちゃん誕生を祝福するとともに、子育てを応援するため、育児用品を詰め合わせたベイビーボック
スをプレゼントしています。

　市内で就職予定の保育士等に奨学資金を貸与します。（市内保育園等で３年間継続して業務に従
事した場合は、返還免除）

保育士奨学資金制度

子育て支援センターの充実
　市内９か所に子育て支援センターがあり、保育士、保健師などが育児相談に応じたり、子育て中の
親子が交流するための出会いの場、遊びの場、子育て情報などを提供します。

子育て情報を積極的に発信
　小冊子「子育てガイド」や子育て情報サイト「ちゃいる.com（どっとこむ）」で情報を発信。「ちゃいる.
com（どっとこむ）」アプリの妊娠・子育ての記録機能など、子育てしやすい環境づくりをサポートします。

　令和２年４月１日以降に第２子以降のお子さんを出産されたご家庭に、町内で使える「たてぽカード」
へポイントを付与します。（付与するポイントは第２子5,000ポイント、第３子以降10,000ポイントです。）

第 2 子以降誕生お祝いポイント事業

立山町孫守り推奨補助金制度
　就労などで日中保育できない親に代わり、保育所などに預けずに３か月以上継続して低年齢児（６か
月～２歳）の保育を行う祖父母を「孫守り」に認定し補助金を交付します。

子育て施設の充実
　町内には、６か所の子育て支援センターがあり、子育て広場を常時開設しており、週１回～月１回の親
子サークルを開催しております。町内保育所でも子育てに関する相談等を受け付けています。また、病児
保育施設も１か所あります。

立山町立あおぞら保育園
林　かんなさん

　保育士として働き始めたばかり
ですが、毎日子どもの笑顔に元気
をもらい保育をしています。子ど
も達と昆虫王国ごっこをした時、
どんなゲーム遊びをするか子ども
と一緒に考え、それが、遊びへと
発展していった時、やりがいや遊
びを作り上げる楽しさを感じるこ
とができました。同世代の保育
士もたくさんおり、様々なことを
相談しながら毎日、楽しく保育に
励んでいます。一緒に楽しく仕事
をしましょう。待っています。

保育士さんからの
メッセージ

　市内には７箇所の子育て支援センターがあり、病児保育施設も充実しています。
保育施設の充実

こども医療費の助成
　中学３年生（入院は高校３年生）までの医療費の全額、インフルエンザ予防接種費用の一部を助
成しています。

出生お祝い関連事業
　出産のお祝いにバラの花束を贈呈し、新生児訪問や乳幼児健診で、乳幼児の子育てのサポートをし
ます。また、赤ちゃんと保護者に絵本を読み聞かせ、絵本の入ったブックスタートバックをプレゼント
しています。

小矢部市立蟹谷こども園
福嶋　夕さん

　１歳児の担任をしています。
登園してくると、「先生～！」と
言いながら走ってくる子どもたち
がとてもかわいくて、朝から元
気が出ます。もちろん大変なこ
ともありますが、そんな時は先
輩方に助けていただきながら過
ごしています。子どもたちの日々
の成長を感じることができ、と
ても楽しく、やりがいのある毎
日です。自分自身も保育者とし
て成長することが出来るように、
頑張りたいと思います。

保育士さんからの
メッセージ

まご も
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