
富山で保育士を目指す、みなさんへ

　県内の15市町村の保育所等を3回にわたり紹介する特集の2回目。今回は高岡市、
滑川市、黒部市、南砺市、舟橋村の5市村について紹介しています。
　どの保育士さんもそれぞれ自分なりのやりがいをもって働いています。自治体ごと
の支援制度や保育士さんのメッセージを参考に、みなさん自身の将来を考えてみては
いかがでしょうか。

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
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2020.12

知っておきたい富山県内保育士の環境

　富山県移住・定住促進サイト「くらしたい国、富山」では、富山県の魅力や支援制度を発信しており、また、
移住された方からのコメントもあるので、富山の良さを再発見できます！
　また、学生の未来を応援する就職活動のためのウェブサイト「スタートライン！とやま」では、若手社会人による
富山の暮らしの楽しみ方も掲載されていますよ！

（出典：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」）

たくさんあります！ 詳しくはWebをチェック！！A
富山県で働く魅力は？Q

「短い通勤時間でゆとりある働き方ができる！」

数字で見る富山県で働く魅力
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くらしたい国、富山
https://start-line-toyama.jp/

スタートライン！ とやま

富山 YMCA 福祉会
ふなはしこども園

以上児クラスの仲間たち

　3・4・5歳児の担任をしている
仲間たちです。パワフルな子ども
達に負けないように、美味しいば
んどり米の給食をたくさん食べ
て頑張っています。日々、いろん
な出来事がありますが、一人で悩
まず、困った時は声を掛け合い、
職員全体の事としてみんなでア
イディアを出し合ったり、話し合
いながら支え合っています。楽し
い事は2倍に、つらい事は半分こ
で、一緒に仕事が出来ると嬉しい
なと思っています。

保育士さんからの
メッセージ

■公立保育所等：０箇所　■民間保育所等：１箇所
http://www.vill.funahashi.toyama.jp/

舟橋村の子育て支援制度のポイント

舟 橋 村

　令和元年９月に完成した、認定こども園とオレンジパークふなはしに隣接した賃貸住宅です。
小中学校にも近く好評を得ており、現在満室となっています。

子育てファミリー応援住宅「リラフォートふなはし」

出生祝金事業
　村内在住者で３人目以降のお子さんが生まれた方に10万円をお祝い金として支給しています。

舟橋村子育て支援センター「ぶらんこ」
　木造平屋建ての支援センターです。アットホームな雰囲気が好評で村外からの利用者もたくさ
んいらっしゃいます。皆さんお気軽にお立ち寄りください。

※中位数…データ値を小さい方から並べた時に中央に来る数値
分通勤時間（中位数） 22.2



高岡市万葉なかよし保育園
木村　萌生さん

　たくさんの子ども達の笑顔に
囲まれ、毎日楽しく過ごしていま
す。子どもの「やってみたい！」と
いう意欲を大切に、日々の遊び
の環境を考えながら保育をして
います。子どものちょっとした成
長を感じたり、保護者の方と喜
び合えたりした時には、嬉しくや
りがいを感じます。自分自身も成
長できる仕事です。一緒に楽しく
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：14箇所　■民間保育所等：36箇所
https://www.city.takaoka.toyama.jp/kosodate/index.html

高岡市の子育て支援制度のポイント

高岡市

■公立保育所等：10箇所　■民間保育所等：５箇所
https://www.city.kurobe.toyama.jp

黒部市の子育て支援制度のポイント

黒部市

■公立保育所等：12箇所　■民間保育所等：３箇所
https://www.city.nanto.toyama.jp

南砺市の子育て支援制度のポイント

南砺市

■公立保育所等：２箇所　■民間保育所等：12箇所
https://www2.city.namerikawa.toyama.jp/child/

滑川市

滑川市の子育て支援制度のポイント

　経済的な理由により、大学・短大・専修学校等での修学が困難な方に対して奨学金を貸与します。
卒業後、本市に居住し就職するなど一定の要件を満たせば、最大で貸付総額の50％相当額まで返
還が免除されます。

高岡市人づくり奨学資金

子育て情報を積極的に発信
　子育て支援ガイドブック「おおきくなあ～れ」やスマートフォン用アプリ「ねねットたかおか」など
により子育てに関する情報を積極的に発信しています。

病児・病後児保育の充実
　市内には、病気や怪我等の際に子どもを預かる病児・病後児保育施設が５カ所あり、お子様の病
気等にも対応しやすい環境が整っています。

　市内には２か所の子育て支援センター、２か所の子育て支援室があり、未入所のお子さんと保
護者さんが遊んだり育児相談ができます。病児・病後児保育室「くるみ」もあり、安心して子育
てができる環境に努めています。

保育施設の充実

三世代同居近居・孫守りをサポート
　三世代の同居近居の奨励、孫守りの祖父母などに補助金を交付しています。祖父母・保護者・子
どもすべてが幸せに充実した生活を送れるよう三世代への子育て支援を行っています。

すこやかくろべっ子誕生お祝い事業
　誕生した子どもたちを祝福し、その健やかな育成を支援するため、誕生祝金を贈呈し、また誕生記
念品として黒部市オリジナルデザインの命名紙をお贈りします。

　保護者アプリ活用で保護者の安心感・満足度向上。書類のICT化で保育士の業務効率アップ。子
どもと向き合う時間を増やし、保育の質の向上を図ります。

保育園 I C T 支援システム導入事業

幼児教育・保育の充実
　年長児が外国人講師に英語を教えてもらう「えいごであそぼ」。体を動かすことを楽しむ「なんと元
気っこ教室」。保育園での絵本の貸し出し「なんとみらい文庫」。公立12園全てで実施しています。

子育て・親育ち応援事業
　子育て支援センターで「もうすぐパパ・ママ講座」「パパ講座」を実施。子育てに積極的に参加し、子
育てを楽しむご家族を応援します。

認定こども園
井波にじいろ保育園
楠　美穂さん

　「先生～」とかけ寄ってくる可
愛らしい姿や、キラキラの笑顔
にパワーをもらいながら保育を
しています。大変なこともありま
すが、日々子ども達の成長が感
じられ、やりがいがあります。
また、困った時には先輩方に助
けていただき、勉強しながら毎
日保育に励んでいます。自分自
身も子ども達と一緒に成長でき
るよう頑張りたいと思います。
一緒に頑張りましょう。

保育士さんからの
メッセージ

　２か所の子育て支援センターのほか、児童館や子ども図書館にも保育士を配置して育児相談に応じ
るとともに、それぞれ工夫を凝らした講座や教室、イベントなどを開催しています。

子育て支援施設の充実

こども医療費の助成
　高校生までの医療費の自己負担分と中学生までのインフルエンザ予防接種費の一部を助成しています。

子ども未来サポートセンター
　平成31年４月からスタート。市民健康センター（母子健康包括支援センター）と子ども課（子ども
家庭総合支援拠点）が中心となって切れ目ない子育て支援を行っています。

滑川市あずま保育所
　中屋　杏菜さん

　子どもたちが楽しそうに遊んだ
り、夢中になって話をしたりしてい
る姿に、毎日癒されながら保育を
しています。保育では、子どもたち
の興味に合った活動を考えたり、
先輩方にアドバイスを頂いて工夫
したりし、より楽しめるように心が
けています。子どもたちから「楽し
かったぁ」「またしようね！」などの
声が聞けると、嬉しく、意欲につな
がっています。これからもたくさん
のことを学びながら、子どもたち
と一緒に成長していきたいです。

保育士さんからの
メッセージ

三島保育所
長谷川　彩華さん

　保育士として働き３年目になりま
した。幼いころからの夢である保
育士として働ける喜びを感じ、楽し
く保育をしています。日々の生活の
中での“カエルを見つけた！”“いつ
もよりブロックを高く積めた！”“ヘリ
コプターきたよ。がんばれー！”な
ど、子どもの発見やつぶやきはいつ
も笑顔にしてくれます。「今日はど
んな事があるかな」と私自身楽し
みにしています。大変なこともあり
ますが子どもたちと笑い合う時間
が仕事への意欲となっています。

保育士さんからの
メッセージ
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