
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３回目。今回は魚津市、
氷見市、砺波市、上市町、朝日町の５市町について紹介しています。
　冬の間も園の子どもたちは寒さに負けず元気いっぱい過ごしました。みなさんも子
どもたちの有り余る元気を感じながら働いてみませんか。

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

お問い合わせ先 富山県社会福祉協議会 富山県健康・福祉人材センター
〒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

4
2021.3

知っておきたい富山県内保育士の環境

　保育士として県内で５年間勤務すると返還が全額免除されます。養成校在学生は４月に貸与希望者の
募集を開始予定です。詳しくは下記までお問い合わせください。

TEL 076-432-6156

富山県内で就職予定なら、最大１６０万円の修学資金貸付制度があります。A
保育士養成校に通っていますが、何か助成などはありますか。Q

１位全国
数字で見る富山県で働く魅力

「若者（15歳～34歳）の
　　　　　正規雇用者比率」　

（総務省：2017就業構造基本調査）

全国
67.1％

■公立保育所等：３箇所　■民間保育所等：０箇所
https://www.town.asahi.toyama.jp/kosodateshien/

朝日町の子育て支援制度のポイント

朝日町

　令和元年から始まった国の保育料無償化後、他市町村では引き続き保護者負担になっている
３～５歳児の給食のおかず代・おやつ代を町が独自で補助しています。

３～５歳児の保育所副食費無償

あさひＤＥ子育てアプリ
　スマートフォンやパソコンで妊娠・出産・子育てまでをフルサポートし、家族や地域とつなぎます。

おうちで子育て応援事業
　家族の絆の深まりやふれあいを通じた健やかな成長と、育児の経験や知恵を活かした子育てを
応援するため、平成29年度から家庭で育児をする世帯に「おうちで子育て応援金」を支給しています。

朝日町立いちご保育園
下澤　朱里さん

　子どもたちの笑顔や思わず笑っ
てしまうようなつぶやきに元気を
もらいながら、日々の保育を楽し
んでいます。子どもの育ちを支え
ていくために悩んだり戸惑ったり
と大変なこともありますが、心動
かされる発見をして見せる様々な
表情やできなかったことができる
ようになった瞬間をそばで見守れ
ることが嬉しく、やりがいを感じて
います。悩んだ時は先輩保育士に
助けていただきながら、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

77.8%



■公立保育所等：６箇所　■民間保育所等：８箇所
http://www.city.uozu.toyama.jp/child/

魚津市の子育て支援制度のポイント

魚津市

■公立保育所等：11箇所　■民間保育所等：４箇所
https://www.city.tonami.toyama.jp/section/1298863735.html

砺波市の子育て支援制度のポイント

砺波市

■公立保育所等：２箇所　■民間保育所等：８箇所
http://www.town.kamiichi.toyama.jp/topHealth.aspx

上市町の子育て支援制度のポイント

上市町

■公立保育所等：４箇所　■民間保育所等：９箇所
https://www.city.himi.toyama.jp/kosodate/index.html

氷見市

氷見市の子育て支援制度のポイント

　　第3子以降保育料無料化と併せて、保育所等に通う同時入所の第2子の保育料を無料化し、子育
て家庭の経済的負担を軽減し、安心して産み育てられるよう支援しています。

同時入所第 2 子保育料無料化

産後ヘルパー派遣事業
　出産後２か月以内のママや赤ちゃんに対して、在宅時の家事援助や育児のサポート等を行い安心し
て子育てをスタートできるように支援します。

子育て施設の充実・病児保育
　市内には保育園６園、認定こども園８園、幼稚園１園あり、ほとんどの方が第一希望の施設に入所
しています。病児・病後児保育施設があり保育中に体調不良となった場合、保護者からの依頼により
園からの送迎サービスも行っています。（タクシー代の保護者負担は1/4）

　市内には７か所の認定こども園があり、乳幼児期のお子さんが、保護者の就労状況に関わらず教育
と保育を一体的に受けるこどができる環境づくりを進めています。

認定こども園の充実

子ども家庭総合支援拠点の設置
　全てのお子さんとその家庭及び妊産婦等を対象に、専門的な相談支援や関係機関と連携し、要保護・
要支援児童等への支援体制を整えています。

三世代子育て応援給付金給付事業
　０～２歳児のお子さんを自宅で育児した場合、その期間に応じて給付金を贈呈します。

　町内には10か所の保育所等があり、ほとんどの方がご希望の施設に入所しています。
保育施設の充実

子育て支援施設の充実
　町内４か所の児童館及び児童福祉施設のほか、絵本の読み聞かせ等を行う「えほんしつゆめぽっ
け」等の施設があり、安心して子育てできる環境の整備に努めています。

出生お祝い関連事業
　２か月児訪問の際に、育児用品を詰め合わせた「Kamiichi Baby Gift」を贈呈しています。また、第３
子のお子さんが生まれた方に５万円、第４子以降のお子さんが生まれた方には10万円をお祝い金として
支給しています。

　お子さんの誕生を祝福し、健やかな成長を願い、出生したお子さんの保護者に地域商品券を支給します。
出生祝い金

家庭で子育て応援金
　満１歳から満３歳未満のお子さんを家庭で子育てをしている世帯に応援金を支給しています。

主食（ごはん）の提供と副食費の補助
　３歳以上のお子さんに対し、ＪＡ氷見からの寄付により主食（ごはん）が提供されます。また、副
食費についても氷見市より補助がでます。

氷見市阿尾保育園
　松下　萌さん

　毎日「せんせ～い」とかけ寄っ
てくる可愛い子どもたちと一緒に、
楽しく過ごしています。生活の中
で子どもたちが「ズボンがはけた
よ」「お箸で食べたよ」などと嬉し
そうに話す成長した姿に、喜びと
やりがいを感じています。大変な
こともありますが、そのキラキラ
の笑顔が私のパワーの源になっ
ています。また、困ったときは先輩
方からアドバイスをいただき、勉強
しながら日々の保育に励んでいま
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

魚津にじいろこども園
大浦　冴香さん

　昨年、新しくできたこども園で
す。「おはようございます！」と元気
一杯に、登園してきてくれる子ども
達。毎日、その笑顔にとてもパワー
をもらっています。少し前まででき
なかった事ができるようになるそ
の成長や喜びを子どもと一緒に味
わう事ができるやりがいのある仕
事です。大変なこともありますが、
これからもたくさんのことを学び
ながら、子ども達と一緒に自分自
身も成長していきたいと思います。
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

柿沢保育所
岡本　知文さん

　日々の保育の中で「初めて歩
いた」「初めて縄跳びが跳べ
た」など、どの年齢を担任しても
必ず子どもの『初めて』に立ち会
うことができます。そんな日々の
成長を間近で見ることができる
のは保育士ならではの喜びで
す。そして、子ども達の成長して
いく過程を見守ることができる
のも保育士の魅力であり、やりが
いだと思います。大変な事もあり
ますが、子ども達が見せる笑顔
は、私の元気の源です。

保育士さんからの
メッセージ

砺波市立出町認定こども園
堀池　めぐみさん

　子供たちのキラキラした笑顔
と可愛らしい言葉に、元気や癒し
をもらいながら過ごしています。
「返事ができた！」「靴下が履け
た！」などのひとつひとつの場面
に成長を感じて嬉しくなります。
また、子供たちの姿から「こんな
遊びはどうかな？」と新たな遊び
の環境を考えたりして、やりがい
を感じながら仕事をしています。
今後も、子供たちの思いに寄り
添って関わり、いろいろなことを
学んで成長していきたいです。

保育士さんからの
メッセージ
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