
　県内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、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。
　それぞれの自治体のポイントを参考にしつつ、保育士さんからのメッセージをみて、富山県で働く
イメージづくりをしてみてはいかがでしょうか。

2021.12月号
vol.7

Q
A

知っておきたい富山県内保育士の環境 Q A＆

数字で見る富山県で働く魅力

１位全国
（出典：総務省消防庁「令和2年（1～12月）における火災の状況（確定値）について」)

朝日町立ひまわり保育園
前川　桜子さん

　子ども達と一緒に全力で遊び、
何気ない会話で笑ったりしなが
ら、毎日の保育を楽しんでいます。
子ども達と過ごすことの楽しさを
感じながらも、成長を支える難し
さに悩む時もあります。しかし、子
ども達が日々の生活の中でわくわ
くするような発見をしたり、できな
かったことができるようになった
りする喜びを共有することが一番
やりがいを感じる瞬間です。保育
の中で多くのことを吸収し、子ども
達と共に成長していきたいです。

保育士さんからの
メッセージ

■ 朝日町ホームページ
ht tps: //w w w.town.asah i . toyama .jp/

　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、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。

おうちで子育て応援事業

朝日町住宅取得促進事業
　住宅を新築・建替え・増築された方、中古住宅・建売住宅の購入者を対象に補助金を交付しています。

ゆったり、まったり子育て応援日本一を目指す
　海抜０ｍのヒスイ海岸から、標高3,000ｍ級の北アルプス朝日岳・白馬岳に至る、ダイナミックな
パノラマが広がる自然に恵まれた町です。総合病院やスーパー、ホームセンターなど暮らしに必要な
施設が揃い生活は便利で、交通の便も良好です。

朝日町

　富山県移住・定住促進サイト「くらしたい国、
富山」の「富山ってこんなとこ」のコーナーで
は、市町村別の魅力も発信しています。また、
子育て世代向けの移住応援サイト「子どもと
くらしたい国、とやま」もあるので、富山で保
育士として働く際の参考にしてみてくださいね。

(2020年） 30年連続１位

※人口１万人あたりの出火件数

※

くらしたい国、富山 子どもと
くらしたい国、とやま

トップページ 富山ってこんなとこ



　子育て世帯または新婚世帯が100万円以上の住宅を市内で取得された方を対象に住宅１棟あたり50万
円の補助をしています。

子育て新婚世帯住宅取得支援補助金

子育て施設の充実
　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）

豊かな自然と暮らしやすさ
　魚津市は北アルプスの山々や蜃気楼の見える富山湾に代表される豊かな自然に恵まれ、市街地から海にも
山にも10分ほどで行くことができます。市中心には総合病院があり商業施設も数多く立ち並んだ自然と利便性
を兼ね備えた生活しやすい街です。市内には文化ホールや水族館・遊園地などあり遊戯施設も充実しています。

ほんごうこども園
長崎　裕美さん

保育士さんからの
メッセージ

上庄保育園
山崎　綾奈さん

　毎日、元気いっぱいの子ども達
に囲まれて楽しく生活してます。
子ども達の「自分でしたい」とい
う気持ちに寄り添い、今を大切に
関わることで「小さなできる」を
いっぱい増やせる楽しい職業で
す。子ども達の発達面においてど
のようにサポートしてあげられた
ら良いのか悩んでしまうこともあ
ります。そんな時は1人で悩まず
周りの先生方と話し合うことで、
自分自身の成長にも繋がるやり
がいのある素敵な職場ですよ。

保育士さんからの
メッセージ

魚津市

■ 氷見市ホームページ
ht tｐs://w w w.c i t y.h imi .toyama .jp

　氷見市で育った子どもたちが更なる成長のために進学し、氷見に戻ってふるさとの未来のために活躍で
きるよう支援します。将来氷見に戻ってきたら、奨学金やぶり奨学ローンの返済額を助成します。

ぶり奨学金プログラム

子育て情報の提供と発信
　未就園児の保護者に、こそだてだより・ひみ子育てネットワークだよりの配布と子育て情報メールを
発信しています。CATV「ひみぶりっこテレビ」では園児の様子を放映しています。

海と山が近く、自然の恵みがいっぱいのまち
　東は富山湾に面し、南・西・北の三方を山に囲まれた自然豊かな市です。全国ブランドの「ひみ寒ぶり」
をはじめとする魚介類に加え、氷見牛や野菜・果物など新鮮な地元の食材が豊富です。

氷見市

■ 魚津市子育て応援サイト
ht tps: //w w w.c i t y.uozu .toyama .jp/ch i ld /

■ 魚津市定住応援サイト
ht tps: //uozu-sumit a i . jp/

吉﨑　友紀子さん

　晴れた日には、所庭からきれ
いな剱岳を見ることができる自
然いっぱいの保育所です。秋に
は畑で育てたサツマイモをみん
なで収穫して、焼き芋パーティー
をしたり、地域の方のご厚意でり
んご狩りを経験させてもらった
りと、子ども達と一緒に季節を五
感で感じながら楽しく過ごしてい
ます。仕事は大変なこともありま
すが、子ども達の笑顔や成長す
る姿からパワーをもらい、自分自
身も成長し続けたいと思います。

保育士さんからの
メッセージ

■ 上市町ホームページ（子育て・健康・福祉）
ht tps: //w w w.town.kami ich i . toyama .jp/topHea l th . aspx

　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、安心して子育てが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」を贈呈するほか、おむつ購入に
１万２千円の助成もしています。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。

上市町

砺波市立
南部認定こども園
中瀧　喜乃さん

　笑顔いっぱい元気いっぱいの
子供たちに囲まれ、たくさんの元
気パワーをもらいながら、日々の
保育を楽しんでいます。出来な
かったことが出来るようになった
り、新しい発見を見つけたりした
時の子供たちのきらめく笑顔を
見るたびに、仕事へのやりがいを
感じています。子供たちと同様、
私自身も毎日が発見の連続！悩
んだり迷ったりすることもありま
すが、様々なことを学び、考えな
がら、子供たちと一緒に日々成長
していきたいと思います。

保育士さんからの
メッセージ

■ 砺波市ホームページ（こども課）
https://www.city.tonami.toyama.jp/section/1298863735.html    

　市内には８か所の認定こども園があり、乳幼児期のお子さんが、教育と保育を一体的に受けることが
できる環境づくりを進めています。

認定こども園の充実

三世代子育て応援給付金給付事業
　三世代同居・近居家庭で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。

富山県住み心地ランキング１位
　緑豊かな自然に囲まれながらも、10分程車を走らせると、様々なショッピングセンターや飲食店が
充実しており、生活しやすい環境が整っています。

砺波市

上市町立
白萩西部保育所
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