
　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３回目。今回は、富山市、小矢部市、射水市、
立山町、入善町の５市町について紹介しています。
　新しいクラスとなってからもうすぐ１年。この１年で子どもたちは心も身体もぐんぐん成長しました。
子どもの成長を間近で感じながら、一緒に働いてみませんか。
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知っておきたい富山県内保育士の環境 Q A＆

入善町立にゅうぜん保育所
小路　彩加さん

保育士さんからの
メッセージ

　「結婚・妊娠・出産・子育て」のライフステージ応じた切れ目のない支援が充実しています。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。

「子育て」のための支援事業

「住む」ための支援事業
　家族で新たに同居・近居するための住宅を建築・購入等する費用を補助します。また、町内で
新生活を始める新婚世帯に、住居費・引越費用を助成しています。

扇状地が広がる水の恵みあふれる町
　入善町は富山県の北東部にあり、北アルプスを背に、清流黒部川がつくり上げた扇状地が広がる
水の恵みあふれる町です。

入善町

〒930－0094　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
TEL：076－432－6156

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
　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。詳しくは右記
までお問い合わせください。

新幹線を始め、あいの風とやま鉄道・ＪＲ線・私鉄線・
路面電車などが整備されています。

■ にゅうぜん子育てサイト
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/kosodate/index.html

■ 入善町移住・定住情報サイト
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/iju_teiju/index.html

数字で見る富山県で働く魅力

4位全国
2019年度2位全国

2019年度

自家用車保有台数
（１世帯）

道路整備率

　富山県と東京、大阪、名古屋の三大都市
圏は意外に近距離にあります。（直線距離）

●意外に近い富山県 270km 250km
170km170km



■ 小矢部市子育て応援サイト
ht tp: //www.c i t y.oyabe .toyama .jp/kosodate/ index .html

■ 小矢部市ホームページ
ht tp: //www.c i t y.oyabe .toyama .jp/

みずはしこども園
湶　真生さん

保育士さんからの
メッセージ

■ 育さぽとやま
ht tps: // ikusapotoyama .c i t y.toyama . lg . jp/

　公立、私立施設ともに、ＩＣＴの活用による保育士の業務省力化に取り組んでいる施設が多く、子ども
たちとゆとりをもって向き合える環境づくりに努めています。

ＩＣＴ化でゆったり保育

子育てと仕事の両立を支援
　市内には保育所40か所、認定こども園69か所等があり、延長保育や休日保育、病児保育などの充実し
たサービスで子育てと仕事の両立を強力に後押ししています。

コンパクトなまちづくり
　北陸新幹線の開業、路面電車の南北接続により、富山駅の交通結節機能が大幅に強化され、公共交
通の利便性が向上しました。超高齢・人口減少社会を見据え、過度に車に頼らない公共交通を軸とした
コンパクトなまちづくりを推進しています。

富山市

小矢部市立大谷こども園
西尾　亜祐美さん

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、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、乳幼児の子育てをサポートします。
また、赤ちゃんと保護者に、絵本の入ったブックスタート用絵本バッグをプレゼントしています。

小矢部市

立山町立下段保育所
寺崎　有稀さん

保育士さんからの
メッセージ

■ 立山町ホームページ
ht tps: //www.town.t ateyama .toyama .jp/

　令和3年4月１日以降にお子さんが生まれたご家庭に、たてポカードのポイントを付与します。町内加盟
店での支払いに1ポイント▷1円分利用できます。

誕生お祝い10 , 0 0 0ポイント進呈

立山町孫守り推奨補助金制度
　就労等で日中保育できない親に代わり、保育所等に預けずに3か月以上継続して低年齢児（6か月～ 3
歳になる誕生月まで）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
　町内では、保育園や子育て支援センター、駅ビルの子育て支援室等、地域の身近な場所で、育児不安
などについての相談等を受け付けており、各施設では子育て中の親子が交流するイベントも開催していま
す。また、病児保育施設も1か所あります。

立山町

射水市立千成保育園
河端　真珠さん

保育士さんからの
メッセージ

　将来、保育士等として勤務しようとする学生を応援するため奨学資金を貸与します。（卒業後、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

出生祝いクーポン券の交付
　赤ちゃんの誕生を祝福するとともに、子育て世帯の経済的支援を目的に、市内の育児用品等を扱う小
売店等で使用できるデジタルクーポンをLINEを通じて交付します。

「子育てするなら射水市で」をスローガンに！
　子育て中の親子が交流するための出会いの場となる「子育て支援センター」の充実や「ちゃいる.com
（どっとこむ）」による子育て情報の発信など子育てしやすい射水市を目指しています。

射水市

■ 射水市ホームページ（子育て支援課）
https://www.city.imizu.toyama.jp/hp/svSecHP.aspx?seccd=1403000

■ いみず子育て情報 ちゃいる.com
https://www.city.imizu.toyama.jp/chldcom/

まごも
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