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509,535円

478,329円

393,670円

453,027円

富山では子育て世代のサポートが充実し、仕事と子育てが両立できる
ことから女性の勤続年数が長くなっています。男性社員の育児参加を
促すイクボス宣言をする経営者も増えています。

保育士の資格をお持ちの方へ

子どもたちの笑顔が
あなたを待っています。

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 県庁本館2階
TEL 076-444-3208　FAX 076-444-3493

平成30年8月　作成

富山県厚生部 子ども支援課
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仕事と子育てが
両立できる

富山では女性の有業率は全国4位で、共働き率も全国トップクラ
スです。安定した収入を得ることができるため、将来設計も立て
やすくなります。

男女ともに
仕事と生活が安定

富山では勤労者世帯の可処分所得が全国３位で、豊かさを実感
できます。
※可処分所得とは、実収入から税金、社会保険料などを差し引いた手取り収入の
　ことをいいます。

可処分所得は
全国トップクラス

豊かな自然に囲まれ、都市圏からの利便性も良好。
災害も少なく、安心して働ける富山で保育士として働きませんか。

Q＆A

富山で
こ の 街

働く。
待機児童数

0人
全国1位

可処分所得

509,535円
全国3位

厚生労働省
「平成29年保育所等関連状況取りまとめ」

自分にあった求人が見つかるか不安なのですが…。

まずは、保育士・保育所支援センターにご相談ください。
フルタイムだけでなく、短時間勤務やパートなどご相談に応じた保育士の求人情報をお知ら
せします。悩み事の相談もＯＫです。お気軽にご連絡ください。

Q2

A2

貸与制度では、借りたお金を返さなくてもいい場合があると聞いたのですが…。

２年以上県内で保育士として働けば、返還が全額免除されます。
詳しくは、健康・福祉人材センターにお問い合わせください。

Q3

A3

保育士の仕事を離れてずいぶん経っているから、知識や体力が不安かも…。

県などが実施する各種研修会のほか、保育士・保育所支援センターが実施する、保育士と
して復帰をお考えの方向けの再就職支援研修会もあります。
このリーフレットで紹介している保育士さんたちのお話もぜひ参考にしてみてください。

保育所等入所率

72.4％
全国2位

厚生労働省
「平成28年社会福祉施設等調査」

女性の勤続年数

10.8年
全国6位

厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」

女性の育児休業取得率

98.1％
（全国平均 83.2％）

（全国平均 9.4年）

女性の有業率
（15～64歳）

総務省
「平成29年就業構造基本調査」

共働き率

57.1％
全国3位

総務省
「平成29年就業構造基本調査」

（全国平均 48.8％）

74.0％
全国4位

（全国平均 68.5％）

富山県「平成29年度賃金等労働条件実態調査」
厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」

勤労者世帯（二人以上）
1世帯あたり1ヵ月

総務省「家計調査」平成29年

検  索検  索富山県厚生部子ども支援課



富山県保育士・
保育所支援センター

（富山県健康・福祉人材センター）

保育士

求 職 者

保育所
認定こども園

あっせん

紹介アドバイス

相談・登録・
求職申し込み

保育士等の
求人・あっせん
申し込み・相談

雇用契約

上記の求職者および求人者の取り扱い範囲は、次のとおりです。
富山県内の保育所などでの就職を希望する方

保育所など 就労場所が富山県内の保育所など

対象者

貸与額

県内に住民登録があり、1年以上保育士として勤務していない又は勤務した経験がなく、県内
の保育所等に新たに勤務する方
20万円以内、1回限り

対象者

貸与額

県内に住民登録があり、未就学児を持つ保育士で、1年以上保育士として勤務していない又は
勤務した経験がなく、県内の保育所等に新たに勤務する方
保育料の半額（月額2万7千円以内、上限1年間）

2年間従事すると

全額返還免除！

2年間従事すると

全額返還免除！

1分野
15時間程度
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就職準備に向けて必要な資金を無利子でお貸しします。

〒930-0094　富山県富山市安住町5番21号　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

私らしく

富山県保育士・保育所支援センターがサポートします！

新たに保育士として就業する方向けの
貸与制度があります。

保育士の労働環境が
整備されてきています ！

そんな保育士のための
制度をご紹介します ！

再就職に
あたっての
支援を教えて ！

子どもを
預けて
働きたい ！

働く。
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● 潜在保育士就職準備金貸与

保育料の一部を無利子でお貸しします。
● 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸与

TEL 076-432-6156　FAX 076-432-6532|お問い合わせ・ご相談は| 富山県保育士・保育所支援センター

求職中の方や現在保育所などで働いていらっしゃる方からの
不安や迷いの相談に応じ、適切なアドバイスを行います。お
気軽にお悩みや迷いをご相談ください。

● 保育士相談支援

潜在保育士就職準備金等貸与制度など、新たに保育所等に勤
務する保育士や保育所等のための貸与制度の相談に応じます。

● 貸与制度の活用相談

県内外の学生の方に、県内の保育所などの求人情報や就職支
援情報を提供します。

● 保育士養成施設在学生への就職支援

「復帰したいけれどブランクがあって不安」「資格は持っているが、
実務経験がない」という方々に研修の場を設けて支援します。

● 再就職支援研修会

TEL 076-432-6156　FAX 076-432-6532
|お問い合わせ・ご相談は| 富山県健康・福祉人材センター

現役保育士さんにお仕事について聞きました。保育現場のリアルな声をお届けします！

仕事、子育て、家事が両立でき、
自分が成長できる場所

自己を発揮でき、
やりがいを持って働ける職場子どもの笑顔と感動に触れ合える場所 子どもたちとの関わりを通して、

日々学ぶ場所
Q.保育士に復職しようと思ったきっかけは？
　若い時には自分にとって無理な働き方を続けた
結果、1年程で辞めてしまいました。その後、子育て
やファミリーサポートなども経験して、やはり子ど
もと関わる仕事が好きだと気づき、もう一度自分に
出来る無理のない条件で働く機会を得ることがで
きたからです。
Q.仕事のやりがいは？
　母親になってから子どもに対する気持ちの持ち
方が変わり、日々の子どもの成長や子どもの笑顔
が自分の子どものようにかわいく、うれしく思える
ことにとてもやりがい、充実感を感じます。

プライベートでも「先生
～！」と声をかけられた
り、手を引かれたりする
ととてもうれしいです！

朝、私を見つけて「せん
せー！」と笑顔で呼んで
くれるだけですごくうれ
しい気持ちになります！

「先生大好き！保育所大好き！」と保育
所生活を楽しんでいることが分かる
とうれしく思いますし、「もっと一緒に
楽しみたい」、「楽しいと思うことをし
たい、次も頑張ろう」と思います！

幼保連携型認定こども園　
新庄さくら保育園
沢本 梨絵先生

Q.保育士に復職しようと思ったきっかけは？
　一度保育士を辞めて保育とは別の職に就いてい
たのですが、その時に元保育士として、ご近所から
の相談を受けたり、町内の行事で子どもたちと楽し
そうに話したりしている自分に気づきました。また、
周りからも保育士があっているのではないかと背
中を押されたこともあり、復職しました。
Q.仕事のやりがいは？
　忙しい時期もありますが、園児と一緒になって行
事をやり遂げ、喜び、達成感を味わえること。そし
て、園児たちが私の考えたことができるようになっ
た時には保育士をやっていてよかったと感じます。

「堀田先生って面白いよね！大
好き！」と言ってくれたり、他の
クラスの前を通った時に「堀田
先生」と呼んで手を振ってくれ
たり、近寄ってきてくれるとと
てもうれしいです！

音杉保育園
堀田 将弘先生

Q.保育士に復職しようと思ったきっかけは？
　他の仕事にも関心があり、一度辞めた保育士で
すが、自分の子どもが喜んで保育所に通う姿を見
たり、行事ごとに成長していく姿を見て感動しまし
た。こうしたなかで、保育の現場でずっとこの気持
ちを味わっていたいという気持ちが強くなり、もう
一度保育所で働こうと思いました。
Q.仕事のやりがいは？
　4月に入ってきた時には泣いていた子どもが、8
月になると自分の所に寄ってきてくれる等の、日々
の小さな変化や成長の一つひとつを発見し、その
度に感動できることです。

幼保連携型認定こども園
堀川南保育園
石庭 京子先生

Q.保育士になろうと思ったきっかけは？
　母が保育士で、家庭で保育所の出来事等をとても
楽しそうに話していて素敵な職業だと思いました。ま
た、高校の授業で実習に行った際、子どもたちの元
気な姿や初めての人にも明るく声を掛けてくれる姿
を見て、子どもたちと一緒に過ごし、成長を見守った
り、手助けをしたいと思ったことがきっかけです。
Q.仕事のやりがいは？
　0歳児から入所して“ハイハイ”をしていた子が
走って、話して、遊んでいる様子を見ると、成長したこ
と、大きくなったことを実感し、うれしくなり、今後の
成長への期待にもつながります。

富山市立堀川保育所
伊井　愛先生

保 育 士 イ ン タ ビ ュ ー

富山県保育士・保育所支援センターは、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とともに、保育所などの求人に関する情報を収集し就職あっせんなど再就職をお手伝いします。

検  索検  索富山県保育士・保育所支援センター

保育士の給与は年々改善しており、平成25年度以降約11％（月額3万5千円程度）アップしています。
さらに、平成29年4月からはキャリアアップ研修制度がはじまり、民間保育所等で働く保育士は、要件
を満たすことで役職に応じ月額5千円～4万円の処遇改善が受けられます。

処遇改善やキャリアアップ制度も充実しています！

給与も
改善されて
いるのね ！
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要件等 職 副主任保育士 専門リーダー 職務分野別リーダー

研修を受けて
キャリアアップ
したい ！

❶ 乳児保育　❷ 幼児教育　❸ 障害児保育　❹ 食育・アレルギー対応
❺ 保健衛生・安全対策　❻ 保護者支援・子育て支援　❼ マネジメント

処遇改善額（月） 4万円

概ね7年以上

5千円

概ね3年以上経験年数

受講が必要とされる
研修分野

❶～❻のうち3分野以上
＋

❼マネジメント

❶～❻のうち
4分野以上

❶～❻のうち
1分野以上

実務経験、就業時期、勤務時間、業務内容についての希望を求
職者と保育所などの双方から伺い、マッチングを行います。

● 保育人材の紹介

来所の際は事前にTEL又
はメールをお願いします

保育士歴：4年（34歳） 保育士歴：6年（34歳）
保育士歴：6年（29歳） 保育士歴：3年（23歳）


