
保育士の確保・定着情報・魅力を発信する情報紙（5・8・11・2月発行）

＜発行元＞社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

鳥取県保育士・保育所支援センター
（鳥取市伏野1729-5県立福祉人材研修センター内）
TEL (0857)59-6342 FAX (0857)59-6341
Eﾒｰﾙ hoikucenter@tottori-wel.or.jp
HP http://www.tottori-wel.or.jp/p/jinzai/3/
FB https://www.facebook.com/tottorihoiku/

鳥取県保育士・保育所支援センターは保育士の方の再就職・定着への「１歩」、学生の方の「はじめの１歩」を応援します。

こちらでも
情報発信中！
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高校生 保育士養成校学生
（短大、専門学校、
大学生等）

保育士等
（求職者）

保育士等(現任)

・事業主

就職支援 定着支援

エルダー・メンター制度
導入助成金

見て！聞いて！魅力ある私たちの職場
保育の魅力発信フェス

鳥取県保育士就職
準備金貸付制度

鳥取県保育士等
修学資金貸付(県)

保育士修学資金貸付 鳥取県未来人材育成
奨学金支援助成金(県)

保育士等
就職支援セミナー

現役保育士・事業主
相談窓口

メンタルヘルス専門相談

鳥取県保育士保育料貸付制度
（現役保育士等の利用は、育休復帰に限る）

ふるさと応援鳥取アプリ
「とりふる」（県）

鳥取県保育士・保育所支援センター情報紙「とりっぽ通信」の発行
※年4回発行（5月、8月、11月、2月）

園の訪問・調査等による情報収集 →求職者等への情報提供

進学促進

保育のおしごと体験事業

鳥取県保育実習等
旅費支援

◀就職相談コーナー（鳥取市伏野）
就職相談と併せて利用できる制度を
ご案内しています。また、保育関連の
書籍・雑誌の閲覧もできます。

「鳥取県版 ようこそ先輩！」事業（出前講座）

センター活動紹介
鳥取県保育士・保育所支援センターは設置から６年目を迎え、保育現
場を取り巻く状況の変化に伴い、求められる役割も年々大きくなってい
ます。今回は今年度より始まる新たな取組についてご紹介します。

Facebook

保育士・保育所支援センターとは？

待機児童の解消や女性就労の増加に伴う「保育
の受け皿整備」に対応する「保育の担い手確保」の
ために国が実施する「保育人材の確保に向けた総
合的な対策」のひとつとして設置されました。

鳥取県では平成28年４月より鳥取県社会福祉協
議会が鳥取県より「鳥取県保育士・保育所支援セン
ター」を受託し、鳥取県内の保育士確保のため、学
生・一般の方の就職支援や保育者の職場定着促進
に向けたサポート、情報発信を行っています。

詳しくは裏表紙をご覧ください。

※主な内容を掲載しています。詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

見て！聞いて！魅力ある私たちの職場

保育の魅力発信フェス

令和３年度の新たな取組みがスタートします！

今年度センターで実施する主な事業を下のとおり
まとめました。従来の事業に加え、「保育の未来人
財を呼び込む魅力発信事業」を新たに実施します。
保育・保育士の魅力を保育現場の皆さんと一緒に
多くの方に発信していく予定です。

潜在保育士や学生を対象とした保育
施設の魅力を紹介する職場説明会。

保育のおしごと
体験事業

「鳥取県版ようこそ先輩！」
事業

若手の現役保育士による出前講座。
高校段階で保育職についてよく知っ
てもらうことで、保育士をめざす学生が
増え、ミスマッチの解消にもつながります。

潜在保育士や学生を対象とした保育
現場での就業体験。
体験を通じて就職後をイメージしやす
くなり、将来的な就職につなげます。

とりっぽ

通 信



保育に関する
様々な制度情報

＃とりっぽ

資格取得情報×助成情報

対象≫ 事業主・従事者・保育士試験受験者

鳥取県保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援事業
特例制度(※)

幼稚園免許状または保育士資
格いずれか一方の免許・資格を有
する方が、一定の実務経験と定め
られた科目の履修があれば、もう
一方の免許・資格取得の要件が緩
和される制度（令和６年度末まで）

保育士資格の取得および特例制度(※)による保育士・幼稚園教諭免許状の
取得への支援を目的として、取得する方が勤務する施設または個人に対して、
取得にかかる受講料等の費用を助成するものです。

保育士試験による保育士資格取得支援

保育士試験により保育士資格を取得する

●申請者(対象施設) 認定こども園等
●対象者 保育士資格を有するが幼稚園教諭免許状を有さない方

（特例制度の対象者）
●支援内容 ①養成施設の受講に要した経費の1/2（上限10万円/人）

②代替幼稚園教諭雇上費 7,000円/人・日

●申請者 資格取得者本人
●対象者 幼稚園教諭免許状を有するが保育士資格を有さない方

（特例制度の対象者）
●支援内容養成施設の受講に要した経費の1/2（上限10万円/人）

保育所等における保育士の確保・新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行

センターでは保育者を目指す学生や一般求職者、保
育現場の従事者や事業主の皆さんに役立つ最新の情
報を収集しています。「とりっぽ通信」ではこれらの情報
を随時掲載していきます。
掲載内容は、センターが実施しているもののほか、外
部機関で実施しているものも掲載しています。
実際に制度のご利用を検討される場合は、実施主体
が公表する詳細情報を必ずご確認ください。

対象≫ 保育士試験受験者

保育士試験【後期】

新型コロナウイルス感染症の
感染状況等により、中止または
変更となる場合があります。

子育て支援員研修【後期】

保育士配置基準の弾力化
全国的な保育士不足を背景に、保育士の配置基準
を緩和する特例が設けられました(鳥取県では
2025年3月31日まで)。保育現場において、子育
て支援員(地域保育コース修了者)の活躍が期待さ
れています。

鳥取県子育て・人財局 子育て王国課
https://www.pref.tottori.lg.jp/297033.htm

●申込期間 令和3年
８月１６日(月)～９月１３日（月）

対象≫ 研修受講希望者

全国保育士養成協議会（保育士試験事務センター）
TEL 0120-4194-82 https://www.hoyokyo.or.jp/

●試験日 令和３年
【筆記】10月2３日(土)、2４日(日)
【実技】12月1２日(日)
●受験申請期間7月6日（火）～27日（火）

資格取得情報

まずは手引きの取り寄
せから。WEBをチェック！

※「受験申請の手引き」請求方法などの詳細
は下記HPをご確認ください（手引きの詳細は
６月初旬掲載予定）。

日程、申込方法等はWEB
ページをご確認ください。

Facebookで随時
情報発信しています。
いいね！
お願いします♪

保育所等保育士資格取得支援

●申請者(対象施設) 認可外保育施設等
●対象者 保育士資格を有さない方
●支援内容①養成施設の受講に要した経費の1/2（上限10万～30万円/人）

②代替保育従事者雇上費7,000円/人・日

●申請者 資格取得者本人
●対象者 保育士試験により保育士資格を取得する方

※試験合格後、保育所等（公立施設等を除く）で保育士と
して勤務する方

●支援内容 試験受験のための学習経費の1/2（上限15万円)

保育士養成施設卒業等により保育士資格を取得する

認可外保育施設保育士資格取得支援

●申請者(対象施設) 保育所、認定こども園等（公立施設を除く）
●対象者 保育士資格を有さない方
●支援内容 養成施設の受講に要した経費の1/2（上限10万円～30万円/人）

保育士資格を有する方が幼稚園教諭免許を取得する

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援

特例
制度

特例
制度

幼稚園教諭免許を有する方が保育士資格を取得する
特例
制度

保育教諭確保のための保育士資格取得支援

●申請者(対象施設)認定こども園等
●対象者 幼稚園教諭免許状を有するが保育士資格を有さない方

（特例制度の対象者）
●支援内容 ①養成施設の受講に要した経費の1/2（上限10万円/人）

②代替保育士雇上費7,000円/人・日

幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援

鳥取県子育て・人財局子育て王国課 TEL0857-26-7570

https://www.pref.tottori.lg.jp/262916.htm 

問合せ 問合せ

問合せ

※支援内容については、今後変更される可能性があります。



貸付・助成情報

対象≫ 高校生

修学資金貸付制度
県内で保育士として働きたい方の就学を支援します

鳥取県子育て・人財局 子育て王国課
TEL 0857-26-7150
https://www.pref.tottori.lg.jp/286037.htm

経済的理由により就学が困難な方に対して
必要な資金を貸し付け、就学を支援します。

鳥取県保育士就職準備金・保育料貸付制度

対象≫ 求職者（保育士資格をお持ちの方）

鳥取県社会福祉協議会福祉振興部 TEL 0857-59-6344 http://www.tottori-wel.or.jp/p/hukushi/3/

就職準備金や、保育料・子どもの預かり支援事業利用料金の一部を貸付します

保育士有資格者の就職・復職に向けた環境を整えることを支援するため、
就職準備金および未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部を貸付する制度です。
●貸付の種類

【就職準備金】就職の準備に要する経費 (1人１回 400,000円以内)

【未就学児をもつ保育士に対する保育料】保育料の半額（月額上限27,000円、1年間を限度）
●貸付条件等 新たに「保育士」として「保育所等」において週20時間以上の勤務を行う方が対象です。
●申請期間 就職した日から６カ月以内

イベント等

お知らせ

鳥取県保育士・保育所支援センター
TEL0857-59-6342

鳥取県内で福祉事業を運営する法人の
「2022年新卒者向け採用情報」データ
ベースなど

※詳しくはHP、facebook等でお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、
中止または変更となる場合があります。

●日時 令和３年８月１４日(土) 予定

●場所 倉吉体育文化会館 http://www.tottori-wel.or.jp/p/jinzai/7/

問合せ 鳥取県福祉人材センター
TEL0857-59-6336

見て！聞いて！魅力ある私たちの職場

保育の魅力発信フェス

潜在保育士や学生を対象とし、保育の魅力
を紹介する職場説明会を開催します。

とっとり福祉のオンライン就活応援事業

就職活動支援WEBページ
新型コロナウイルスの影響により就職活動が
難しくなっている学生の方向けに鳥取県社会
福祉協議会ホームページ内に就職活動支援ペ
ージを開設しています。ぜひご活用ください。

鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金

対象≫ 保育士養成校学生等

県内の対象職種に正規雇用で就職する
学生・卒業生(35歳未満)の奨学金の
返還費用が助成されます。

エルダー・メンター制度導入助成金

対象≫ 事業主

県内保育所等においてエルダー・メンター制度の導入
またはフォローアップに際して必要となる経費を助成します。

「働きやすい職場づくり」に取り組む事業所をサポートします

鳥取県保育士・保育所支援センター
TEL 0857-59-6342

WEBで就活！

問合せ

問合せ

問合せ

対象≫ 保育士養成校学生

鳥取県保育実習等旅費支援事業
県外の保育士養成施設に在学する鳥取県出身の学生が、
県内の保育所等で保育実習・見学・ボランティア活動など
を行う際の旅費を助成します。

県外に進学した保育学生のUターンを応援します

●助成金額 貸与を受けている奨学金に
応じた返還額

【無利子奨学金】貸与奨学金の総額×1/2
【有利子奨学金】貸与奨学金の総額×1/4

鳥取県交流人口拡大本部ふるさと人口政策課
TEL 0857-26-7648
https://www.pref.tottori.lg.jp/251627.htm

民間の保育士・幼稚園教諭も対象業種です！

就職前に手続き
が必要です。

鳥取県保育士・保育所支援センター
TEL 0857-59-6342

問合せ

●助成金額 県外養成施設と県内保育所等
の所在地に応じて
定額で助成(1人１回)

見学先など
ご相談も
お受けします。

●助成金額 1カ所あたり上限50,000円
●対象経費 講師・専門家等の派遣、研修受講経費など

※他の助成金を受けている場合、または過去に本センターが
行う同様の助成金を利用している場合には本助成金の対象
となりません。

問合せ
問合せ

返還免除
あり

【鳥取県保育士等修学資金貸付】
鳥取短期大学に進学し、保育者を目指す方への貸付
入学支援資金24万円、奨学金72万円〔2年分〕
【保育士修学資金貸付】
県内外の保育士養成施設に進学し、保育者を目指す方への貸付
入学・就職準備金各20万円、奨学金120万円〔2年分〕

県内保育所等で
２年間勤務した場合、
返還免除となります。



この届出は保育に関する情報を保育士有資格者に届け、従事者の定着や離職者の
復職を促進することを目的としています。現場の従事者の方ややむを得ず離職される
こととなった方に、登録の呼びかけをお願いします。

コーディネーターが求職者の希望に合った求人をご紹
介します。また、ブランク状況や家庭との両立を視野に
最適な職場環境をご提案します。

仕事や家庭の悩み・困りごとなど…誰かに聞いてもらう
ことで気持ちが楽になり悩み解決のきっかけになることが
あります。まずは話してみませんか（来所は要予約）。

対象≫ 従事者、事業主

「福祉のお仕事」
サイトを
ご利用ください

https://www.fukushi-work.jp/

鳥取県保育士・保育所
支援センターを
ご利用ください

保育の現場で働きたいあなたをしっかりサポート！

対象≫ 求職者、事業主▮ 就職支援 保育コーディネーターによる就職支援

▮ 定着支援 保育のお悩み相談窓口

対象≫ 求職者、従事者、事業主▮ 保育資格の届出

0857-59-6342
平日8：30～17：00

hoikucenter@tottori-wel.or.jp
毎日24時間受付

※メール相談の場合は返信まで数日いただく場合があります。
また、上記アドレスからの受信ができるよう設定してください。

まずはお気軽にセンターへご相談ください。
見学の調整や同行も行っています。

見学して
みたい！

ブランクが
あって不安

求人について
詳しく
知りたい

インターネットで
●求職登録
●求人票の閲覧
●保育士資格届出登録 などができます。

事業所情報の公開や求人登録ができます。
事業方

センターでは長く保育士として働き続けられる
職場探しをお手伝いしています。
正規職員を目指したい方や育児等家庭と両立
させて短時間で働きたい方など様々なニーズに
お応えします。
相談や情報提供など全て無料です。
お気軽にお問い合わせください。

事業主
の方

事業主
の方スマホ

でもOK♪

保育士資格の届出登録をすると「とりっぽ通信」(年４回)や就職支援セミナーなど各種情報をお送りします。

※本事業は鳥取県福祉人材センターの無料職業紹介事業の機能と連携して実施しています。
※下記「福祉のお仕事」サイトで求職登録・求人登録ができます。

保育現場のメンタルヘルス専門相談

ヘルスプロモーションサポートオフィス
開業保健師 渡部 一恵 氏

相談
内容

専門
相談員

保健師からの専門的なアドバイスが受け
られる「メンタルヘルス専門相談窓口」も
開設しています。事業主の方からの相談
もお受けしています。

メンタルヘルス全般、事業所のメンタルヘルス
対策、ハラスメント対策、ストレスチェック、職場
環境改善 など

保育士等の求人を募集しています！
求人登録いただくと条件に合う求職者へ情報提供
します。
【対象職種】保育士、保育教諭、幼稚園教諭、

子育て支援員など

事業主
の方


