
（３）人材確保と質の向上について 

 

 

 

① 保育士・保育所支援センター事業 

  指定保育士養成施設の学生や、保育士・保育所支援センターに登録した潜在保

育士などを対象に、保育士就職支援ガイダンスを開催するとともに、潜在保育士

の現場復帰支援研修や就職相談、新任保育士の就業継続支援研修、管理者の職場

環境改善・トップマネジメント能力の向上等のための研修を実施しています。 

 

〔平成２８年度取組状況〕 

実施事業 件数・開催回数・日時等 

(1)保育士就職支援 

   ガイダンスの実施 

 

 

 

 

 

 

(2)潜在保育士復帰支援のため 

の就労相談、就労支援の実施 

 

 

 

(3)保育士確保等研修の実施 

※保育所経営者・管理者を対象

とした研修を実施。平成 28年度

は各地域の管理者が集まる会

議等のなかで実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士就職支援ガイダンス 参加者数：４２人 

日時：平成２８年７月１８日（月・祝） 

  会場：三重県社会福祉会館 

潜在保育士や保育士をめざす学生を対象に、現場から

の実践レポートや就職の心構えの講義を行った 

 ※就職フェアは、三重県私立保育連盟が実施する就職ガ

イダンスに連携・協力（ブースを設置） 

 

①潜在保育士復帰支援専門相談員の配置 

②保育のおしごと相談会の開催（年６８回） 

  ※県内９ヶ所のハローワークと連携 

 ③情報提供希望者への情報提供 

 

①潜在保育士現場復帰支援研修 受講者数：２２人 

県内 2箇所で 5回実施、1箇所あたり 2日間 

実地研修 2日間（現場体験希望者） 

四日市   ①５月 31日（火）、６月 14日（火） 

②６月 25日（土）、７月９日（土） 

  津     ①６月５日（日）、６月 12日（日） 

②７月 12日（火）、７月 19日（火） 

③11月 15日（火）、11月 29日（火） 

②新任保育士就業継続支援研修 受講者数：１８３人 

県内 3箇所で実施、1箇所あたり 3日間 

津       ９月７日（水）・15日（木）・２７日（火） 

四日市   ９月 16日（金）・21日（水）・28日（水） 

伊勢     ９月６日（火）・20日（火）・30日（金） 

③管理者・経営者マネジメント研修  
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人材確保 



 

 

(4)市町との連携 

 

 

県内 8箇所（ブロック単位）で実施  参加者数：２８１人 

 

・四日市市との連携 

 「潜在保育士職場復帰支援就職セミナー」に共催 

・名張市との連携 

「なばり保育士・幼稚園教諭就職フェア」に共催 

・松阪市との連携 

 「潜在保育士復職・就職支援研修会」に共催 

・各市町にセンター事業の広報を依頼 

 

〔平成２９年度取組状況〕 

実施事業 件数・開催回数・日時等 

(1)保育士就職支援 

   ガイダンスの実施 

 

 

 

 

(2)潜在保育士復帰支援のため 

の就労相談、就労支援の実施 

 

 

 

(3)保育士確保等研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士就職支援ガイダンス  参加者数：４８人 

日時：平成２９年６月２５日（日）  

  会場：三重県社会福祉会館 

潜在保育士や保育士をめざす学生を対象に、現場からの

実践レポートや就職の心構えの講義を行った 

 

①潜在保育士復帰支援専門相談員の配置 

②保育のおしごと相談会の開催（年４０回予定）） 

  ※県内９ヶ所のハローワークと連携 

 ③情報提供希望者への情報提供 

 

①潜在保育士現場復帰支援研修  受講者数：１３人 

県内 2箇所で２回実施、1箇所あたり 2日間 

実地研修 2日間（現場体験希望者） 

四日市  ８月８日（火）、８月２４日（木） 

  津     ６月５日（日）、６月 12日（日） 

②新任保育士就業継続支援研修 

県内 3箇所で実施、1箇所あたり 3日間 

四日市 ９月１４日（木）、２１日（木）、１０月１６日（月） 

津    ９月２０日（水）、２７日（水）、１０月３０日（月） 

伊勢   ９月１５日（金）、２２日（金）、１０月１７日（火） 

③管理者・経営者マネジメント研修  

県内 9箇所（ブロック単位）で実施予定 

桑員、三泗、鈴亀、津、松阪・多気、伊勢・度会、 

鳥羽・志摩、伊賀、紀州 

④子育て支援員研修（地域保育コース） 申込者数：３３人 

会場：三重県社会福祉会館 



 

 

 

 

 

 

(4)市町との連携 

 

基本研修：２日 ８Ｈ  ８月１日（火）、４日（金） 

専門研修：地域保育コース 共通科目３日 １３Ｈ 

       ８月１７日（木）、２２日（火）、２８日（月） 

選択科目（地域型保育）：１日 ６Ｈ   ８月３０日（木） 

見学実習 ２日 

 

・名張市との連携 

「なばり保育士・幼稚園教諭就職フェア」に共催 

・就職支援ガイダンス等周知協力 

  ５市（桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、名張市）が 

  広報やＨＰに掲載 

 

② 保育士修学資金貸付事業 

 

〔平成２８年度実施状況〕 

（保育士修学資金貸付） 

１．目的：保育士の資格の取得をめざす学生に修学資金を貸し付けることにより、

保育士の人材確保および定着を図る。 

２．事業の実施主体：社会福祉法人三重県社会福祉協議会（10／10補助） 

３．制度の概要 

 （１）貸付対象者  

指定保育士養成施設に在学し、県内の保育所等で将来保育士として働

く意思があり、経済的理由により修学が困難な者 

 （２）貸付額  月額５万円以内 

 （３）貸付期間 最長２年間（指定保育士養成施設に在学する期間） 

 （４）利子   無利子（連帯保証人が必要） 

 （５）貸付実績 新規貸付３０人、継続６人 

     各指定養成施設から推薦のあったものの中から、三重県社会福祉協議会

の審査により決定した。 

 （６）返還の免除  

原則として、卒業してから１年以内に保育士登録を行い、県内の保育

所等において５年間児童の保護等に従事したとき。 

 

（潜在保育士の就職支援準備金貸付【Ｈ２８新規事業】） 

１．目的：潜在保育士の再就職のための準備に必要な費用を貸し付けることによ

り、保育人材の確保を図る。 

２．事業の実施主体：社会福祉法人三重県社会福祉協議会（10／10補助） 

３．制度の概要 

 （１）貸付対象者 

     以下の要件のすべてを満たす者。 



     ・保育士登録後１年以上経過した者 

     ・保育所等の施設（事業）を離職後１年以上経過した又は勤務経験のな

い者 

     ・保育所等に新たに勤務（週２０時間以上）する者 

      ※国の要綱改正に伴い、勤務時間数を週３０時間以上から２０時間以

上に改正（平成２９年２月） 

 （２）貸付額  ４０万円以内（１回限り）  

※国の補正予算（平成２８年１０月）に基づき貸付額を２倍に変更 

 （３）利子   無利子（連帯保証人が必要） 

 （４）貸付枠  １０人  

 （５）貸付実績  ０人（１２月からの募集となったことや、周知不足が要因と 

考えています。） 

 （６）返還の免除  

原則として、県内の保育所等において２年間引き続き児童の保護等に

従事したとき。 

 

〔平成２９年度取組状況〕 

（保育士修学資金） 

 平成２９年度新規貸付から、募集期間を保育士養成施設入学の前年の９月～１０

月までとし、１２月末までには、貸付予約を決定することとしました。これにより、

経済的な理由で、保育士養成施設への入学を断念することなく、受験することが可

能になりました。 

 平成２９年度分貸付実績 新規３０人 継続２４人 

 

（潜在保育士の就職支援準備金貸付） 

 本貸付金を活用して、潜在保育士の再就職が進められるよう、新たに周知用のチ

ラシを作成し、市町や保育所等と連携して周知に努めます。 

 平成２９年８月１日現在 貸付実績 ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

① 幼稚園教諭・保育教諭・保育士のための新任研修等 

●公立の幼稚園教諭・保育教諭 

公立の幼稚園教諭のための新任研修（園外研修 10日、園内研修 10日）および幼

稚園等教員教職経験１１年次研修（平成２９年度から「中堅教諭等資質向上研修」

に改正）については、教育公務員特例法に基づき、県教育委員会において実施して

おり、公立認定こども園の保育教諭についても、これに参加する形をとっています。 

 平成２８年度実績〔新任研修〕参加者数：幼稚園教諭 ２２人、保育教諭 ２人 

〔１１年次研修〕参加者数：幼稚園教諭 １０人、保育教諭 なし 

 

●私立の幼稚園教諭・保育教諭 

私立の幼稚園教諭や幼稚園から移行した認定こども園の保育教諭のための新任

研修については、公立の幼稚園教諭の研修に準じた形で三重県私立幼稚園・認定こ

ども園協会において実施しています。 

８日間のうち４日間については、県教育委員会との公私合同研修として実施して

います。 

県は、三重県私立幼稚園・認定こども園協会が実施する研修に対して、補助を行

い支援しています。 

 

●公私立の保育士・私立の保育教諭のための新任研修 

公私の保育士や保育所から移行した認定こども園の保育教諭のための新任研修

の園外研修については、平成２７年度から保育士・保育所支援センターにおいて、

新任保育士の就業継続支援研修（採用から概ね３年程度、３日間）として実施し、

参加を働きかけています。 

また、市町が園内研修を実施する場合には、国庫補助の対象となるものについて、

平成２８年度から県単の上乗せ補助を創設しました。 

平成２８年度実績 

〔新任園外研修〕参加者数：保育士 １７２人、保育教諭 １１人 

 〔新任園内研修〕補助実績なし 

 

② 保育士、幼稚園教諭、保育教諭の合同研修    

平成２８年度の保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の合同研修は、保育士が６４６

人、幼稚園教諭が５４０人、保育教諭が２４人の参加となりました。 

 引き続き、県教育委員会と連携して、今後の認定こども園の増加に対応する研修

内容を取り入れながら、子どもたちを取り巻く現状や現場のニーズに合わせて、研

修を実施していきます。  

   

 

質の向上 



〔平成２９年度実施予定〕       （  ）は主催部署  

研修 テーマ 

乳幼児教育研修 

（三重県教育委員会） 

保幼小の連携 

児童虐待の現状と保育者の役割 

０～２歳児の発達理解と保育 

乳幼児教育関連講座 

（三重県教育委員会） 

「ちがい」を認め合う人権教育 

特別支援教育基礎講座 

生徒指導研修 

環境教育 

人権保育専門研修 

（三重県） 

人権保育の実践より 

障がいのある子どもとの共生 

家庭支援推進保育士向け連続講座 

子どもの貧困と子ども支援 

造形活動を通して自尊感情を高める 

子どもの権利と子育て支援 

多様な性を考える 

外国につながりのある子どもたち 

※周知協力（保育所等へ）     

・三重県国公立幼稚園・こども園長会、公益社団法人全国幼児教育研究協会三重支 

部合同研修会  

テーマ①「幼児期のインクルーシブ教育 

～自閉症スペクトラム児の保育を中心にして～」 

  テーマ②「今後の幼児教育の求めるもの ～学びを深める保育の質～」 

・第３８回全幼研教育経営研修会三重大会   ※全幼研：全国幼児教育研究協会 

 

③ 放課後児童対策事業に関する研修 
 
（ア） 放課後児童支援員県認定資格研修 

〔平成２８年度実施状況〕 

・県内４か所（四日市・津・松阪・伊賀）で開催  

参加者数：336人（うち、修了証交付者 322人、一部科目修了者 10人） 

 

〔平成２９年度実施予定〕 

・県内３か所（四日市会場で２期にわたり実施、詳細は下表のとおり）で開催 

・受講予定 約 400人（１期あたり約 100人） 



 

 

（イ） 子育て支援員研修（放課後児童コース） 

〔平成２８年度実施状況〕 

・県内１か所（津）で開催 

・参加者数：66人 

  うち、修了証交付者   52人 

     一部科目修了者   7人 

 

〔平成２９年度実施予定〕 

・県内１か所（下表の研修日程及び会場）で開催 

・受講予定 約 100人 

 

  
 

④ 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実に従事する者への研修 
〔平成２８年度実施状況〕 

母子保健コーディネーター研修  受講者 42人 

 

〔平成２９年度実施予定〕 

 母子保健コーディネーター研修  ７月・８月・１１月 計３回実施予定 

 

会場名
（実施場所）

津会場 松阪会場

研修日程 第１期 第２期 （三重県津庁舎） （三重県松阪庁舎）

９月３日（日） ９月２４日（日） ９月１０日（日） ９月１７日（日）

１０月１日（日） １０月２２日（日） １０月８日（日） １０月１５日（日）

１１月１９日（日） １２月３日（日） １０月２９日（日） １１月１２日（日）

１２月１０日（日） １月１４日（日） １１月２６日（日） １２月１７日（日）

※研修は１回につき４科目×１．５時間＝６時間を想定。

第４回

四日市会場（三重県四日市庁舎）

第１回

第２回

第３回

会場名
（実施場所）

津会場

研修日程 （三重県津庁舎）

２月１１日（日）

２月２５日（日）

３月１１日（日）

第１回

第２回

第３回


