
保育士の確保・定着情報・魅力を発信する情報紙

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。
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とりっぽ通信

鳥取県保育士・保育所支援センターが実施している事業や活動をご紹介します。

センター活動の様子
はFacebookでも
ご覧いただけます！

＃とりっぽ

センター活動紹介

注）この「届出」は保育士の業務を行うのに必要な「登録事務処理セン
ター」（社会福祉法人日本保育協会）の「保育士登録」とは異なります。

🔴保育所等を離職した場合
🔴保育士資格取得後、すぐに保育士として就業しない場合
🔴離職した後、保育士として就業していない場合
※現在保育士として働いている方でも、届出できます。

「福祉のお仕事」ホームページから「届出をする」より
登録してください。インターネットのご利用が困難な方
は、来所（センター窓口）や郵送による届出もできます。
詳しくは当センターへお尋ねください。

福祉のお仕事
https://www.fukushi-work.jp/

保育士資格をお持ちで
●現在、仕事についていない方
●近い将来復職を考えている方
●保育の仕事へ転職を考えている方 など

保育士資格をお持ちの方が保育士・保育所支援セ
ンターに届出をしていただくことにより、様々な支援
を継続的に受けられます。

対象

鳥取県保育士・保育所支援センターから保育に関する
情報やセミナー、イベントなどの情報をご案内します。
就職・復職をお考えの場合には、鳥取県福祉人材セン
ターと連携し、最適な就業場所を紹介するなどの就労
支援を継続して受けることができます（就職支援につ
いては裏表紙参照）。

届出のメリット

届出のタイミング

届出の方法

保育士資格をお持ちのみなさまへ

保育士資格の

届出制度
をご利用ください

登録事務処理センター
https://www.nippo.or.jp/hoikushi/

問合せ

児童福祉法

18条の4

保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、
保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術を
もって、児童の保育及び児童の保護者に対する
保育に関する指導を行うことを業と
する者をいう。

保育士として働くには「保育士証」が必要です

就職相談 ～よくあるご質問～

「保育士」は、児童福祉法で右記のように規定されて
おり、登録を受ける必要があります。現在お持ちの資
格証をご確認いただき、「保育士証」の記載がない
場合は、登録事務処理センターで登録手続きをし、
保育士証の交付を受けてください。

以前「保母資格」で働いていました
が、「保育士」として働けますか？

https://www.fukushi-work.jp/
https://www.fukushi-work.jp/
https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
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保育のお仕事
魅力発信

今までの経験で保育の現場に活かせるこ
とは何ですか？

たくさんの人と関わる経験を
保育士の仕事は、子ども、保護者、職場の同僚、
地域の人、小学校の先生など様々な人と関わり、
連携しながら、子どもの成長を見守っていく仕事
です。身振り、手振り、表情、声のトーンなどその
相手に合わせたコミュニケーションが
必要となります。
高校生のうちからたくさんの人と
関わる経験を積むと保育現場
でも活かすことができると
思います。（森本保育士）

保育の出前講座

「保育の出前講座」は保育現場で働く保育
士（保育教諭）とセンター職員が高等学校
等へ訪問し、保育士の仕事の魅力・やりがい
などを伝える講座です。

今回は社会福祉法人鳥取福祉会 むつみ保
育園の山本園長、長本保育士、森本保育士
の３名に講師としてお話しいただきました。内
容の一部をご紹介します。

鳥取県保育士・保育所支援セン
ターからは、

〇保育士の給与・キャリアアップ

〇保育士資格の取得ルート

〇保育士就学支援制度

などについて説明しました。

左：長本浩平保育士（保育士１８年目）、 右：森本樹保育士（保育士11年目）

保育士になるために必要なことは？

子どもを好きな気持ちが一番大事！

保育士になった動機を教えてください

高校１年生の時、ボランティア体験で保育園に
行った時、率直に「保育士って子どもと遊ぶのが
仕事なんて、最高の仕事」だと思ったのがきっか
けです。（長本保育士）

高校生の時、近所の子ども達と遊んでいた中で、
疲れていても楽しく笑顔になることができ、子ども
と関わる仕事がしたい、児童養護施設で働きた
いと思いました。（森本保育士）

保育士の仕事で好きな点は何ですか？

成長の共有
子どもの成長を「すごいね！」「できたね！」と子ど
も自身や周りの保育士と共有でき、保護者の方
とも喜び合える。地域の方からも
「子どもたちいい笑顔してたね」
など意見をいただいたり、様々な
人と子どもたちの成長を見守れる
ところです。（長本保育士）

「保育士」は未来をつくる子どもとともに
生涯学び続けられる魅力ある職業
保育士の魅力の１つとして専門性が
あります。保育士には子どもの健康
を守り、安全・安心を確保し、子ども
の遊びを豊かにするための専門性が
求められます。

地域に開かれた保育園を目指して
保育ニーズの多様化によって子育ての不安を抱
えている方もおられます。地域社会と連携しながら
「子育ては楽しい」と思ってもらえるよう、様々な支
援をしています。

山本克宝園長



鳥取県保育士・保育所支援センター
TEL 0857-59-6342

topics

鳥取県の出生数7年ぶりに増加 2022推計

保育の出前講座

社会福祉法人鳥取福祉会

むつみ保育園

鳥取市二階町４丁目201
職員数：34名
園児定員：195名（0～5歳児）
いきいき のびのび からだ育て
https://www.tottorifukushikai.jp/

令和5年4月幼保連携型認定こども園「むつみこども園」に移行予定

イベントのお知らせ

保育人材確保・定着等の取組事例
募集中！

法人・事業所のみなさま

センターでは、保育士の確保・
定着等にかかる取組について、
広く情報発信しています。
貴法人・事業所での取組があ
りましたらぜひ情報をお寄せく
ださい。本情報紙やFacebook
で紹介します。

保育士を目指す
学生や保育士として
就職希望の方へ
情報をお届けします。

鳥取県が独自に算出した２０２２年の推定出生数が、
前年確定数より2.3３％（８４人）増えて３７９２人となっ
たと発表されました。
本県では2015年から出生数の減少傾向が続いてお
り、増加に転じたのは７年ぶりとなります。
この要因として、子育て支援の取組みやコロナ禍で加
速している移住者増加、中でも２０～３０代の若い世代
の移住増加などが背景にあると推察されています。

福祉の就職フェア
＆ガイダンス
～福祉の職場 いろいろな仕事 いろいろな働き方～

とっとり
２０２３春

問合せ

東中部
会場

西部
会場

鳥取県福祉人材センターTEL 0857-59-63３６
https://www.tottori-wel.or.jp/common/event/3/1/

詳細・
参加申込は

こちら

保育士の仕事の中で難しいと思うこと
は何ですか？

子育てに正解はない
その中で責任をもって子ども達を成長に導いて
いくことに難しさを感じますが、子ども達と接する
中でたくさんの援助の仕方や成長の導きを積み
重ね、保育士として自信とプライド、楽しさを持っ
て子ども達と関わっています。
難しさはありますが、仲間と共有し、みんなで愛情
いっぱいに関わっています。（長本保育士）

参加者の

声

●保育で必要なことを深く知ることができた。

●資格をとるまで頑張るのではなく、資格を
持ってから現場でどんどん学んでいくこと
が大切だと分かりました。

●講座を受けて、保育士になった後、どんな
ふうに子どもと関わっていこうかと思える
ようになった。

令和５年３月１２日(日)13:15～16:00

県立福祉人材研修センター ホール

令和５年３月１９日(日)13:15～16:00

米子ワシントンホテルプラザ らんの間

4527 4624 4436 4310 4190 3988 3783 3708 3792

2014 15 16 17 18 19 20 21 22

鳥取県の出生数の推移
(2022年は推定)

2.3％増

ほかにもたくさんの質問があり、丁寧に答えていただきました。

高校生のみなさんへメッセージ

★目標を持ち、何事にも一生懸命取り組んでほしい！
★夢中になれることを見つけてほしい！
★周りの人に感謝の気持ちを持って、いろんな事に
チャレンジしていってほしい！
★家族や友だち、先生を大切に！たくさん思い出を
作ってほしい！

https://www.tottorifukushikai.jp/
https://www.tottori-wel.or.jp/common/event/3/1/
https://www.tottori-wel.or.jp/common/event/3/1/


就職相談を通じて、あなたの希望に合った求人をご紹
介します。希望により保育園等の見学や職場体験の調
整・同行をします。お気軽にご相談ください。
※鳥取県福祉人材センターの「無料職業紹介事業」と連
携して実施しています。

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！

求職者
（一般・学生）

保育専門の就職支援コーディネーター
にお任せください！

【事業主の方へ】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、子育て支援員など

※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。

利用時間／月曜日～金曜日 8：30～17：00
（祝日・年末年始は除く）

担当者が不在の場合もありますので、
来所の際は事前にご連絡ください。

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
〒689-0201 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ー５９－６３４１

Ｅメール hoikucenter@tottori-wel.or.jp
ホームページ https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/3/
フェイスブック https://www.facebook.com/tottorihoiku/

鳥取県保育士・保育所支援センター

フェイスブックホームページ

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

就
職
支
援

ブランクがあって、保育士として
の知識や技術に不安がある…

未経験だけどせっかくの保育士資
格を活かしたい

子育てしながら働きたいけど、
希望に合う求人が見つからない

定
着
支
援

従事者

仕事の悩みや困りごと、誰かに
聞いてほしい…

職場のメンタルヘルス対策・職場
環境改善を検討したい

事業主

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）。

保育のお悩み相談窓口 ひとりで悩んでいませんか？

保健師からの専門的なアドバイスが受けられます。事業
主の方からの相談もお受けしています。

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

専門
相談員

情
報
提
供

いずれは保育の仕事をしたい…
保育の情報がほしい・・・

求職者等（保育士）

保育士資格の届出登録をすると「とりっぽ通
信」や「就職支援セミナー」などの各種情報を
お送りします。届出登録をしておくと就職希望
の場合はスムーズに就職支援が受けられます。

保育士資格の届出

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。

スマホからも
快適に!

「福祉のお仕事」
ホームページリニューアル！

情報をよりわかりやすく

https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/3/
https://www.facebook.com/tottorihoiku/
https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/3/
https://www.facebook.com/tottorihoiku/
https://www.fukushi-work.jp/
https://www.fukushi-work.jp/

