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☆6 月センター壁面飾り☆
あじさい畑に大きな虹がかかり、太陽さんに向かってカタツムリの仲間が仲良く登っていきます♪
カタツムリ達の楽しそうな表情にも注目ですよ

沖縄県保育士・保育所総合支援センター
〒901-0152
那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター４階 413 号室
ＴＥＬ 098-857-4001 ＦＡＸ 098-857-4007
開所時間 月～金曜日 9：00～18：00 定休日 土・日・祝祭日
ＨＰ ： http://okihoiku.com/

今年も梅雨の季節がやってきました。
沖縄ではまだ油断はできませんが、コロナウイルス
の感染も落ち着き、いつもの日常が戻ってきた頃で
しょうか。
引き続き感染予防や対策を行いながら、雨の日も楽
しく元気に過ごしていきましょう(^^)
それでは、今月も様々な情報をお届けしてま
いります！！是非ご覧ください♪

♦電話での求職相談も対応しています。
本冊子「きら＊きら」と一緒に封入されている求人票やセンターホーム
ページ、おき保アプリの求人で気になる園があればお電話ください！
園見学や面接の日程調整等を行います。
♦当センターはお子様を連れての来所も OK です♪
是非、一緒にいらしてください(^^♪
♦雇用保険受給中で求職相談された方は、求職活動実績になります。
※コロナウイルス感染予防のため、来所時にはマスクの着用をお願いいたします。
発熱症状のある方や体調のすぐれない方はご自宅での療養をお願いいたします。

令和 2 年度（前期）
保育士試験対策講座のご案内
＊＊＊令和 2 年度保育士試験対策講座実施市町村＊＊＊
♢糸満市
♢名護市
NPO 法人
♢豊見城市
沖縄県学童・保育支援センター
♢石垣市
（098-870-1838）
♢宮古島市
♢宜野湾市
♢南城市《子育て支援課 （098-917-5343）》
♢西原町《福祉部子ども課 （098-945-5311》
※受講対象条件等については、各市町村及び学童・保育支援センターへ
確認しお申込ください。
他、保育試験対策講座実施予定市町村については、きら＊きら 7 月号にも掲載予定です。

対策講座はスクール形式で行われ、講師の先生と一緒にテキストで要点を
チェックしながら進めていきます。
保育士の仕事に興味のある方や、資格取得を目指している方にオススメで
す♪ あなたも是非！‼
※コロナウイルスの感染状況により休講や中止となる場合があります。

前回の講座の
様子です。

扶養について

相談コーナーに喜屋武さん

が訪ねてきました。

実は私、夫の扶養の範囲内で働きたいのですが…

喜屋武さん

扶養の範囲で働きたい場合

幸喜相談員

合計所得⾦額が 38 万円以下であれば、扶養の範囲におさまります。
ここで、所得⾦額が 38 万円以下とは、年収⼊（年収とは：その年の 1
⽉から 12 ⽉までの収⼊をいいます。）でいうと 103 万円（給与所得
控除額 65 万円と所得税の基礎控除額 38 万円を加算した額)以下
をいいます。
給与収⼊は、前に勤めていた園の給与と新しく採⽤された園の給与を
合算した⾦額から、給与所得控除額の 65 万円を控除した額が 38 万
円以下であれば、引き続き扶養となります。
新しい園に、前職の園での収⼊「源泉徴収票」などを提出し、きちんと
伝えましょう。また、給与明細書を毎⽉確認し、⾃分⾃⾝で管理するよ
うにしましょう。

（監修

善平社労士事務所

特定社会保険労務士

善平克恵）

どんな施設で働きたいですか？受け入れ対象園児の定員人数や規模など…。
施設のアレコレ、もう一度確認してみましょう♪

Q1.１号・２号・３号認定って？
⇒平成 27 年 4 月から「子ども・子
育て支援新制度」がスタートしま
した。就学前の子どもの教育・保
育を保障するため「支給認定制度」
が導入されています。
3 つの認定区分
１号認定
お子さんが満３歳以上で、保育を必要
とせず、幼稚園等で教育を希望される
場合。
⇒ 施設：幼稚園／認定こども園
2 号認定
お子さんが満３歳以上で、保護者の就
労や疾病等の事由により、保育を必要
とする場合。
⇒ 施設：保育園／認定こども園
３号認定
お子さんが満３歳未満で、保護者の就
労や疾病等の事由により、保育を必要
とする場合。
⇒ 施設：保育園／認定こども園
地域型保育事業

Q２.それぞれの施設・事業の規模や
対象園はどうなっているの？

認可保育園
小規模保育
事業所内
保育
家庭的保育
認定
こども園

0～5 歳児/
定員 60 人～
0～2 歳児/
定員 6～19 人
0～5 歳児/
定員 6～19 人
0～2 歳児/
定員～5 人
0～5 歳児/
定員 60 人～

（子ども・子育て支援新制度
なるほど BOOK 参照）

support
～2020～

『 認可外保育施設 』から
『 認可保育園・小規模保育園 』に開園！！
社会福祉法人 あらた福祉会

園長：小嶺 京美

私たちは、どの子も育つという共通理解の上全職員で子ども
にとって最善の利益とは何かを考えこれまで 40 年間保育を
行ってきました。認可園になり更に楽しく保育に取り組んで
いく所存です。共に素敵な保育園づくりをしていきましょう。
所在地：那覇市真嘉比１丁目 24-9（定員：60 名）
ＴＥＬ：098-943-2965 （旧：なかいま保育園）

社会福祉法人 まなびの樹福祉会
法人名は『まなびの樹』福祉会です。いろんな事を学ぶたく
さんの子どもたちと言う意味です。職員も同じようでありた
いと思っています。共に宮古島市で保育に携わりましょう！
所在地：宮古島市字西里 1046-1（定員：70 名）
ＴＥＬ：098-072-8329

（旧：はっぴぃ保育園）

園長：田名 美和子

小規模保育事業所

園長：新垣 美奈子

新しい環境の中で子どもたち・保護者と感動を分かち合える
保育士を募集しております。職員の『和』を大切に保育士が
成長できるような職場環境作りを目指しています。
一緒に頑張りましょう！
所在地：八重瀬町伊覇 226
ファミリーヒルズハピネス 201 （定員：16 名）
ＴＥＬ：098-998-0773（旧：こちの森保育園）

❤正規・パート保育士募集しています❤

☎：098-857-4001（城間）

従業員のお子様を対象にお預かり ～2020.6～
している『事業所内保育施設』4 月開園！！
保育士募集中

園長：與那覇 朝大

社会福祉法人 おおぞら福祉会

幸せとは健康で笑顔で過ごせること。愛された子どもは大人
になっても自分を大切に相手を愛することが出来る。
保育の専門性を生かし十人十色の子ども達を受けいれよう。
大空のように広くおおらかに共に育とう。
所在地：宮古島市平良字下里 1356-7（定員：19 名）
ＴＥＬ：0980-79-7615（おおぞら福祉会事業所内保育所）

沖縄ヤクルト株式会社

保育士募集中

沖縄ヤクルト(株)では、安全で真心込めた保育により心身とも
に健康に子どもを育て、働く保護者の方が安心してお仕事に専
念していただくことを支援します。また、地域の子どもを受け
入れることで、保育の専門性を活かした子育て支援に務め、地
域に開かれた保育を目指しています。
所在地：沖縄市宮里 4-17-10（定員：19 名）
園長：比屋根 江利子
ＴＥＬ：098-989-3356

社会福祉法人 愛育福祉会
所在地：北谷町字浜川 117-3（定員：19 名）
ＴＥＬ：098-936-2959

園長：登川 房子

（愛育保育園内）

（株）ディノス・セシールコミュニケーションズ
園長：具志堅 結
所在地：うるま市洲崎 14-17（定員：36 名）
沖縄 IT 津梁パーク中核機能支援施設 B 棟 2F
ＴＥＬ：098-937-7885

☎：098-857-4001（城間）

★求人園登録情報（5 月末時点）★
【求 人 園】⇒

203

園

【正規求人】⇒

95

件

92

5 月・・・14 件
***************************

【臨時フルタイム求人】
⇒

【新規求人件数】

件

認可園・・・・・・

3園

認可移行園・・・・

1園

135

件

認定こども園・・・

1園

【パ ー ト 補 助】⇒ 1

件

小規模保育園・・・

2園

件

公立保育所・・・・

1 園

事業所内保育園・・

1園

【パートタイム求人】
⇒

【子育て支援員】⇒ 1

★ 保育現場で活躍していただけるよう、
全力でサポート致します！

※登録求人数は流動的な数字となります。

受験生の方＆受験を考えている皆さまへ！
令和 2 年 保 育 士 試 験 [後 期]
※大阪府は地域限定保育士試験も併せて実施予定としています。
詳細は「受験申請の手引き〔後期用〕」に掲載します。
令和２年６月２５日（木）～
７月２０日（月） 当日消印有効

受験申請書
受付期間

受付・発送開始（予定）：６月２５日（木）～
受験申請書
（受験申請の手引き）
請求方法

請求方法は、下記ホームページまたはお電話にてご確認ください。
【ホームページ】
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｙｏｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ／ｅｘａｍ／
【フリーダイヤル】 ０１２０－４１９４－８２
※IP 電話はつながりません。一般加入電話・携帯電話をご利用ください。
筆記試験 ： １０ 月 ２４ 日 （土） ・ ２５ 日 （日）

試験日程

実技試験 ： １２ 月 １３ 日 （日）
※大阪府においては地域限定試験の場合、実技試験に替えて保育実技
講習会を実施します。

問い合わせ

保育士試験指定試験機関
一般社団法人 全国保育士養成協議会 保育士試験事務センター
【E メール】 shiken@hoyokyo.or.jp
【フリーダイヤル】 0120-4194-82
〒１７１－８５３６ 東京都豊島区高田 3-19-10
【代表電話】 03-3590-5561

6 月号「きら＊きら」はいかがでしたでしょうか？
ご意見・ご感想がございましたらお聞かせ下さい。よろしくお願い致します。

沖縄県保育士・保育所総合支援センター
TEL 098-857-4001 ／ FAX 098-857-4007
編集担当者：喜屋武
Email：kirakira.okihoiku31@gmail.com
きら＊きら配信停止の手続き等もこちら ↑アドレスへお願いします。

