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 暖かく気持ちのよいぽかぽか陽気と共に、新年度がスタートしました！ 

この時期はドキドキ、ワクワクがいっぱい★ ちょっぴり不安も・・・？！ 

新社会人のみなさま、久しぶりに保育現場へ復帰する保育士さん、 

これから保育現場での復職を考えているみなさま♪ 

今年度も沖縄県保育士・保育所総合支援センター 

及び月刊「きら*きら」をよろしくお願いします！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回もたくさんの求人がきております。 

興味のある園がありましたら、気軽にセンターの 

安里・新垣までお問い合わせ下さい。 

心よりご連絡お待ちしております。 

求人情報やイベント情報はこちらから♪ 

新着がある都度、更新します！！！ 

センターホームページへＧＯ！ 

URL ⇒ http://okihoiku.com/ 

センターFacebook へ Go！ 

https://www.facebook.com/okihoiku 
Facebook も随時更新しています！ 

こちらにもお立ち寄りくださいませ♪ 

求人申込施設 

一覧表へＧＯ！（別紙） 

INFOMATION 

４月の保育士プチ・セミナーの実施はございません。 

ただいま、平成３０年度 保育士プチ・セミナーの実施を計画しております。 

スケジュール等、詳細が決定しましたら改めてご案内させていただきます。 

ご案内は、「月刊 きら*きら」もしくは「沖縄県保育士・保育所総合支援 

センター ホームページ」にてご案内いたします。 



保育士として就職・復帰を考える皆さまへ✿

貸付対象要件
次のいずれかの要件を満たし、保育士として週２０時間以上勤務する者。

※就職（復職）から原則３ヶ月以内の者。ただし、勤務開始日から１年以内に未就学児の

保育料が発生した場合は、保育料が発生後、原則３ヶ月以内の者とする。

（1）未就学児を持つ保育士であって、次のア～セの施設等に新たに勤務する者。

ア.保育所 イ.預かり保育を常時実施する幼稚園

ウ.認定こども園へ移行予定の幼稚園 エ.幼保連携型認定こども園

オ.エ以外の認定こども園 カ.家庭的保育事業 キ.小規模保育事業

ク.居宅訪問型保育事業 ケ.事業所内保育事業

コ.病児保育事業（届出を行ったもの） サ.一時預かり事業（届出を行ったもの）

シ.離島その他の地域において特例保育を実施する施設

ス.認可外保育施設のうち地方公共団体における単独施策で保育を行っている施設

セ.企業主導型保育事業

（2）上記の施設等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又

は育児休業から復帰する者。

‣‣‣未就学児を持つ保育士に対して保育料の一部を
貸付けることにより、保育士資格保有者の再就職支援
を図ることを目的とした貸付制度です。

貸付金額 返還免除

詳しい免除要件については裏面をご覧ください

２年間保育士として従事すると

貸付金が全額返還免除！！

※未就学児の預け先も貸付対象要件(1)のア～セの施設等が対象となります。

※貸付を申請する際には、債務を負担する能力のある連帯保証人（１人）を立て
る必要があります。

申請期間 ｜就職（復職）から３ヶ月以内

Ｈ３０年度
沖縄県在住
貸付対象者へ
ご案内！

未就学児の保育料の半額として
月額27,000円を上限

全て無利子！貸付期間は1年を限度！

例:)保育料3万円/月の場合、
15,000円×12ヶ月＝総額180,000円



社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
福祉人材研修センター（保育士就職準備金等貸付担当）

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1（沖縄県総合福祉センター西棟３階）
TEL☎：098-882-5703 FAX：098-886-8474
詳しい内容や各種様式は、沖縄県福祉人材研修センターのホームページにてご確
認ください♪

お問い合わせ・申し込み先

返還免除の要件

沖縄県内の施設等（貸付対象要件（1）にあげた施設等）
において保育士の業務に従事し、かつ、
２年間引き続き当該業務に従事したとき、
貸付金の全額が返還免除となります。
※この要件を満たせない場合は、特別な事由がない限り返還の
対象となります。

申し込み方法
以下の申請書類等を揃えて、下記の『お問い合わせ・申し込み先』へ持参
又は郵送にてご提出ください。

（1）未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付申請書（第1号様式）

（2）住民票の原本（申請者と子どもの現住所がわかるもの、マイナンバー記載不要）

（3）所得証明書の原本（連帯保証人）

※勤続年数1年未満の方は直近の給与明細の写しを併せてご提出ください。

（4）申請者の勤務先、勤務時間が確認できる書類（雇用契約書の写し等）

（5）申請者の子どもが施設等に入所が決定したことが確認できる書類

（6）申請者の子どもの保育料が確認できる書類

（7）保育士登録証の写し

（8）その他本会会長が必要と認める書類

貸付期間

未就学児を持つ保育士が対象の施
設等に勤務を開始した日から起算し
て１年間を限度とします。

※勤務開始時に保育料が発生していな
い場合、勤務開始月から１年以内に保
育料が発生した時は、保育料発生月か
ら１年間を限度とします。

●保育士未経験
●直近1年以上保育士勤務なし
●産休・育休で離職し1年以上経過
等の要件を満たす方は就職準備金
貸付の対象になる可能性あり！
詳しくは本会までお問い合せ下さい
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①申請

②審査→契約書の送付

③契約書等の提出

申
請
者

④貸付金の交付(原則年2回)

申請から貸付までの流れ

沖縄県福祉人材研修センター



沖縄県在住の潜在保育士の皆さまへ❤

‣‣‣保育士資格をもっているが、保育士として
働いていない「潜在保育士」の再就職支援を図る為、
再就職に必要な費用を貸付ける制度です。

申 請 期 間 ｜ 就職から３ヶ月以内

貸付対象要件
次の全ての要件を満たし、保育士として週２０時間以上勤務する者。

※就職から原則３ヶ月以内の者。

（1）保育士資格を登録後、１年以上経過した者。又は保育士登録１年未満の者のうち、

保育士養成施設卒業もしくは保育士試験合格から１年以上経過した者。

（2）次のア～カの施設等を離職後１年以上経過した、又は勤務経験のない者。

ア.保育所 イ.幼保連携型認定こども園 ウ.家庭的保育事業

エ.小規模保育事業 オ.事業所内保育事業 カ.幼稚園

（3）次のア～セの施設等に新たに勤務する者。

ア.保育所 イ.預かり保育を常時実施する幼稚園

ウ.認定こども園へ移行予定の幼稚園 エ.幼保連携型認定こども園

オ.エ以外の認定こども園 カ.家庭的保育事業 キ.小規模保育事業

ク.居宅訪問型保育事業 ケ.事業所内保育事業

コ.病児保育事業（届出を行ったもの） サ.一時預かり事業（届出を行ったもの）

シ.離島その他の地域において特例保育を実施する施設

ス.認可外保育施設のうち地方公共団体における単独施策で保育を行っている施設

セ.企業主導型保育事業

※貸付申請時、債務を負担する能力のある連帯保証人（１人）を立てる必要があります。

貸付金額

４０万円以内
全て無利子！一人につき1回まで！

返還免除

詳しい免除要件については裏面をご覧ください。

２年間保育士として従事すると
貸付金が全額返還免除！！

Ｈ３０年度
沖縄県在住
貸付対象者へ
ご案内！

▸ ▸例えばこのような費用にご利用いただけます ◂ ◂

施設等への就職によって転居
が伴う場合の転居費用

施設等で使用する
被服費

施設等の勤務にあたり研修
を受けた際の研修費用

就職にあたり必要な
資料や図書費等

施設等の通勤に要する
移動用自転車等の購入費

※この他にもご利用いた
だける費用があります。



社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
福祉人材研修センター（保育士就職準備金貸付担当）

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1（沖縄県総合福祉センター西棟３階）
TEL☎：098-882-5703 FAX：098-886-8474
制度の詳細や各種様式は、沖縄県福祉人材研修センターホームページにて
ご確認ください♪

お問い合わせ・申し込み先

返還免除の要件

沖縄県内の施設等（貸付対象要件（3）にあげた施設等）
において保育士の業務に従事し、かつ、
２年間引き続き当該業務に従事したとき、
貸付金の全額が返還免除となります。
※この要件を満たせない場合は、特別な事由がない限り返還の対象となります。

申し込み方法
以下の申請書類等を揃えて、下記の『お問い合わせ・申し込み先』へ持参又は
郵送にてご提出ください。

（1）就職準備金申請書（第１号様式）

（2）住民票の原本（申請者の現住所がわかるもの、マイナンバー記載不要）

（3）所得証明書の原本（連帯保証人）

※勤続年数1年未満の方は直近の給与明細の写しを併せてご提出ください。

（4）申請者の勤務先、勤務時間が確認できる書類（雇用契約書写し等）

（5）保育士登録証の写し

※保育士登録から1年未満の方は、保育士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し、
保育士試験合格通知の写し等を併せてご提出ください。

（6）就職準備金（借入金）の使途を証明できる領収書又は見積書等の写し

※提出できるもので構いません。

（7）その他本会会長が必要と認める書類
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①申請

②審査→結果通知・契約書の送付

③契約書等の提出

申
請
者

④貸付金の交付（一括）

申請から貸付までの流れ

沖縄県福祉人材研修センター



support 

～ 認可外保育施設から認可保育所・小規模保育園へ ～ 

 
 

 
 
 

 

  
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宜野湾市 
ちゃいるどはうすｴﾝｼﾞｪﾙ 
定員:80 人 所在地:上原 2-14-11 

 
そらみライオンの子保育園 
（旧：ピノキオ保育園） 

定員:80 人 所在地:大山 3-1492 
 

おひさま保育園 
定員:80 人 

所在地:佐真下 59-1 

南城市 
おおざと保育園 

 （旧:すみれ保育園） 
定員:60 人所在地:字大里 1681-1 

沖縄市 
ハレルヤ保育園 

定員:100 人 所在地:古謝 191-3 
 
あゆみ保育園 
定員:60 人 所在地:東 2-9-3 
 

おとは保育園 
（旧:まつもと幼児学園） 
定員:60 人 所在地:松本 1-20-5 

   

ふくふく保育園 
定員:18 人 所在地:古謝 1108-6 

 

スマイリー乳児学園 
定員:15 人 所在地:美原 1-13-14 

那覇市 
いずみ幼児園 
定員:50 人 所在地:泉崎 1-15-19 

 
ｵｷﾅﾜｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ未来保育園 
定員:60 人 所在地:楚辺 1-2-30 

うるま市 
べいふれんど保育園 
定員:18 人 所在地:石川赤崎 2-20-1 

 

やまびこ幼児園 
定員:18 人 所在地:石川伊波 922-7 

 

ルミエール幼児園 
（旧:具志川乳児園） 
定員:18 人 所在地:平良川 176 大光ﾋﾞﾙ 

宮古島市 
ｷｯｽﾞﾊｳｽたんぽぽ保育園 
（旧:赤ちゃんの家いらは） 
定員:60 人 所在地:字大里 1681-1 

以上、15 施設の認可外保育園が 

認可保育園 or 小規模保育園に変身 

しました♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【求  人】 ⇒  508 件 

【正規求人】 ⇒  127 件 

【臨時フルタイム求人】 

       ⇒  184 件 

【パートタイム求人】 

       ⇒  197 件 

【新規求人】 

3 月・・・ 34 件 

************************* 

認  可  園・・・ 19 件 

認定こども園・・・・ ・6 件 

小規模保育園・・・・ ・5 件 

事業所内保育・・・・ 4 件 

※登録求人数は流動的な数字となります。 

✿ 保育現場で活躍していただけるよう、 

サポート致します！ 

編集 

後記 

４月号「きら*きら」はいかがでしたか？？？ 

新年度の行事の多い季節です。お健やかにすごされますよう 

お祈り申し上げます^^♡ 

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：安里 Email：asato@okihoiku.com 

求 人 園 登 録 情 報 （3 月 31 日時点） 

～保育園に行こう！ 

 With 沖縄県保育士・保育所総合支援センター 

就職を検討している園へ見学に行きませんか？ 
当センターの就労支援員が案内人としてお供します！ 

 
★午前中に実施します！  ★複数園を見学できる！ 
★実施日程は、参加者と相談の上決定！ 
★就労支援員が一緒なので、見学の際に聞きたいこと・ 
要点が分かる！ 
★雇用保険受給中の方は就職活動実績になります！ 
 
お問い合わせ先 ⇒⇒⇒ 098-857-4001（担当：安里） 
※参加者２名以上から実施致します。ご了承ください。 


