
保育士 になるなら

浦安市
未来を

はぐくむ

しごと

保育料貸付

2万7千円月額
最大

保育園

入園時加点
就職準備金

20万円最大

家賃補助

8万円月額
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修学資金
補助

36万円年額

給与上乗せ

６万円月額
最大



　長く保育士として勤務することでその分評価されて、浦安市
の処遇改善手当が上乗せされるので、保育士としてのモチベー
ションが上がりました。
　浦安市は公園や緑が多く、地域の方も皆親切で住みやすい街
です。自分自身も浦安市で保育士として働きながら結婚・出産
をし、今でも働き続けています。浦安市は子育て支援も充実し
ているので、ママさん保育士としてバリバリ働いている方が周
りにはたくさんいます！
　素敵な魅力がたくさん詰まった浦安市で、是非一緒に働いて
みませんか？？

１ 通常の給与にさらに上乗せ！
【保育士等処遇改善補助事業】

勤続年数に応じて月額最大６万円の給与の上乗せを行っています。

初めて勤務する方にも４万３千円の給与の上乗せを行っています。

さらに賞与も１支給分につき、４万円の上乗せを行います。また別

途、国からも処遇改善費が支給される制度もあります！

※ 事業者を通じて保育士等に補助を行っているため、詳細は必ず各

園にお問い合わせください。

※ 保育士以外にも、看護師・栄養士及び調理師についても処遇改善

を行っています。

２ 家賃補助
【宿舎借上げ支援事業】

市内で働く保育士等の家賃補助

として月額最大８万円の補助を

国・市・事業者が負担して行っ

ています。

※ 事業者を通じて保育士等に対

して補助を行っているため、

詳細は必ず各園にお問い合わ

せください。

浦安市内の保育施設で働く保育士さんを支援します！

市内で働く保育士の皆さんへインタビュー

そらまめ保育園新浦安駅前

主任保育士

村塚香織 さん

保育士歴：17年

３ 保育士等の養成学校へ修学する費用を援助します！
【保育士養成修学資金貸付事業】

指定保育士養成施設に在学し卒業後すぐに浦安市内の私立保育所等で保育士として勤務する意思のある方

に修学資金の貸し付けを行っています。

１．対象者　⑴指定保育士養成施設に修学している方

　　　　　　⑵指定保育士養成施設を卒業後すぐ市内の私立保育所等に保育士として勤務する意志のある方

２．貸付金額　　年額36万円を無利子で貸付を行っています。

３．返済の免除　卒業後すぐ市内の私立保育所等で５年間働いた場合は返済が免除されます。

千葉県の修学資金貸付制度と併用すると最大304万円の貸し付けを受けることができます！

４ 保育料の一部貸付　【千葉県の制度】

未就学児をもつ保育士で、県内の保育所等で勤務する場合、月額最大２万７千円の貸し付けを受けることが

できます。なお、県内の保育所等で２年間引き続き勤務した場合は返済が免除されます。

５ 転居費用など就職準備金の貸付
　 【千葉県の制度】

保育士資格を有しながら、保育士として勤務してい

ない方が、保育の仕事に就職しようとするとき、就

職の準備に必要な費用として、最大20万円（１回限

り）を貸付する制度です。なお、県内の保育園等で

２年間引き続き勤務した場合には貸付金の返済が免

除されます。

６ 保育園等への入園申請時に

　 優遇されます！

市内の保育園等に勤務し、育児休業復帰で元の職務

に復帰、もしくは市内の保育園等で勤務することが

内定している場合に、入園申請時の利用調整におい

て加点されます。

処遇改善補助事業について

伺いました



　浦安市の家賃補助のおかげで貯蓄をすることができているの
で、大変ありがたいです。
　３年前から浦安で働いていますが、公園が周辺にたくさんあ
り、子どもたちも「今日はどこに行くの？」と目をキラキラさ
せながら聞いてきます。また、小さい子向けに遊べる所もあり、
子どもたちがのびのび過ごせるな、と感じました。
　保育の現場へ行けば、想像と違うことや、大変だと思うこと
もあるかもしれません。でも、子どもたちの笑顔を見ると「が
んばらないと！」と元気をもらうこともたくさんあります。そ
んな笑顔を、今、保育士を目指している方々にも見てもらいた
いなと思います。

　私は制度を利用したのが、大学４年生の１年間でした。就職
に向けて必要な物品を揃えるなど出費が多い時期だったので、
ありがたく思いました。貸付制度は５年間勤めることで返済が
免除になるので、まずは５年間しっかり働こうと考えることで
保育士としての自覚と責任がより強くなりました。
　また、私は現在勤める園で週１回のボランティア活動を１年
間行いました。そのため、安心して就職することができました。
保育園を選ぶ際は、園見学のほか、積極的に保育体験をさせて
もらうことで自身に合った園を見つけ、誇りを持って仕事をす
ることができます。ぜひ制度も充実した浦安市で保育士を目指
していただければと思います。

浦安わかばの森保育園

保育士

馬場千尋 さん

保育士歴：11年

浦安駅前保育園

保育士

宇佐見一葉 さん

保育士歴：３年

〜魅力あふれるリゾートタウン〜

URAYASU CITY

宿舎借上げ支援事業について

伺いました

修学資金貸付事業について

伺いました

市内には東京メト

ロ東西線浦安駅、

京葉線新浦安駅・

舞浜駅の２路線３

駅！都内や市川・

船橋方面へのアク

セスも抜群です

舞浜駅前には様々なジ
ャンルのショップやレス
トラン、映画館まで揃う
「イクスピアリ」があり、
ショッピングや食事も
楽しめる！仕事後に有
名テーマパークに遊び
に行けるかも!?

海を臨むエリアは緑
豊かな広々とした公園
があり、ホテルも多く
立ち並びリゾート感満
載！疲れを癒してくれ
る温浴施設「大江戸温
泉物語 浦安万華郷」
もあります

浦安は花火大会

や各エリアで開

催されるお祭り

など、イベント

盛りだくさん！

季節を感じなが

ら楽しもう



発　行　　浦　安　市
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目１番１号
浦安市役所　健康こども部　保育幼稚園課
電話：047-712-6441

施設名 運営主体 住所 電話番号

公設民営保育園

海園の街保育園 （株）ベネッセスタイルケア 明海3-2-12 047-316-8688

弁天保育園 （福）わかみや福祉会 弁天1-1-28 047-316-8841

浦安駅前保育園 （福）茂原高師保育園 猫実4-19-24 047-381-7802

ふたば保育園 （福）芳雄会 北栄4-1-16 047-307-9590

入船北保育園 （福）わかみや福祉会 入船4-34-1 047-316-6665

私立保育園

みのり保育園 （福）芳雄会 猫実2-4-7 047-351-5993

しおかぜ保育園 （福）誠和会 富士見4-12-15 047-306-5501

ポピンズナーサリースクール新浦安 （株）ポピンズ 入船1-2-1　新浦安駅前プラザマーレ４～６階 047-304-2101

愛和元町保育園 （福）江戸川豊生会 堀江5-20-11 047-353-5410

アスク舞浜保育園 （株）日本保育サービス 富士見5-24-5 047-306-2300

たかし保育園新浦安 （福）茂原高師保育園 入船5-46-1 047-353-5151

新浦安こどもの木保育園 （株）こどもの木 美浜3-25-18 047-390-6600

アップルナースリ－浦安保育園 （有）もっくもっく 北栄1-11-24　第２吉田ビル３階 047-352-2631

高洲マミー保育園 （株）マミー・インターナショナル 高洲5-1　レジアスフォート新浦安セントラルコモンズ内 047-350-3639

ポピンズナーサリースクール浦安 （株）ポピンズ 北栄3-27-13　ダイエー３階 047-711-2611

あい・あい保育園　浦安園 （株）global child care 猫実4-2-3 047-316-2181

浦安わかばの森保育園 （一社）はぐくみ 北栄2-15-8 047-381-5135

浦安どろんこ保育園 （福）どろんこ会 堀江1-34-29 047-318-2233

舞浜こどもの木保育園 （株）こどもの木 富士見1-11-17 047-354-5030

そらまめ保育園新浦安駅前 （株）ブルーム 入船1-6-1　新浦安TKビルディング３階 047-712-8115

風花学園 （一社）風花学園 堀江6-11-37 047-711-1237

こどものじかん保育園 （特非）i-net 東野3-4-11 047-702-5081

新浦安きらきら保育園 （株）スターツケアサービス 明海2-12-1 047-380-6810

めぶき保育園 （福）芳雄会 猫実2-1-37 047-316-0955

さくら保育園 （特非）さくら 富士見4-6-28 047-303-3937

堀江こどもの木保育園 （株）こどもの木 堀江1-27-8 047-712-7685

こころうらやす保育園 （株）こころケアプラン 堀江4-36-9 047-329-2570

スクルドエンジェル保育園猫実園 （株）スクルドアンドカンパニー 猫実2-13-27 047-712-5268

あい・あい保育園　浦安北栄園 （株）global child care 北栄3-41-7 047-711-1925

浦安富士見雲母保育園 （株）モード・プランニング・ジャパン 富士見1-7-17 047-381-8100

浦安堀江雲母保育園 （株）モード・プランニング・ジャパン 堀江3-2-6 047-354-8810

アンファンジュール保育園当代島 オフィスツゥトゥー（同） 当代島1-1-23 林ビル２F 047-314-1073

幼保連携型認定こども園

渋谷教育学園浦安こども園 （学）渋谷教育学園 明海5-4-1 047-304-1220

小規模保育事業所

エンゼルマミー （株）縁真実 入船4-9-16 047-355-8799

ことのは保育園 （同）御山 富岡1-4-11 047-712-7813

スクルドエンジェル保育園浦安園 （株）スクルドアンドカンパニー 当代島3-3-1　トミーハイツ101 047-311-4468

保育室ポケットママ ポケットママ（株） 富士見5-2-14 047-353-8637

フェニックスキッズ新浦安 （株）Funkit 美浜1-7　エルシティ新浦安北街区７番館103号室 047-712-7679

MIRATZ新浦安保育園 （株）MIRATZ 明海5-7-1パークシティ東京ベイ新浦安ドクターズベイA棟A-2 047-712-6032

（株）…株式会社　（有）…有限会社　（福）…社会福祉法人　（特非）…特定非営利活動法人　（学）…学校法人　（一社）…一般社団法人　（同）…合同会社

浦安市内 保育施設一覧


