
※平成27年9月時点の情報

都道府県名 電話番号

営業日
（土日や祝日等は休業。

具体的には各センターのHP等を
ご覧ください）

営業時間
（相談内容等によって時間帯が異
なる場合がありますので、具体的
には各センターのHP等をご覧くだ

さい）

HPリンク先

1 青森県 青森県社会福祉協議会 017-718-2225 月曜日～土曜日 8:30～17:00 http://aosyakyo.or.jp/work/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E3%83%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%89%80%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88%E4%B8%89%E3%83%84%E6%98%9F%E4%BF%9D%E8%82%B2/

2 岩手県 岩手県社会福祉協議会 福祉人材研修部 019-637-4544
月曜日～金曜日
(第2土曜日）

9:00～17:00 http://www.iwate-hakyo.or.jp/hoiku/index.html

3 宮城県 宮城県保育協議会 022-223-5771 月曜日～金曜日 9:00～17:00 なし

4 山形県 山形県社会福祉協議会
山形県福祉人材センター

（コーディネーター窓口）
023-633-7739 月曜日～金曜日

9:00～17:00
（相談受付は9:00～16:00）

http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/hoikushi-sai/index.html

5 福島県 福島県社会福祉協議会
福島県保育士・保育所支援センター

（県社協　人材研修課内）
024-521-5662 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/3000/3105.html

6 郡山市 郡山市
郡山市保育士・保育所支援センター

（こども部こども支援課内）
024-924-2581

月曜日～日曜日
※毎月第３土曜日と

その翌日は休業
8:30～18:00 http://www.city.koriyama.fukusｈima.jp

7 茨城県 茨城県社会福祉協議会 福祉人材研修部 029-301-0294 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.ibaraki-welfare.or.jp/

8 埼玉県 埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター 048-833-8057 月曜日～金曜日 10:00～17:00 http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/talent-center/nurturing/

9 千葉県 千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター内

（ちば保育士・保育所支援センター）
043-222-2668 月曜日～土曜日 10:00～18:00 http://www.chibahoiku.net/

10 東京都 東京都社会福祉協議会 保育人材・保育所支援センター 03-5211-2860 月曜日～土曜日
月～金　9：00～20：00
　土　　9：00～17：00

http://www.tcsw.tvac.or.jp/hoiku/

11 神奈川県 神奈川県社会福祉協議会
かながわ福祉人材研修センター

福祉人材センター
045-320-0505 月曜日～土曜日 9:00～17:00 http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p702598.html

12 富山県 富山県社会福祉協議会 施設団体支援課 076-432-6156 月曜日～金曜日 8:30～17:00 http://www.toyama-shakyo.or.jp/

13 岐阜県 岐阜県社会福祉協議会
岐阜県保育士・保育所支援センター

（福祉人材総合対策センター）
058-273-1111
（内2675）

月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.winc.or.jp/hoikushi_job/

14 静岡県 静岡県社会福祉協議会 社会福祉人材センター 054-271-2110 月曜日～金曜日 8:30～17:00 http://www.shizuoka-wel.jp

15 愛知県 愛知県社会福祉協議会 愛知県保育士・保育所支援センター 052-212-5519 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://aichi-hoikushi.jp/

16 三重県 三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター 059-227-5160 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.miewel-1.com/jinzai/

17 滋賀県 滋賀県保育協議会 滋賀県保育士・保育所支援センター 077-516-9090 月曜日～金曜日 9:00～16:00 http://shiga-hoikukyo.jp

18 京都府 京都府社会福祉協議会 京都府保育人材マッチング支援センター 075-252-6333 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.kyoshakyo.or.jp/

19 京都市 京都市保育園連盟 京都市保育人材サポートセンター 075-253-3186 月曜日～土曜日
月～金　9:00～16:00
土　 9:30～11:30

http://www.kyotohoiku-job.com/

20 大阪府 大阪府社会福祉協議会 大阪府保育士・保育所支援センター 06-6762-9006 月曜日～金曜日 9:00～17:00 https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter

21 大阪市
大阪市

（大阪市私立保育園連盟に委託）
大阪市保育士・保育所支援センター 06-6765-3355 月曜日～土曜日 9:00～17:00 http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000306435.html

22 堺市 堺市 子育て支援部幼保運営課 072-228-0194 月曜日～金曜日 9:00～17:30 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/seishonen_oshirase/sonota/hatarakitai/shien/hoikusisyuurousien.html

23 高槻市 高槻市 子ども未来部保育幼稚園総務課 072-674-7696 月曜日～金曜日 8:45～17:15 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/hoikus/gyomuannai/hoikushihoikusyoshiensenter/1401434221894.html

24 兵庫県 兵庫県保育協会 兵庫県保育士・保育所支援センター 078-242-4637 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.hyogo-hoikukyokai.or.jp/support/jinzai

25 神戸市 神戸市私立保育園連盟 078-241-7870 月曜日～金曜日 10:00～17:00 http://www.pasona.co.jp/pr/kobe/hoiku/

26 奈良県
奈良県

（委託先:（株）ニッソーネット）
奈良県保育士人材バンク 0120-964-349 月曜日～土曜日 9:00～18:00 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=36618

27 和歌山県 和歌山県社会福祉協議会 和歌山県福祉人材センター 073-435-5211 月曜日～金曜日 9:00～17:00 開設予定

28 島根県 島根県社会福祉協議会 島根県福祉人材センター
0852-32-5975
0855-24-9340
（石見分室）

月曜日～金曜日 8:30～17:00 http://www.shimane-fjc.com/index.html

29 岡山市 岡山市 岡山市保育士・保育所支援センター 086-803-1229 月曜日～金曜日 9:30～16:00 http://www.city.okayama.jp/hofuku/hoiku/hoiku_t00013.html

30 倉敷市 倉敷市 倉敷市保育士・保育所支援センター 086-426-3021 月曜日～金曜日 10:00～16:00 開設準備中

31 広島県 広島県 働く女性応援課 082-227-3090 月曜日～金曜日 8:30～17:15 http://hoiku.pref.hiroshima.jp/

32 山口県 山口県社会福祉協議会 山口県福祉人材センター 083-922-6200 月曜日～金曜日 8:30～17:15 http://www.yamaguchikensyakyo.jp/jinzaicenter/

33 徳島県 徳島県社会福祉協議会 徳島県福祉人材センター　アイネット 088-625-2040 月曜日～金曜日 8:30～17:00 http://e-fukushi.jp/ainet/

34 香川県 香川県社会福祉協議会
福祉人材センター

(香川県保育士人材バンク)
087-833-0250

月曜日～金曜日
毎月第4土曜日

(12月は第3土曜日)

9:00～17:00
第4土曜13:00～17:00

http://www.kagawaken-shakyo.or.jp

35 愛媛県 愛媛県社会福祉協議会 地域福祉部福祉人材課 089-921-5344 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.e-h-sc.jp/main/

36 高知県 高知県社会福祉協議会 高知県福祉人材センター 088-844-3511 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.fukushi-jinzai.com/

37 福岡県 福岡県保育協会 福岡県保育士就職支援センター 092-582-7955 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.fphk.jp/work.html

38 北九州市 北九州市 子ども家庭局子ども家庭部保育課 093-582-2431 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/12100071.html

39 福岡市 福岡市 こども未来局子育て支援部指導監査課 092-711-6808 月曜日～金曜日 9:00～17:30 http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/hoikushoshido/life/hoiksihoikusyosiennsennta-.html

40 久留米市 久留米市 保育士・保育所支援センター 0942-30-7234 月曜日～金曜日 8:30～17:15 http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2040kosodate/3085shien/2014-0327-1452-101.html

41 佐賀県 佐賀県社会福祉協議会 佐賀県福祉人材・研修センター 0952-28-3406 月曜日～金曜日 8:30～17:15 http://www.sagaken-shakyo.or.jp/hoiku/index.html

42 長崎県 長崎県保育協会 095-894-5801 月曜日～木曜日 9:30～17:30 http://www.nagasakihoiku.or.jp/shiencenter.shtml

43 熊本県 熊本県社会福祉協議会 熊本県福祉人材・研修センター 096-322-8077 月曜日～金曜日 8:30～17:15 http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/top/default_c2.asp

44 大分県 大分県保育連合会 大分県保育士・保育所支援センター 097-551-5513 月曜日～金曜日 8:30～17:15 なし

45 沖縄県
NPO法人沖縄県学童・保育支援センター、

株式会社琉球新報開発
沖縄県保育士・保育所総合支援センター 098-857-4001 月曜日～金曜日 9:00～19:00 http://okihoiku.com/

保 育 士 ・ 保 育 所 支 援 セ ン タ ー 等 の 連 絡 先

※サポート内容は、各センターごとに異なりますので、各センターに個別にご相談下さい。
※保育士・保育所支援センターを開設せず、「保育士再就職支援コーディネーター」のみ配置している自治体もあります。

実施団体


