
※令和3年1月現在

NO 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 北海道 北海道 保健福祉部福祉局地域福祉課
011-231-4111

（内線25-618）
月曜日～金曜日 8:45～17:30 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/jinzai/hoikushi-todokede.html

2 札幌市 一般社団法人　札幌市私立保育園連盟 札幌市保育士・保育所支援センター 011-624-6171
月曜日～金曜日
(第3土曜日）

10:00～17:15
（第3土曜日12:00～17:00）

http://www.sapporo-hoho.jp/

3 青森県 社会福祉法人　青森県社会福祉協議会 青森県保育士・保育所支援センター 017-718-2225 月曜日～金曜日 8:30～17:00 http://aosyakyo.or.jp/work1/

4 岩手県 社会福祉法人　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-shakyo.or.jp/hoiku/

5 宮城県 一般社団法人　宮城県保育協議会 宮城県保育士・保育所支援センター 022-223-5771 月曜日～金曜日 9:00～17:00 宮城県保育士人材バンク　https://bank.hoikushi-miyagi.jp/

6 秋田市 秋田市 子ども未来部子ども育成課 018-888-5692 月曜日～金曜日 8:30～17:15 https://akita-hoikushi.jp/

7 山形県 社会福祉法人　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 http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/hoikushi-sai/index.html

8 福島県 社会福祉法人　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

9 郡山市 郡山市
郡山市保育士・保育所支援センター

（こども部こども育成課内）
024-924-3541 月曜日～金曜日 8:30～17:15 https://www.city.koriyama.lg.jp/kosodate/19116.html

10 茨城県 マンパワーグループ株式会社 いばらき保育人材バンク
つくば支店 029-860-4147
水戸オフィス 029-221-1069

月曜日～金曜日 9:00～18:00 https://www.manpowerjobnet.com/work_support/ibaraki-hoiku2020/

11
栃木県

（宇都宮市）
社会福祉法人　栃木県社会福祉協議会

とちぎ保育士・保育所支援センター
（福祉人材・研修センター）

028-307-4194
月曜日～金曜日
(第3土曜日）

9:00～17:00 https://www.tochigi-hoikushi-center.org/

12 前橋市 前橋市
前橋市保育士・保育所支援センター

（福祉部　子育て施設課内）
027-220-5705 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 9:00～17:00 http://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kosodateshisetsu/gyomu/6/3957.html

13 埼玉県 社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会 埼玉県保育士・保育所支援センター 048-833-8057 月曜日～金曜日 10:00～17:00 http://jinzai.fukushi-saitama.or.jp/introduction.html

14 千葉県 社会福祉法人　千葉県社会福祉協議会 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/

15 東京都 社会福祉法人　東京都社会福祉協議会 東京都保育人材・保育所支援センター 03-5211-2912 月曜日～土曜日
9:00～20:00

（土曜日　9:00～17:00） https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/

16
神奈川県

（横浜市・川崎市
横須賀市・相模原市）

社会福祉法人　神奈川県社会福祉協議会
かながわ保育士・保育所支援センター

（かながわ福祉人材センター内）
045-320-0505 月曜日～土曜日 9:00～17:00 http://www.kanagawahoiku.jp/

17 相模原市 パーソルテンプスタッフ　株式会社 相模原市総合就職支援センター 042-700-1618 月曜日～金曜日 8:30～17:00 http://www.sagamihara-city.jp/shushoku/hoikushi/

18 新潟県 新潟県保育連盟 新潟県保育サポートセンター 025-281-5572 月曜日～金曜日 9:00～16:00 http://www.niigata-hoikusupport.jp/

19 富山県 社会福祉法人　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 　8:30～12:00  13:00～17:00 http://www.toyama-shakyo.or.jp/jinzai/nursery/#subtop

20 石川県 社会福祉法人　石川県社会福祉協議会 石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター 076-234-1151 月曜日～金曜日 9:00～18:00 https://ishi-fuku.jp/fukusapo/

21 福井県 社会福祉法人　福井県社会福祉協議会 福井県保育人材センター 0776-21-2994
月曜日から金曜日

（祝日・休日、年末年始を除く）
9:00～17:00 https://www.f-shakyo.or.jp/by_purpose/purpose03/sub01/alias015

22 長野県 社会福祉法人　長野県社会福祉協議会 長野県保育士人材バンク 026-217-7787 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoikushijinzaibanku.html

23 岐阜県 岐阜県 岐阜県保育士・保育所支援センター 058‐214‐8902 月曜日～金曜日 9:00～17:00 https://www.hoikushien.pref.gifu.lg.jp/top/

※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

保育士・保育所支援センター等の連絡先

http://www.sapporo-hoho.jp/
http://aosyakyo.or.jp/work1/
http://www.iwate-shakyo.or.jp/hoiku/
https://bank.hoikushi-miyagi.jp/
https://akita-hoikushi.jp/
http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/hoikushi-sai/index.html
http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/3000/3105.html
http://www.ibaraki-welfare.or.jp/
https://www.tochigi-hoikushi-center.org/
http://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/kosodateshisetsu/gyomu/6/3957.html
http://jinzai.fukushi-saitama.or.jp/introduction.html
http://www.chibahoiku.net/
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/
http://www.kanagawahoiku.jp/
http://www.sagamihara-city.jp/shushoku/hoikushi/
http://www.niigata-hoikusupport.jp/
http://www.toyama-shakyo.or.jp/jinzai/nursery/#subtop
https://ishi-fuku.jp/fukusapo/
https://www.f-shakyo.or.jp/by_purpose/purpose03/sub01/alias015
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hoiku/hoikushijinzaibanku.html
https://www.hoikushien.pref.gifu.lg.jp/top/


24
静岡県

（静岡市）
社会福祉法人　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-hoiku.jp

25 愛知県 社会福祉法人　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

（祝日・休日、年末年始を除く）
9:00～17:00 http://aichi-hoikushi.jp/

26 名古屋市 公益社団法人　名古屋民間保育園連盟 052-957-1970
月曜日から金曜日

（祝日・休日、年末年始を除く）
8:30～17:30 https://hoiku.city.nagoya.jp

27 豊橋市 豊橋市 豊橋市保育士・保育所支援窓口 0532-51-2365
月曜日から金曜日

（祝日・休日、年末年始を除く）
8：30～17：15 http://www.city.toyohashi.lg.jp/25773.htm

28 岡崎市 岡崎市 岡崎市保育士・保育所支援センター 0564-23-6454
月曜日から金曜日

（祝日・休日、年末年始を除く）
8:30～17:00 http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1563/1620/p019857.html

29 三重県 社会福祉法人　三重県社会福祉協議会 三重県保育士・保育所支援センター 059-227-5160 月曜日～金曜日 9:00～17:00 https://mienohoiku.jp/

30
滋賀県

（大津市）
一般社団法人　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
(祝日・年末年始を除く）

9:00～17:00 https://shiga-hoiku.jp

31 京都府 社会福祉法人　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://fukujob.kyoshakyo.or.jp/hoiku/

32 京都市 公益財団法人　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

（祝日・休日・年末年始を除く，土曜
日は完全予約制）

9:30～16:30
（土曜日 9:30～11:30）

https://saposen.kyoto/

33 大阪府 社会福祉法人　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

34 大阪市 一般社団法人　大阪市私立保育連盟 大阪市保育士・保育所等支援センター 06-4302-5624 月曜日～土曜日 9：30～18：30 https://osaka-hoikucenter.jp/

35 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 https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/seishonen_oshirase/sonota/hatarakitai/shien/hoikusisyuurousien.html

36 高槻市 高槻市 子ども未来部保育幼稚園総務課 072-648-3243 月曜日～金曜日 8:45～17:15 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kodomo/hoikus/gyomuannai/hoikushihoikusyoshiensenter/1401434221894.html

37 豊中市 豊中市 こども未来部こども事業課 06-6858-2808 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/kosodatetorikumi/a0012100200400001684.html

38 枚方市 枚方市 子ども未来部　私立保育幼稚園課 072－846-7020 月曜日～金曜日 9：00～17：30 https://www.city.hirakata.osaka.jp/kosodate/0000022418.html

39 兵庫県 公益社団法人　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

40 神戸市 公益社団法人　神戸市私立保育園連盟 神戸市保育士・保育所支援センター 0120-667-870 月曜日～金曜日 10:00～17:00 http://www.pasonafoster.co.jp/lps/index/00093

41 姫路市 姫路市 姫路市保育士・保育所支援センター 079-221-2949 月曜日～金曜日 8:35～17:20 https://www.city.himeji.lg.jp/hoiku-center/

42 西宮市 一般社団法人　西宮市私立保育協会 西宮市保育士就職支援センター 0798-31-0565
月曜日～金曜日

（祝日・休日、年末年始を除く）
9:00～17:00 https://www.coconishi.or.jp/

43 明石市 明石市 明石市保育士総合サポートセンター 078-918-5268 月曜日～金曜日 8:55～17:40 https://www.akashi-hoiku.jp/

44 奈良県 社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 0744-29-0160
平日

（土日祝・年末年始休業）
9:00～17:00

奈良県保育人材バンク　http://nara-hoikushibank.jp/
奈良県社会福祉協議会　http://www.nara-shakyo.jp/

45 和歌山県 社会福祉法人　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 http://wakayamakenshakyo.or.jp/~jinzai/

46 鳥取県 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 0857-59-6342 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.tottori-wel.or.jp/p/jinzai/3/

47 島根県 社会福祉法人　島根県社会福祉協議会 島根県福祉人材センター
0852-32-5957
0855-24-9340
（石見分室）

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

48 岡山県 岡山県 岡山県保育士・保育所支援センター 086-226-7350 月曜日～金曜日 9:00～17:00 https://www.hik-okayama.jp

49 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
9:30～12:00
13:00～16:00

http://www.city.okayama.jp/hofuku/hoiku/hoiku_t00013.html

50 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 8:30～17:00 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/hoiku/center/
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51 広島県 広島県
広島県保育士人材バンク
（安心保育推進課内）

082-227-3090 月曜日～金曜日 8:30～17:15 https://hoiku.pref.hiroshima.jp/jinzaidb/

52 山口県 社会福祉法人　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 9:00～17:00 http://www.yamaguchi-fjc.jp/

53 徳島県 社会福祉法人　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 https://hoikujira.jp/

54 香川県 社会福祉法人　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 9:00～17:00 http://www.kagawa-hoikushi.com/bank/index.php

55 愛媛県 社会福祉法人　愛媛県社会福祉協議会 福祉人材部人材研修課 089-921-5344 月曜日～金曜日 9:00～17:00 http://www.e-h-sc.jp/

56 高知県 社会福祉法人　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/

57 福岡県 公益社団法人　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 https://www.fphk.jp/work.html

58 北九州市 北九州市 子ども家庭局子ども家庭部保育課 093-551-0095 月曜日～金曜日 10:00～18:00 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/12100071.html

59 福岡市 福岡市 福岡市保育士・保育所支援センター 092-711-6808 月曜日～金曜日 9:00～17:30 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/hoikushoshido/life/hoiksihoikusyosiennsennta-.html

60 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.kurume..fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3085shien/2014-0327-1452-101.html

61 佐賀県 社会福祉法人　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

62 長崎県 一般社団法人　長崎県保育協会 長崎県保育士・保育所支援センター 095-894-5801 月曜日～金曜日 9:30～17:30 https://www.nagasaki-shiencenter.jp

63
熊本県

（熊本市）
社会福祉法人　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

64 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 097-594-3838 月曜日～金曜日 8:30～17:15 https://hoiku-oita.jp/

65 宮崎県
特定非営利活動法人みやざき子ども文化セン

ター
宮崎県保育士支援センター 080-3229-3243 月曜日～金曜日 9:30～18:30 www.kodomo-hoiku.org

66 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県保育士人材バンクWEBサイト 099-286-2088 － － https://www.kagoshima-hoiku.com/

67 鹿児島市 一般社団法人　鹿児島市保育園協会 鹿児島市保育士・保育所支援センター 099-248-8411 月曜日～金曜日 8:30～17:00 https://hoikushi.work

68 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 9:00～18:00 http://okihoiku.com/

※46都道府県68か所が実施。

※栃木県、神奈川県、静岡県、滋賀県、熊本県は管内の指定都市、中核市と合同で設置しているため、合わせて１件としてしている。

https://hoiku.pref.hiroshima.jp/jinzaidb/
http://www.yamaguchi-fjc.jp/
https://hoikujira.jp/
http://www.kagawa-hoikushi.com/bank/index.php
http://www.e-h-sc.jp/
http://www.fukushi-jinzai.com/
https://www.fphk.jp/work.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/12100071.html
http://www.kurume..fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3085shien/2014-0327-1452-101.html
http://www.sagaken-shakyo.or.jp/hoiku/index.html
https://www.nagasaki-shiencenter.jp/
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/top/default_c2.asp
http://www.kodomo-hoiku.org/
https://www.kagoshima-hoiku.com/
https://hoikushi.work/
http://okihoiku.com/

