
町と村で



町や村で採用された、認定こども園、保育園や幼稚園の先生のことです。

子どもの生活習慣指導、社会性指導、安全管理や、保護者との連携、

行事の運営など、地域の子どもたちが健やかに成長するよう、

様々な業務があります。（園によって業務内容は異なります）

保育教諭 ：認定こども園の先生。

保育士と幼稚園教諭、ふたつの資格を持ち、教育と保育の両方を行います。

保育士 ：保育園の先生。子どもたちの生活全般のお世話をしながら、

心身の発達を促し、基本的な生活習慣を身につくよう手助けをします。

幼稚園教諭：幼稚園の先生。

年齢に合った運動や遊びを取り入れたカリキュラムを設定し、成長の手助けをします。

町村保育教諭・
保育士・幼稚園教諭って？

町村保育教諭などに
向いているのは
どんなひと？

＃のびのびと保育したいひと

＃人と話すことが好きなひと

こんなひとに
オススメです！

＃より多くの人と子どもの成長を分かち合いたいひと

＃ともに成長していきたいひと

＃子どもの心に寄り添って関わることができるひと

（会津美里町保育教諭 齋藤瑞己さん）



磐梯町
保育士

小山 千鶴さん

平成22年度採用

自分も通った所で、
子どもたちの成長を

見守りたいと思ったからです。

２歳児クラスを
担当していて、
子どもたちの

養護・教育の援助を
しています。

6：30 起床
8：10 出勤
8：30 始業

（登所した子供の視診や保護者

との情報交換をする）

9：45 排泄・おやつ
自由遊び・子ども昼食

12：20 保育士昼食
13：00 午睡・事務作業

(寝付いたら10分間隔で呼吸を
チェックする）

15：00 起床・排泄・おやつ・
自由遊び
(保護者が迎えに来たら対応）

17：15 退庁
19：20 夕食
23：30 就寝

職場の雰囲気は？

子どもたちに負けないくらい、常に先生達の笑い声が
響き渡る賑やかな職場！！

知り合いが多く互いに顔も知っている為、保護者の
方と打ち解けるのが早いです。

未来の職員へメッセージ

公務員の仕事は、必ず人の役に立つ・手助けできる仕事です。
失敗もありますが、その分得るものもとても多いです。
ぜひ、一緒に働きましょう！

町の保育士だからできたことってありますか？

（磐梯町出身）

③

どんな仕事を担当
していますか？

どうして町の保育士になろうと
思ったんですか？

また、互いの学生の時など
共通な話題がある為、話すきっかけがあります。



磐梯町
幼稚園教諭

五十嵐 亜季さん

平成27年度採用

小さな子どもが大好きで、
子どもと関われる仕事は何かな？

と考えたときに、
「幼稚園の先生になりたい」と

思いました。
生まれも育ちも磐梯町で、
先生になると決めたときから
地元の子どもたちに携わりたい

と考えていたからです。

6：15 起床
8：00 出勤
8：30 登園時間
9：30 朝の活動

11：30 給食準備～給食
14：00 降園時間
15：00 次の日の保育準備
18：00 退勤
19：00 夕食
23：00 就寝

３年間の保育の中で、小学校就学前までの成長を
身近に感じることができます。小学校との連携にも力を入れており、

卒園後の子どもたちの成長をずっと見守れます。

３歳児から５歳児まで
６クラスあり、

クラス担任をしています。
子どもたちが楽しく過ごせるように

週案を作成したり、
行事運営のための準備をしたり、

子どもたちのための
保育ができるように
毎日心がけています！

職場の雰囲気は？

仕事の時にはみんなで協力し合ったり、保育時間が
終わるとその日の子どもたちの様子を話しながら過
ごしたり...毎日笑顔の絶えない明るい職場です。

町の幼稚園教諭だからできたことってありますか？

未来の職員へメッセージ

（磐梯町出身）

どんな仕事を担当
していますか？

どうして町の幼稚園教諭に
なろうと思ったんですか？

幼稚園の先生は、子どもたちが初めてかかわる先生です。
子どもたち一人一人の成長に関わることができる、
とてもやりがいのある職業です！
子どもたちとともに成長に喜びを感じながら、
楽しく働きましょう！



猪苗代町

遠藤 美咲さん
平成26年度採用

一番は、
子どもが好きだからです。

また、ボランティアや実習を通し、
さらに子どもと深く関わり、

子どもの成長を支えていきたいと
思ったからです。

どんな仕事を担当
していますか？

子どもの発達や
興味・関心に添った
遊びを提供したり、
食事や排せつ、
衣服の着脱など

基本的な生活習慣を
伝えています。

困ったことや迷ったことをすぐに相談でき、アイディア
やアドバイスをたくさんもらえる職場です。
優しく、頼れる先輩方がたくさんいます。

子どもの成長にとって重要な時期に関わることができ、
成長を間近で見ることができます。

子どもの発想・発見は、とてもすごいです。
そして毎日、たくさんの笑顔をもらっています。
一緒に、子どもたちの成長を支えていきましょう！

職場の雰囲気は？

町の保育教諭だからできたことってありますか？

未来の職員へメッセージ

6：30 起床
8：00 出勤
9：10 朝の体操
9：20 午前のおやつ
9：30 好きな遊び
11: 15 給食・昼食
12: 40 午睡、連絡ノート整理、

事務整理
15: 00 目覚め
15: 15 午後のおやつ
15: 30 好きな遊び、随時降園
17: 00 退勤
19: 00 夕食
23: 00 就寝

（喜多方市出身）

保育教諭

どうして町の保育教諭に
なろうと思ったんですか？

また、子どもたちとお散歩や様々な行事を通し、
一緒に四季を感じることができます。



私が幼稚園に通っていたとき、
担任の先生が優しく、

とても熱心な先生で大好きでした。
私もそんな先生になりたいと
憧れの気持ちが芽生え、
この仕事を目指しました。

年中児のクラス担任
をしています。

日々の保育を通して、
子どもたちに生活習慣の

指導をしたり、様々な遊びや
活動等を提供したりする中で

成長を促しています。

6：00 起床
8：00 出勤、メールチェック
8：30 始業(保育開始)

10：00 自由遊び、異年齢交流遊び、
クラス活動、行事等

11：30 給食
12：30 自由遊び、クラス活動等
13：30 午睡援助、保育室の整備等
14：30 バスの見送り(1号児)
15：45 事務作業
17：45 退勤
19：00 夕食
23：00 就寝

何事にも熱心に指導してくれる上司や先輩方がいます。また、
同年代の職員も数名おり、互いに情報交換等をする中で刺激を
受けます。
職場全体の雰囲気は、保育の事を気軽に相談し合ったり、たわ
いもない会話で盛り上がったりできるような和やかな職場です。

仕事を通して地域の子どもたちの成長をそばで感じられると共に、
自分自身が成長できる仕事です。プライベートでは、休日は土曜勤
務が月に１回程度ありますが、土日は休みであることが多いため、
趣味を楽しむことができます。

仕事のやりがいを感じられることは勿論のこと、毎日楽しく、子どもたちの成長をそばで感じられ
ます。また、自分も日々、子どもたちと心身共に成長できるような仕事です。
ぜひ、会津美里町保育教諭として、子どもたちの成長を支えるために、一緒に働きましょう！

職場の雰囲気は？

町の保育教諭だからできたことってありますか？

未来の職員へメッセージ

どんな仕事を担当
していますか？

どうして町の保育教諭に
なろうと思ったんですか？

会津美里町

小林 瑠那さん

令和元年度採用

（会津若松市出身）

保育教諭



古殿町

薄井 優美さん

平成30年度採用

子どもの頃、
優しくて明るい

大好きな先生がいて、
私もそんな先生になりたい

と思ったからです。

6：30 起床
8：10 出勤
8：30 始業

好きな遊び
クラス活動・行事

11：30 給食準備・給食
12：40 降園集会
13：00 降園
14：00 事務作業
17：00 退勤
18：30 夕食
23：00 就寝

町の子どもたちにとってはご両親だけでなくおじいさん・おばあさんも身近な存在のため、
多くの方々と子どものいろいろな姿を共有することができます。

子どもたちと一緒に笑って、怒って、泣いて、忙しい
毎日ですが、一緒に過ごした分だけのやりがいを感じ
られます。
子どもたちを取り巻く環境と深くかかわりながら、子
どもの幸せな未来を一緒に考えていきませんか？

職場の雰囲気は？

町の保育教諭だからできたことってありますか？

未来の職員へメッセージ

（古殿町出身）

４歳児の担任をしています。
子どもたちの保育をしたり、
日誌や週案などの事務を
したりしています。

実習した時、先生方が温かくて、この園に就職しました！
悩んでいる時は話を聞いてくれ、子どもの面白いエピソードな
どの雑談も気軽にできます。
今も変わらず、明るくて優しい先輩方に支えられる毎日です。

どんな仕事を担当
していますか？

保育教諭

どうして町の保育教諭に
なろうと思ったんですか？



② 満了児への証書授与式
③ 運営全般・音楽担当
④ 初めて満了するクラスを持ち、自

分の保育はこれでいいのか悩んで
過ごした一年間。保護者の方から
「安心して預けられました」と
言ってもらえ、誰かの真似ではな
く、自分の保育の仕方があってい
いんだと自信が持てました。

先パイにきい

町村保育教諭などになって

子どもたちから
「先生、大好き♡」
「明日も保育所来てね！」
など言ってもらえること。

子どもたちと一緒に成長できる
こと。
いろいろな経験を通して「こん
なことができるようになった
よ！」と子どもたちが喜ぶ姿を、
すぐ近くで見られることがやり
がいです！

① 満了式

磐梯町（保育士）

磐梯町（幼稚園教諭）

① 運動遊び発表会
② パラバルーン、リレー

③ 年長児担任
④ コロナ禍の中、運

動会の代替え案と
しておうちの人へ
の運動遊び発表の
場として行いまし
た。みんなで力を
合わせて大成功！
子どもたちの大き
な成長を感じるこ
とができました。

① 保育発表会
② 友達と一緒に表現

することを楽しむ
③ 遊戯発表

会津美里町
（保育教諭）

子どもの成長を日々感じ
られること。日々の生活
の中で、できなかったこ
とができるようになり、
できることが増えて、自
信に繋がっていく様子を
間近に感じられる毎日が
本当に幸せです。

思い出に

行

教えてく

①行事名
②内容
③担当
④感想



いちばん嬉しかったこと

ちゃいました

昨日できなかったことができるよ
うになり、「せんせーみて！」と
満面の笑みを見せてくれたときで
す。とてもうれしく幸せな気持ち
になります。

子どもたちの成長に向き合っていくこ
とで、子どもたちと保護者の方との信頼
関係を築いていけることです。
「こんなところができるようになった」
「いつもありがとう」と成長を共有でき
たり感謝をされたりする時はとても嬉し
い瞬間です。

猪苗代町（保育教諭）

① 運動会
② 友だちと一緒に力いっ

ぱい楽しく運動する。
③ かけっこ、障害物競走
④ 子どもたちが一生懸命

走る姿に感動しました。
たくさんの笑顔を見る
ことができ、うれし
かったです。

② 鼓笛・リズム・団体競技・個人競技
③ ４歳児担任
④ 初めは1つの競技を行うことで精一杯

だった子どもたちが、当日は開会式
から鼓笛・リズム・団体競技・個人
競技・閉会式まで、どの競技も最後
まで一生懸命頑張る姿に感動しまし
た。

古殿町（保育教諭）

④ 子どもたちの経験を踏まえながら
どんな発表会にしていきたいかを
考えて取り組みました。
それまで人前に出ることや表現すること
が苦手だった子どもたちにも、
その子らしさを大切にしながら進めて
いったことで、自分に自信をつける
ことができました。
子どもたちにとっても、自分自身にとっても、
成長できた行事の一つです。

① 運動会

残っている

事、

ださい！

会津美里町

齋藤 瑞己さん
（令和2年度採用）

保育教諭



猪苗代町

会津美里町のセールスポイントは、
会津地域のほぼ中央で四季を通じ
て自然の恵みを感じられ、由緒あ
る神社仏閣が多い町です。
そして、町の特産品である高田梅、
新鶴ワインは一食の価値があり、
会津本郷焼は一見の価値ありです。

移り変わる季節の美しさを間近で楽
しむことができます。
美味しいものもたくさんあります！

町外出身の先輩たちもたくさんいま
す。猪苗代町で一緒に働ける日をお
待ちしています。

知らない町や村を受けるのって不安…
先パイたちの自治体ってどんなところ？

磐梯町

古殿町

春には桜、夏には新緑、
秋にはイチョウと流鏑
馬、冬には白銀の雪を
見て触れて、１年中自
然を感じることができ
ます。特に秋に行われ
る古殿八幡神社例大祭
の流鏑馬は圧巻です！

一緒に働いてくださる
方なら、町内・町外関
係なく、大歓迎です！
人の温かさを感じられ、
四季を感じられる町で
す！
皆さんの受験をお待ち
しています！

ＪＲ磐越西線が走っていて、幼稚園からも電車を近くで見るこ
とができます。自然豊かで、水もきれい、また史跡慧日寺など
の歴史もある磐梯町です。冬にはアルツスキー場でウィンター
スポーツを楽しむ人がたくさんきます。
約1200年前に高僧徳一によって開かれ、現在は国史跡になって
いる慧日寺では、金堂や中門、薬師如来坐像の復元や、フォト
ジェニックなイベントが行われています。

遠いと思われながらも、実はいろいろな所から近い磐梯町。交通アク
セスも良く、町外出身の方も多く勤務しているので、ぜひ受けてみて
ください！（保育士：小山さん）

自然豊かで、毎日のびのびと楽しく保育することができます。町外出
身の先輩・後輩たちもいるので、安心して受験してください！
（幼稚園教諭：五十嵐さん）

会津美里町の
将来を担う
子どもたちのために
働きたいと
本気で考えている方は、
ぜひ、
受験してください。

会津美里町



各町村 採用担当連絡先 一覧

県
北
地
方

こおりまち

桑折町
総務課 ：024-582-2111

💻 https://www.town.koori.fukushima.jp/

会
津
地
方

きたしおばらむら

北塩原村
総務企画課 ：0241-45-2211
💻 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/

くにみまち

国見町
総務課 ：024-585-2112

💻 https://www.town.kunimi.fukushima.jp/

にしあいづまち

西会津町
総務課 ☎：0241-45-2211
💻 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/

かわまたまち

川俣町
総務課 ☎：024-566-2111

💻 https://www.town.kawamata.lg.jp/

ばんだいまち

磐梯町
総務課 ☎：0242-74-1223
💻 https://www.town.bandai.fukushima.jp/

おおたまむら

大玉村
総務課 ☎：0243-24-8134

💻 https://www.vill.otama.fukushima.jp/

いなわしろまち

猪苗代町
総務課 ☎：0242-62-2111
💻 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/

県
中
地
方

かがみいしまち

鏡石町
総務課 ☎：0248-62-2111
💻 https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

あいづばんげまち

会津坂下町
総務課 ☎：0242-84-1503
💻 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/

てんえいむら

天栄村
総務課 ☎：0248-82-2111
💻 https://www.vill.tenei.fukushima.jp/

ゆがわむら

湯川村
総務課 ☎：0241-27-8800
💻 http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/

いしかわまち

石川町
総務課 ☎：0247-26-2113

💻 http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

やないづまち

柳津町
総務課 ☎：0241-42-2112
💻 http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/

たまかわむら

玉川村
総務課 ☎：0247-57-4621

💻 http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/

みしままち

三島町
総務課 ☎：0241-48-5511
💻 http://www.town.mishima.fukushima.jp/

ひらたむら

平田村
総務課 ☎：0247-55-3111

💻 https://www.vill.hirata.fukushima.jp/

かねやままち

金山町
総務課 ☎：0241-54-5111
💻 https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/

あさかわまち

浅川町
総務課 ☎：0247-36-4121

💻 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/

しょうわむら

昭和村
総務課 ☎：0241-57-2111
💻 http://www.vill.showa.fukushima.jp/

ふるどのまち

古殿町
総務課 ☎：0247-53-4611
💻 https://www.town.furudono.fukushima.jp/

あいづみさとまち

会津美里町
総務課 ☎：0242-55-1122
💻 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

みはるまち

三春町
総務課 ☎：0247-62-2111
💻 http://www.town.miharu.fukushima.jp/

相
双
地
区

ひろのまち

広野町
総務課 ☎：0240-27-2111
💻 https://www.town.hirono.fukushima.jp/

おのまち

小野町
総務課 ☎：0247-72-2111

💻 http://www.town.ono.fukushima.jp/

ならはまち

楢葉町
総務課 ☎：0240-23-6100
💻 https://www.town.naraha.lg.jp/

県
南
地
方

にしごうむら

西郷村
総務課 ☎：0248-25-1112

💻 https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/

とみおかまち

富岡町
総務課 ☎：0240-22-2111
💻 https://www.tomioka-town.jp/

いずみざきむら

泉崎村
総務課 ☎：0248-53-2111
💻 https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/

かわうちむら

川内村
総務課 ☎：0240-38-2111
💻 http://www.kawauchimura.jp/

なかじまむら

中島村
総務課 ☎：0248-52-2111

💻 http://www.vill-nakajima.jp/

おおくままち

大熊町
総務課 ☎：0240-23-7568
💻 https://www.town.okuma.fukushima.jp/

やぶきまち

矢吹町
企画総務課 ：0248-42-2117
💻 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/

ふたばまち

双葉町
総務課 ☎：0246-84-5201
💻 https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/

たなぐらまち

棚倉町
総務課 ☎：0247-33-2111
💻 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/

なみえまち

浪江町
総務課 ☎：0240-34-0235
💻 https://www.town.namie.fukushima.jp/

やまつりまち

矢祭町
自立総務課 ：0247-46-3131
💻 http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/

かつらおむら

葛尾村
総務課 ☎：0240-29-2111

💻 https://www.katsurao.org/

はなわまち

塙町
総務課 ☎：0247-43-2111
💻 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/

しんちまち

新地町
総務課 ☎：0244-62-2111

💻 https://www.shinchi-town.jp/

さめがわむら

鮫川村
総務課 ☎：0247-49-3111
💻 https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/

いいたてむら

飯舘村
総務課 ：0244-42-1611

💻 https://www.vill.iitate.fukushima.jp/

南
会
津
地
方

しもごうまち

下郷町
総務課 ☎：0241-69-1122
💻 https://www.town.shimogo.fukushima.jp/

ひのえまたむら

檜枝岐村
総務課 ☎：0241-75-2500

💻 http://www.hinoemata.com/

ただみまち

只見町
総務課 ☎：0241-82-5210

💻 https://www.town.tadami.lg.jp/

みなみあいづまち

南会津町
総務課 ☎：0241-62-6100

💻 http://www.minamiaizu.org/

募集有無・試験日程・勤務条件等
は各町村によって異なります。
詳細は各町村へお問合せください。



福島県市町村行政課のホームページに
各町村の募集状況等を掲載しています
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01145a/
募集状況の詳細については各町村までお問い合わせください

発行 福島県総務部市町村行政課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
Tel:024-521-7137 Fax:024-521-7904
Mail:shichouson_gyousei@pref.fukushima.lg.jp

ふくしま応援！「ベコ太郎」

なろう、

「まち」や「むら」の

保育教諭さん。

保育士さん。

幼稚園教諭さん。


