
 
 
 
 

当日参加 

 (◎／×) 
番号 法人名 

◎ ２ 社会福祉法人ももの会 

◎ 12 社会福祉法人浦島保育園 

◎ 15 株式会社Ｂｅｒｒｙ 

◎ 21 社会福祉法人成和会 

◎ 26 株式会社木下の保育 

◎ 30 京急サービス株式会社 

◎ 31 社会福祉法人愛成会 

◎ 50 株式会社アイグラン 

×  スリーシーズ株式会社 

×  株式会社リカバリータイムズ 

令和３年 11月３日(水)開催「横浜市保育士就職面接・相談会」の参加法人と、
残念ながら不参加となりましたが、求人を行っている法人のチラシの一覧です。 
（掲載内容は一部の法人のみとなります。） 
是非ご覧になって、横浜市の保育所の魅力を知ってください♪ 

 

横浜市には 

様々な保育所があります。 

どんな保育所があるのか 

探してみましょう！ 

 





 

 私たち実習から 

就職しました 
 

私たち中途 

採用でーす 
 

 

横 浜  駅 

神奈川新町 駅 
浦島保育園 

京急    ５分 

徒歩    ３分 

 

見学・体験に来て

“あったか大家族”

を体感してね!! 

待ってま～す       

駅から 

居心地が 

勤務形態が 

近い！ 

よい！ 

選べる！ 

        横浜市神奈川区亀住町 

４－１１ 

☎ ０４５－４４１－８１０４ 

 

浦島保育園のキャラクター 

“うらしまシロー” 



緑と光あふれる保育の森を見学しませんか。

横浜市認可保育所運営会社
みなみ台保育園・みなみ台保育園アネックス・ゆめの実保育園・みもざ保育園・

みもざ保育園アネックス・もりの風保育園・もみの木保育園 全7園運営

こども一人ひとりが自分らしさを発揮できる環境をつくり、
思いやり・意欲・自主性・集中力・創造力を育てます。

緑とアートあふれる環境を活かし、知性やからだを健やかに伸ばす保育や
「異年齢保育」を実施し、「育ち合いの保育」に取り組んでいます。

[お問合せ・お申込み先】

株式会社Berry
法人本部 人事課 加藤

〒226-0018
横浜市緑区⾧津田みなみ台1-34-7
TEL:045-507-9399
E-mail: berry@utopia.ocn.ne.jp

保育園見学 随時受付!

長津田駅

国道246号線

くら寿司

コメダ珈琲

オーケーストア

●当社

JR・東急田園都市線

♦充実の福利厚生♦ 借上げ社宅制度 82,000円/月
保育士支度金制度 100,000円（入社時）
入社時引越支度金 100,000円（上限額）
車通勤ＯＫ! 無料専用駐車場あり。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募 集 要 項 

給  与 フルタイム：20 万～  パート：1.100 円～ 

休  日 年間 100 日以上  

勤務時間 一日 8 時間 ※残業なし 

福利厚生 借上住宅制度導入予定（家賃一部補助） 

職員親睦会（ボーリング・BBQ 等） 

仕事と家庭の両立支援充実 

（産休、育休、介護休、時差出勤など） 

お子様を入園させることができます。 

交通費支給 

資  格 保育士資格・幼稚園教諭 

勤 務 地 横浜市港南区 野庭保育園 久峰保育学園 

 

田代保育学園 野庭保育園 

〒８８０－０２１１ 

宮崎市佐土原町下田島２１４８７番地２０ 

☎０９８５－８９－５８５８ 

Fax０９８５－８９－５８５９ 

〒８８０－０８５５ 

宮崎市田代町１６番地 

☎０９８５－６７－５８５８ 

Fax０９８５－６７－５８５９ 

〒２３４－００５６ 

横浜市港南区野庭町６３５ 

☎０９８５－８９－５８５８ 

Fax０９８５－８９－５８５９ 

法人へのご質問やお問い合わせは、0985-89-5858（法人本部）にご連絡ください。 

 

社会福祉法人 成和会 

当法人は３つの基本理念「人和…人の和を大切にする」「協和…共に助け合う力」「調和…心身の調和を

図る」をもとに保育を行っています。 

日々のなにげない「遊び」を通じて、かけがえのない「学び」を届けること、豊かな人間形成に寄り添うことを心掛

け、法人独自の保育目標を設けて日々の取り組みや保育士の人財育成に力を入れています。 

こどもに、かぎりない夢と力を。 

 

募 集 要 項 

給  与 フルタイム：20 万～  パート：1.100円～ 

休  日 年間 100 日以上  

勤務時間 一日 8 時間 ※残業なし 

福利厚生 借上住宅制度導入予定（家賃一部補助） 

職員親睦会（ボーリング・BBQ 等） 

仕事と家庭の両立支援充実 

（産休、育休、介護休、時差出勤など） 

お子様を入園させることができます。 

交通費支給 

資  格 保育士資格・幼稚園教諭 

勤 務 地 横浜市港南区 野庭保育園 



★横浜市内に8園・同時募集中★

【中区】山下町・本牧【鶴見区】江ヶ崎

【港北区】日吉・綱島東【都筑区】センター南

【青葉区】たまプラーザ・市が尾

♪ お子さま1人ひとりに寄り添って、個性を大事に保育を行っています！

♪ 園では職員同士が話し合い保育の内容を決めていきます。

あなたのご経験やアイディアを活かしていただけます！

♪ 子どもたちと笑顔で過ごせるよう職員の働く環境づくりにも力を入れています！

ってどんなところ？

♪ 保育の内容や働き方などお気軽にご相談ください！ブースにてお待ちしております ♪





横浜市南区 三春台保育園 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

★継続協力手当 １００，０００円×２回★ 

 開設時に入職した正職員の方限定で、入職後２年目と４年目にそれぞれ
100,000円の継続協力手当を支給します︕︕ 
  

 

★令和 4年 4月、民間移管により新規オープンする保育園です︕開設メンバーとして、一緒

に新しい保育園を盛り上げてくれる方、大募集しています︕︕ 

三春台保育園紹介動画はこちら↓ 

https://www.youtube.com/watch?v=X2

TWAOTryKU 

【お問い合わせ】 
愛成会法人事務局 
 工藤麻美 
☎0172-33-1182 
✉a.kudou@sh-aiseien.jp 

【保育士募集内容】 

三春台保育園（定員７４名） 横浜市南区三春台１０７ 
[給与等]  

基本給（４大卒） 209,000円 

基本給（短大卒） 205,000円 

処遇改善手当等 15,000円～55,000円 

賞与（１年目は冬のみ） 4.0 ヶ月/夏+冬 
・通勤手当、健康保険、厚生年金他 / 退職共済加入２件 
・奨学金返済支援手当￥10,000/月（3年間） 
・借上げ社宅制度（家賃補助）あり（上限 82,000円） 
[労働条件] 
年間休日・・・120日（夏季休暇 3日、誕生日休暇１日含む） 
勤務時間・・・7︓00～19︓00の間の実働 8時間（シフト制） 

※平日は 20︓00までの延長保育対応のため、利用希望者がいる場
合は時間外勤務での対応あり。  

◎条件についてさらに詳しい説明を希望の方は、いつでも担当者まで♪ 

園長 
主任 

mailto:a.kudou@sh-aiseien.jp




について 

 

東京都、神奈川県、千葉県、新潟県に認可保育園 2園、小規模保育園 8園、指導主導型保育園 2園を 

運営しています。 

■保育理念                     ■保育目標 

・安心・安全・安定を提供します           ・思いやりのある やさしい子 

・生活と遊びを通して生きる力の基礎を培います    ・元気いっぱい あそべる子 

・職員の能力を伸ばし、保育の質向上を図ります    ・最後まで諦めずに 取り組む子 

・家庭と保育園はパートナーです 

キャリー保育園桜木町 / キャリー保育園なかまちだい 

所在地 キャリー保育園桜木町   ：横浜市西区戸部町 2-32-1アブソルート 2 階 

キャリー保育園なかまちだい：横浜市都筑区仲町台 5-5-1 リンデンハイム仲町台 1階 C-1 号室 

開園時間 7：３０～19：３０（延長保育 18：３１～19：３０） 

定員 キャリー保育園桜木町   ：１９名 （0 歳児 3 名・1歳児８名・2 歳児 8 名） 

キャリー保育園なかまちだい：１８名 （0 歳児 3 名・1歳児７名・2 歳児 8 名） 

食事 各園に栄養士または調理師在籍。給食、おやつは手作りになります。 

■アレルギー児対応：完全除去食 離乳食対応あり  ■食事形態：中期・後期・普通食 

職員も給食、おやつの提供あり（1 食 300 円） 

園庭 なし 園庭がない代わりに、天気の良い日にはお散歩に出かけています。 

園での服装 園指定のエプロンあり（保育・食事用）エプロンの下は Tシャツやチノパンなど動きやすい服装でお願いします。 

募集要項 

給与 ◆大学卒     ：190,988 円 

【内訳】基本給：173,600円 ライフプラン手当：5,208 円 処遇改善手当：5,000円 固定残業代：7,180円 

◆短大・専修学校卒：187,136 円 

【内訳】基本給：170,000円 ライフプラン手当：5,100 円 処遇改善手当：5,000円 固定残業代：7,036円 

◆中途採用    ：192,331 円～257,215 円 ※実務経験を考慮し、当社の給与規定に沿って決定いたします 

【内訳】基本給：170,000～201,500円 ライフプラン手当：5,100～6,045 円 

処遇改善手当：10,000～40,000円 固定残業代：7,036～9,670円 

※固定残業代は残業の有無に関わらず 5 時間分支給・超過分は別途割り増しで支給 

★パート求人も別途ご相談ください！ 

勤務体制 1 年単位の変形労働時間制（シフト制：7:30～16:30・8:30～17:30・10:30～19:30） 

年間休日/休暇 年間休日 125 日 

・完全週休 2 日制 ・祝祭日 ・GW 休暇 ・リフレッシュ休暇（3 日） ・年末年始休暇（6 日） 

・有給休暇（初年度 10 日間） ・産前・産後・育児・介護休業 ※産休・育休取得実績あり 

・慶弔休暇 ・子の看護休暇（5 日） ・介護休暇（5 日） 

試用期間 3 か月 （労働条件変わりなし） 

福利厚生 ・社会保険完備・ハイパーメディカル保険・企業型確定拠出年金・エプロン支給・定期健康診断 

・インフルエンザ接種補助・産前産後休暇・育児休暇、支援制度・各種研修制度 

宿舎借上げ 横浜市 上限 82,000 円（規定あり） 

面接の流れ 応募 → 園見学・面接（1 回） → 内定！ 

随時、園見学を受け付けております。お気軽にご相談ください！    会社 HP⇒ 
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