
いちかわに集まれ！
市川市で保育士になる3つの魅力

市川市は市内で働く保育士を応援しています。

保育士インタビュー
市川市で保育士として働くことの魅力を

先輩保育士に伺いました。

民間保育施設一覧
施設名・所在地・電話・運営団体のほか、

市公式Webサイトの保育園等一覧へリンクされた、
使いやすいQRコードつき
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　　　　　　　　 http://www.city.ichikawa.lg.jp/ichiho/
　　　　　　　　［イチホ］市川市保育士募集Web

■私立グループ（民間保育施設に関すること） 電話：047-711-1791
■運営支援グループ（保育施設等の運営支援に関すること） 電話：047-711-1792
■公立グループ（公立保育園および公立幼稚園に関すること） 電話：047-711-1798
 FAX：047-326-1320

　　　◇協力：市川子ども・子育て支援施設協会
（2018年3月発行）

京成本線

→京成八幡駅から京
成 線 空 港 第 2ビ ル

（成田空港）まで直通

都営地下鉄新宿線

→本八幡駅から新
宿線新宿駅まで直通

京成本線

→京成八幡駅から京
急線羽田空港国内線
ターミナル駅まで直通

ＪＲ京葉線

→市川塩浜駅から京
葉線舞浜駅まで直通

ＪＲ総武線

→市川駅から総武線
秋葉原駅まで直通 市川市

東京メトロ東西線

→南行徳駅から東西
線大手町駅まで直通

～首都圏の多くの主要スポットへ
　電車で乗り換えなしのアクセスが可能です～

市川駅～
東京駅まで
総武線快速なら19分

JR山手線
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秋葉原
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最大

の
新生活

準備資金補助

公立保育園の保育士と

同水準の給与になるように、

市川市が費用を

上乗せしています。

保育士が住むための家を

民間保育施設が

借り上げた場合、

市川市が費用の一部を

補助しています。

3POINT

新たに市川市の

民間保育施設で働く場合、

新生活のための

準備資金として

市川市で補助しています。

※掲載の内容は平成30年4月現在のものになります。
※詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.city.ichikawa.lg.jp/ichiho/
※各保育施設によって支給額や補助内容は異なります。
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がんばる保育士にスキルアップの場を提供
　公私立の全職員を対象とする研修をはじめ、定期的に外部の専門講師を招いた研修会を開催して、

モチベーションや保育の質の向上に繋げています。

潜在保育士の職場復帰を支援
　市川市では、保育士資格を持っていても実務経験がない又はブランクがある保育士に保育現場にお

ける実習の機会を提供して、保育施設へのスムーズな就職を支援しています。

保育施設への充実したサポート体制
　保育施設の環境整備や適切な運営、保育の質の向上のために専門職員が情報提供や意見交換を行

い、“一緒に考えましょう”の姿勢で助言、指導を進めています。
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の家賃補助
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いちかわ手当

1POINT

10万円 8万2千円

市川市で保育士になる　　つの魅力33いちかわ
に集まれ！

そのほ
かにも

法華経寺の桜納涼花火大会動植物園のレッサーパンダ 動植物園のカワウソアイリンクタウン

市川市の見どころはこちら！
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Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
保育園を見学した際に、子ども達がのびのび遊んでいる姿と先生方が笑顔で保育をして
いる姿を見て、心が惹かれました。また、親戚が市川市の近くに住んでいることと、都心へ
のアクセスも良いことから、市川市で勤務することを決めました。

Ｑ２．働く中で嬉しかった言葉、心にしみた言葉等はありますか？ 
私から離れずに自ら遊ばない子がいたのですが、徐々に関
係を深めて信頼関係を築いていくことで次第に自ら意欲
的に遊ぶようになりました。その際に保護者から「先生が
担任で本当に良かったです」と言ってもらえたことが嬉し
かったです。このような経験をする中で今後も問題が起き
ても逃げずに向き合っていこうと思いました。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取って
　　　どのように感じていますか？
月々の給与が上がるので、大変ありがたく思っていま
す。手当は主に食費等の生活費に充てています。今後は
少しずつでも貯金をしていきたいと思います。

保育歴：3年 出身地：福島県

杉の木保育園

鹿又 桃美さん（23歳）

民間保育施設の保育士インタビュー
市川市で保育士として働くことの魅力を先輩保育士に 伺いました。

保育歴：1年 出身地：千葉県

すえひろ保育園

秋本 美貴さん（21歳）

保育歴：20年 出身地：千葉県

国府台保育園

福島 由貴子さん（40歳）

Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
地元で３年間幼稚園で勤めてから都内に上京しました。上京後は、都内で働いていましたが、
姉妹園が市川市に開園することになり、現在の保育園に異動になったことがきっかけでした。
市川市は、バスや電車などの交通のアクセスが良かったので転勤して良かったと思います。

Ｑ２．保育士になる前に不安なことや心配なことはありましたか？
初めての担任や行事は不安でしたが、先輩保育士がサポートしてくれたおかげで楽しく
保育したり、準備したりすることができました。行事では特に夏祭りが印象に残っていま
す。先輩の先生たちと一緒に計画し、当日子どもたちが楽しんでいる様子を見ることがで

きて、嬉しかったです。

Ｑ３．現在月額最大82,000円家賃を補助して
　　　もらえる制度を活用されていますが、
　　　どのように感じていますか？
生活に余裕が生まれ、ひとり暮らしで一番不安な毎月の家賃
の支払いを気にしなくてよくなりました。家賃分は貯金に回
したり、プライベートを充実させたりすることができていま
す。また、新しい趣味を広げるきっかけとなり、今から何を始
めようかなとわくわくしています。

保育歴：10年 出身地：香川県

市川保育園

吉岡 明香さん（30歳）

S P E C I A L
INTERVIEW
★ ★ ★ ★

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
中学生の時に自分の進路を考えているなかで、４人兄弟
で昔から弟や妹の世話をしており、小さい子どもと関わ
ることが好きだった自分に合う職業は保育士ではないか
と考え始めたことがきっかけです。その後、学生の時に保
育園でボランティアをさせてもらい、保育士になりたいと
強く感じました。

Ｑ２．仕事と子育ての両立の中で工夫している
　　　 ことや協力をしてもらっていることは
　　　 ありますか？

職場の理解はもちろんですが、子育て中の同僚や子育て経験のある先輩保育士も多く、
アドバイスや協力をしていただいています。子どもの体調が悪くなった際にも、急なお休
みに快く対応してくださるなど配慮があり、長く勤務できていると感じています。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取ってどのように感じていますか？
月々の給与が上がったので責任の重さも感じますが、やる気につなげられています。ま
た、いただいた手当を使って休みの日に子どもと出かけたり、自分自身のリフレッシュが
できるようになりました。

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
子どもの頃通っていた幼稚園の先生のことをすごく好きで、同じ
ように子どもと関われるような仕事に就きたいと思い、保育の現
場で働こうと決めました。市川市は、地元なので家が近く、安心し
て働く事ができます。また、地域のことをより深く知ることができ
たと感じています。

Ｑ２．保育士になって良かったと感じた瞬間や、
　　　 保育士の魅力を教えてください。
魅力は、子どもが何かに挑戦している姿やできなかった事ができた
瞬間を見られるという事がすごく嬉しいときであり、自分ももっと
頑張ろうと思わせてくれることです。保育士になって良かったと感じ

ることは、毎朝子どもたちが私の名前を呼んで嬉しそうに声をかけてくれたり、毎日必ず
子どもたちから元気やパワーをもらえることです。

Ｑ３．最大１０万円の新生活準備資金を補助してもらえる制度を
　　　活用されていますが、どのように感じていますか？
とても有り難い制度だと感じています。支援金を頂いたことで、より気が引き締まり、保
育士として頑張ろうと思いました。金銭面はもちろんですが、気持ちの部分でもサポート
して頂けたように感じました。

運営主体…（福）：社会福祉法人　（学）：学校法人　（株）：株式会社　（有）：有限会社
　　　　　（一社）：一般社団法人　（資）：合資会社　（医）：医療法人社団　（特非）：特定非営利法人
＊：市川子ども・子育て支援施設協会　加入園

他に公立保育園が21園あります。詳しくは市川市公式Webサイトへ

❶ 市川南保育園＊ 市川南4-1-15 047-324-1155 （福）ユーカリ福祉会

❶ 国府台保育園＊ 国府台2-9-13 047-372-3740 （福）千葉ベタニヤホーム

❷ 行徳あけぼの保育園＊ 関ケ島7-3 047-357-2283 （福）あけぼの福祉会

❸ 新井保育園＊ 新井2-1-21 047-357-3211 （福）ちどりの国

❹ さかえ保育園＊ 北国分1-12-23 047-373-0149 （福）泉の園

❺ つくし保育園＊ 東国分1-21-22 047-373-1659 （福）むつみ会

❻ まきば保育園＊ 須和田1-29-15 047-372-6012 （福）ふじみ会

❼ 愛泉保育園＊ 幸2-8-17 047-396-2222 （福）和孝福祉会

❽ 百合台保育園＊ 曽谷3-11-1 047-374-0789 （福）七和福祉会

❾ ときわ保育園＊ 若宮2-19-13 047-332-3030 （福）若恵福祉会

 仁保育園＊ 南行徳1-10-5 047-396-1241 （福）いずみ福祉会

 原木保育園＊ 田尻5-15-9 047-379-5413 （福）東和福祉会

 杉の木保育園＊ 鬼高3-18-17 047-377-5933 （福）杉の木会

 柏井保育園＊ 柏井町2-718-3 047-337-6541 （福）柏井福祉会

 花の子保育園＊ 大野町3－1668-1 047-337-4188 （福）花の子福祉会

 明徳本八幡駅保育園＊ 八幡2-11-2 047-318-0110 （学）千葉明徳学園

 わたぐも保育園 原木2-10-13 047-329-6006 （福）福治会


 アップルナースリー保育園 

相之川4－3－1パークサイド 南行徳1階 047-359-0635 （有）もっくもっく
　 アップルナースリー保育園分園

 すえひろ保育園＊ 末広1-1-48 047-356-4152 （福）柏井福祉会

 さくらんぼ保育園＊ 市川南2-6-22 047-322-3334 （福）菊光会

 じゃんぐる保育園 妙典4-10-4-102 047-397-1940 （株）PRIMUS

 かいづか保育園＊ 下貝塚3-9-3 047-318-5766 （福）きぼうの樹

 うみかぜ保育園 原木1-15-24 047-328-2562 （福）福冶会

 キッド・ステイ南行徳保育園＊ 香取2-19-10 047-390-1188 （福）ゆずの木

 太陽の子保育園＊ 相之川3-10-15 047-357-0478 （福）たいようのこ福祉会

 市川キッズステ－ション＊ 市川南1-10-1ザ・タワーズウエスト3階 047-322-8733 （福）高砂福祉会

 市川大野ナ－サリ－スク－ル＊ 大野町3-1438-１ 047-339-3331 （福）高砂福祉会

 広尾みらい保育園＊ 広尾2-3-1 047-390-2772 （福）天祐会

 あじさい保育園＊ 妙典5-12-16 047-359-8231 （福）カメリア

 キッド・ステイ原木中山保育園＊ 高谷2-2-16 047-711-1180 （福）ゆずの木

 アスク行徳保育園 行徳駅前1-5-14 047-701-1117 （株）日本保育サービス

 アスク本八幡保育園 大和田1-5-2 047-300-8737 （株）日本保育サービス

 ありのみ保育園＊ 下貝塚1-3-23 047-374-8700 （福）きぼうの樹

 市川どろんこ保育園 鬼越2-18-17 047-302-7333 （福）どろんこ会

 小学館アカデミーいちかわ南保育園 市川南3-13-12 047-325-8030 （株）小学館集英社プロダクション

 こうぜん保育園市川＊ 南大野2-23-11 047-701-5920 （福）富福祉会

 グローバルキッズ南行徳園 欠真間1-4-7 047-395-5777 (株)グローバルキッズ

 保育ルームフェリーチェ京成八幡園 八幡3-25-12 047-322-0727 （株）アルコバレーノ

 保育ルームフェリーチェ行徳園 湊3-1 リヴェール青山1階 047-398-7130 （株）アルコバレーノ

 キッド・ステイ妙典保育園＊ 富浜2-5-28 047-701-1188 （福）ゆずの木

 つばさ保育園 南行徳3-12-12 047-396-2980 （株）丸善コーポレーション

 保育ルームフェリーチェ南行徳園 南行徳1-12-2CALMEAST1122 1階 047-396-0044 （株）アルコバレーノ

 市川保育園＊ 市川2-24-12 047-322-3363 （福）ユーカリ福祉会

 かけまま保育園＊ 欠真間2-25-8 047-359-0378 （福）愛誠福祉会


 行徳第二保育園＊ 行徳駅前4-26-10 

047-397-6671 （福）千葉寺福祉会
 行徳第二保育園分園 新浜1-26-1

 北国分駅前しゃりっこ保育園 
堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階 047-712-1682 （一社）A-TRUCK

 北国分駅前しゃりっこ保育園分園

 ひまわりキッズ保育園 行徳駅前2-9-6 047-359-9101 （有）元気

 Milky Way International Nursery School 市川校 新田5-6-23第15モリマンション1階 047-318-9222 （株）S.N.H.

 K's garden 真間駅前保育園 真間1-12-4市川センタービル1階 047-704-9966 （株）K's garden

 メリーポピンズ市川ルーム 平田1-14-23 047-712-6231 （福）どろんこ会

 キャリー保育園本八幡 東菅野1-18-8セブンビル2階 047-712-5505 マイキャリアクラス

 聖和保育園 新田5-4-2レ・ソール市川1Ｆ・2Ｆ 047-316-2578 （一社）トリー

 そらまめ保育園市川大野 奉免町116-2 047-337-2822 （株）ブルーム

 ゆう保育園 妙典2-4-12 047-704-8347 （株）キッズホーム 欒

 若葉インターナショナル幼保園行徳園 行徳駅前1-3-14河幸第13ビル 047-359-7700 （株）ニュー・クックリーフ

 すみれキッズアカデミー 宝1-10-21 047-359-4972 （有）美星

 湊新田保育園＊ 湊新田2-8-3 047-307-3532 （福）東和福祉会

指定管理保育園名

市内民間保育施設一覧
所在地 運営主体電話番号

市川市公式Webサイト（公立保育園・私立保育園・簡易保育園）
http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1111000006.html

番号

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

国府台

北国分

松飛台
大 町

矢 切

菅 野

鬼 越
本八幡

西船橋

妙 典

行 徳

南行徳

市川真間

京成八幡

京成中山
下総中山

原
木
中
山

市
川
大
野

本
八
幡

都営地下鉄新宿線

東京メトロ東西線

浦安市

江戸川区

船橋市

松戸市

JR総武線

JR京葉線

JR武蔵野線

京成本線

北総本線

北総本線

市 川

鎌
ヶ
谷
市

二俣新町

市
川

塩
浜

北 部

中 部

南 部

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

認定こども園名 所在地 運営主体電話番号番号

小規模保育事業所名 所在地 運営主体電話番号番号

 妙典保育園＊ 妙典6-2-45 047-701-2311 （福）杉の木会

 みやくぼ保育園＊ 宮久保3-17-10 047-374-1510 （福）ふじみ会

 さくらキッズ保育園 行徳駅前1-8-17 河幸第八ビル１階 047-711-2922 （有）元気

 認可保育園トドラースリング 田尻4丁目16番7号 047-702-9688 アイ・ナーサリー（株）

 童夢ガーデン市川 市川南4-2-19 047-383-9511 （資）ライフコミュニケーション

 市川かえで保育園 菅野5-10-1 エクセレントタウン市川１F 047-322-7088 （株）かえで

 原木中山こどもの木保育園 田尻3-6-36 047-379-5021 （株）こどもの木

 ちゃいれっく入船保育園 入船10-3 047-711-0241 （株）プロケア

 京進のほいくえんHOPPA新浜 新浜1-23-13 047-702-9671 （株）HOPPA

 京進のほいくえんHOPPA南行徳駅前 新井3-4-1 047-307-9171 （株）HOPPA

 らいおんハート行徳駅前保育園 行徳駅前1-19-19 ヴォーナ・ヴィータ行徳駅前2階 047-383-9120 （医）緑友会

 ミルキーホーム本八幡みなみ園 南八幡3-12-21 MC本八幡ビル1階 047-378-7078 （株）ハッピーナース

 八幡南保育園＊ 平田3-4-14 047-311-4010 （福）東和福祉会

 いろはな保育園本八幡 南八幡3-3-6 047-712-6730 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 行徳ゆめの木保育園 湊2-9 047-318-2229 （株）FIVE・T

 K's garden 鬼越保育園 高石神10-1 047-369-6366 （株）K's garden

 そらまめ保育園市川駅前 市川南1-9-29 047-712-8871 （株）ブルーム

 ミルキーホーム東菅野園 東菅野2-19-2 047-323-7755 （株）サニースタッフ

 北国分駅前第二しゃりっこ保育園 堀之内3-26-31 047-712-1616 （一社）A-TRUCK

 京進のほいくえんHOPPA南大野 南大野2-3-1 047-382-5543 （株）HOPPA

 ぽっかぽっかにっけ保育園北方 北方1-8-2 047-711-3711 （株）ニッケライフ

 新田チャイルド保育園 新田2-15-8 047-318-3930  （株）ライフプラザファイナンシャルデザイン

 MilkyWay International Nursery School　市川新田校 新田5-9-8 047-329-2584 （株）S.N.H. 

 ししの子保育園市川 大和田2-22-28 047-374-3177 （福）成未会

 市川妙典雲母保育園 妙典4-16-16 047-356-5321 （株）モード・プランニング・ジャパン

 京進のほいくえんHOPPA妙典駅 本塩15-16 047-704-9580 (株)HOPPA

 ちゃいれっく末広保育園 末広2-16-11 047-318-3820 (株)プロケア

 ぶれあ保育園・南行徳 南行徳1-19-5-201号 047-317-6853 キッズブレア(株)

❶
 ｅ－こども園＊ 

南八幡4-14-4 e-STEP 1F,2F 047-300-8850 （福）大五京
 ｅ－こども園（分園）

❷ 認定こども園風の谷こども園＊ 北国分4-10-3 047-375-2700 （福）泉の園

❶ 原木スマイルナーサリー 原木1-8-1 047-323-6181 （学）原木学園 

❷ 宮久保幼稚園０１２ 宮久保6-7-2 047-372-8666 （学）吉原学園

❸ ひなた保育園　行徳駅前ルーム 行徳駅前2-23-14 メゾン・ベルツリー1階 047-311-4848 （特非）めぐみの

❹ いろはな保育園市川南 市川南1-9-30 啓成ハイツ市川1階 047-318-2503 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

❺ ナーサリーゆめの木平田 平田2-5-4 047-711-2925 （株）FIVE・T

❻ ミルキーホーム本八幡きた園 
八幡2-6-18 第三本八幡

 047-333-7062 （株）ハッピーナース
  ダイヤモンドマンション201号・202号

❼ みなみぎょうとく笑顔保育園 南行徳1-19-22　2階 047-711-3971 eソリューションサービス（株）

❽ Little K's　真間駅前保育園 市川1-26-11 047-321-6066 （株）K's garden

❾ 小規模保育所リトルすわだ 須和田1-22-4 047-712-0211 （学）須和田学園

 保育ルームキューティー市川 南八幡4-6-14  101 047-727-3879 （株）アイキューブ

 いろはな保育園本八幡東 南八幡3-1-6 047-316-1652 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 にじのき保育園 行徳駅前1-24-1 047-307-3622 （株）にじいろキャンバス

 ル・アンジェ行徳保育園 入船12-21 047-314-1773 ル・アンジェ（株）

 ねっこ保育園 相之川4-10-8 047-307-9996 （株）プラスアクティブ
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市川の手当や補助
についてはこちら！

❽

❻





Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
保育園を見学した際に、子ども達がのびのび遊んでいる姿と先生方が笑顔で保育をして
いる姿を見て、心が惹かれました。また、親戚が市川市の近くに住んでいることと、都心へ
のアクセスも良いことから、市川市で勤務することを決めました。

Ｑ２．働く中で嬉しかった言葉、心にしみた言葉等はありますか？ 
私から離れずに自ら遊ばない子がいたのですが、徐々に関
係を深めて信頼関係を築いていくことで次第に自ら意欲
的に遊ぶようになりました。その際に保護者から「先生が
担任で本当に良かったです」と言ってもらえたことが嬉し
かったです。このような経験をする中で今後も問題が起き
ても逃げずに向き合っていこうと思いました。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取って
　　　どのように感じていますか？
月々の給与が上がるので、大変ありがたく思っていま
す。手当は主に食費等の生活費に充てています。今後は
少しずつでも貯金をしていきたいと思います。

保育歴：3年 出身地：福島県

杉の木保育園

鹿又 桃美さん（23歳）

民間保育施設の保育士インタビュー
市川市で保育士として働くことの魅力を先輩保育士に 伺いました。

保育歴：1年 出身地：千葉県

すえひろ保育園

秋本 美貴さん（21歳）

保育歴：20年 出身地：千葉県

国府台保育園

福島 由貴子さん（40歳）

Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
地元で３年間幼稚園で勤めてから都内に上京しました。上京後は、都内で働いていましたが、
姉妹園が市川市に開園することになり、現在の保育園に異動になったことがきっかけでした。
市川市は、バスや電車などの交通のアクセスが良かったので転勤して良かったと思います。

Ｑ２．保育士になる前に不安なことや心配なことはありましたか？
初めての担任や行事は不安でしたが、先輩保育士がサポートしてくれたおかげで楽しく
保育したり、準備したりすることができました。行事では特に夏祭りが印象に残っていま
す。先輩の先生たちと一緒に計画し、当日子どもたちが楽しんでいる様子を見ることがで

きて、嬉しかったです。

Ｑ３．現在月額最大82,000円家賃を補助して
　　　もらえる制度を活用されていますが、
　　　どのように感じていますか？
生活に余裕が生まれ、ひとり暮らしで一番不安な毎月の家賃
の支払いを気にしなくてよくなりました。家賃分は貯金に回
したり、プライベートを充実させたりすることができていま
す。また、新しい趣味を広げるきっかけとなり、今から何を始
めようかなとわくわくしています。

保育歴：10年 出身地：香川県

市川保育園

吉岡 明香さん（30歳）

S P E C I A L
INTERVIEW
★ ★ ★ ★

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
中学生の時に自分の進路を考えているなかで、４人兄弟
で昔から弟や妹の世話をしており、小さい子どもと関わ
ることが好きだった自分に合う職業は保育士ではないか
と考え始めたことがきっかけです。その後、学生の時に保
育園でボランティアをさせてもらい、保育士になりたいと
強く感じました。

Ｑ２．仕事と子育ての両立の中で工夫している
　　　 ことや協力をしてもらっていることは
　　　 ありますか？

職場の理解はもちろんですが、子育て中の同僚や子育て経験のある先輩保育士も多く、
アドバイスや協力をしていただいています。子どもの体調が悪くなった際にも、急なお休
みに快く対応してくださるなど配慮があり、長く勤務できていると感じています。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取ってどのように感じていますか？
月々の給与が上がったので責任の重さも感じますが、やる気につなげられています。ま
た、いただいた手当を使って休みの日に子どもと出かけたり、自分自身のリフレッシュが
できるようになりました。

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
子どもの頃通っていた幼稚園の先生のことをすごく好きで、同じ
ように子どもと関われるような仕事に就きたいと思い、保育の現
場で働こうと決めました。市川市は、地元なので家が近く、安心し
て働く事ができます。また、地域のことをより深く知ることができ
たと感じています。

Ｑ２．保育士になって良かったと感じた瞬間や、
　　　 保育士の魅力を教えてください。
魅力は、子どもが何かに挑戦している姿やできなかった事ができた
瞬間を見られるという事がすごく嬉しいときであり、自分ももっと
頑張ろうと思わせてくれることです。保育士になって良かったと感じ

ることは、毎朝子どもたちが私の名前を呼んで嬉しそうに声をかけてくれたり、毎日必ず
子どもたちから元気やパワーをもらえることです。

Ｑ３．最大１０万円の新生活準備資金を補助してもらえる制度を
　　　活用されていますが、どのように感じていますか？
とても有り難い制度だと感じています。支援金を頂いたことで、より気が引き締まり、保
育士として頑張ろうと思いました。金銭面はもちろんですが、気持ちの部分でもサポート
して頂けたように感じました。

運営主体…（福）：社会福祉法人　（学）：学校法人　（株）：株式会社　（有）：有限会社
　　　　　（一社）：一般社団法人　（資）：合資会社　（医）：医療法人社団　（特非）：特定非営利法人
＊：市川子ども・子育て支援施設協会　加入園

他に公立保育園が21園あります。詳しくは市川市公式Webサイトへ

❶ 市川南保育園＊ 市川南4-1-15 047-324-1155 （福）ユーカリ福祉会

❶ 国府台保育園＊ 国府台2-9-13 047-372-3740 （福）千葉ベタニヤホーム

❷ 行徳あけぼの保育園＊ 関ケ島7-3 047-357-2283 （福）あけぼの福祉会

❸ 新井保育園＊ 新井2-1-21 047-357-3211 （福）ちどりの国

❹ さかえ保育園＊ 北国分1-12-23 047-373-0149 （福）泉の園

❺ つくし保育園＊ 東国分1-21-22 047-373-1659 （福）むつみ会

❻ まきば保育園＊ 須和田1-29-15 047-372-6012 （福）ふじみ会

❼ 愛泉保育園＊ 幸2-8-17 047-396-2222 （福）和孝福祉会

❽ 百合台保育園＊ 曽谷3-11-1 047-374-0789 （福）七和福祉会

❾ ときわ保育園＊ 若宮2-19-13 047-332-3030 （福）若恵福祉会

 仁保育園＊ 南行徳1-10-5 047-396-1241 （福）いずみ福祉会

 原木保育園＊ 田尻5-15-9 047-379-5413 （福）東和福祉会

 杉の木保育園＊ 鬼高3-18-17 047-377-5933 （福）杉の木会

 柏井保育園＊ 柏井町2-718-3 047-337-6541 （福）柏井福祉会

 花の子保育園＊ 大野町3－1668-1 047-337-4188 （福）花の子福祉会

 明徳本八幡駅保育園＊ 八幡2-11-2 047-318-0110 （学）千葉明徳学園

 わたぐも保育園 原木2-10-13 047-329-6006 （福）福治会


 アップルナースリー保育園 

相之川4－3－1パークサイド 南行徳1階 047-359-0635 （有）もっくもっく
　 アップルナースリー保育園分園

 すえひろ保育園＊ 末広1-1-48 047-356-4152 （福）柏井福祉会

 さくらんぼ保育園＊ 市川南2-6-22 047-322-3334 （福）菊光会

 じゃんぐる保育園 妙典4-10-4-102 047-397-1940 （株）PRIMUS

 かいづか保育園＊ 下貝塚3-9-3 047-318-5766 （福）きぼうの樹

 うみかぜ保育園 原木1-15-24 047-328-2562 （福）福冶会

 キッド・ステイ南行徳保育園＊ 香取2-19-10 047-390-1188 （福）ゆずの木

 太陽の子保育園＊ 相之川3-10-15 047-357-0478 （福）たいようのこ福祉会

 市川キッズステ－ション＊ 市川南1-10-1ザ・タワーズウエスト3階 047-322-8733 （福）高砂福祉会

 市川大野ナ－サリ－スク－ル＊ 大野町3-1438-１ 047-339-3331 （福）高砂福祉会

 広尾みらい保育園＊ 広尾2-3-1 047-390-2772 （福）天祐会

 あじさい保育園＊ 妙典5-12-16 047-359-8231 （福）カメリア

 キッド・ステイ原木中山保育園＊ 高谷2-2-16 047-711-1180 （福）ゆずの木

 アスク行徳保育園 行徳駅前1-5-14 047-701-1117 （株）日本保育サービス

 アスク本八幡保育園 大和田1-5-2 047-300-8737 （株）日本保育サービス

 ありのみ保育園＊ 下貝塚1-3-23 047-374-8700 （福）きぼうの樹

 市川どろんこ保育園 鬼越2-18-17 047-302-7333 （福）どろんこ会

 小学館アカデミーいちかわ南保育園 市川南3-13-12 047-325-8030 （株）小学館集英社プロダクション

 こうぜん保育園市川＊ 南大野2-23-11 047-701-5920 （福）富福祉会

 グローバルキッズ南行徳園 欠真間1-4-7 047-395-5777 (株)グローバルキッズ

 保育ルームフェリーチェ京成八幡園 八幡3-25-12 047-322-0727 （株）アルコバレーノ

 保育ルームフェリーチェ行徳園 湊3-1 リヴェール青山1階 047-398-7130 （株）アルコバレーノ

 キッド・ステイ妙典保育園＊ 富浜2-5-28 047-701-1188 （福）ゆずの木

 つばさ保育園 南行徳3-12-12 047-396-2980 （株）丸善コーポレーション

 保育ルームフェリーチェ南行徳園 南行徳1-12-2CALMEAST1122 1階 047-396-0044 （株）アルコバレーノ

 市川保育園＊ 市川2-24-12 047-322-3363 （福）ユーカリ福祉会

 かけまま保育園＊ 欠真間2-25-8 047-359-0378 （福）愛誠福祉会


 行徳第二保育園＊ 行徳駅前4-26-10 

047-397-6671 （福）千葉寺福祉会
 行徳第二保育園分園 新浜1-26-1

 北国分駅前しゃりっこ保育園 
堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階 047-712-1682 （一社）A-TRUCK

 北国分駅前しゃりっこ保育園分園

 ひまわりキッズ保育園 行徳駅前2-9-6 047-359-9101 （有）元気

 Milky Way International Nursery School 市川校 新田5-6-23第15モリマンション1階 047-318-9222 （株）S.N.H.

 K's garden 真間駅前保育園 真間1-12-4市川センタービル1階 047-704-9966 （株）K's garden

 メリーポピンズ市川ルーム 平田1-14-23 047-712-6231 （福）どろんこ会

 キャリー保育園本八幡 東菅野1-18-8セブンビル2階 047-712-5505 マイキャリアクラス

 聖和保育園 新田5-4-2レ・ソール市川1Ｆ・2Ｆ 047-316-2578 （一社）トリー

 そらまめ保育園市川大野 奉免町116-2 047-337-2822 （株）ブルーム

 ゆう保育園 妙典2-4-12 047-704-8347 （株）キッズホーム 欒

 若葉インターナショナル幼保園行徳園 行徳駅前1-3-14河幸第13ビル 047-359-7700 （株）ニュー・クックリーフ

 すみれキッズアカデミー 宝1-10-21 047-359-4972 （有）美星

 湊新田保育園＊ 湊新田2-8-3 047-307-3532 （福）東和福祉会

指定管理保育園名

市内民間保育施設一覧
所在地 運営主体電話番号

市川市公式Webサイト（公立保育園・私立保育園・簡易保育園）
http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1111000006.html

番号

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

国府台

北国分

松飛台
大 町

矢 切

菅 野

鬼 越
本八幡

西船橋

妙 典

行 徳

南行徳

市川真間

京成八幡

京成中山
下総中山

原
木
中
山

市
川
大
野

本
八
幡

都営地下鉄新宿線

東京メトロ東西線

浦安市

江戸川区

船橋市

松戸市

JR総武線

JR京葉線

JR武蔵野線

京成本線

北総本線

北総本線

市 川

鎌
ヶ
谷
市

二俣新町

市
川

塩
浜

北 部

中 部

南 部

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

認定こども園名 所在地 運営主体電話番号番号

小規模保育事業所名 所在地 運営主体電話番号番号

 妙典保育園＊ 妙典6-2-45 047-701-2311 （福）杉の木会

 みやくぼ保育園＊ 宮久保3-17-10 047-374-1510 （福）ふじみ会

 さくらキッズ保育園 行徳駅前1-8-17 河幸第八ビル１階 047-711-2922 （有）元気

 認可保育園トドラースリング 田尻4丁目16番7号 047-702-9688 アイ・ナーサリー（株）

 童夢ガーデン市川 市川南4-2-19 047-383-9511 （資）ライフコミュニケーション

 市川かえで保育園 菅野5-10-1 エクセレントタウン市川１F 047-322-7088 （株）かえで

 原木中山こどもの木保育園 田尻3-6-36 047-379-5021 （株）こどもの木

 ちゃいれっく入船保育園 入船10-3 047-711-0241 （株）プロケア

 京進のほいくえんHOPPA新浜 新浜1-23-13 047-702-9671 （株）HOPPA

 京進のほいくえんHOPPA南行徳駅前 新井3-4-1 047-307-9171 （株）HOPPA

 らいおんハート行徳駅前保育園 行徳駅前1-19-19 ヴォーナ・ヴィータ行徳駅前2階 047-383-9120 （医）緑友会

 ミルキーホーム本八幡みなみ園 南八幡3-12-21 MC本八幡ビル1階 047-378-7078 （株）ハッピーナース

 八幡南保育園＊ 平田3-4-14 047-311-4010 （福）東和福祉会

 いろはな保育園本八幡 南八幡3-3-6 047-712-6730 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 行徳ゆめの木保育園 湊2-9 047-318-2229 （株）FIVE・T

 K's garden 鬼越保育園 高石神10-1 047-369-6366 （株）K's garden

 そらまめ保育園市川駅前 市川南1-9-29 047-712-8871 （株）ブルーム

 ミルキーホーム東菅野園 東菅野2-19-2 047-323-7755 （株）サニースタッフ

 北国分駅前第二しゃりっこ保育園 堀之内3-26-31 047-712-1616 （一社）A-TRUCK

 京進のほいくえんHOPPA南大野 南大野2-3-1 047-382-5543 （株）HOPPA

 ぽっかぽっかにっけ保育園北方 北方1-8-2 047-711-3711 （株）ニッケライフ

 新田チャイルド保育園 新田2-15-8 047-318-3930  （株）ライフプラザファイナンシャルデザイン

 MilkyWay International Nursery School　市川新田校 新田5-9-8 047-329-2584 （株）S.N.H. 

 ししの子保育園市川 大和田2-22-28 047-374-3177 （福）成未会

 市川妙典雲母保育園 妙典4-16-16 047-356-5321 （株）モード・プランニング・ジャパン

 京進のほいくえんHOPPA妙典駅 本塩15-16 047-704-9580 (株)HOPPA

 ちゃいれっく末広保育園 末広2-16-11 047-318-3820 (株)プロケア

 ぶれあ保育園・南行徳 南行徳1-19-5-201号 047-317-6853 キッズブレア(株)

❶
 ｅ－こども園＊ 

南八幡4-14-4 e-STEP 1F,2F 047-300-8850 （福）大五京
 ｅ－こども園（分園）

❷ 認定こども園風の谷こども園＊ 北国分4-10-3 047-375-2700 （福）泉の園

❶ 原木スマイルナーサリー 原木1-8-1 047-323-6181 （学）原木学園 

❷ 宮久保幼稚園０１２ 宮久保6-7-2 047-372-8666 （学）吉原学園

❸ ひなた保育園　行徳駅前ルーム 行徳駅前2-23-14 メゾン・ベルツリー1階 047-311-4848 （特非）めぐみの

❹ いろはな保育園市川南 市川南1-9-30 啓成ハイツ市川1階 047-318-2503 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

❺ ナーサリーゆめの木平田 平田2-5-4 047-711-2925 （株）FIVE・T

❻ ミルキーホーム本八幡きた園 
八幡2-6-18 第三本八幡

 047-333-7062 （株）ハッピーナース
  ダイヤモンドマンション201号・202号

❼ みなみぎょうとく笑顔保育園 南行徳1-19-22　2階 047-711-3971 eソリューションサービス（株）

❽ Little K's　真間駅前保育園 市川1-26-11 047-321-6066 （株）K's garden

❾ 小規模保育所リトルすわだ 須和田1-22-4 047-712-0211 （学）須和田学園

 保育ルームキューティー市川 南八幡4-6-14  101 047-727-3879 （株）アイキューブ

 いろはな保育園本八幡東 南八幡3-1-6 047-316-1652 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 にじのき保育園 行徳駅前1-24-1 047-307-3622 （株）にじいろキャンバス

 ル・アンジェ行徳保育園 入船12-21 047-314-1773 ル・アンジェ（株）

 ねっこ保育園 相之川4-10-8 047-307-9996 （株）プラスアクティブ
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市川の手当や補助
についてはこちら！

❽

❻





Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
保育園を見学した際に、子ども達がのびのび遊んでいる姿と先生方が笑顔で保育をして
いる姿を見て、心が惹かれました。また、親戚が市川市の近くに住んでいることと、都心へ
のアクセスも良いことから、市川市で勤務することを決めました。

Ｑ２．働く中で嬉しかった言葉、心にしみた言葉等はありますか？ 
私から離れずに自ら遊ばない子がいたのですが、徐々に関
係を深めて信頼関係を築いていくことで次第に自ら意欲
的に遊ぶようになりました。その際に保護者から「先生が
担任で本当に良かったです」と言ってもらえたことが嬉し
かったです。このような経験をする中で今後も問題が起き
ても逃げずに向き合っていこうと思いました。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取って
　　　どのように感じていますか？
月々の給与が上がるので、大変ありがたく思っていま
す。手当は主に食費等の生活費に充てています。今後は
少しずつでも貯金をしていきたいと思います。

保育歴：3年 出身地：福島県

杉の木保育園

鹿又 桃美さん（23歳）

民間保育施設の保育士インタビュー
市川市で保育士として働くことの魅力を先輩保育士に 伺いました。

保育歴：1年 出身地：千葉県

すえひろ保育園

秋本 美貴さん（21歳）

保育歴：20年 出身地：千葉県

国府台保育園

福島 由貴子さん（40歳）

Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
地元で３年間幼稚園で勤めてから都内に上京しました。上京後は、都内で働いていましたが、
姉妹園が市川市に開園することになり、現在の保育園に異動になったことがきっかけでした。
市川市は、バスや電車などの交通のアクセスが良かったので転勤して良かったと思います。

Ｑ２．保育士になる前に不安なことや心配なことはありましたか？
初めての担任や行事は不安でしたが、先輩保育士がサポートしてくれたおかげで楽しく
保育したり、準備したりすることができました。行事では特に夏祭りが印象に残っていま
す。先輩の先生たちと一緒に計画し、当日子どもたちが楽しんでいる様子を見ることがで

きて、嬉しかったです。

Ｑ３．現在月額最大82,000円家賃を補助して
　　　もらえる制度を活用されていますが、
　　　どのように感じていますか？
生活に余裕が生まれ、ひとり暮らしで一番不安な毎月の家賃
の支払いを気にしなくてよくなりました。家賃分は貯金に回
したり、プライベートを充実させたりすることができていま
す。また、新しい趣味を広げるきっかけとなり、今から何を始
めようかなとわくわくしています。

保育歴：10年 出身地：香川県

市川保育園

吉岡 明香さん（30歳）

S P E C I A L
INTERVIEW
★ ★ ★ ★

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
中学生の時に自分の進路を考えているなかで、４人兄弟
で昔から弟や妹の世話をしており、小さい子どもと関わ
ることが好きだった自分に合う職業は保育士ではないか
と考え始めたことがきっかけです。その後、学生の時に保
育園でボランティアをさせてもらい、保育士になりたいと
強く感じました。

Ｑ２．仕事と子育ての両立の中で工夫している
　　　 ことや協力をしてもらっていることは
　　　 ありますか？

職場の理解はもちろんですが、子育て中の同僚や子育て経験のある先輩保育士も多く、
アドバイスや協力をしていただいています。子どもの体調が悪くなった際にも、急なお休
みに快く対応してくださるなど配慮があり、長く勤務できていると感じています。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取ってどのように感じていますか？
月々の給与が上がったので責任の重さも感じますが、やる気につなげられています。ま
た、いただいた手当を使って休みの日に子どもと出かけたり、自分自身のリフレッシュが
できるようになりました。

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
子どもの頃通っていた幼稚園の先生のことをすごく好きで、同じ
ように子どもと関われるような仕事に就きたいと思い、保育の現
場で働こうと決めました。市川市は、地元なので家が近く、安心し
て働く事ができます。また、地域のことをより深く知ることができ
たと感じています。

Ｑ２．保育士になって良かったと感じた瞬間や、
　　　 保育士の魅力を教えてください。
魅力は、子どもが何かに挑戦している姿やできなかった事ができた
瞬間を見られるという事がすごく嬉しいときであり、自分ももっと
頑張ろうと思わせてくれることです。保育士になって良かったと感じ

ることは、毎朝子どもたちが私の名前を呼んで嬉しそうに声をかけてくれたり、毎日必ず
子どもたちから元気やパワーをもらえることです。

Ｑ３．最大１０万円の新生活準備資金を補助してもらえる制度を
　　　活用されていますが、どのように感じていますか？
とても有り難い制度だと感じています。支援金を頂いたことで、より気が引き締まり、保
育士として頑張ろうと思いました。金銭面はもちろんですが、気持ちの部分でもサポート
して頂けたように感じました。

運営主体…（福）：社会福祉法人　（学）：学校法人　（株）：株式会社　（有）：有限会社
　　　　　（一社）：一般社団法人　（資）：合資会社　（医）：医療法人社団　（特非）：特定非営利法人
＊：市川子ども・子育て支援施設協会　加入園

他に公立保育園が21園あります。詳しくは市川市公式Webサイトへ

❶ 市川南保育園＊ 市川南4-1-15 047-324-1155 （福）ユーカリ福祉会

❶ 国府台保育園＊ 国府台2-9-13 047-372-3740 （福）千葉ベタニヤホーム

❷ 行徳あけぼの保育園＊ 関ケ島7-3 047-357-2283 （福）あけぼの福祉会

❸ 新井保育園＊ 新井2-1-21 047-357-3211 （福）ちどりの国

❹ さかえ保育園＊ 北国分1-12-23 047-373-0149 （福）泉の園

❺ つくし保育園＊ 東国分1-21-22 047-373-1659 （福）むつみ会

❻ まきば保育園＊ 須和田1-29-15 047-372-6012 （福）ふじみ会

❼ 愛泉保育園＊ 幸2-8-17 047-396-2222 （福）和孝福祉会

❽ 百合台保育園＊ 曽谷3-11-1 047-374-0789 （福）七和福祉会

❾ ときわ保育園＊ 若宮2-19-13 047-332-3030 （福）若恵福祉会

 仁保育園＊ 南行徳1-10-5 047-396-1241 （福）いずみ福祉会

 原木保育園＊ 田尻5-15-9 047-379-5413 （福）東和福祉会

 杉の木保育園＊ 鬼高3-18-17 047-377-5933 （福）杉の木会

 柏井保育園＊ 柏井町2-718-3 047-337-6541 （福）柏井福祉会

 花の子保育園＊ 大野町3－1668-1 047-337-4188 （福）花の子福祉会

 明徳本八幡駅保育園＊ 八幡2-11-2 047-318-0110 （学）千葉明徳学園

 わたぐも保育園 原木2-10-13 047-329-6006 （福）福治会


 アップルナースリー保育園 

相之川4－3－1パークサイド 南行徳1階 047-359-0635 （有）もっくもっく
　 アップルナースリー保育園分園

 すえひろ保育園＊ 末広1-1-48 047-356-4152 （福）柏井福祉会

 さくらんぼ保育園＊ 市川南2-6-22 047-322-3334 （福）菊光会

 じゃんぐる保育園 妙典4-10-4-102 047-397-1940 （株）PRIMUS

 かいづか保育園＊ 下貝塚3-9-3 047-318-5766 （福）きぼうの樹

 うみかぜ保育園 原木1-15-24 047-328-2562 （福）福冶会

 キッド・ステイ南行徳保育園＊ 香取2-19-10 047-390-1188 （福）ゆずの木

 太陽の子保育園＊ 相之川3-10-15 047-357-0478 （福）たいようのこ福祉会

 市川キッズステ－ション＊ 市川南1-10-1ザ・タワーズウエスト3階 047-322-8733 （福）高砂福祉会

 市川大野ナ－サリ－スク－ル＊ 大野町3-1438-１ 047-339-3331 （福）高砂福祉会

 広尾みらい保育園＊ 広尾2-3-1 047-390-2772 （福）天祐会

 あじさい保育園＊ 妙典5-12-16 047-359-8231 （福）カメリア

 キッド・ステイ原木中山保育園＊ 高谷2-2-16 047-711-1180 （福）ゆずの木

 アスク行徳保育園 行徳駅前1-5-14 047-701-1117 （株）日本保育サービス

 アスク本八幡保育園 大和田1-5-2 047-300-8737 （株）日本保育サービス

 ありのみ保育園＊ 下貝塚1-3-23 047-374-8700 （福）きぼうの樹

 市川どろんこ保育園 鬼越2-18-17 047-302-7333 （福）どろんこ会

 小学館アカデミーいちかわ南保育園 市川南3-13-12 047-325-8030 （株）小学館集英社プロダクション

 こうぜん保育園市川＊ 南大野2-23-11 047-701-5920 （福）富福祉会

 グローバルキッズ南行徳園 欠真間1-4-7 047-395-5777 (株)グローバルキッズ

 保育ルームフェリーチェ京成八幡園 八幡3-25-12 047-322-0727 （株）アルコバレーノ

 保育ルームフェリーチェ行徳園 湊3-1 リヴェール青山1階 047-398-7130 （株）アルコバレーノ

 キッド・ステイ妙典保育園＊ 富浜2-5-28 047-701-1188 （福）ゆずの木

 つばさ保育園 南行徳3-12-12 047-396-2980 （株）丸善コーポレーション

 保育ルームフェリーチェ南行徳園 南行徳1-12-2CALMEAST1122 1階 047-396-0044 （株）アルコバレーノ

 市川保育園＊ 市川2-24-12 047-322-3363 （福）ユーカリ福祉会

 かけまま保育園＊ 欠真間2-25-8 047-359-0378 （福）愛誠福祉会


 行徳第二保育園＊ 行徳駅前4-26-10 

047-397-6671 （福）千葉寺福祉会
 行徳第二保育園分園 新浜1-26-1

 北国分駅前しゃりっこ保育園 
堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階 047-712-1682 （一社）A-TRUCK

 北国分駅前しゃりっこ保育園分園

 ひまわりキッズ保育園 行徳駅前2-9-6 047-359-9101 （有）元気

 Milky Way International Nursery School 市川校 新田5-6-23第15モリマンション1階 047-318-9222 （株）S.N.H.

 K's garden 真間駅前保育園 真間1-12-4市川センタービル1階 047-704-9966 （株）K's garden

 メリーポピンズ市川ルーム 平田1-14-23 047-712-6231 （福）どろんこ会

 キャリー保育園本八幡 東菅野1-18-8セブンビル2階 047-712-5505 マイキャリアクラス

 聖和保育園 新田5-4-2レ・ソール市川1Ｆ・2Ｆ 047-316-2578 （一社）トリー

 そらまめ保育園市川大野 奉免町116-2 047-337-2822 （株）ブルーム

 ゆう保育園 妙典2-4-12 047-704-8347 （株）キッズホーム 欒

 若葉インターナショナル幼保園行徳園 行徳駅前1-3-14河幸第13ビル 047-359-7700 （株）ニュー・クックリーフ

 すみれキッズアカデミー 宝1-10-21 047-359-4972 （有）美星

 湊新田保育園＊ 湊新田2-8-3 047-307-3532 （福）東和福祉会

指定管理保育園名

市内民間保育施設一覧
所在地 運営主体電話番号

市川市公式Webサイト（公立保育園・私立保育園・簡易保育園）
http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1111000006.html

番号

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

国府台

北国分

松飛台
大 町

矢 切

菅 野

鬼 越
本八幡

西船橋

妙 典

行 徳

南行徳

市川真間

京成八幡

京成中山
下総中山

原
木
中
山

市
川
大
野

本
八
幡

都営地下鉄新宿線

東京メトロ東西線

浦安市

江戸川区

船橋市

松戸市

JR総武線

JR京葉線

JR武蔵野線

京成本線

北総本線

北総本線

市 川

鎌
ヶ
谷
市

二俣新町

市
川

塩
浜

北 部

中 部

南 部

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

認定こども園名 所在地 運営主体電話番号番号

小規模保育事業所名 所在地 運営主体電話番号番号

 妙典保育園＊ 妙典6-2-45 047-701-2311 （福）杉の木会

 みやくぼ保育園＊ 宮久保3-17-10 047-374-1510 （福）ふじみ会

 さくらキッズ保育園 行徳駅前1-8-17 河幸第八ビル１階 047-711-2922 （有）元気

 認可保育園トドラースリング 田尻4丁目16番7号 047-702-9688 アイ・ナーサリー（株）

 童夢ガーデン市川 市川南4-2-19 047-383-9511 （資）ライフコミュニケーション

 市川かえで保育園 菅野5-10-1 エクセレントタウン市川１F 047-322-7088 （株）かえで

 原木中山こどもの木保育園 田尻3-6-36 047-379-5021 （株）こどもの木

 ちゃいれっく入船保育園 入船10-3 047-711-0241 （株）プロケア

 京進のほいくえんHOPPA新浜 新浜1-23-13 047-702-9671 （株）HOPPA

 京進のほいくえんHOPPA南行徳駅前 新井3-4-1 047-307-9171 （株）HOPPA

 らいおんハート行徳駅前保育園 行徳駅前1-19-19 ヴォーナ・ヴィータ行徳駅前2階 047-383-9120 （医）緑友会

 ミルキーホーム本八幡みなみ園 南八幡3-12-21 MC本八幡ビル1階 047-378-7078 （株）ハッピーナース

 八幡南保育園＊ 平田3-4-14 047-311-4010 （福）東和福祉会

 いろはな保育園本八幡 南八幡3-3-6 047-712-6730 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 行徳ゆめの木保育園 湊2-9 047-318-2229 （株）FIVE・T

 K's garden 鬼越保育園 高石神10-1 047-369-6366 （株）K's garden

 そらまめ保育園市川駅前 市川南1-9-29 047-712-8871 （株）ブルーム

 ミルキーホーム東菅野園 東菅野2-19-2 047-323-7755 （株）サニースタッフ

 北国分駅前第二しゃりっこ保育園 堀之内3-26-31 047-712-1616 （一社）A-TRUCK

 京進のほいくえんHOPPA南大野 南大野2-3-1 047-382-5543 （株）HOPPA

 ぽっかぽっかにっけ保育園北方 北方1-8-2 047-711-3711 （株）ニッケライフ

 新田チャイルド保育園 新田2-15-8 047-318-3930  （株）ライフプラザファイナンシャルデザイン

 MilkyWay International Nursery School　市川新田校 新田5-9-8 047-329-2584 （株）S.N.H. 

 ししの子保育園市川 大和田2-22-28 047-374-3177 （福）成未会

 市川妙典雲母保育園 妙典4-16-16 047-356-5321 （株）モード・プランニング・ジャパン

 京進のほいくえんHOPPA妙典駅 本塩15-16 047-704-9580 (株)HOPPA

 ちゃいれっく末広保育園 末広2-16-11 047-318-3820 (株)プロケア

 ぶれあ保育園・南行徳 南行徳1-19-5-201号 047-317-6853 キッズブレア(株)

❶
 ｅ－こども園＊ 

南八幡4-14-4 e-STEP 1F,2F 047-300-8850 （福）大五京
 ｅ－こども園（分園）

❷ 認定こども園風の谷こども園＊ 北国分4-10-3 047-375-2700 （福）泉の園

❶ 原木スマイルナーサリー 原木1-8-1 047-323-6181 （学）原木学園 

❷ 宮久保幼稚園０１２ 宮久保6-7-2 047-372-8666 （学）吉原学園

❸ ひなた保育園　行徳駅前ルーム 行徳駅前2-23-14 メゾン・ベルツリー1階 047-311-4848 （特非）めぐみの

❹ いろはな保育園市川南 市川南1-9-30 啓成ハイツ市川1階 047-318-2503 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

❺ ナーサリーゆめの木平田 平田2-5-4 047-711-2925 （株）FIVE・T

❻ ミルキーホーム本八幡きた園 
八幡2-6-18 第三本八幡

 047-333-7062 （株）ハッピーナース
  ダイヤモンドマンション201号・202号

❼ みなみぎょうとく笑顔保育園 南行徳1-19-22　2階 047-711-3971 eソリューションサービス（株）

❽ Little K's　真間駅前保育園 市川1-26-11 047-321-6066 （株）K's garden

❾ 小規模保育所リトルすわだ 須和田1-22-4 047-712-0211 （学）須和田学園

 保育ルームキューティー市川 南八幡4-6-14  101 047-727-3879 （株）アイキューブ

 いろはな保育園本八幡東 南八幡3-1-6 047-316-1652 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 にじのき保育園 行徳駅前1-24-1 047-307-3622 （株）にじいろキャンバス

 ル・アンジェ行徳保育園 入船12-21 047-314-1773 ル・アンジェ（株）

 ねっこ保育園 相之川4-10-8 047-307-9996 （株）プラスアクティブ
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市川の手当や補助
についてはこちら！

❽

❻





Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
保育園を見学した際に、子ども達がのびのび遊んでいる姿と先生方が笑顔で保育をして
いる姿を見て、心が惹かれました。また、親戚が市川市の近くに住んでいることと、都心へ
のアクセスも良いことから、市川市で勤務することを決めました。

Ｑ２．働く中で嬉しかった言葉、心にしみた言葉等はありますか？ 
私から離れずに自ら遊ばない子がいたのですが、徐々に関
係を深めて信頼関係を築いていくことで次第に自ら意欲
的に遊ぶようになりました。その際に保護者から「先生が
担任で本当に良かったです」と言ってもらえたことが嬉し
かったです。このような経験をする中で今後も問題が起き
ても逃げずに向き合っていこうと思いました。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取って
　　　どのように感じていますか？
月々の給与が上がるので、大変ありがたく思っていま
す。手当は主に食費等の生活費に充てています。今後は
少しずつでも貯金をしていきたいと思います。

保育歴：3年 出身地：福島県

杉の木保育園

鹿又 桃美さん（23歳）

民間保育施設の保育士インタビュー
市川市で保育士として働くことの魅力を先輩保育士に 伺いました。

保育歴：1年 出身地：千葉県

すえひろ保育園

秋本 美貴さん（21歳）

保育歴：20年 出身地：千葉県

国府台保育園

福島 由貴子さん（40歳）

Ｑ１．なぜ市川市で勤務することにしましたか？
地元で３年間幼稚園で勤めてから都内に上京しました。上京後は、都内で働いていましたが、
姉妹園が市川市に開園することになり、現在の保育園に異動になったことがきっかけでした。
市川市は、バスや電車などの交通のアクセスが良かったので転勤して良かったと思います。

Ｑ２．保育士になる前に不安なことや心配なことはありましたか？
初めての担任や行事は不安でしたが、先輩保育士がサポートしてくれたおかげで楽しく
保育したり、準備したりすることができました。行事では特に夏祭りが印象に残っていま
す。先輩の先生たちと一緒に計画し、当日子どもたちが楽しんでいる様子を見ることがで

きて、嬉しかったです。

Ｑ３．現在月額最大82,000円家賃を補助して
　　　もらえる制度を活用されていますが、
　　　どのように感じていますか？
生活に余裕が生まれ、ひとり暮らしで一番不安な毎月の家賃
の支払いを気にしなくてよくなりました。家賃分は貯金に回
したり、プライベートを充実させたりすることができていま
す。また、新しい趣味を広げるきっかけとなり、今から何を始
めようかなとわくわくしています。

保育歴：10年 出身地：香川県

市川保育園

吉岡 明香さん（30歳）

S P E C I A L
INTERVIEW
★ ★ ★ ★

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
中学生の時に自分の進路を考えているなかで、４人兄弟
で昔から弟や妹の世話をしており、小さい子どもと関わ
ることが好きだった自分に合う職業は保育士ではないか
と考え始めたことがきっかけです。その後、学生の時に保
育園でボランティアをさせてもらい、保育士になりたいと
強く感じました。

Ｑ２．仕事と子育ての両立の中で工夫している
　　　 ことや協力をしてもらっていることは
　　　 ありますか？

職場の理解はもちろんですが、子育て中の同僚や子育て経験のある先輩保育士も多く、
アドバイスや協力をしていただいています。子どもの体調が悪くなった際にも、急なお休
みに快く対応してくださるなど配慮があり、長く勤務できていると感じています。

Ｑ３．いちかわ手当を受け取ってどのように感じていますか？
月々の給与が上がったので責任の重さも感じますが、やる気につなげられています。ま
た、いただいた手当を使って休みの日に子どもと出かけたり、自分自身のリフレッシュが
できるようになりました。

Ｑ１．保育士になったきっかけは何かありますか？
子どもの頃通っていた幼稚園の先生のことをすごく好きで、同じ
ように子どもと関われるような仕事に就きたいと思い、保育の現
場で働こうと決めました。市川市は、地元なので家が近く、安心し
て働く事ができます。また、地域のことをより深く知ることができ
たと感じています。

Ｑ２．保育士になって良かったと感じた瞬間や、
　　　 保育士の魅力を教えてください。
魅力は、子どもが何かに挑戦している姿やできなかった事ができた
瞬間を見られるという事がすごく嬉しいときであり、自分ももっと
頑張ろうと思わせてくれることです。保育士になって良かったと感じ

ることは、毎朝子どもたちが私の名前を呼んで嬉しそうに声をかけてくれたり、毎日必ず
子どもたちから元気やパワーをもらえることです。

Ｑ３．最大１０万円の新生活準備資金を補助してもらえる制度を
　　　活用されていますが、どのように感じていますか？
とても有り難い制度だと感じています。支援金を頂いたことで、より気が引き締まり、保
育士として頑張ろうと思いました。金銭面はもちろんですが、気持ちの部分でもサポート
して頂けたように感じました。

運営主体…（福）：社会福祉法人　（学）：学校法人　（株）：株式会社　（有）：有限会社
　　　　　（一社）：一般社団法人　（資）：合資会社　（医）：医療法人社団　（特非）：特定非営利法人
＊：市川子ども・子育て支援施設協会　加入園

他に公立保育園が21園あります。詳しくは市川市公式Webサイトへ

❶ 市川南保育園＊ 市川南4-1-15 047-324-1155 （福）ユーカリ福祉会

❶ 国府台保育園＊ 国府台2-9-13 047-372-3740 （福）千葉ベタニヤホーム

❷ 行徳あけぼの保育園＊ 関ケ島7-3 047-357-2283 （福）あけぼの福祉会

❸ 新井保育園＊ 新井2-1-21 047-357-3211 （福）ちどりの国

❹ さかえ保育園＊ 北国分1-12-23 047-373-0149 （福）泉の園

❺ つくし保育園＊ 東国分1-21-22 047-373-1659 （福）むつみ会

❻ まきば保育園＊ 須和田1-29-15 047-372-6012 （福）ふじみ会

❼ 愛泉保育園＊ 幸2-8-17 047-396-2222 （福）和孝福祉会

❽ 百合台保育園＊ 曽谷3-11-1 047-374-0789 （福）七和福祉会

❾ ときわ保育園＊ 若宮2-19-13 047-332-3030 （福）若恵福祉会

 仁保育園＊ 南行徳1-10-5 047-396-1241 （福）いずみ福祉会

 原木保育園＊ 田尻5-15-9 047-379-5413 （福）東和福祉会

 杉の木保育園＊ 鬼高3-18-17 047-377-5933 （福）杉の木会

 柏井保育園＊ 柏井町2-718-3 047-337-6541 （福）柏井福祉会

 花の子保育園＊ 大野町3－1668-1 047-337-4188 （福）花の子福祉会

 明徳本八幡駅保育園＊ 八幡2-11-2 047-318-0110 （学）千葉明徳学園

 わたぐも保育園 原木2-10-13 047-329-6006 （福）福治会


 アップルナースリー保育園 

相之川4－3－1パークサイド 南行徳1階 047-359-0635 （有）もっくもっく
　 アップルナースリー保育園分園

 すえひろ保育園＊ 末広1-1-48 047-356-4152 （福）柏井福祉会

 さくらんぼ保育園＊ 市川南2-6-22 047-322-3334 （福）菊光会

 じゃんぐる保育園 妙典4-10-4-102 047-397-1940 （株）PRIMUS

 かいづか保育園＊ 下貝塚3-9-3 047-318-5766 （福）きぼうの樹

 うみかぜ保育園 原木1-15-24 047-328-2562 （福）福冶会

 キッド・ステイ南行徳保育園＊ 香取2-19-10 047-390-1188 （福）ゆずの木

 太陽の子保育園＊ 相之川3-10-15 047-357-0478 （福）たいようのこ福祉会

 市川キッズステ－ション＊ 市川南1-10-1ザ・タワーズウエスト3階 047-322-8733 （福）高砂福祉会

 市川大野ナ－サリ－スク－ル＊ 大野町3-1438-１ 047-339-3331 （福）高砂福祉会

 広尾みらい保育園＊ 広尾2-3-1 047-390-2772 （福）天祐会

 あじさい保育園＊ 妙典5-12-16 047-359-8231 （福）カメリア

 キッド・ステイ原木中山保育園＊ 高谷2-2-16 047-711-1180 （福）ゆずの木

 アスク行徳保育園 行徳駅前1-5-14 047-701-1117 （株）日本保育サービス

 アスク本八幡保育園 大和田1-5-2 047-300-8737 （株）日本保育サービス

 ありのみ保育園＊ 下貝塚1-3-23 047-374-8700 （福）きぼうの樹

 市川どろんこ保育園 鬼越2-18-17 047-302-7333 （福）どろんこ会

 小学館アカデミーいちかわ南保育園 市川南3-13-12 047-325-8030 （株）小学館集英社プロダクション

 こうぜん保育園市川＊ 南大野2-23-11 047-701-5920 （福）富福祉会

 グローバルキッズ南行徳園 欠真間1-4-7 047-395-5777 (株)グローバルキッズ

 保育ルームフェリーチェ京成八幡園 八幡3-25-12 047-322-0727 （株）アルコバレーノ

 保育ルームフェリーチェ行徳園 湊3-1 リヴェール青山1階 047-398-7130 （株）アルコバレーノ

 キッド・ステイ妙典保育園＊ 富浜2-5-28 047-701-1188 （福）ゆずの木

 つばさ保育園 南行徳3-12-12 047-396-2980 （株）丸善コーポレーション

 保育ルームフェリーチェ南行徳園 南行徳1-12-2CALMEAST1122 1階 047-396-0044 （株）アルコバレーノ

 市川保育園＊ 市川2-24-12 047-322-3363 （福）ユーカリ福祉会

 かけまま保育園＊ 欠真間2-25-8 047-359-0378 （福）愛誠福祉会


 行徳第二保育園＊ 行徳駅前4-26-10 

047-397-6671 （福）千葉寺福祉会
 行徳第二保育園分園 新浜1-26-1

 北国分駅前しゃりっこ保育園 
堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階 047-712-1682 （一社）A-TRUCK

 北国分駅前しゃりっこ保育園分園

 ひまわりキッズ保育園 行徳駅前2-9-6 047-359-9101 （有）元気

 Milky Way International Nursery School 市川校 新田5-6-23第15モリマンション1階 047-318-9222 （株）S.N.H.

 K's garden 真間駅前保育園 真間1-12-4市川センタービル1階 047-704-9966 （株）K's garden

 メリーポピンズ市川ルーム 平田1-14-23 047-712-6231 （福）どろんこ会

 キャリー保育園本八幡 東菅野1-18-8セブンビル2階 047-712-5505 マイキャリアクラス

 聖和保育園 新田5-4-2レ・ソール市川1Ｆ・2Ｆ 047-316-2578 （一社）トリー

 そらまめ保育園市川大野 奉免町116-2 047-337-2822 （株）ブルーム

 ゆう保育園 妙典2-4-12 047-704-8347 （株）キッズホーム 欒

 若葉インターナショナル幼保園行徳園 行徳駅前1-3-14河幸第13ビル 047-359-7700 （株）ニュー・クックリーフ

 すみれキッズアカデミー 宝1-10-21 047-359-4972 （有）美星

 湊新田保育園＊ 湊新田2-8-3 047-307-3532 （福）東和福祉会

指定管理保育園名

市内民間保育施設一覧
所在地 運営主体電話番号

市川市公式Webサイト（公立保育園・私立保育園・簡易保育園）
http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1111000006.html

番号

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

国府台

北国分

松飛台
大 町

矢 切

菅 野

鬼 越
本八幡

西船橋

妙 典

行 徳

南行徳

市川真間

京成八幡

京成中山
下総中山

原
木
中
山

市
川
大
野

本
八
幡

都営地下鉄新宿線

東京メトロ東西線

浦安市

江戸川区

船橋市

松戸市

JR総武線

JR京葉線

JR武蔵野線

京成本線

北総本線

北総本線

市 川

鎌
ヶ
谷
市

二俣新町

市
川

塩
浜

北 部

中 部

南 部

私立保育園名 所在地 運営主体電話番号番号

認定こども園名 所在地 運営主体電話番号番号

小規模保育事業所名 所在地 運営主体電話番号番号

 妙典保育園＊ 妙典6-2-45 047-701-2311 （福）杉の木会

 みやくぼ保育園＊ 宮久保3-17-10 047-374-1510 （福）ふじみ会

 さくらキッズ保育園 行徳駅前1-8-17 河幸第八ビル１階 047-711-2922 （有）元気

 認可保育園トドラースリング 田尻4丁目16番7号 047-702-9688 アイ・ナーサリー（株）

 童夢ガーデン市川 市川南4-2-19 047-383-9511 （資）ライフコミュニケーション

 市川かえで保育園 菅野5-10-1 エクセレントタウン市川１F 047-322-7088 （株）かえで

 原木中山こどもの木保育園 田尻3-6-36 047-379-5021 （株）こどもの木

 ちゃいれっく入船保育園 入船10-3 047-711-0241 （株）プロケア

 京進のほいくえんHOPPA新浜 新浜1-23-13 047-702-9671 （株）HOPPA

 京進のほいくえんHOPPA南行徳駅前 新井3-4-1 047-307-9171 （株）HOPPA

 らいおんハート行徳駅前保育園 行徳駅前1-19-19 ヴォーナ・ヴィータ行徳駅前2階 047-383-9120 （医）緑友会

 ミルキーホーム本八幡みなみ園 南八幡3-12-21 MC本八幡ビル1階 047-378-7078 （株）ハッピーナース

 八幡南保育園＊ 平田3-4-14 047-311-4010 （福）東和福祉会

 いろはな保育園本八幡 南八幡3-3-6 047-712-6730 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 行徳ゆめの木保育園 湊2-9 047-318-2229 （株）FIVE・T

 K's garden 鬼越保育園 高石神10-1 047-369-6366 （株）K's garden

 そらまめ保育園市川駅前 市川南1-9-29 047-712-8871 （株）ブルーム

 ミルキーホーム東菅野園 東菅野2-19-2 047-323-7755 （株）サニースタッフ

 北国分駅前第二しゃりっこ保育園 堀之内3-26-31 047-712-1616 （一社）A-TRUCK

 京進のほいくえんHOPPA南大野 南大野2-3-1 047-382-5543 （株）HOPPA

 ぽっかぽっかにっけ保育園北方 北方1-8-2 047-711-3711 （株）ニッケライフ

 新田チャイルド保育園 新田2-15-8 047-318-3930  （株）ライフプラザファイナンシャルデザイン

 MilkyWay International Nursery School　市川新田校 新田5-9-8 047-329-2584 （株）S.N.H. 

 ししの子保育園市川 大和田2-22-28 047-374-3177 （福）成未会

 市川妙典雲母保育園 妙典4-16-16 047-356-5321 （株）モード・プランニング・ジャパン

 京進のほいくえんHOPPA妙典駅 本塩15-16 047-704-9580 (株)HOPPA

 ちゃいれっく末広保育園 末広2-16-11 047-318-3820 (株)プロケア

 ぶれあ保育園・南行徳 南行徳1-19-5-201号 047-317-6853 キッズブレア(株)

❶
 ｅ－こども園＊ 

南八幡4-14-4 e-STEP 1F,2F 047-300-8850 （福）大五京
 ｅ－こども園（分園）

❷ 認定こども園風の谷こども園＊ 北国分4-10-3 047-375-2700 （福）泉の園

❶ 原木スマイルナーサリー 原木1-8-1 047-323-6181 （学）原木学園 

❷ 宮久保幼稚園０１２ 宮久保6-7-2 047-372-8666 （学）吉原学園

❸ ひなた保育園　行徳駅前ルーム 行徳駅前2-23-14 メゾン・ベルツリー1階 047-311-4848 （特非）めぐみの

❹ いろはな保育園市川南 市川南1-9-30 啓成ハイツ市川1階 047-318-2503 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

❺ ナーサリーゆめの木平田 平田2-5-4 047-711-2925 （株）FIVE・T

❻ ミルキーホーム本八幡きた園 
八幡2-6-18 第三本八幡

 047-333-7062 （株）ハッピーナース
  ダイヤモンドマンション201号・202号

❼ みなみぎょうとく笑顔保育園 南行徳1-19-22　2階 047-711-3971 eソリューションサービス（株）

❽ Little K's　真間駅前保育園 市川1-26-11 047-321-6066 （株）K's garden

❾ 小規模保育所リトルすわだ 須和田1-22-4 047-712-0211 （学）須和田学園

 保育ルームキューティー市川 南八幡4-6-14  101 047-727-3879 （株）アイキューブ

 いろはな保育園本八幡東 南八幡3-1-6 047-316-1652 日本チャイルドケア・アンド・エデュケイション（株）

 にじのき保育園 行徳駅前1-24-1 047-307-3622 （株）にじいろキャンバス

 ル・アンジェ行徳保育園 入船12-21 047-314-1773 ル・アンジェ（株）

 ねっこ保育園 相之川4-10-8 047-307-9996 （株）プラスアクティブ
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市川の手当や補助
についてはこちら！

❽

❻





いちかわに集まれ！
市川市で保育士になる3つの魅力

市川市は市内で働く保育士を応援しています。

保育士インタビュー
市川市で保育士として働くことの魅力を

先輩保育士に伺いました。

民間保育施設一覧
施設名・所在地・電話・運営団体のほか、

市公式Webサイトの保育園等一覧へリンクされた、
使いやすいQRコードつき

市川市 こども政策部
こども施設運営課 発行

千葉県市川市

2018
[イチホ]
市川市保育士募集案内

　 ◇発行：市川市　◇編集：こども政策部 こども施設運営課
　 〒272-0021　千葉県市川市八幡3丁目4番1号
　　　　　　　　アクス本八幡2階
　　　　　　　　 http://www.city.ichikawa.lg.jp/ichiho/
　　　　　　　　［イチホ］市川市保育士募集Web

■私立グループ（民間保育施設に関すること） 電話：047-711-1791
■運営支援グループ（保育施設等の運営支援に関すること） 電話：047-711-1792
■公立グループ（公立保育園および公立幼稚園に関すること） 電話：047-711-1798
 FAX：047-326-1320

　　　◇協力：市川子ども・子育て支援施設協会
（2018年3月発行）

京成本線

→京成八幡駅から京
成 線 空 港 第 2ビ ル

（成田空港）まで直通

都営地下鉄新宿線

→本八幡駅から新
宿線新宿駅まで直通

京成本線

→京成八幡駅から京
急線羽田空港国内線
ターミナル駅まで直通

ＪＲ京葉線

→市川塩浜駅から京
葉線舞浜駅まで直通

ＪＲ総武線

→市川駅から総武線
秋葉原駅まで直通 市川市

東京メトロ東西線

→南行徳駅から東西
線大手町駅まで直通

～首都圏の多くの主要スポットへ
　電車で乗り換えなしのアクセスが可能です～

市川駅～
東京駅まで
総武線快速なら19分

JR山手線

新宿

東京

秋葉原

大手町

市外への
アクセスが良い。

市川市

千葉県

茨城県

東京都

埼玉県

神奈川県

保
育
士
に
な
ろ
う
よ

い
ち
か
わ
で！

最大

の
新生活

準備資金補助

公立保育園の保育士と

同水準の給与になるように、

市川市が費用を

上乗せしています。

保育士が住むための家を

民間保育施設が

借り上げた場合、

市川市が費用の一部を

補助しています。

3POINT

新たに市川市の

民間保育施設で働く場合、

新生活のための

準備資金として

市川市で補助しています。

※掲載の内容は平成30年4月現在のものになります。
※詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.city.ichikawa.lg.jp/ichiho/
※各保育施設によって支給額や補助内容は異なります。

Gather
in

Ichikawa!

新生活
も安心！

公
立
保
育
園

民
間
保
育
施
設

市川市が
必要な費用
を上乗せ！

がんばる保育士にスキルアップの場を提供
　公私立の全職員を対象とする研修をはじめ、定期的に外部の専門講師を招いた研修会を開催して、

モチベーションや保育の質の向上に繋げています。

潜在保育士の職場復帰を支援
　市川市では、保育士資格を持っていても実務経験がない又はブランクがある保育士に保育現場にお

ける実習の機会を提供して、保育施設へのスムーズな就職を支援しています。

保育施設への充実したサポート体制
　保育施設の環境整備や適切な運営、保育の質の向上のために専門職員が情報提供や意見交換を行

い、“一緒に考えましょう”の姿勢で助言、指導を進めています。

19分

17分

6分

51分

54分

29分

10万円月額最大

　
の家賃補助

2POINT
月額最大

程度
の　

いちかわ手当

1POINT

10万円 8万2千円

市川市で保育士になる　　つの魅力33いちかわ
に集まれ！

そのほ
かにも

法華経寺の桜納涼花火大会動植物園のレッサーパンダ 動植物園のカワウソアイリンクタウン

市川市の見どころはこちら！


