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法⼈ＰＲ欄

① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 調理員 必要資格

その他（福利厚⽣等） 週1〜2⽇、9:00〜14:00勤務

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈

給与 時給 1,050円 賞与 無し

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈ 募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

給与 時給 1,100円 賞与 有り
その他（福利厚⽣等） 週3⽇、7:30〜14:00勤務

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 横⼭ 047-727-3879 toiawase@room-cutie.com

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
保育ルームキューティー市川 7:30〜19:00 市川市南⼋幡4-6-14 ヴェルドミール髙英101

フリガナ カブシキガイシャアイキューブ 施設
類型 ⼩規模保育事業法⼈名 株式会社アイキューブ
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法⼈ＰＲ欄

① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚⽣等）

求⼈
②

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数

給与 賞与

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 3⼈ 募集年齢 〜40歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠
給与 ⽉給 (短⼤卒）163,000+諸⼿当（⼤卒）171,000+諸⼿当 賞与 有り 4.2ヶ⽉分(平成３０年度実績）

その他（福利厚⽣等） 健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険、退職共済、労災保険、初年度有休⽇数10⽇他、夏季特別休暇５⽇。

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 三浦 047(359)0378 info@kakemama.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
かけまま保育園 7:00〜20:00 市川市⽋真間２丁⽬２５番８

フリガナ しゃかいふくしほうじん　あいせいふくしかい 施設
類型 保育所法⼈名 社会福祉法⼈　愛誠福祉会

子ども達が心身ともに健康に育ち、園生活を楽しめるよう、

１人ひとりを温かく受け止めた保育を大切にしています。

正規職員・・１5名

短時間保育士・延長保育職員・・１1名

シフト勤務・・月・８～９回

会議も日中に行うため残業が少なく、有

休も取りやすい体制が整っています.

南行徳駅から徒歩１０分です。
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① ②

① ②

① ②

　食物アレルギーのお子様も保育園に入ると「他の子供と同じものが食べたい」と思うのは当たり前です。　弊社事業所では、

乳･卵製品を除去した給食を提供しています。(おやつについては、除去食ではありません。)

給食

　5歳児のお子様については、文字本来のバランスに重点を置いて学習することが可能です。具体的には線の角度や字の形を

知ることで正確で美しい書き方を学べます。

硬筆教室

フリガナ アイナーサリーカブシキガイシャ
施設

類型
保育所　小規模保育事業

法人名 アイ・ナーサリー株式会社

市川市内

施設情報

施設名称 開園時間 住所

認可保育園トドラースリング 7:00 - 20:00 市川市田尻４丁目１６番地７号

小規模保育園ミニミー 7:00 - 20:00 市川市原木2丁目1番地１

施設見学 可
問合先

担当者名 電話番号 メールアドレス

施設体験 可 片岡　哲治 047-328-6111 info@i-nursery.co.jp

求人

①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～40歳

募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 200,000円 ～ 賞与 有り

その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有

求人

②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 4人

給与 時給 賞与 無し

募集年齢 上限無し

募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 早番(7:00～)、遅番(～20:00)勤務、手当500円/日　週2日、1日3時間以上

子どもの笑顔のために…
地域の皆さんから愛される施設へ　…
子ども達が安心して　過ごせる施設へ

アイ・ナーサリー株式会社のアイは、『Ｉ』Ｔ、『愛』情の２つの意味を込めたアイです。　すべての子どもたちが
心身共に健全に育つために地域の子育て支援の拠点として保育施設を運営することで、ＩＣＴ化による保
育士等の事務負担を軽減し、常に子ども達と向き合い、みんなで支え合いながら子ども達の笑顔と健や
かな成長を育む会社でありたいと願っています。

                            パソナフォスター英語プログラム「Angie & Tony」は、担任の先生が主体となって、日常保育の中

                            に英語を導入できることが大きな特徴です。子ども一人一人の個性を一番よくわかっている担任の

                           先生と一緒に英語に触れることで、自然に楽しく英語を取り入れることができます。

  外部講師が園を訪問して月に数回教えるスタイルでは、子ども達は「英語は特別なもの」と思ってしまいます。

パソナフォスター英語プログラムなら、毎日の保育活動の中で継続的に英語に触れる時間を子ども達にプレゼントできます。

　　　　　　　　　　　　　　　　WELL-KIDSを利用したＩＣＴ化の実現

   保育所等における業務のICT化を推進することにより、保育士の業務負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整

備することを目的とした事業です。

求人

③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）

給与 賞与

募集職種 必要資格

認定園

mailto:info@i-nursery.co.jp
mailto:info@i-nursery.co.jp
mailto:info@i-nursery.co.jp
mailto:info@i-nursery.co.jp
mailto:info@i-nursery.co.jp
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『強く、やさしく、美しく』子ども達の健やかな成長を願う『あったかハート』の保育士を募集いたします。

　　自園では培った伝統や保育のノウハウを活かし､現代社会の保育ニーズに応え日々の保育に取り組んでおります。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園内研修、グループ研修、様々な研修会を企画実施しており、保育という仕事を通じて社会人としてのスキルアップを
　　目標にしています。
　　

どんな園舎？
3階建て全保育室床暖房設置。園庭はこども達が、のびのび遊べる広さです。

　　　雨の日は、広いホールであそびます。

保育内容は？
独自のカリキュラムを用意しています。英語教育、体操教育、書道教育、SI遊び（知能教育）等ですが、

　　　子ども達は好奇心のかたまり、積極的に楽しみながら参加しています。

職員構成は？
　 経験豊富なベテランから、フレッシュな新人、いろいろな世代の職員で構成され、コミュニケーションをとりながら
　　　助け合い明るい雰囲気のなかで､保育を行っています。

　　　　　　　　 職員一同『あったかハート』を合い言葉に日々取り組んでおります。

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

4.5月

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） シフトローテーション、有給初年度10日、夏季休暇（5日）及び年末年始休暇有り､産育休制度有

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

給与 月給 249,000（本俸・調整手当含む） 賞与 有り

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 237000（本俸・調整手当含む） 賞与 有り 4.5月
その他（福利厚生等） シフトローテーション、有給初年度10日、夏季休暇（5日）及び年末年始休暇有り､産育休制度有

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 生田 ０４７－３５７－２２８３ akebono-h@ia2.itkeeper.ne.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
行徳あけぼの保育園 7：00~１９：００ 市川市関ヶ島７－３

フリガナ シャカイフクシホウジンアケボノフクシカイ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人あけぼの福祉会

mailto:akebono-h@ia2.itkeeper.ne.jp
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みなみぎょうとく笑顔保育園・みょうでん笑顔保育園

「２番⽬のお家」のようなあたたかい環境でこども達の⾃主性・主体性を育む保育をめざしています

私たち℮ソリューションサービス株式会社は⼩規模保育園を運営しています。

その保育⽅針は
・⼀⼈ひとりの個性を尊重し、⾃主性を育む保育
・⼈との関わりを⼤切に社会性と⾃⽴を育む保育
・遊びを通して⼼⾝の成⻑を育む保育

０・１・２歳までの⼩さなお⼦様をお預かりしています。
毎⽇笑顔でいっぱいの保育園です

【保育事業部】

⼩規模認可保育園 みなみぎょうとく笑顔保育園

みょうでん笑顔保育園

① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

３ヵ⽉

募集年齢 新卒のみ
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等） 週休２⽇制（年末・年始休み）シフトローテーション制、健康診断、インフルエンザ予防接種　他 

求⼈
②

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈

給与 ⽉給 ２５０，０００円〜 賞与 有り

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈ 募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

給与 時給 １，２００円〜 賞与 無し
その他（福利厚⽣等） シフトローテーション⼜は固定制、インフルエンザ予防接種、交通費⽀給

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 阿部 ０４７－７１１－３９７１ mg.egao@e-ss.biz

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
みなみぎょうとく笑顔保育園 ７︓００〜２０︓００ 南⾏徳１－１９－２２－２０１
みょうでん笑顔保育園 ７︓００〜２０︓０0 妙典５－１６－２５

フリガナ イーソリューションサービスカブシキカイシャ 施設
類型 ⼩規模保育事業法⼈名 ℮ソリューションサービス株式会社
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保育理念：自分で考え、生きる力を育む保育

弊社は子どもと接して頂く現場の先生の就業環境を大切に考えており、
現在より手厚い保育を実施し先生の負担を減らす為に若干名の保育士さんを募集いたします。
上記理念や考え方に共感頂ける方はぜひHPをご覧の上ご連絡ください！見学や体験も歓迎です。

2020年9月現在
利用園児数：12名（定員19名）　
利用時間：7:30～18:30（19:30までの利用者無）
職員数：保育士8名　栄養士1名　保育補助1名　事務1名
平均年齢：37.6歳

① ②

① ②

採用HP
QRコード

その他（福利厚生等） こども看病休暇　交通費全額支給　各種保険は法令に則り加入
※必要資格は保育士または看護師どちらかをお持ちであればOKです

求人
①

求人
② 給与 時給 1,100円～（前職時給や経験を考慮します） 賞与 無し

募集職種 保育士 必要資格 保育士 看護師

2019年度実績年2回

その他（福利厚生等） 社会保険完備　完全週休二日制（年間休日130日以上）
退職金制度　自由休暇（年3日）こども看病休暇　交通費全額支給

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳

給与 月給 220,000円～（前職給与や経験を考慮します） 賞与 有り
募集職種 保育士 必要資格 保育士

1F保育室写真 2F保育室写真

”遊び”は学び。楽しいことだからやり続けられる。たくさんの引き出しから楽しみを見出すことができるように。

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～40歳

施設体験 可 山崎 090-4291-0598 saiyo@infinic.jp
問合先施設見学 可 担当者名 電話番号 メールアドレス

＆KIDSいろのはほいくえん 7:30～19:30 市川市市川1-13-32　プラザ・ウィステリアアネックス
（市川駅徒歩4分）

フリガナ インフィニックカブシキガイシャ

施設名称 開園時間 住所

施設
類型 小規模保育事業法人名 インフィニック株式会社

市川市内
施設情報

mailto:saiyo@infinic.jp
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① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 勤務時間に応じて社会保険　労働保険　厚生年金加入　昇給あり

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1000円～ 賞与 有り

求人
①

募集状況 R2年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 短大卒　21万　大卒22万 以上 賞与 有り 年３回（４か月）
その他（福利厚生等） 社会保険完備　退職金　借上げ制度　交通費全額支給　車通勤可

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 佐倉 047-712-1682 a-truck@shari.info

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
北国分駅前しゃりっこ保育園 7：15~19：15 堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階

北国分駅前第二しゃりっこ保育園 7：15~19：15 堀之内3-26-31

フリガナ イッパンシャダンホウジンエートラック 施設
類型 保育所法人名 一般社団法人A-TRUCK

（仮称）しゃりっこキッズ保育園 7：15~19：15 堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階

働くみんなが主体的に考えること。
子ども達と『楽しい』を共有すること。
を大切にしています。

２０代から７０代まで、男性保育士、男性職
員も複数在籍しています。
シフトはローテーションで、希望を優先します。
土曜日出勤には、振替休日があります。
有給休暇もしっかりとれます。
定期的な園内、園外研修でスキルアップしています。
多彩な地域活動で、地域の方と交流をしています。

まずは見学・体験してみませんか。

mailto:a-truck@shari.info
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法人ＰＲ欄R3年4月に開園予定の小規模保育事業所での勤務です。同グループ他園では在職率95％超えの安心企業です。

同グループで働くサンライズキッズ保育士の皆様

① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキカイシャエクシオジャパン 施設
類型 小規模保育事業法人名 株式会社エクシオジャパン

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
サンライズキッズ保育園市川園 7：00-19：30 千葉県市川市南八幡3丁目7-19 大和ビル２F

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 内山　琴子 050-5804-0320 ichikawa@sunrisekids-hoikuen.com

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 5人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 時給 1,200円～ 賞与 無し
その他（福利厚生等） シフトローテーション

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 5人

給与 月給 241,000～ 賞与 有り 2月9月3月（R1年度実績）

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 資格要件 保育士

その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有

求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人 募集年齢

その他（福利厚生等） シフトローテーション
給与 時給 1,200円(栄養士は資格手当+100円) 賞与 無し

上限無し
募集職種 調理員 資格要件 栄養士

mailto:ichikawa@sunrisekids-hoikuen.com
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① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚⽣等）

求⼈
②

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数

給与 賞与

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 5⼈ 募集年齢 〜60歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠
給与 ⽉給 21万〜35万＋諸⼿当 賞与 有り 年2回
その他（福利厚⽣等） 年間休⽇120⽇以上、各種保険完備、宿舎借上制度、産育休制度(復帰実績あり)等

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 ⼭下・藤沼・福⽥ 0282-22-0511 k.hukuda@sspc.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
【2021年4⽉開園予定】きららの杜保育園南⾏徳 7︓00〜19︓00 市川市相之川4-10-2
【2021年4⽉開園予定】きららの杜保育園原⽊中⼭ 7︓00〜19︓00 市川市⾼⾕1-10

フリガナ エス・エス・ピーマーバルカブシキガイシャ 施設
類型 保育所法⼈名 エス・エス・ピーマーバル株式会社

きらら保育園市川南 7︓00〜19︓00 市川市市川南1-1-1ザ・タワーズイースト216号

きめ細やかな保育
・安心安全な設備のなかで、子どもの

自己を育み、成長をサポートしていきます

働きやすい環境づくり
・残業は月5時間未満、業務システムを導入し

時間を効率的に使うことが出来ます

・ワークライフバランスもばっちりです

各種福利厚生完備

・借り上げ社宅制度、引っ越し手当など

働くうえでのネックを取り除く取り組みを

行っています
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法人ＰＲ欄
JR武蔵野線　市川大野駅より5分という便利な所にあります。
緑豊かな広々とした園庭で子ども達が自然と触れ合いながら、伸び伸びと子どもと一緒に保育をしています。

新卒の保育者から経験豊富な保育者まで、みんなの仲が良くバランスのとれた保育者層です。
本園は仏教園ですので「心の保育」を実践しています。
保育者も心豊かで、子どものことを一番に考えて保育をしています。
子どもとの生活は、毎日が発見と感動の連続です。
子どもと一緒に何かを成し遂げた時の達成感はこの仕事をしていて本当に良かったと感じる時です。
とにかく笑いの絶えないあたたかい幼稚園です。子どもが好きで明るく元気な方、一緒に共感し合いましょう！

本園のことで教育理念や目標・施設等詳細はホームページをご覧ください。
ホームページ（http://www.jyokoji.ed.jp）

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

基本給×４カ月

募集年齢 ～30歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 早番、遅番、週休二日制、有給休暇有り

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 基本給+諸手当＝230,000円～ 賞与 有り

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 新卒のみ
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 月給 基本給+諸手当＝225,000円～ 賞与 有り 基本給×４カ月
その他（福利厚生等） 勤務時間８時～１７時、週休２日制、夏季及び年末年始休暇有、産休制度有、私学共済加入、雇用保険加入、交通費全額支給

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 二宮・沼野 047-337-8413 info@jyokoji.ed.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
浄光寺幼稚園 7：30～18：00 市川市大野町3-1917
小規模保育園hikari 7：30～18：30 市川市大野町3-1811-13

フリガナ ガッコウホウジンオオノサンガクエン 施設
類型 幼稚園　小規模保育事業法人名 学校法人大野山学園

mailto:info@jyokoji.ed.jp
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いずみ認定こども園は小学校にあがる為の基礎を培うため、様々な指導を通して集中力を高める保育を行っています。
＜主な活動内容＞
　クレヨンワーク、のりワーク、はさみワーク、平仮名、数字、アルファベット 等
　体操、ダンス、英語、ノーベル教室 は外部の先生をお呼びして行います

◆入園対象児：３歳～５歳

◆ア  ク  セ ス ：東京メトロ東西線 南行徳駅下車 徒歩７分
◆勤 務 時 間：８：００～１７：００（遅番９：００～１８：００）
◆保 育 時 間：１０：００～１４：００

　初任給　２2４,９５２ 円 ~ ２8２,８０４円（固定手当含む） 年次有給休暇２０日（初年度１０日）
　調整手当　基本給の１２％（４年制２２,４２８円） 夏季・年末年始休暇有り
　特殊業務手当　基本給の４％（４年制７,４７６円） 年間休日１２０日以上
　バス乗務手当　１０,０００円 週休二日制（土日祝）
　処遇改善手当ⅠⅡ　基本給の１２％ 出産・育児休業制度有り
　＜追加付与＞ 昇給制度有り（年１回）
　通勤手当限度額　２０, ０００円
　住宅手当　２０,０００円

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 224,652円～282,804円 賞与 有り 年３回　計3.0カ月分
その他（福利厚生等） 昇給制度・賞与・社会保険完備・交通費・住宅手当有り、選考（面接のみ）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 今野 047-397-2211 izumi.ninteikodomoen@gmail.com

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
いずみ認定こども園 8:00～18：00 千葉県市川市南行徳2-5-1

フリガナ ガッコウホウジン　オクゾノガクエン 施設
類型 認定こども園法人名 学校法人　奥園学園

いずみ認定こども園の幼児教育

給与につい 福利厚生について

mailto:izumi.ninteikodomoen@gmail.com
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昭和6年シゼンヨーチエンは「地蔵山」と呼ばれる松林の中、掘れば掘るほど綺麗な砂の出て来る土地に設立されました。
以来園児たちは、四季折々に咲く花を眺めながらかけっこをしたり、虫を探したり、木の実を拾ったりしながら元気に遊び
園舎の中では、子供たちは上履きを履かず、座ったり転んだり、木のぬくもりを感じながら楽しく遊んでいます。
全学年１クラスずつでアットホームな幼稚園で一緒に楽しい日々を過ごしませんか。
JR市川駅、京成電鉄市川真間駅に近く、通勤も容易です。

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

給与 賞与
募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

求人
①

募集状況 Ｒ2年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 新卒のみ
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

給与 月給 240 ,000～245､000円（手当含む） 賞与 有り 通勤手当は別途支給

その他（福利厚生等） 原則自宅通勤とするが、園が認めて住宅を賃貸する場合は住宅手当支給します。

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 新田 047-322-4095 shizenyouchien@outlook.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
自然幼稚園 9:00～14:00 市川市市川1-24-21

フリガナ がっこうほうじん　おさなごのにわ　 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人　おさなごのにわ



その他（福利厚生等）
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① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 専門・短大卒195,924円～ 賞与 有り 4.5か月　市に準じる
その他（福利厚生等） 社会保険・雇用保険・労働保険・退職共済加入　

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 石井益美 047-356-4152 suehiro@xrh.biglobe.ne.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
柏井保育園 7：00~19：00 市川市柏井町-718-3
すえひろ保育園 7：00~19：01 市川市末広1-1-48

フリガナ ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ　ｶｼﾜｲﾌｸｼｶｲ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人柏井福祉会

≪保育方針≫

・思いやりのある心豊かな子

・明るく元気な子

・創造し工夫する子

緑豊かな柏井の地、市内一広い園庭で

子ども達は五感をフルに使い、優しく、たく

ましく育っています。家庭的な雰囲気の中

で安心して生活できる環境を提供し、ひと

りひとりの「やりたい！」を大切に子ども達

に寄り添い、保育士も日々ともに成長して

います。

市川七中行徳ふれあい施設（中学校・

老人施設・文化ホール・保育園）という恵

まれた環境を生かし、世代を超えて、交流

する素敵な時間の中で育まれるものを大

切にし、子ども達は毎日元気いっぱいの

びのびと楽しく過ごしています。

mailto:suehiro@xrh.biglobe.ne.jp
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コロナ禍においても
「なりたい自分」になれるんだ。 職員で意見を出し合い、

   HP https://www.ajisai-hoikuen.jp/ 子どもの未来はひとつじゃない！ 行事の在り方を工夫しています。
園内動画配信中！ 「なれるもの」より「なりたいもの」に。 左上は今年の夏祭りです。

子どもの可能性は無限大！

① ②

① ②

① ②

妙典駅より、徒歩8分にある、開園
して9年目の園です。公園に隣接し
ており、落ち着いた環境にあります。
現在職員は34名。保育士は20
代から50代まで各年齢います。
一時保育、病後児保育、子育て
支援室もあり、毎日、明るい笑い
声が園内に響いています。

　　　　　　　　　　　　主な年間行事
4月　進級式　懇談会　10月　　運動会・芋ほり
5月　クラス遠足　　　　　11月　　お店屋さんごっこ
6月　あじさいＷＥＥＫ　 12月　　もちつき
7月　地域夏祭り　　　　　　1月　　交通安全教室
8月　水遊び・プール遊び　 2月　　お遊戯会
9月　総合防災訓練　     3月　卒園式・お別れ会

長崎県大村市に本部
「社会福祉法人カメリア」

があります。宮城の大崎市にも姉妹園が
あり、年に1度担任交流を3県で交代で

行っています。（今年は中止）

フリガナ シャカイフクシホウジン 施設
類型 保育所

法人名 社会福祉法人カメリア

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
あじさい保育園 7:00～20:00 市川市妙典5－12－16

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 村上律子 ０４７-３５９－８２３１ info@ajisai-hoikuen.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 203,300円～経験年数（手当含む） 賞与 有り 年2回
その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有、住宅手当

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1,200～ 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等）

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

mailto:info@ajisai-hoikuen.jp
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① ②募集職種

その他（福利厚生等） 私学共済・労災・雇用保険・退職金財団

給与 月給 大学卒203,000調整手当20,300担任手当2,000

休日

最寄り駅：行徳駅　東西線 年中　３クラス 職員数　２１名

フリガナ ガッコウホウジン　カワサキガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人　川崎学園　

合計　９クラス （令和元年度　現在）

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
東浜幼稚園　ひがしはまようちえん 9：10～14：00 千葉県市川市行徳駅前3－12－14

年少　３クラス

行徳駅から徒歩10分 年長　３クラス

幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号
施設体験 不可 小野麻衣子 ０４７－３９６－５３２１

選考方法：作文、面談、ピアノ（自由曲・課題曲）、紙芝居にて選考します。

・まずは、電話にて見学予約をお願いします。　見学の後、採用試験日時等のご案内をいたします。

ＦＡＸ番号

募集人数 2人 募集年齢 上限無し

募集について
　当園は東西線の行徳駅から徒歩１０分の住宅地の真ん中にあり、近くには交通公園や小学校があります。門
をくぐると、四季折々の風情を見せてくれる果樹や樹木に囲まれ、ぞうさん畑や探検コース・ビオトープがあり、子ど
も達が大好きな小動物がいる自然豊かな幼稚園です。感性豊かな幼児を育てるために、最高の環境を整えたい
と思っています。
 　「子どもが大好き！憧れの先生になりたい！」と思っている方。東浜幼稚園は子ども達の元気な声と先生の明
るい笑顔でいっぱいです。職員は子ども達に寄り添い、喜びや感動を一緒に共感することが大事だと考えていま
す。それぞれがお互いを助け合い、得意分野を活かし協力し合うことが大切です。安心の研修制度もあります。
 　皆さんは就職にあたり、「ここの幼稚園はどんな幼稚園だろう？」「幼稚園の先生の雰囲気はどんな感じか
な？」「どんな保育をしているんだろう？」等、聞きたいことがいっぱいあると思います。子どもが大好きで元気のある
方、まずは是非、幼稚園を見に来て、ご自身の目で、見て、聞いて感じることが、幼稚園を知るうえで一番だと思
います。

提出書類：履歴書、成績証明書、卒業見込証明書　教員免許取得見込証明書、健康診断書

子ども達の未来のために、一緒に頑張ってくれる仲間を募集しています！
新卒者、既卒者、未経験者問いません！

０４７－３９６－５３２９

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員

週休２日（月１回　土曜出勤有）　祝祭日　長期休暇　※行事のある時は土曜出勤もあります（父の日参観・運動会等）　
月給 短大卒196,000調整手当19,600担任手当2,000 賞与　年に2回　合計4,5ヶ月（初年度3,5ヶ月）

昇給　年に1回
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① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢

その他（福利厚生等） シフトローテーション、完全週休２日制、有給休暇（10日）、退職共済有り
給与 月給 １９８，７０８円～＋法人手当 賞与 有り 年２回（７月・１２月）

新卒のみ
募集職種 保育士 必要資格 保育士

年２回（７月・１２月）

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） シフトローテーション、完全週休２日制、有給休暇（10日）、育休制度（時短）有り

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

給与 月給 ２１０，０００円～＋法人手当 賞与 有り

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭
給与 時給 １，２５０円～ 賞与 無し
その他（福利厚生等） シフトローテーション、お盆及び年末年始休暇有り

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 藤倉 047-322-3334 kikkokai-s@diary.ocn.ne.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
さくらんぼ保育園 7：00～20：00 市川市市川南2-6-22

フリガナ シャカイフクシホウジン　キッコウカイ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人　菊光会

実際に施設を見学してみませんか！

随時、見学説明会をお受けいたします。施設内をご覧いただき、お仕事内

容

や法人の方針等を説明させていただきます。体験実習もお受けしています。

お気軽にご連絡ください！ＪＲ市川駅から徒歩７分と便利です。

mailto:kikkokai-s@diary.ocn.ne.jp
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この太線枠内に自由に記載してください。(作成時、この文は削除してください）

ベアキッズ保育園は、2019年4月に開園した保育園です。JR総武線『下総中山駅』より徒歩8分、京成線『鬼越駅』より徒歩
の場所に位置し、アクセス便利な立地条件です。

私共の求人のポイントは下記になります。
①市の配置基準よりも多くの保育士を確保しています。人員に余裕を取り、キャリアアップ研修に参加、有給休暇が取得しやす
　 環境をご用意しています。

②下記のお給料とは別に、入社後、リーダーに認定されでば、処遇改善等加算Ⅱ （5000円/月）の支給が別途あります。
　　年度末に経験年数、貢献度に応じて、処遇改善等加算Ⅰが別途支給されます。（市処遇改善加算は月給に含まれてい

③市川市保育士宿舎借上げ支援事業が利用可能です。 
　　利用条件は、保育士宿舎借り上げ支援事業制度に準じます。

保育園の様子がＨＰで確認できます。是非、ご覧になってください。
http://kikkakai.jp/

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 昇給有

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1,050円～1,250円 賞与 有り

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 198,200～230,000円 賞与 有り 年2回
その他（福利厚生等） 昇給有、退職金制度あり、ベネフィット会員

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 橘　冨時恵 047-702-8712 m.tachi@kikkakai.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ベアキッズ保育園 平日7:30～20:00　土曜7:30～18:30 千葉県市川市鬼高2-13-16

フリガナ カブシキガイシャキッカカイ 施設
類型 保育所法人名 株式会社橘花会

mailto:m.tachi@kikkakai.jp
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給与(基本給) 円

募集職種

フリガナ

法人名
採用予定
事業所名

あい・あい保育園
（認可保育所）

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ
株式会社global child care

(旧:　株式会社global bridge）

7:30～19:30の間で3時間以上
3時間未満要相談

休日等
有給休暇（雇用状況により日数変動）
育児休暇、産前産後休暇、介護休暇他

事業所ＰＲ

03

03

施設見学

施設体験

可

要相談

求
人
②

募集職種 雇用開始日

試用期間 ヶ月 実務経験 不問

給与(基本給) 円

備考

その他
通勤手当

宿直手当

マイカー通勤

就業時間 休日等

その他手当

夜勤手当

～ 円

資格要件

マイカー通勤 要相談3 ヶ月 不問試用期間

あり；上限30,000円（月） 夜勤手当

その他手当

就業時間

実務経験

雇用形態

ＦＡＸ

採用課
伊藤　隆文

保育士

資格要件

即日ＯＫ（応相談）

施設説明会
実施時間

必須 保育士資格

採用予定
事業所
所在地

市川市他

求
人
①

その他

時給 1,100 円 ～

備考

通勤手当

宿直手当

早番（7:30～9:30）遅番（17:30～19:30）：時給　1,300円・試用期間中は▲50円

障害 児童
分野

高齢 児童

複合 高齢

障害

パート・アルバイト

1628

1672

6284

6284

雇用開始日 雇用形態

問い合わせ先
担当者

ＴＥＬ

「もうひとつの家」がコンセプトの

少人数制でアットホームな認可保育園

千葉県内に、３６施設
【市川市】他

採用サイトは

【あい・あい保育園の特色】

■定員60名程の少人数制。

■ICTを活用して事務作業の軽減を図り、子どもたち一人ひとりと関わる

時間を大切にしています。

■入社前・入社後も研修が充実、サポートする体制は万全です。
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① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 医療補助制度など

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1300~ 賞与 無し

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 月給 238000~ 賞与 有り 4.0(2年目から4.5)
その他（福利厚生等） 独居手当、修学支援、各種資格手当、連休取得可能、平日有給制度など

7：30-18：00 市川市中山3-10-4

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 法人理事　緑谷一樹 047-334-1224 info@midorikg.com

求人について考えていること

Q１、職員募集で心がけていることはなんですか？
A１、みどり幼稚園の良いところを見つけ共感してくれる人と一緒
に働きたいと思っています。そのために、保育内容、環境、待遇な
どの全てが求職者にとって最も魅力的な施設であることを常に心
がけています。

Q２、保育で一番大切にしていることは何ですか？
A２、園内では年齢にかかわらず気持ちの良い挨拶が出来ること
を大切にしています。子どもとも保護者とも教員同士でも、心も体
も健康でなければ気持ちの良い挨拶を交わすことは出来ません。
そのため笑顔で挨拶できる先生を探しています。幼稚園としては
教員が日々笑顔で子どもに向き合える環境作りを心がけていま
す。

Q３、職場の雰囲気はどうですか？
A３、当然ですが非常に良いです。幼稚園でも保育所でもスタッ
フ不足や業務過多など職場環境の悪化により疲れている先生が
多いようです。先生が元気でないと子ども達のあこがれになること
は出来ません。来園すればわかります。

フリガナ ガッコウホウジン　ケヤキガクエン 施設
類型 幼稚園　小規模保育事業法人名 学校法人けや木学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
みどり幼稚園 7：30-18：00 市川市中山3-10-4
みどりキッズガーデン

mailto:info@midorikg.com
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　ひまわりキッズ保育園もさくらキッズ保育園も、⾏徳駅から徒歩5分以内の保育園です。
職員は、2園共に良好な⼈間関係で常に笑いが聞こえてきます。従って、勤務年数も⻑く5年から15年が多く
⻑い職員は20年以上勤務してくれております。
保護者や地域の⽅々にも恵まれ、⾏事はとても盛り上げてくださり、職員にも楽しい時間を過ごさせてくれます。

＜⾏　事＞
　　 年1回 ⼊学式、卒園式、懇談会、個⼈⾯談

七⼣会、夏祭り、運動会、ハロウィンパーティー
（園児が全員仮装し、地域のお店にお菓⼦を頂きに⾏きます。）
親⼦遠⾜（ディズーランド他）、⽣活発表会（Ｉ＆Ｉホールを貸切）

年2回 園児の内科健診、⻭科検診
⽉1回 お誕⽣⽇会、発育測定、避難訓練、体操教室
週1回 スイミングスクール（専⽤バスでティップネスへ移動）

英語レッスン（外部よりネイティブ講師）
ダンスレッスン（エイベックスからの講師）

何か質問がありましたら、いつでもお答えいたしますのでお気軽にお電話やメールをくださいませ。

① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 〜50歳
募集職種 看護師 必要資格 看護師 准看護師

その他（福利厚⽣等） 保険全般、週休2⽇、年末年始・夏季休暇、産育休制度あり

求⼈
②

募集状況 R3年度 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈

給与 時給 1400円〜 賞与 無し

求⼈
①

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 〜40歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠ 幼稚園教諭
給与 ⽉給 211,500~350,000 賞与 有り
その他（福利厚⽣等） 保険全般、週休2⽇、年末年始・夏季休暇、産育休制度あり

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 藤本　明美 047-711-2922 sakurakids@outlook.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ひまわりキッズ保育園 7:00〜19:00 市川市⾏徳駅前2-9-6
さくらキッズ保育園 7:30〜19:00 市川市⾏徳駅前1-8-17-1Ｆ

フリガナ ユウゲンガイシャ　ゲンキ 施設
類型 保育所法⼈名 有限会社　元気
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　　【　こどもの木　】　保育園は

　

① ②

① ②

① ②

フリガナ                    カブシキカイシャ   コドモノキ　 施設
類型 保育所法人名 株式会社　こどもの木

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
原木中山こどもの木保育園 7：00～19：00 市川市田尻3-6-36

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 折笠　 047-379-5021 baraki@kdmk.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 203，000円～（手当含む） 賞与 有り 年２回
その他（福利厚生等） 完全週休２日制、夏休及び年末年始休暇有、シフトローテーション

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 203，000円～（手当含む） 賞与 有り 年２回

募集年齢 ～60歳
募集職種 看護師 必要資格 看護師

その他（福利厚生等） 完全週休２日制、夏休及び年末年始休暇有

　日々の生活の中で、子どもたちが自ら判断し行動することが何より大切であり、そうできるよう見守り、色々な人
たちの中で共存し、相手の気持ちを思い、社会の一員としての自立していくことを目指しています。また、遊びの
中で絵本や手作り玩具などを通じて楽しみながら、それぞれの年齢での健やかな発達を促しています。

　　　　　　　　　　　  　当社は、千葉県内で6つの認可保育所を運営しております。

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

給与 賞与
募集職種 必要資格

mailto:baraki@kdmk.jp
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① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈ 募集年齢

その他（福利厚⽣等） 通勤⼿当全額⽀給、シフト制、産育休制度有、東京ディズニーリゾート等優待有
給与 時給 930 賞与 無し

〜60歳
募集職種 その他 必要資格 その他

募集年齢 〜60歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠ 幼稚園教諭

その他（福利厚⽣等） 通勤⼿当全額⽀給、シフト制、産育休制度有、東京ディズニーリゾート等優待有

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈

給与 時給 1,080 賞与 無し

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈ 募集年齢 〜60歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠ 幼稚園教諭
給与 ⽉給 200,000〜 賞与 有り
その他（福利厚⽣等） 通勤⼿当全額⽀給、シフト制、4週8休制、産育休制度有、東京ディズニーリゾート等優待有

7︓00〜20︓00 市川市⼤洲4-18-4

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 武藤 047-711-1065 gy_kdm@kodomonomori.co.jp

こどもの森は東京・神奈川・千葉・埼⽟・茨城に200の保育園・学童・児童館を運営しており、市川にも保育園が2園あり、
さらに2園開園予定です。⼦どもたちにとって居⼼地のよい、第⼆のおうちのような存在であること、保護者にとっては使いやすく
⼦育ての⽀えになること、そして働く⼈を始め、関わるすべての⼈たちにとって⾃分の⼦どもを預けたい、ここで育てたいと思える
存在であることを⽬指して園づくりを⾏っています。また、グループ全体で職員を育てる取組みも充実しており、社会⼈になるに
あたって不安・保育の仕事が初めてで不安な⽅にも安⼼してもらえる基本的な研修や、系列園を⾒学し、⾃分の園とは異な
る部分を学ぶことが出来る研修、更にドイツ等の海外の保育施設を⾒学できる海外研修等、年間100以上の研修を実施
しています。園⾒学や就職相談など随時⾏っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

フリガナ カブシキガイシャ　コドモノモリ 施設
類型 保育所法⼈名 株式会社　こどもの森

まなびの森保育園本⼋幡 7︓00〜20︓00 市川市南⼋幡1-60-2
まなびの森保育園妙典 7︓00〜20︓00 市川市妙典6-1-13

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
まなびの森保育園⾏徳 7︓00〜20︓00 市川市⾏徳駅前3-7-9
まなびの森保育園市川
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　　☆幼稚園概要☆

・昭和56年開園の千葉県公認幼稚園で、令和2年度より施設型給付（新制度）の幼稚園に移⾏しました。
・市内の幼稚園の中では園庭がとても広く、こども達がのびのびと活動しています。
・在職の教員達は、やりたい幼児教育ができる幼稚園と⾔っています。
・各学年ともにクラス数より1名多い教員を配置して、それ以外に補助教員等複数います。

　　☆お仕事・求⼈に関して☆
・正規教員（幼稚園教諭所持者）を募集いたします。
・仕事の内容は、「担任教諭」です（担任も預かり保育をみることがあり、⼿当があります）。
・上記の開園時間は、預かり保育の時間を含みます。
・通常の勤務時間は8:20出勤で、退勤は16:30〜18:50です（変形労働制）。
・年間の休暇⽇数は約140⽇、出勤⽇数は約225⽇です。
・⻑期休暇中は⽇直制で、夏・冬・年度末休暇を合わせて8⽇間程度の出勤です（令和２年度実績）。
・運動会などのイベント時に⼟曜⽇出勤がありますが、その分の代休があります。
・下記の給与は令和３年度の予定で、令和2年度より1000円増加（交通費・預かり保育⼿当は含まない）。
・給与例　R2年9⽉　短⼤1年⽬︓281750円　四⼤1年⽬︓299450円（交通費以外の⼿当含む）。
・交通費は全額⽀給です。
・基本給以外にも、経験年数により⼿当の昇給があります。

　　☆その他☆
・新型コロナウィルスの影響を避けるため、園⾒学や採⽤試験は個別対応します。
・まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
・お問い合わせは、右のQRコードもご利⽤ください。

① ②

① ②

① ②

フリガナ ガッコウホウジン　コンドウガクエン 施設
類型 幼稚園法⼈名 学校法⼈　近藤学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
塩浜幼稚園 8︓00〜17︓30 塩浜4-2-28-101

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 近藤　喜盛 047-399-2578 shiohama_ps@jcom.zaq.ne.jp

求⼈
①

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 〜30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 ⽉給 220,000〜250,000円（R3予定） 賞与 有り 1年⽬3ヶ⽉　以降4.7ヶ⽉

その他（福利厚⽣等） 週休2⽇制　夏季・冬季・年度末休暇あり　私学共済加⼊　雇⽤・労災・独⾃保険

求⼈
②

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数

給与 賞与

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚⽣等）

求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格
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① ②

① ②

① ②

その他（福利厚生等） 社会保険完備、週休２⽇制、年末年始休暇有、夏季休暇、産育休制度有、交通費支給

求人
①

求人
②

求人
③

問合先

市川市内
施設情報

施設
類型 小規模保育事業法人名 社会福祉法人 山栄会

募集職種 栄養士 必要資格 栄養士
給与 月給 190,000円～ 賞与 有り 年2回

その他（福利厚生等） 年末年始休暇、交通費支給、勤務時間応相談

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 上限無し

募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 時給 1,050円～ 賞与

給与 月給 203,000円～ 賞与 有り 年2回
その他（福利厚生等） 社会保険完備、週休２⽇制、年末年始休暇有、夏季休暇、産育休制度有、交通費支給

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 4人 募集年齢 上限無し

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 5人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

施設見学 不可 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 坂田 070-1593-4844 sunsunr02@gmail.com

フリガナ シャカイフクシホウジン サンエイカイ

施設名称 開園時間 住所
市川さんさん保育園 7:30-19:30 市川市新田2丁目31-25

令和3年4月開設予定　　　

☆ 子ども達一人ひとりと向き合い、尊重し、各々の個性・能力を活かし、伸ばす

☆ 保護者に寄り添い、保護者と協力・協働関係を築きなが ら、子ども達の心身の健やかな成長を支える

☆ 地域との結びつきを大切にし、地域との連携・交流のもと、地域に根差した園を目指す

保育方針

2021年4月1日開園予定、JR市川駅徒歩5分、定員16名（1・2歳児）の小規模認可保育園です。

様々な体験・活動を

通して“感性をはぐくむ”

各種研修制度で、

キャリアアップをサポート
キャリアアップや

保育の質の向上の為の

園内外各種研修を整備し、

一人ひとりのキャリアアップを

支援します。

秋田県秋田市の系列園”サン・パティオこども園”は

「仕事と子育ての両立支援」や「子育てにやさしい活動」

に取り組む企業として、

秋田市元気な子どものまちづくり企業「最優秀賞」受賞

*サン・パティオこども園: http://patio-hoikuen.jp

少人数の定員に加え、

業務支援システム導入により、

保育に集中できる環境を

整備します。

じっくり保育に

ワーク・ライフバランス

を重視します！
既存園は有給取得率100%以上、

育休・産前産後休業も

100％取得。

新規園も同水準達成を

励行します。

mailto:sunsunr02@gmail.com


定員
100

法人ＰＲ欄

スローガン「あしたを創る笑顔のちから」 園目標
三角屋根の遊具が目印の、緑豊かな保育園。お池を渡るお池を １．心身ともに、のびのびと元気な子
渡る心地よい風にのって子どもたちの楽しそうな笑い声がいっぱい ２．思いやりのある子
あふれています。 ３．自分で考えて行動できる子
保護者の方や地域の方とともに子どもたちを受け止め、みんなの笑顔
を応援する保育園でありたいと願っています。

昭和51年に創立し、35周年を機に 園のにじいろ畑で育てた野菜を収穫して 笑顔で仕事に向かえる為には
平成23年度全面改築しました。木の います。毎日の水やりや草取り等のお世 自分の好きなことをしたり、ゆっ
ぬくもりを感じる温かい雰囲気の中で、 話も、すすんでやろうとするこどもたち。 くりと休むことが必要です。リフ
子どもたちの成長を見守っています。 いきものや植物に触れることや、五感を使 レッシュ休暇をとって旅行に行っ
百合台保育園には、20代から60代 って様々な素材にふれ、わくわくするような たり、残業もほとんどないので
まで幅広い年齢の職員がいます。 体験をたくさんできるようにしています。 プライベートが充実できます。
世代を超えて意見を出し合い、皆で 新卒の職員には、先輩が指導係として また、子育て真っ最中の職員
より良い保育を目指しています。人と つくので、安心して自分を磨いてください。 も多く在籍しています。
関わる仕事をしているので、人柄を
大事にしています。

① ②

① ②

① ②

フリガナ シャカイフクシホウジン　シチワフクシカイ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人　七和福祉会

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
百合台保育園 7:15～19:15 曽谷3－11－1

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 西野 047-374-0789 yuridai@ia1.itkeeper.ne.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭
給与 月給 224,908円～ 賞与 有り 4.3カ月
その他（福利厚生等） シフトローテーション・夏季、年末年始、リフレッシュ休暇、産休育休有り・永年勤続表彰あり

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,200円 賞与 無し

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等）

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

mailto:yuridai@ia1.itkeeper.ne.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキガイシャショウガクカンシュウエイシャプロダクション 施設
類型 保育所法人名 株式会社小学館集英社プロダクション

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
小学館アカデミーいちかわ南保育園 7:00～20:00 市川南3-13-12

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 保育職員採用担当 0120-215315 hoiku-saiyo@shopro.co.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数

給与 月給 227,000円~283,000円 賞与
その他（福利厚生等） 社保完備、結婚休暇、産育休・時短勤務制度、書籍割引　等

有り

1人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

給与 時給 1,010円 賞与 無し

～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等）

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

★保育士が共感する保育理念★

★「あそび・せいかつ」から「まなび」につなげる保育★

★公私充実の働く環境★

働き方改革で長く働き続けられる環境を整備
→ 年間休日１２０日以上
→ 月平均残業時間８ｈ
→ 充実の研修は出勤扱い など

mailto:hoiku-saiyo@shopro.co.jp
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当法人は、1法人2施設を運営する社会福祉法人です。

昭和54年4月杉の木保育園を設立運営。平成15年4月より妙典保育園を運営しています。

保育の目標は、「じょうぶなからだ、ゆたかなこころ、かんがえるちから」です。健康な子どもに、感情豊かな子どもに、

よく考える子どもに、力いっぱい自分を表現できる子どもに、仲間の中にいることを喜び、仲間を大切にする子どもを

目標にしています。

保育園の目標は、保護者が安心して預けられる保育園に、子ども達が生き生きと育つ集団の場に、職員が働き

やすい民主的な職場に、地域の子育てに役立つ保育園に、地域住民と連携し、子育て、教育、文化環境の向上

に役立つ保育園を目標にしています。

     　　【杉の木保育園】 　　   　　【妙典保育園】

     　 　　   　　

① ②

① ②

① ②求人

③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）

給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 ～50歳

募集職種 保育士 必要資格 その他

その他（福利厚生等） 保育士資格者時給1,200円、子育て支援員時給1,150円、夏季休暇

求人

②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1,000円～ 賞与 無し

求人

①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～40歳

募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 基本給195,924円～218,544円 賞与 有り 処遇改善Ⅰ＆Ⅱ・新生活準備金

その他（福利厚生等） シフト勤務、土曜日8週7休、夏季休暇、産休育休制度、宿舎借上げ制度、千葉手当

施設見学 可
問合先

担当者名 電話番号 メールアドレス

施設体験 可 山下　茂夫 047-377-5933 suginoki@wind.ocn.ne.jp

市川市内

施設情報

施設名称 開園時間 住所

杉の木保育園 7：00～19：00 鬼高3-18-17

妙典保育園 7：00～19：00 妙典6-2-45

フリガナ シャカイフクシホウジン　スギノキカイ
施設

類型
保育所

法人名 社会福祉法人　杉の木会

mailto:suginoki@wind.ocn.ne.jp
mailto:suginoki@wind.ocn.ne.jp
mailto:suginoki@wind.ocn.ne.jp
mailto:suginoki@wind.ocn.ne.jp
mailto:suginoki@wind.ocn.ne.jp
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① ②

① ②

① ②

あたたかく家庭的な雰囲気の小規模保育園です。こども一人ひとりの意欲を伸ばすことを大切にしています。じっくりとこどもと
関わりたい方におすすめです。来春、船橋市に新園を開設予定ですので、両園で正規職員を同時募集します。

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

求人
①

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢
募集職種 必要資格

給与 賞与
その他（福利厚生等）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 小貫（おぬき ） 047-705-0682 manage@suqsuq.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
すくすく行徳ほいくえん 7:30〜19:00 市川市行徳駅前1-7-9

フリガナ スクスクカブシキガイシャ 施設
類型 小規模保育事業法人名 すくすく株式会社

mailto:manage@suqsuq.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキガイシャスクルドアンドカンパニー 施設
類型 保育所法人名 株式会社スクルドアンドカンパニー

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
スクルドエンジェル保育園南行徳園 7:00-20:00 千葉県市川市新井3-17-13
スクルドエンジェル保育園市川新田園 7:00-20:00 千葉県市川市新田1-24-17

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 加藤 080-1270-4332 saiyou@skuld.co.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 230000円～300000円 賞与 有り
その他（福利厚生等） 昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、交通費、残業代全額支給、他

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 時給1200円～1600円 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 開園～9時・16時～閉園は時給UP！昇給年1回、交通費、他

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

南行徳園・市川新田園で保育士さん大募集！！

①働きやすい環境
『当たり前のことを当たり前に...
プライベートも充実させましょう！』

・年間休日１２２日 ・残業代１００％支給！

・残業ほぼナシ！（月平均５～１０時間）

・産休育休※復帰率８０％

②保育士が育つ環境
『様々な教育プログラムを実施！』

◆リトミック◆体操◆英語...etc
外部の専門講師を招いているので

保育士の負担ゼロ！！

専門スキルを学ぶことができます◎

★スクルドの魅力を２つご紹介★

未経験

復職希望者

大歓迎

年齢・学歴

職歴不問

園見学

随時

受付中

スクルド 採用HP はこちら👉👉

◎園児増員による募集です◎

ご応募・気になる点・疑問点など

お気軽にお問合せください♪

080-1270-4332（担当：加藤）

→ショートメッセージもOKです！

mailto:saiyou@skuld.co.jp
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この太線枠内に自由に記載してください。(作成時、この文は削除してください）

① ②

① ②

① ②

フリガナ スリーシーズカブシキガイシャ 施設
類型 保育所法人名 スリーシーズ株式会社

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
キャリー保育園本八幡 7:00~20：00 東菅野１－１８－８

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 横井 03-6435-7134 entry@threecz.co.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 213,112円 ～ 277,996円 賞与 有り 年2回・2ヶ月
その他（福利厚生等） 昇給年1回、宿舎借上げ社宅制度有

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 187,331円 賞与 有り 年2回・2ヶ月

募集年齢 新卒のみ
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 昇給年1回、宿舎借上げ社宅制度有

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） 昇給年1回　※こちらは遅番専任保育士さんの募集となります
給与 時給 1,200円 賞与 無し

上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

キャリー保育園本八幡で一緒に働きませんか

NSGグループ傘下にあるスリーシーズ株式会社が運営する保育園です

≪ワークライフバランスを大切にしているのでお休みが取りやすくて安心♪≫

★年間休日125日！ ★リフレッシュ休暇♪ ★看護休暇・介護休暇♪

園長よりひと言♪♪ 保育の事をなんでも相談し合える仲間がいます。最初は覚え

る事もたくさんあります。一つ一つ丁寧に教えますのでお気軽にお問合せ下さい♪

新人さんからブランクのある方でも心配なく働ける独自の園マニュアルがあります

♪もちろん経験者も大歓迎◎こども一人ひとりに寄り添った保育をしませんか？

mailto:entry@threecz.co.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ ガッコウホウジンスワダガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人須和田学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
須和田幼稚園 8:00～18:00 須和田1-20-3

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 金子 047-371-5457 suwada@sunny.ocn.ne.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士
給与 月給 203,400円（短大新卒時）～ 賞与 有り 4.0月（初年度3.5月）
その他（福利厚生等） 私学共済、労災、雇用、退職金、他

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,100円～ 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 その他 必要資格 幼稚園教諭 保育士

その他（福利厚生等） 労災、雇用、その他就業規則による　　預かり保育(7:30～)担当の募集です

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

mailto:suwada@sunny.ocn.ne.jp


定員
60

法人ＰＲ欄

① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキガイシャソラスト 施設
類型 保育所法人名 株式会社ソラスト

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ソラストいちかわ保育園 7:00-20:00 千葉県市川市大洲1-12

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 前口 03-6865-1776 hoiku@solasto.co.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート

給与 時給 1,200~1,700円 賞与 無し

募集人数 1人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 労働組合、社保完備、オリジナルエプロン貸与、ソラストポイント制度（ベネフィット・ワン提携）

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢

募集年齢

給与 月給 235,000～305,000 賞与 有り 年2回/入社後1年経過、業績による

上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 労働組合、社保完備、オリジナルエプロン貸与、ソラストポイント制度（ベネフィット・ワン提携）

給与 時給 1,020円 賞与 無し

～60歳
募集職種 調理員 必要資格

その他（福利厚生等） 各種社会保険完備、労働組合、ソラストポイント制度（ベネフィットワン提携）、従業員持株会制度、ウェルカムバック制度、オリジナルエプ
ロン貸与、借上社宅制度（園により異なる）、年間休日125日、有給休暇入社月に付与、研修制度充実

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

大洲防災公園すぐ！保育士・調理補助募集中♪

いちかわ保育園の

園内ムービーも公開中！

☆★ソラストいちかわ保育園ってこんな保育園！★☆

①大洲防災公園すぐ！本八幡駅、市川駅両方からのアクセスが可能です

②定員60名の認可保育園！2019年4月に開園したばかりのピカピカの園舎です

③自慢のテラス、中庭があります

④子どもたちが自由に遊びを選択してのびのび活動するのを見守ります

※当園では、保育士（正社員・パート）・調理補助（パート）を現在募集しております。

勤務開始日は即日、2021年4月からなど相談可能！お気軽にお問合せお待ちしております。

mailto:hoiku@solasto.co.jp
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● ⼀⼈⼀⼈の感情表現を⼤切に
⽇々の集団⽣活や、様々な体験を通して表現されるお⼦様の豊かな情緒を、⼤切な個性として育んでいきます。

● 四季・⽂化・マナーを育むビュッフェランチを楽しく
年少から卒園までの3年間でビュッフェのルールや⾷事のマナーを体験します。⾃分で取る楽しさを知ると、苦⼿な物に
も挑戦するようになります。

● ウッドデッキテラスでの活動で元気に
園内には2つのウッドデッキテラスがあり、鉄棒・平均台・うんてい等を設置しています。遊びながら運動能⼒を⾼めます。

● ネイティブによる英語での話し掛けで英語⽿をつくる
ネイティブによる英語の発⾳を乳児期にたくさん聴いてもらう事で英語の⽿を育てます。主に0〜2歳クラスで⽇々
⼦ども達と接します。

● 歌唱指導
教え込む指導ではなく⾝体を使って楽しみながら、たくさんの歌を覚えます

● リフレッシュ休暇
職員同⼠で調整し合い、1週間の連続休暇が取れます。⼼も⾝体もイリフレッシュして明⽇からへの保育に繋げてい
ます。使い⽅は⾃由です。

① ②

① ②

① ②

フリガナ ダイゴキョウ 施設
類型 保育所　認定こども園法⼈名 社会福祉法⼈　⼤五京

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
e-こども園 7:00-19:00 南⼋幡4-14-4

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 伊藤　君枝 047-300-8850 e-kodomoen@dai5kyo.or.jp

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 〜50歳
募集職種 保育教諭 必要資格 保育⼠ 幼稚園教諭

給与 ⽉給 \197,208〜\215,741 賞与 有り
その他（福利厚⽣等） 健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険・都道府県共済会・住宅⼿当・リフレッシュ休暇他

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 2⼈

給与 時給 \1,000〜\1,300 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 保育教諭 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等）

求⼈
③

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 1⼈ 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 時給 \950〜\1,200 賞与 無し

上限無し
募集職種 調理員 必要資格
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昭和48年4月に開園した、心なごむアットホームな環境です。長い歴史の中で、当園が変わらずたくさんの方に親しまれてい
るのは、働く職員が頑張ってくれているからだと思います！

みんな明るく、相手に対する思いやりを忘れない、あたたかな心を持っている人ばかり！

心なごむアットホームな環境と、魅力の待遇、Ｈ24に改築したばかりのきれいな園舎であなたをお待ちしています！

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 各種保険、有給休暇

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 3人

給与 時給 1,000円 ～ 賞与 無し

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 3人 募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 234,572円 ～ 252,508円 賞与 有り 4.3月（令和元年実績）

その他（福利厚生等） 各種保険、完全週休二日制、有給休暇（大型連休9日間有り）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 橋本 047-357-3211 hashimoto@chidori-arai.or.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
新井保育園 7：00～19：00 千葉県市川市新井2-1-21

フリガナ シャカイフクシホウジンチドリノクニ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人ちどりの国

mailto:hashimoto@chidori-arai.or.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ しゃかいふくしほうにん　ちばべたにやほーむ 施設
類型

保育所
法人名 社会福祉法人　千葉ベタニヤホーム

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
国府台保育園 7:00～20:00 市川市国府台2－9－13
こあらっこ・こどもセンター 10:00～15:00 市川市国府台2－9－13

施設見学 可
問合先

担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 花島 047－372－3740 kounodaihoikuen@tkcnet.ne.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～25歳

募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 4大卒:206千円～短大卒:197千円～ 賞与 有り 4.4ヶ月（30年度実績）

その他（福利厚生等） 処遇改善Ⅰ･Ⅱ、保育士手当、扶養手当、住宅手当、奨学金手当（返済補助）、通勤手当（自動車通勤可）、駐車場手当

求人
②

募集状況 Ｒ2年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

給与 月給 4大卒:206千円～短大卒:197千円～ 賞与 有り

必要資格

4.4ヶ月（30年度実績）

募集年齢 ～25歳

募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 処遇改善Ⅰ･Ⅱ、保育士手当、扶養手当、住宅手当、奨学金手当（返済補助）、通勤手当（自動車通勤可）、駐車場手当

千葉ベタニヤホームの理念
　キリスト教の精神に基づき、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供され、創意
工夫をすることにより、利用者が個人の尊敬を保持しつつ、心身共に健やかに育成され、又、その有する能
力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるように支援することを目的とします。

保育理念
・児童福祉法及び保育所保育指針に基づき子どもの最善の利益を考慮し心身共に健やかに育つよう努めます
・私たちは神さまにあるがままを受け入れられている喜びといつも共にいて下さる安心の中で子どもの自ら
成長する力を信じ、祈りつつ個性が尊重されるキリスト教保育を目指します
・保護者の子育てと就労を支援します　・地域の子育て家庭を応援します
保育目標
「神さまの恵みの中で喜んで過ごす」・よくあそぶ・みる　きく　かんじる　かんがえる・みんなでいき
る

  1947年創立の市川市でも伝統ある保育園の一つです。70年余りの歴史の中で親子三代国府台保育園育ち
の方が大勢いらっしゃいます。2011年に園舎を改築しました。キリスト教保育を実践し、地域子育て支援
センター（こあらっこ・こどもセンター）を併設しています。2つの園庭と隣接する里見公園でおもいっき
り遊んでいます。子どもたちの主体的な活動を支援し、自ら育つ、共に育つ環境を目指します。　おいしい
給食が自慢です。「一緒に食べる」、「楽しく食べる」を合言葉に食育・アレルギー、宗教食対応にも力を
入れています。こあらっこ・こどもセンターでは、気軽に立ち寄れるスペース、サークル活動などの子育て
支援活動を行っています。センターから一時保育、在園児につながる方も多くいらっしゃいます。地域に根
ざし、地域と共に子育て家庭と子どもたちの育ちを見守り続けます。

　保育士の経験年数の平均は約20年。保育の悩みはもちろん子育てや介護の悩みなども相談したり、フォ
ローし合える職員集団を目指し、新たな息吹を吹き込んでくれる方を求めています。キャリパス研修を始め
研修体制も充実。人事考課制度を導入し、やりがいや働き方などキャリアプランを一緒に考えます。4週7
休の一ヶ月単位の変形労働時間制。早番(7時～）遅番（～20時）など当番があります。年末年始休暇、有
給休暇取得平均10日以上働きやすい職場です。産休・育休取得経験者多数みんなで応援します。

職場の雰囲気

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）

給与 賞与

募集職種



定員
45

法人ＰＲ欄
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保育理念
❝自分らしく生きる❞～子どもに関わる全ての人たちが～

３歳未満児の子どもたちの保育園です。
子どもたちひとりひとりの気持ち、こころを大切に、子どもが主体の保育をしています。
ゆったりとした環境の中で保育をすすめているので、年齢は小さくても、見通しを持った動きができる
子どもたちに育っています。

駅型の保育園ではありますが、自然を呼び込もう！！をモットーに植物をプランターで育て、子どもたちが花を
見たり、実がなるのを楽しみにしたり、ハーブに鼻を近づけ「いい匂い！」と香ったりしています。

子どもたちと笑顔いっぱいで遊ぶ保育士からは、子どもたちのエピソードがたくさん出てきます。
保育のことを語りだすと止まりません！
もちろん仕事だけでなく、休憩中も話に花が咲き、笑い声が絶えない職場ですヽ(^o^)丿
休憩時間は、お菓子を囲んでワイワイガヤガヤと、とてもにぎやか！！
中にはお昼寝しちゃう職員もいたりと、くつろぎタイムになっています。
それだけ心がほぐれているので、先輩・後輩にとらわれず悩みや迷ったことを相談でき、互いを認め、
補い合える関係ができています。

勤務時間は７時間、残業は殆どなく、３０分刻みで有給休暇が取れるのでプライベートも充実します。

和気あいあいとした保育園♪皆さんも仲間入りしませんか？！

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） 勤務時間相談応・有給休暇（勤務日数による）
給与 時給 賞与

～50歳
募集職種 調理員 必要資格 調理師

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 勤務時間相談応・有給休暇（勤務日数による）

求人
②

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 経験に応じて 賞与 無し

求人
①

募集状況 その他 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～30歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 ２０８,４３５～（手当含む・交通費別途） 賞与 無し 決算等の状況により支給（前年度有）

その他（福利厚生等） シフト制勤務・有給休暇（３年目まで１２日／年、以降２０日／年）・産育休制度・特別休暇他

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 園長　丸山 047-318-0110 motoyawata@chibameitoku.ac.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
明徳本八幡駅保育園 7：00～20：00 市川市八幡2-11-2

フリガナ ガッコウホウジン　チバメイトクガクエン 施設
類型 保育所法人名 学校法人　千葉明徳学園

HP
https://meitoku-
hoiku.blogspot.com

mailto:motoyawata@chibameitoku.ac.jp
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トライキッズ保育園は定員１９人の小規模認可　保育園です。
駅近く、ＪＲ市川駅徒歩７分　京成本線市川真間駅から4分
2線2駅からアクセス可能だから通勤にとっても便利
☆19人の少人数制ならではの保育で一人一人にたっぷりの愛情を注げます☆

アットホームな少人数制保育園で働きませんか♪一人一人の子ども達にたっぷりの愛情を注ぐことができる環境です♪
研修制度があったり、ベテラン保育士が多いアットホームな小規模保育ですので、未経験の方でもブランクのある方でも安心して

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士 看護師

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,350 賞与 無し

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 230,000～ 賞与 有り
その他（福利厚生等）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 徳永 048-756-8637 try3tokunaga@gmail.com

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
トライキッズ保育園 7:00～19：00 市川市真間2-13-8

フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ　ﾄﾗｲ 施設
類型 保育所　小規模保育事業法人名 株式会社ＴＲＹ

mailto:try3tokunaga@gmail.com
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① ②

① ②

① ②

フリガナ シャカイフクシホウジン　 施設
類型 保育所法⼈名 社会福祉法⼈なないろ

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
市川なないろ保育園 7:00〜20:00 千葉県市川市新⽥3丁⽬15-5

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 ⼈事総務課　井上 070-3122-4649 r.inoue@edu-nursery.com

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数

給与 ⽉給 210,000円〜270,000円 賞与
その他（福利厚⽣等） 【福利厚⽣】社会保険完備、退職⾦制度、借上げ社宅制度　【休暇】産育休、介護休暇、忌引休暇

有り 年3回3ヶ⽉分

2⼈ 募集年齢
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 2⼈ 募集年齢

給与 時給 1,150円〜1,450円 賞与 無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等） 17〜20時可能な⽅、歓迎︕　早番遅番⼿当あります（7:00〜9:00、18:00〜20:00は時間給＋300円）

求⼈
③

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈ 募集年齢

その他（福利厚⽣等） 【福利厚⽣】社会保険完備、退職⾦制度　【休暇】産育休、介護休暇、忌引休暇
給与 ⽉給 198,910円〜240,000円 賞与 有り 年3回3ヶ⽉分

募集職種 栄養⼠ 必要資格 栄養⼠

開園2年目の認可保育園

（定員62名）

◆モンテッソーリ教育を取り入れて、

子どもたちが自分で遊びを選べる

環境づくりをしています

◆日常の保育を大切にしているので、

行事に追われず、プライベートも充実！

※特別な資格や経験は問いません。

モンテッソーリの思いに共感できる方、

子ども主体の保育に興味のある方、

大歓迎です！

総武線市川駅より徒歩13分♪
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・福沢諭吉翁の

“独立自尊”を保育理念とし、

“自分で考え、自分の意志で行動できる思いやりのある子ども”を育てます。

・保育士も、自分がやりたい事ができる、やりがいのある楽しい職場作りを目指しています。

・いろいろな国の外国人ティーチャーと、子どもたちと一緒にコミュニケーションが取れます。

　（子どもたちは日々の保育の中で自然に英語の力がつきます）

・カリキュラムの中にプログラム教育があります。

（リトミック、体操、リズムダンス、英検ジュニア

　　　　　及びプロのミュージカル女優による音育教育）

・法人の保養施設（ハワイ、千葉県旭市）を家族や友人と利用できます。

　お誕生月には美味しいケーキのプレゼント、楽しいこといっぱいです！

・法人の畑（千葉県旭市）があり、子どもたちと野菜収穫をして

　食育を楽しんでいます。

① ②

① ②

① ②

方針
特徴

・毎年の海外研修にて、保育園を視察し、体験実習を行ない
グローバルな視野を広めています（ハワイ・オーストラリア）

・親睦会、慰安旅行、ホテルでの忘年会、
仕事の
魅力

フリガナ カブシキガイシャ　ニュー・クックリーフ 施設
類型 保育所法⼈名 株式会社　ニュー・クックリーフ

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
若葉インターナショナル幼保園　⾏徳園 7︓00〜20︓00 ⾏徳駅前1-3-14

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 ⽯井・⾚堀 047-359-7700 wakaba-gyotoku@newkukleaf.jp

求⼈
①

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 新卒のみ
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠
給与 ⽉給 短⼤・専卒　220,000　　４⼤卒　230,000 賞与 有り
その他（福利厚⽣等） 社会保険完備・年間休⽇120⽇・退職⾦制度（勤続２年〜）・研修制度充実

求⼈
②

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈

給与 ⽉給 短⼤・専卒　220,000　　４⼤卒　230,000 賞与 有り

募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等） 社会保険完備・年間休⽇120⽇・退職⾦制度（勤続２年〜）・研修制度充実※中途採⽤場合は、経験考慮

求⼈
③

募集状況 R2年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈ 募集年齢

その他（福利厚⽣等） 社会保険完備・年間休⽇120⽇・退職⾦制度（勤続２年〜）・研修制度充実※中途採⽤場合は、経験考慮

給与 ⽉給 短⼤・専卒　220,000　　４⼤卒　230,000 賞与 有り

上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

会社がどんなことに力を入れてきたか、職員の思いをどういう風に取り

入れているか、あなたがやりたい保育などを直接対話させて頂きます。

特に、職員の為の福利厚生の充実、様々な研修内容等をお話致します。

総括園長が直接、【若葉インターナショナル】の理念や想い、社風につ

いてお話致します。日程等のご案内は、保育園までお問い合わせくださ

い。予約受付中です！
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恵まれた環境下で⼦どもたちが様々な経験や体験、学習をし3年間を通じて⼼とからだを成⻑させられる幼稚園の教諭として
⼦どもを通じて学ばれた幼児教育を実践しながら、また新たに現場に出て新たな発⾒や学びをし豊かな教養を⾝に着け、
先⽣としてだけではなく⼈として成⻑できる職場です。
園児とだけでなく、保護者の⽅々や職員同⼠での関係も良く、また時間外勤務が少なく、勤務外の⾃⼰啓発のための
時間も有効に作れます。今年度は、コロナ渦の影響で実施できませんでしたが、⼈としての⾒聞を広げるために海外研修も
毎年⾏っています。外部の研修参加のみでなく、海外研修も毎年⾏っています。

① ②

① ②

① ②

フリガナ ガッコウホウジンネゴヤガクエン 施設
類型 幼稚園法⼈名 学校法⼈ねごや学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
曽⾕幼稚園 8︓00〜17︓00 市川市曽⾕１－４－１

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 松丸(幸） 047-371-5440 info@soya-kindergarten.ed.jp

求⼈
①

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 〜25歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育⼠
給与 ⽉給 短⼤卒23万⼤卒25万既卒要相談 賞与 有り
その他（福利厚⽣等） 私学共済・健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険・労災保険・退職財団・交通費⽉額25,000円まで⽀給

求⼈
②

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数

給与 賞与

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚⽣等）

求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格
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この太線枠内に自由に記載してください。(作成時、この文は削除してください）
【教　育　目　標】
・  物質的、人的によき環境の中で集団生活をする事で社会生活を身に付ける
・  正しい日常生活の習慣と健康な身体を育成させ、自立して生活を営む基礎を養う
・  園児一人ひとりの心の成長を見守り、知育、徳育、体育のバランスの取れた保育を行う
・  アットホームな雰囲気の中で、個々の能力や個性を伸ばす
【保　育　内　容】
・  自由保育、一斉保育、縦割り保育の良さを取り入れ、四季に応じた保育で豊かな心が育つよう心掛けています
・  自由遊びでは子供の自主性を大切にし、交友関係の広がり思いやりが育つようにしています
・  ピアジェ理論に基づいた柔軟な思考力を養う知育教材を取り入れています
・  スイミング、体育、ネイティブによる英会話、リトミックなど幼児期に必要な幅広い、楽しい経験を心掛けています
【仕　事　内　容】
・  1年目は担任補助また預かり保育担当
・  勤務時間　　(月)・(火)・(水)・(木)・(金)7：30～16：30　　月1回(土)　7：30～12：30
【保　育　時　間】
・  保育時間　　(月)・(火)・(水)・(木)・(金)9：00～14：00　　月1回(土)　9：00～11：30
・  預かり保育時間　(月)～(金)　　　保育後～18:00
【クラス編成】
3歳児:30名1クラス　　4歳児:35名1クラス　　5歳児:35名1クラス

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 ～40歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1500円～ 賞与

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 新卒のみ
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 月給 20万円～ 賞与 有り
その他（福利厚生等） 私学共済・交通費

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 事務長・腰本 047‐377‐0851 kyouritu-youchien@hotmail.co.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
共立幼稚園 8:00～18:00 市川市新田４－１５－２７

フリガナ ガッコウホウジンバステトナカヤマ 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人ばすてとなかやま

mailto:kyouritu-youchien@hotmail.co.jp
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【すみれキッズアカデミ－】は、より高等な幼児教育とケアを提供するために、新しい仲間を募集いたします。あなたのスキルを子ど
に生かしてみませんか？詳細は当ホームぺ－ジでご確認ください。

「子どもが好きだから」という理由だけで、保育園を職場に選んでいませんか？
「自分の好きな事＝スキルを磨き、それを子ども達に届けたい」という意欲が有る方を探しています。
現在も、「英語が好き」「ダンスが好き」「生き物が好き」「自然が好き」「科学が好き」「パソコンが好き」etc様々な職員が活躍し
今後、音楽大学卒業見込みの方も入職予定です。
「英語が好きな方」「日本文化が好きな方」「食べる事が好きな方」「外国人の親子の力になりたい」その他、「ライフワーク」を見
方のご応募をお待ちしております。

借り上げ宿舎　75,000円迄/月無料入居（R2.10.1現在）
給与（諸手当含む）　210,000
処遇改善手当１　　　  20,000
年齢給・継続給     500～50,000
処遇改善Ⅱ           ０～40,000
交通費（宿舎を利用しない方）全額支給
就業支援金　200,000円（入社後、2年間勤務の後は返済不要）　　　＊市川市の他に園独自で支援金を

① ②

① ②

① ②

フリガナ ユウゲンガイシャ　ビセイ 施設
類型 保育所法人名 有限会社　美星

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
すみれキッズアカデミ－ 7:15～19:15 千葉県市川市宝1-10-21

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 ナジャフィ　里見 047-359-4972 sumirekids_office@yahoo.co.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 230,000 賞与 有り
その他（福利厚生等） 社会保険、雇用保険、労災保険、育休産休、昇給、賞与、有給

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

mailto:sumirekids_office@yahoo.co.jp
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日出学園は、幼稚園から小学校、中学校高等学校まである一貫教育の学園です

昭和9年創立、市川市菅野の地で85年以上家庭的な雰囲気を大切にした保育を行なってきました。

現在園児は約100名、自由な遊びを基本とした子どもらしい生活を送りながら、小学校以上の
学びの基盤を作っていっています。

・預かり保育は朝8時から、放課後は18時まで、非常勤・パートの先生に担当していただいています。
・週に2回の給食弁当を実施、週3回は手作り弁当持参、通園バスはありません。
・勤務時間は（正職員）8時から17時、働き方改革実施し、残業は1学期に1日程度です。
・学校なので、行事の日やPTAなどでの土曜出勤が月に1回程度あります。

① ②

① ②

① ②

フリガナ ガッコウホウジン　ヒノデガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人　日出学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
日出学園幼稚園 菅野２－２１－１２

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 鍜治礼子（園長） 047-322-4012 y-enchou@hinode.ed.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

給与 月給 215,000円 ～ 250,800円 賞与 有り 4.9月（2020年度実績）

その他（福利厚生等） 土曜勤務年14日、年間休日119日、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有

求人
②

募集状況 R2年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,250円 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

その他（福利厚生等）

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

mailto:y-enchou@hinode.ed.jp
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株式会社FIVE・T
○企業理念…「一緒に」Thogether ○保育理念「５つのこころを育てましょう」

1.共に行動し 　　　☆どんなときでもがんばるこころ
2.共に考え 　　　☆だれにでもおもいやりをもつこころ
3.共に悩み 　　　☆ゆめをもってちょうせんするこころ
4.共に笑い 　　　☆ひとをゆるせるやさしいこころ
5.一緒に幸せをつかむ 　　　☆ありがとうとかんしゃするこころ

　私たちはこの理念のもとにすべてを考え、行動することを基盤としています。
お日様の光、雨や風、全ての自然が私たちを優しく包んでくれています。そんな当たり前の毎日に「ありがとう」と
感謝の気持ちをもって生活していく。そんな気持ちを育てていきたいと考えております。そんな気持ちを育てていきたいと考えており

行徳ゆめの木保育園
子どもの思いを大切にし、温かい環境の中で、子ども一人ひとりの心に寄り添った保育を心がけております。また、子どももそこで働
もみんなが笑顔で過ごせる園づくりを目指しています。ゆめの木で私たちと一緒に、子どもの成長を喜び合っていきましょう。

第2ゆめの木保育園
2019年4月にオープンしたばかりの新しく、きれいな認可保育園です。子どもたちに寄り添う保育はもちろん、天気の良い日には
思いっきり体を動かして遊び、楽しみをもって保育をしていけるよう心がけています。

ナーサリーゆめの木平田
定員が19名の小規模保育園。少人数だからこそ透明感のある保育を目指しています。人としての基礎となるこの未満児の時期
関りを持ち、かわいい笑顔とアットホームな雰囲気の中でのびのびとした保育をしていきませんか？”子どものために”の志をもって
一緒に働いていただける方を募集しております。

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 5人 募集年齢

その他（福利厚生等） 福利厚生（テーマパーク割引チケット）※栄養士・調理員も募集中
給与 時給 1300円～ 賞与 無し

上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

1~3ヶ月

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 福利厚生（テーマパーク割引チケット、旅行研修補助金制度）

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 5人

給与 月給 基本給190,000円～（その他の諸手当あり） 賞与 有り

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 4人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 基本給190,000円～（その他の諸手当あり） 賞与 有り 1ヶ月～3ヶ月
その他（福利厚生等） 福利厚生（テーマパーク割引チケット、旅行研修補助金制度）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 淡川 047-711-2925 y.awakawa@fivet.co.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
行徳ゆめの木保育園 7:00～20：00 市川市湊2-9メゾンド宇田川1階
第2行徳ゆめの木保育園 7:00～20：00 市川市行徳駅前2丁目8-9臼井ビル2階

フリガナ カブシキガイシャﾌｧｲﾌﾞﾃｨ 施設
類型 保育所　小規模保育事業法人名 株式会社FIVE・T

ナーサリーゆめの木平田 7:00～20：00 市川市平田2丁目5-4ｼﾞｪｲﾜｲｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾙ2階

mailto:y.awakawa@fivet.co.jp
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こんにちは😊😊

社会福祉法人福治会(ふくじかい)です。

～職員は、すべての時間を子どもたちと接しよう

そのためには、行事を最小限にして子どもたちと自由に遊ぼう～

をモットーに掲げています。

福治会のテーマは、「笑」

・・・↗という理事長の教えの元、楽しいことを見つけながら、子どもも大人も毎日楽しく保育園生活を送っています♪

子どもの日々の成長をじっくりと見守る事ができるのが、わが法人の魅力。

のんびりした生活を送れる保育園で一緒に働きませんか？

一度、見学に来てください☺

首をながーーーーーくしてお待ちしてます♬

＊来年度の最新の募集状況については、お電話にてお問い合わせください♪

① ②

① ②

① ②

フリガナ シャカイフクシホウジン　フクジカイ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人　福治会

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
わたぐも保育園 7:15~19:15 市川市原木2-10-13
うみかぜ保育園 7:15~19:15 市川市原木1-15-24

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 わたぐも保育園園長　福田　治紀 047-328-2562 umikaze.hal@gmail.com

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 募集年齢 新卒のみ
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 短大卒:204,764円～/4大卒:227,828円～ 賞与 有り 年2回　合計4.4カ月

（令和元年度実績）

その他（福利厚生等） 週休2日制・夏季休暇(5日間)・産前産後休暇・育児休暇

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,200円 賞与

募集年齢
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 週3日・4h～応相談、早遅番・土曜日勤務できる方大歓迎‼

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

笑いがなければ

保育じゃないじゃろ！
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① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 〜60歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等） 交通費⽀給、社会保険完備

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 2⼈

給与 時給 1,100円〜 賞与 無し

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 〜40歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

給与 ⽉給 240,000円〜 賞与 有り 昨年度実績　2.0ヵ⽉
その他（福利厚⽣等） 交通費⽀給、社会保険完備、借り上げ社宅制度

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 本部採⽤担当︓堀⽥ 047-702-8900 hotta@soramame-kids.jp

施設名称 開園時間 住所
そらまめ保育園　市川駅前 7︓00〜21︓00 市川市市川南1-9-29
そらまめ保育園　市川⼤野 7︓00〜20︓00 市川市奉免町116-2

誕生日月には、好きな日にお休みが取得できます！

＊有給休暇　取得率100％＊
＊借り上げ社宅制度あり＊
　　好きな物件を借り上げ住宅にできます。

子育ての悩みは、子どもの成長と同じで無限大です。
そんな時に子どもや保護者に寄り添い共に成長していくことを大事にしてます。

＊職員の業務効率化を図り、 ICTシステムを導入！！
ChildCareSystemを導入し、保育園を運営する上で必要となる項目を

コンピューターで一括管理し、保育士の事務作業等に割く時間を削減しています。

＊年間休日121日＊

～空に向かって高くぐんぐんのびていく、
　　　　　　　　　　　　　　　　　そらまめのように～

フリガナ カブシキガイシャ　ブルーム 施設
類型 保育所法⼈名 株式会社 ブルーム

市川市内
施設情報

第25回 千葉県元気印企業大賞 特別賞 受賞！！

ご年齢・経験問わず

大歓迎です！！

市川大野園

市川駅前園
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① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等） 週2⽇、１⽇3時間から可能・交通費⽀給

求⼈
②

募集状況 R2年度 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 3⼈

給与 時給 1,120~1,800円 賞与 無し

求⼈
①

募集状況 R2年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 3⼈ 募集年齢 〜60歳
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠
給与 ⽉給 243,000~265,000円 賞与 有り 2ヶ⽉前後
その他（福利厚⽣等） 週休2⽇制・シフト制・産休育休制度・夏季年末年始休暇・借り上げ社宅制度

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 施設⻑　村上雅代 047-711-3381 myoden@poppins.co.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ポピンズナーサリースクール妙典 7︓30〜20︓30 市川市妙典4－4－27妙典センタービル2階

フリガナ カブシキガイシャ　ポピンズ　 施設
類型 保育所法⼈名 株式会社　ポピンズ

ポピンズナーサリースクール妙典

【お⼦様の定員】９０名
【住所】千葉県市川市妙典４丁⽬４番２７号
妙典センタービル２Ｆ
【開園⽇】 ⽉〜⼟
【開園時間】 7:30~20:30（延⻑含む）

🌼 妙典駅から徒歩1分の場所にあります

詳しくはポピンズまでお

問い合わせください！
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法人ＰＲ欄令和3年4月より幼保連携型認定こども園　鬼高幼稚園（仮称）へ移行する予定です。
　　　　　　　　　　　　　【幼保連携型認定こども園　鬼高幼稚園（仮称）の概要】

【所　在　地】千葉県市川市鬼高3-14-18　ＪＲ下総中山徒歩12分
【予定対象児】１歳児（12名）、２歳児（12名）、満3歳児（15名）3～5歳児（1８0名）
　　　　　　　　　※1号児135名、2号児60名、3号児24名
【予定開園時間】午前７時３０分～午後６時３０分（早番・中番・遅番シフト勤務体制）
【職員体制】理事長１名、園長1名、副園長1名、教諭１２名、教諭補助６名、事務2名、バス運転普1名
　　　　　　　　※その他に体育指導講師2名、音楽指導講師1名、陶芸指導講師1名
【クラス編成・在園児数】※（　）内は担任数　　　※令和２年10月1日現在
5歳児：54名　　まつ27名（1）・た　け27名（1）＋　学年補助１名
4歳児：57名　　もも29名（1）・さくら28名（1）＋　各クラス補助１名
3歳児：57名　　うめ28名（1）・あんず29名（1）＋　各クラス補助２名
【仕事内容】
1年目の先生の主な仕事は、クラスの副担任としての補助になります。また、状況によってはバスの添乗や預かり保育を行うこともあります。
その他の仕事として、当番業務、園内の清掃などがあります。子ども一人ひとりの個性を大切にしながら、集団の成長を促し人的・物的な
望ましい保育環境を整え健全な発達、成長を助長し保育を行います。ぜひ、裸足になって子ども達と園庭で思いっきり泥んこ遊びを
楽しんでください。きっと子ども達の成長の早さに驚かされたり、感動させられたり、子ども達から沢山のことを学び癒される毎日でしょう。
【職場環境】
明るく元気で暖かみのある教職員が毎日熱心に指導しています。新卒から就園した20代の先生から子育て中の30代、40代の先生と
幅広い先生が活躍中です。職員が一丸となって意見を出し合いながら、より良い保育、園づくりに向けて奮闘しています。
新園舎を建築中ですので、新たな環境で保育を実践することができます。
【幼稚園への就職を考えている学生へのメッセージ】
子ども達は、保育者が心を込めて触れ合えば必ずその愛情に応えてくれます。
一生懸命育んだこども達が立派に成長し卒園する時の感動は、この仕事でしか　味わえない充実感があります。みなさんが学んだことを
鬼高幼稚園で一緒に活かしてみませんか。気楽に園見学等、遊びに来てください！

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） シフトローテーション、夏季・冬季・春季休暇あり、私学共済（年金・保険）、雇用、労災、退職金制度あり

給与 月給 学園規定による 賞与 有り

～40歳
募集職種 事務員 必要資格

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

その他（福利厚生等） シフトローテーション、雇用、労災

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 学園規定による 賞与 無し

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 新卒のみ
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士
給与 月給 学園規定による 賞与 有り
その他（福利厚生等） シフトローテーション、夏季・冬季・春季休暇あり、私学共済（年金・保険）、雇用、労災、退職金制度あり

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 渕岡 047-370-6583 t-fuchioka@onitaka.ed.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
幼保連携型認定こども園　鬼高幼稚園（仮称） 7:30~18:30 市川市鬼高3-14-18

フリガナ ガッコウホウジン　ホリウチガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人堀内学園

mailto:t-fuchioka@onitaka.ed.jp
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 木々に囲まれ、豊かな自然に恵まれた広い園庭で、園児たちが自主性・主体性をもって、のびのびと遊ぶことを大切にし、

への成長の手助けをしています。
 宮沢賢治の 『 雨ニモマケズ 』の詩のような心、仏さまの心を幼子の中に育んでいきたいと思っております。

〇 年中児および年長児は縦割りのクラス編成をしています。  
・異年齢同士での育ちの機会を設け、関わり合いを大切にしています。

・各クラスの担任を中心に複数のフリー教諭で保育を行います。

　クラスの垣根にとらわれることなく、連携しながら全園児と関わります。

〇 年間を通じて仏教に関連した行事があります。

・週始めにはお寺にお参りに行きます。

園庭のソメイヨシノ

　        園庭の様子（手作りのこいのぼりの下で）

① ②

① ②

① ②

よくわかり気 はやさしくて 力のある人（子）

フリガナ 施設
類型 幼稚園法人名

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
真間山幼稚園 7:30～18：30 真間４－９－１

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 小平 047-371-7251 mail@mamasan.ed.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 新卒のみ
募集職種 幼稚園教諭 資格要件 幼稚園教諭

給与 月給 210,600～213,840 賞与 有り 4.05月（元年度実績）
その他（福利厚生等） 週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 210,600～ 賞与 有り 4.05月（元年度実績）

募集年齢 ～40歳
募集職種 幼稚園教諭 資格要件 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有

真間山幼稚園 HP 　　　　　　　

　https://mamasan.ed.jp/

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

mailto:mail@mamasan.ed.jp
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この太線枠内に自由に記載してください。

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 Ｒ2年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） 労働条件により該当する保険に加入、東京ディズニーランド割引チケット利用他

給与 時給 1,020円 賞与 無し

～60歳
募集職種 保育士 必要資格

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 社会保険加入、東京ディズニーランド割引チケット利用、各種休暇制度あり　他

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,600円（シフト勤務） 賞与 無し

求人
①

募集状況 Ｒ2年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 240,000円～300,000円 賞与 有り 年3回
その他（福利厚生等） 有給休暇の他、夏期休暇・産休及び育休休暇、年末年始等の休暇あり　　東京ディズニーランド割引チケット利用券　宿舎借上げ制度　

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 園長　　松川　加代 047（396）2980 tusbasa-enchou@silk.ocn.ne.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
つばさ保育園 7:00～20:00 市川市南行徳3-12-12

～17:30（土曜）

フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏﾙｾﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 施設
類型 保育所法人名 株式会社丸善コーポレーション

家庭的なあたたかい保育園です！

南向きの保育室は陽当たり最高！☀

子ども達と季節の花や野菜を一緒に植えて大切に

育てています。♪

園庭の他にも、徒歩1分の所に大きな公園がある

遊び場も充実した保育園です。

職員は優しい性格の先生が多く、年齢は20代から

60代の幅広い年代の職員が活躍しています。💪💪

☆宿舎借り上げ制度、賞与などの充実待遇
毎月上限75,000円の宿舎借り上げ制度をうけることができます。

年3回賞与、テーマパーク割引チケット利用、有給休暇の他

に夏期休暇など充実待遇。

☆年間で残業時間はゼロ！
持ち帰って書類を書くこともありません!日々の業務内で常に

見直しや、皆で協力をする体制ができているので、ゆとりを持

って働けます。だからスタッフ定着率高◎

楽しみながら保育をしています。 保育園に遊びにきながら、見学にいらしてくださいねー❕

mailto:tusbasa-enchou@silk.ocn.ne.jp
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① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） 社会保険完備、昼食無料、インフルエンザ予防接種、完全週休2日、有給休暇など
給与 月給 200,000円～ 賞与 有り 3か月～

～40歳
募集職種 栄養士 必要資格 栄養士

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 該当者は社会保険完備、昼食無料、インフルエンザ予防接種など

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1,200円～ 賞与 無し

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 3人 募集年齢 ～50歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 220,000円～ 賞与 有り 3か月～
その他（福利厚生等） 社会保険完備、昼食無料、インフルエンザ予防接種、完全週休2日、有給休暇など

7:15~20:00 市川市市川南3-3-10

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 椎名久紀 080-3415-4173 info@mirai-ku.com

              http://www.mirai-ku.com/

株式会社未来育は、育脳保育園「みらいっぽ」を運営しています。育脳とは先取り教育をするわけではありません。子どもたち
が輝かしい未来を引き寄せるために大切な力となる「集中力」「自己抑制力」「コミュニケーション」「やり遂げる力」などの「非認
知能力」を育んでいきます。育むために大切なことは、「遊び」と「運動」を中心とした保育のなかで「考えること」を大切にするこ
と、そして食育を通して丈夫で健康な身体を作ることと考えています。

2021年4月に市川駅南口（徒歩5分）に
小規模保育園「市川南（仮称）」をオープン！
子どもたちの笑顔あふれる未来への大きな⼀歩
となれるような保育園を目指します。
今回はその新規園の求人募集です。

当法人では子どもの育ちと共に、職員のワークライフバランスもしっかり考え、「働きやすさ」「保育へのやりがい」の2つが共存し
た環境づくりを⾏なっています。職員が業務に追われていては、よりよい保育の実現は叶いません。職員間のコミュニケーション
を大切にし、事務作業や⾏事の準備も⼯夫しながら効率的・協力的に⾏うことで
残業を減らし、先生⼀人ひとりの負担を軽減しています。また、年間休日120日
以上・完全週休2日制・有給消化を推奨するなどお休みもしっかりとれる好環境
にし、⽴場や年齢に関係なく、すべての⽅が心にゆとりを持って、気持ちよく仕事に
向き合える環境に取り組んでいます。

フリガナ カブシキカイシャミライク 施設
類型 小規模保育事業法人名 株式会社未来育

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
育脳保育園みらいっぽ（企業主導型） 7:15~21:00 市川市八幡3-8-19
育脳保育園みらいっぽ　市川南（小規模保育）

mailto:info@mirai-ku.com
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① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 有給休暇制度有り、年末年始、⽇・祝⽇休、勤務時間要相談

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,200円～ 賞与 無し

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 230,000円～ 賞与 有り
その他（福利厚生等） 社会保険　　雇用保険　　労災　　厚生年金  退職金制度あり 

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 仲村聖子 047-321-6310 info@minna-no-hoikuen.ne.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
デイジー保育園・市川市大和田 7:30～19:00 大和田４丁目８番７号

フリガナ カブシキカイシャミンナノホイクエン 施設
類型 保育所法人名 株式会社みんなの保育園

https://minna-no-
hoikuen.jp/recruit/ichikawa

正規職員情報
https://minna-no-
hoikuen.jp/recruit/ichikawa

非常勤・パート情報

mailto:info@minna-no-hoikuen.ne.jp
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・7交代勤務で、残業が殆どありません

① ②

① ②

① ②求⼈
③

募集状況 雇⽤形態 募集⼈数 募集年齢

その他（福利厚⽣等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

その他（福利厚⽣等）

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 2⼈

給与 時給 １２００円 賞与 無し

求⼈
①

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 3⼈ 募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠
給与 ⽉給 200,000〜220,000 賞与 有り 4.5⽉（31年度実績）
その他（福利厚⽣等） シフトローテーション（週４０時間勤務）、有休、産休、育児、⼦どもの看護休暇、介護休暇　有り

７︓００〜１９︓００ 市川市東国分１－２１－２２

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 園⻑　⼩島 ０４７－３７３－１６５９

・保育⼠の年齢も様々なので、困ったときには相談に乗ってもらったり、とても良い関係だと思います。また、年齢に関係なく
意⾒が⾔い合え、よりよい保育が⾏えるようにみんなで努⼒いています

・市川市の北⻄部に位置し⾃然環境にとても恵まれている、この地で開園以来、保護者のニーズに応えられるよう努めてきました。

・経験豊富なベテランから若くてやる気満々の新⼈と、職員構成は幅広く出産、育児を経験した職員も多く⻑く勤められる職場です。

・⾚ちゃんからお年寄りまでが、同じ屋根の下で⽣活をしています。
共に触れ合い、話し合い⾃然な交流を⼤切にしています。
（デイサービスとの複合施設）

フリガナ 施設
類型 保育所法⼈名 社会福祉法⼈　むつみ会

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
つくし保育園
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保育園の目の前には広々とした公園があり、赤ちゃんクラスから、毎日散歩に出掛けていきます。

その公園で『夕涼み会』『運動会』など年に何回か行事を行っています。

3.4.5歳児クラスは『英会話』『運動遊び』『スイミング』を専門講師・指導員から受けています。

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 205,100～ 賞与 有り 入社2年目より　年2回
その他（福利厚生等） 社会保険・労働保険・厚生年金・労災保険加入、シフトローテーション、年末年始休暇有、産育休制度有

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 吉鶴 047-359-0635 apple-nursery-gyotoku＠kanto.me

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
アップルナースリー保育園 7：00～20：00 千葉県市川市相之川4-3-1  パークサイド南行徳1F

フリガナ ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾓｯｸﾓｯｸ 施設
類型 保育所法人名 有限会社もっくもっく
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【いなほ幼稚園の教育理念】
　いなほ幼稚園では、遊びが子どもたちにとって一つの学習であるという考えで保育を行っています。
幼児期に遊びなどを通して身についたことは、大人になってもなかなか忘れません。知識など年齢
以上のことを教え込むよりも、人間形成の基礎、基本となる考え方、行動を学ぶことが大切です。
友達や先生と様々な環境の下で楽しく遊びを体験することで、子どもたちの創造性・感性・思考
力などが育ち、知識も増え、社会性も身に付くと考えます。

【いなほ幼稚園の特徴】
　保育室では体験できない園独自の充実した『工作室【粘土・木工作】』、『お茶室』、『プラネタリウム』、『Kids Garden
（調理スペース・果樹園・畑・ザリガニ釣りの池）』、などの施設や、園独自に研究製作した園庭を走る汽車『いなほ号』、
『科学遊び教材』、『園長の手作り木のおもちゃ』など、子どもたちが毎日刺激的で楽しい生活が送れるような設備環境が
あり何でも自ら体験し学ぶことを大切にしています。その教育方法は地域の方々だけでなく、ＴＶや新聞などのメディアにも
度々特集されています。

【職場環境】
　保育を担当する先生は２０代が中心と若く職員の数も多くないため、明るく元気
に伸び伸びと教育について話し合い、密な連絡、協力体制が取れ、仲良く楽しんで
仕事をしています。また、園長や副園長が常に新しいことを考え取り入れる園です
ので、先生も失敗を恐れずに自分のやりたい保育を次々と考案・実践し、チャレンジ
を繰り返し、経験・体験しながら少しずつ自信をつけて成長できます。

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 週休２日制、夏季及び年末年始、春季休暇有

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,200円 賞与

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

給与 月給 211,000円～220,000円 賞与 有り 3.85ヶ月（元年度実績）

その他（福利厚生等） 週休２日制、夏季及び年末年始、春季休暇有

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 事務長・山﨑 047-373-2201

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
いなほ幼稚園 8：00～17：30 国分３－４－１２

フリガナ ガッコウホウジン　ヤマザキガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人　山崎学園
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① ②

① ②

① ②

教育理念とし、日々努力しています。

自然がいっぱいの、わかたけ幼稚園

一人一人を大切に！
子どもたちの育ちに必要な最良の環境を整え、

一人一人を大切に保育を促すプログラムを実施しています。

求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 3人 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 時給 1050円から1200円 賞与 無し

～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

4月から4.4月

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 私学共済・労災・退職金財団・雇用保険

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 3人

給与 月給 各種手当込み23.5万 賞与 有り

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士
給与 月給 短大卒22万、大卒22.5万 賞与 有り 年2回4.2月から4.4月
その他（福利厚生等） 私学共済・労災・退職金財団・雇用保険

wakatakeわんぱくgarden 7:30～18：30 市川市北方町４－１８００－１３

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 櫻庭公子 ０４７－３３８－１６６１ wakatake_0405@yahoo.co.jp

子どもたちの、笑顔に出会いたい方、待ってま～す。

地域社会と連携し、子どもたちの健やかな成長を手助けすることを

フリガナ ガッコウホウジンユアサガクエン 施設
類型 幼稚園　小規模保育事業法人名 学校法人ユアサ学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
わかたけ幼稚園 9:00～14:00 市川市北方町４－１７９８

mailto:wakatake_0405@yahoo.co.jp
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① ②

① ②

① ②

千葉県富津市に法⼈の研修施設、保養所があり、保育園職員や家族が格安で利⽤することができます。

求⼈
③

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈ 募集年齢

その他（福利厚⽣等）

給与 ⽉給 ２５５,６１２円〜（経験年数による） 賞与 有り ４．5ヶ⽉分

〜60歳

募集職種 看護師 必要資格 看護師

４．5ヶ⽉分

募集年齢 〜60歳

募集職種 調理員 必要資格 栄養⼠

その他（福利厚⽣等）

求⼈
②

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈

給与 ⽉給 ２０９,６８８円（⼤卒） 賞与 有り

求⼈
①

募集状況 R3年度 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 2⼈ 募集年齢 〜60歳

募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

給与 ⽉給 ２４１,７３２円（⼤卒） 賞与 有り ４．5ヶ⽉分

その他（福利厚⽣等）

7:00〜20︓00 市川市市川南4-1-15
施設⾒学 可

問合先
担当者名 電話番号 メールアドレス

施設体験 可 齋藤  武 047-322-3363 bcb14607@nifty.com

社会福祉法⼈ユーカリ福祉会は、市川市内に２園の保育園を運営し、どちらもJR市川駅から徒歩７分程度の場所にあります。以前
は市川市の公⽴保育園で指定管理者制度により⺠営化された保育園で、どちらの園も園庭があり、四季を感じられる保育環境を⼤
切にしています。江⼾川の⼟⼿からも近く、お散歩に出掛け 地域との交流も積極的に⾏っています。産休明けの児童から受け⼊れ、乳
児、未満児保育も充実しており ⽉齢だけではなく、その⼦の成⻑や発達に寄り添いながら丁寧に保育をしています。⾷事はアレルギーフ
リーの献⽴を独⾃で考案し、アレルギーをもつ児童もみんなと同じ⾷事が⾷べられるように配慮されています。  また、各園には看護師が
常駐しており、園児が保育中に体調を崩しても保育⼠だけではなく、看護師や園医と連携を図りながら 適切に対応することができます。
職員の研修も充実しており、園内研修や園外の研修にも参加し、保育園の仕事に不安なく慣れていけるように進めていきます。 ⼦ども
たちも⼀⼈ひとりが輝く個性を⼤切に保育をしていきますが、保育園職員も輝き働きがいのある職場になるように職員と保護者、地域が
⼀つになって⼦どもたちを⽀えています。
【給与についての詳細】
初任給（保育⼠）    ２４１、７３２円（固定⼿当を含む）＊（４年制⼤学卒業の場合）
固定⼿当調整⼿当（地域⼿当）基本給の１２％（４年制２２、６０８円）固定⼿当特殊勤務⼿当
基本給の４％（４年制７，５３６円）
固定⼿当千葉県⼿当１０,０００円
固定⼿当処遇改善⼿当    基本給の7％（４年制１３，１８８円）
奨学⾦⼀部補助⼿当（上限）１４０万円                ・通勤⼿当て限度額１ヶ⽉１５０，０００円
保育⼠宿舎借上げ制度（上限）７５、０００円
扶養⼿当    配偶者１５、０００円    ⼦ども（１⼈）１０、０００円
保育⼠新⽣活準備資⾦助成制度（上限）１００、０００円
【複利厚⽣についての詳細】
・有給休暇以外に毎年３⽇夏休みあり    ・新⼊職員特別休暇３⽇を付与
・結婚休暇７⽇間、出産・育児休業制度、介護休業制度    ・エプロン、ジャージ等の貸与
・結婚祝い⾦１０,０００円・家族や友⼈と法⼈の保養所を利⽤することができます                                         　　     　　     ・奨
学⾦⼀部返済制度　奨学⾦総額７００万円を限度額して２０%相当額を分割で⽀給

フリガナ シャカイフクシホウジンユーカリフクシカイ 施設
類型

保育所
法⼈名 社会福祉法⼈ユーカリ福祉会

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
市川保育園 7:00〜20︓00 市川市市川2-24-12

市川南保育園



定員
200

法人ＰＲ欄

子どもの主体性を大切にし、遊び中心の保育をおこなっています。
子どもにとって相応しい環境を用意し、ひとりひとりを丁寧にみとり、援助していくお仕事を　　　　　　　　　　　　　　　　　
一緒にしませんか。
詳しくはホームページをご覧ください。

① ②

① ②

① ②

フリガナ がっこうほうじん　よしだがくえん 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人　由田学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
富貴島幼稚園 8:00〜1８:０0 八幡６−１２−１２

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 由田由佳理 047-334-4860 fukishima@kfz.biglobe.ne.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人 募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 月給 212,000 賞与 有り 年　４.２ヶ月(R2年度実績）

その他（福利厚生等） 週休2日制、夏季・年末年始・学年末休暇有、産育休制度有

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,000円〜 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 週休2日制、夏季・年末年始・学年末休暇有、産育休制度有

求人

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢
募集職種 必要資格



③
その他（福利厚生等）
給与 賞与
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① ②

① ②

① ②

１．新しい時代に求められる保育施設は（子ども子育て支援新制度の保育施設）
従来の私学助成園では、幼稚園はたくさんの園児を集め、最低限の先生で保育をすることを経営モデルとしてきました。
しかしながら子ども子育て支援新制度が始まり、先生の数に園児数を合わせていく保育施設が新しい時代の保育施設となりました。適正
な園児数に手厚い先生の配置（複数担任・フリー職員のチーム保育サポート）。時代は変わります！
宮久保幼稚園・宮久保幼稚園０１２は子ども子育て支援新制度に移行した新しい時代の保育施設です。適正な少人数の園児に対
して多数の先生が接することで質の高い保育を行うことを実践しています。「私はみやくぼファミリーの一員です。」と、胸を張って自分の仕事
に誇りを持てることができる場所が、みやくぼにはあります。みやくぼで共に成長していけるスタッフを募集しています。今、ONLINE WEB 就

職説明会を開催しています。https://miyakubo.jo へアクセスして、みやくぼのことを知って下さい！

２．宮久保幼稚園＆宮久保幼稚園０１２が求める人材は
子どもたちは皆さんをすぐに受け入れてくれます。
するとつたない字で「せんせいだいすき」という手紙を書いてくれるかもしれません。
この手紙の価値は人によって違います。何の価値もないと思う人も居れば、何ものにも代えられないほど価値のあるものだと思う人も居ま
す。私たちはこの手紙の価値のわかる人が宮久保幼稚園・宮久保幼稚園０１２には大切な人だと考えています。子どもが興味をもって
取り組むことや心の動きに寄り添い、肯定的に受け止めることができる人に来てほしいと思っています。
新規採用者だけでなく、経験者、異業種経験の方も歓迎です。一緒に新しい時代の幼児環境を創造しましょう！
お待ちしています。
本園では皆さんひとり一人とじっくりお話したうえで、選考を行う、人物重視の採用活動を行っています。まず初めにオンラインでゆっくりお話
しして、実際に園を見て下さい。そして採用試験（作文・実技【ピアノ＝得意な曲を1曲】）を受けて下さい。もしピアノが苦手と心配され
ている方は、心配ありません。教職員のためにピアノの先生が週１回レッスンをしています。ピアノが苦手で就職した人も心配なく保育がで
きるようになっています。先生を育てる。これも私たちの大事な仕事です。

フリガナ ガッコウホウジン　ヨシハラガクエン 施設
類型

幼稚園型・認定こども園
小規模保育事業法人名 学校法人吉原学園

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
宮久保幼稚園 7:30～18:30 宮久保６－７－２

宮久保幼稚園０１２ 7:30～18:30 宮久保６－７－２

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 吉原淑子 047-371-7320 miyakubo-kinder@pop14.odn.ne.jp

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～30歳
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士
給与 月給 短卒226,000～　大卒236,000～ 賞与 有り 年間4.５ヶ月+期末処遇改善賞与

その他（福利厚生等） 週休2日、夏季・冬季・春季合計で30日休暇、産育休・有休制度あり、私学共済組合加入

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1200円 賞与 有り １年以上勤務者期末賞与

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

その他（福利厚生等） 週休2日、日曜祭日休、年末年始休暇、夏期休暇あり、月160時間以上私学共済組合加入

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） 週休2日、日曜祭日休、年末年始休暇、夏期休暇あり
給与 時給 1200円 賞与 無し １年以上勤務者期末賞与

～40歳
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

ＱＲコード

ホームページへ

mailto:miyakubo-kinder@pop14.odn.ne.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ ゴウシガイシャ　ライフコミュニケーション 施設
類型 保育所　⼩規模保育事業法⼈名 合資会社　ライフコミュニケーション

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
童夢ガーデン市川 7:00 〜 20:00 市川南4-2-19
童夢ガーデン本⼋幡 7:00 〜 19:00 東菅野3-18-10 サンクレストマンション1F

施設⾒学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 不可 ⼩杉　知義 043-312-6310 kosugi@doumu-jidou.com

求⼈
①

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 3⼈ 募集年齢 上限無し
募集職種 保育⼠ 必要資格 保育⼠

給与 ⽉給 200,000~ 賞与 有り 2ヶ⽉
その他（福利厚⽣等） シフトローテーション、年末年始休暇有、産育休制度有、宿舎借上制度使⽤

求⼈
②

募集状況 随時 雇⽤形態 正規職員 募集⼈数 1⼈

給与 ⽉給 230,000〜 賞与 有り 2ヶ⽉

募集年齢 上限無し
募集職種 看護師 必要資格 看護師

その他（福利厚⽣等） シフトローテーション、年末年始休暇有、産育休制度有

求⼈
③

募集状況 随時 雇⽤形態 ⾮常勤・パート 募集⼈数 2⼈ 募集年齢

その他（福利厚⽣等） シフトローテーション、年末年始休暇有
給与 時給 950円〜 賞与 無し

上限無し
募集職種 調理員 必要資格 調理師

小規模保育事業所

童夢ガーデン本八幡

認可保育園

童夢ガーデン市川

子どもの気持ちに寄り添える方を募集しております♪

・産休・育休の取得率１００％ ・扶養内勤務も相談可

・グループ内の託児制度あります♪

・2年目以降に海外研修あり（GUAM）

童夢ガーデンの

ホームページは

こちらから♪

園紹介
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　へ　ようこそ！

① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキガイシャ　ライフプラザファイナンシャルデザイン 施設
類型 保育所法人名 株式会社　ライフプラザファイナンシャルデザイン

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
新田チャイルド保育園 7:30~19:00 市川市新田2-15-8
八幡チャイルド保育園 7:30~19:00 市川市八幡3-10-20

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 渋谷 047-318-3930 info@shinden-child.jp

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 10人以上 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 （大卒）215,000～経験による 賞与 有り 年2回（4か月以上）
その他（福利厚生等） 社会保険完備　年次有給休暇初年度10日（入社日による）年間休日約122日

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 230,000 賞与 有り 年2回（4か月以上）

募集年齢 上限無し
募集職種 栄養士 必要資格 栄養士

その他（福利厚生等） 社会保険完備　年次有給休暇初年度10日（入社日による）年間休日約122日

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢

その他（福利厚生等） 社会保険完備　年次有給休暇初年度10日（入社日による）年間休日約122日
給与 月給 200,000 賞与 有り 年2回（4か月以上）

上限無し
募集職種 調理員 必要資格

乳幼児が家庭生活から集団生活への第１歩を踏み出す
「初めてのせんせい」になりませんか。
我が園の自慢は和気あいあいの職員のチームワークです。
子どもの笑顔と一緒に楽しんで保育をし、
スマイルをふりそそいでいます。

ぴかぴか
新築の園舎

家賃補助
あり

中途新卒
可

残業
ほぼなし

mailto:info@shinden-child.jp
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法人ＰＲ欄
令和3年4月開園で市川市・本八幡駅徒歩２分の場所に、小規模保育事業所開園いたします

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等） 勤務時間応相談。業績により賞与あり。労働条件により各種保険付保
給与 時給 1,100円～ 賞与

上限無し
募集職種 栄養士 必要資格 栄養士

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 勤務時間応相談。業績により賞与あり。労働条件により各種保険付保

求人
②

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 3人

給与 時給 1,100円～ 賞与 無し

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 3人 募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給  210,000円 ～ 265,000円 賞与 有り 4.2ヵ月（令和1年度実績）

その他（福利厚生等） シフト制、週休2日、祝祭日・年末年始休、産育休制度、退職金制度、社会保険付保

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 石川 043-497-3941 kids-resort-chibadera@litos-and-company.co.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
Kids Resort MOTOYAWATA 7:00~20:00 市川市南八幡4-4-17

フリガナ ﾘﾄｽｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 施設
類型 小規模保育事業法人名 Litos&Company株式会社

法人代表が保育士で3児の母
千葉市内で小規模保育事業所
2園運営中(見学・体験可）

⇓

チームワーク重視
WLBを大切に！
長く働ける環境

⇓

・生きる力の基礎を育む
・第二の家として、安心安全で温か

い保育環境をつくる
・保育者、保護者、地域が協力し

子どもたちの成長を見守る
⇓

会社の特徴 職場の特徴

園の方針

・リゾートのような空間設計
・外の遊び場、クライミングウォー
ル等あり

⇓
子どもの楽しい・成長を大切に

園の特徴

mailto:kids-resort-chibadera@litos-and-company.co.jp
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法人ＰＲ欄

① ②

① ②

① ②求人

③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）

給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢

募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人

②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

求人

①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳

募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 224,200～ 賞与 有り 4.5カ月

その他（福利厚生等） シフトローテーション　週休2日制、夏季休暇及び年末年始休暇、産休育休、ユニフォーム有、住宅借上げ制度（上限75000）

施設見学 可
問合先

担当者名 電話番号 メールアドレス

施設体験 可 田中 047-396-2222 kamome@aisen.or.jp

市川市内

施設情報

施設名称 開園時間 住所

愛泉保育園 7：15～19：15 幸2-8-17

フリガナ ワコウフクシカイ
施設

類型
保育所

法人名 和孝福祉会

。

ＩＣＴ活用
事務業務

負担軽減

mailto:kamome@aisen.or.jp
mailto:kamome@aisen.or.jp
mailto:kamome@aisen.or.jp
mailto:kamome@aisen.or.jp
mailto:kamome@aisen.or.jp
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