
 
 
 
 

当日参加 

 (◎／×) 
番号 法人名 

◎ １ 社会福祉法⼈ 漆原清和会 

◎ ６ 学校法人 森学園 

◎ ７ 社会福祉法人 葵友会 

◎ 11 神奈川県社会福祉事業団 

◎ 14 株式会社 Berry 

◎ 22 株式会社 ポピンズ 

◎ 23 特定非営利活動法人 びーのびーの 

◎ 38 社会福祉法⼈ 春献美会 

◎ 39 有限会社 グランメール 

◎ 44 社会福祉法人 三篠会 

×  株式会社 コイシカワ 

×  社会福祉法人 さつき福祉会 

×  社会福祉法人 つくし会 

×  トライコーポレーション合同会社 

×  ヒューマンスターチャイルド株式会社 

   

令和 2 年 11 月 1 日(日)開催「横浜市保育士就職面接会」の参加法人と、残念なが
ら不参加となりましたが、求人を行っている法人のチラシの一覧です。 
（掲載内容は一部の法人のみとなります。） 
是非ご覧になって、横浜市の保育所の魅力を知ってください。 



 

 

社会福祉法人 漆原清和会 

相鉄線二俣川駅より徒歩 3分の通勤に便利な保育園です 

 

 

 

○ 令和 3年 4月採用（令和 3年 4月 1日開園） 

○ 定員：70人（1歳～2歳児 各 8人、3歳～5歳児 各 18人） 

○ 開園時間：平日 7：00～19：00  土曜 7：30～18：30 

○ 休園日：日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

※ 現在、旭ローズ保育園の隣に建設中です 

【お問い合わせ先】 

社会福祉法人 漆原清和会 

旭あじさい保育園 準備室 石川 

☎９５４－４８２２（旭ホーム内） 

旭ローズ保育園 園長 小高 

      ☎３６９－７２１１ 

 

私たちと一緒に新しい保育園を作っていきましょう 

 

○令和 3年 4月採用（採用日は前倒し可能） 

○定員：19人（0歳児 3人、1歳児 6人、2歳児 10人） 

○開園時間：平日 7：30～19：00  土曜 7：30～18：30 

○休園日：日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

 

 

少人数の落ち着いた中で保育することができます 





【社会福祉法人　葵友会】保育士就職面接会チラシ.pdf

http://kiyukai.or.jp/ohana_tsurumi/
http://kiyukai.or.jp/ohana_kaminagaya/

http://kiyukai.or.jp/ohana_tsurugamine/
http://kiyukai.or.jp/ohana_nippa/



 

 

正規雇用 有期雇用 計

男 162名 86名 248名

女 300名 247名 547名

計 462名 333名 795名

選考日時 お申込みいただいた応募者ごとに都合のよい日を調整いたします。

選考場所 法人本部・施設または横浜近郊（予定）　詳細は別途通知

コメント

 
　各施設、また法人についての詳細は、ホームページでもご案内しております。
　現在、求人サイトも公開中です。ぜひご覧ください。

　＜法人サイト＞　　　http://www.kanagawa-swc.com
　＜法人求人サイト＞　https://en-gage.net/kanagawa-swc_saiyo/

応募方法 自由応募　※電話（平日の午後5時30分まで）またはメールにて受け付けます。

提出書類 履歴書（選考日前日までに経営戦略室あてにご送付ください）

選考方法 作文及び面接

昇　給 年1回　4月（当法人給与規程に基づき、年齢給、経験給及び職能給を昇給）

退職金 あり（社会福祉施設職員等退職手当共済制度）

その他 社会保険完備、全国社会福祉事業団協議会年金制度に加入（企業年金）、借り上げ宿舎制度利用可能

初任給
203,000円以上（20歳・2年短大又は2年制専門学校卒・保育士・前歴なし・職務資格等調整手当・処遇改善等加算含む）

214,000円以上（22歳・大学卒・保育士・前歴なし・職務資格等調整手当・処遇改善等加算含む）

各種手当 扶養手当、住居手当（賃貸35,000円）、通勤手当、時間外手当等

賞　与 前年度実績 6月支給⇒1.8ヶ月 12月支給⇒2.0ヶ月（1年目：年間2.36ヵ月/2年目以降：3.8ヵ月）

　〇みなみひの保育園      横浜市港南区日野南3-13-1 TEL 045-831-7292

勤務時間 週40時間（変則勤務あり）

休　日
変形労働時間（1ヶ月単位の変形）　1ヶ月9～10日（土曜、日曜の他に1日）程度

年間120日　（その他　年次有給休暇、特別休暇あり）

勤務地
　〇屏風ヶ浦保育園      横浜市磯子区森6-3-33 TEL 045-761-3005

　〇屏風ゆめの森保育園      横浜市磯子区森5-2-２８ TEL 045-750-0611

保育園（保育士）10～１5名程度

資　格 保育士資格（取得見込者可）

入職時、次のいずれかの施設への配属を予定しています。

事
業
内
容

保育所、児童養護施設、児童家庭支援センター、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
高齢者デイサービスセンター、老人居宅介護等事業
（訪問）、老人短期入所事業、居宅介護支援事業、
地域包括支援センター、研修センター等の経営

従
業
員
数

（2019.４.1現在）

求
　
　
人
　
　
内
　
　
容

職　種 保育園スタッフ 採用年月日 2021年4月1日

募集人員

所
在
地

〒231-0003 交
　
通

横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」６番出口から徒歩３分

JR線・横浜市営地下鉄「関内駅」or「桜木町駅」から徒歩7分
横浜市中区北仲通3-33　神奈川県中小企業共済会館５階

連
絡
先

 電話：045（319）6895　　　FAX：045（319）6896　　　E-mail：honbu@kanagawa-swc.com

採用担当 経営戦略室　小田嶋（会社携帯：080-8704-7630）　

2021 年 度 　正　規　職　員　求　人　票
法
人
名

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ　ｶﾅｶﾞﾜｹﾝｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ 代
表
者

　理事長 設　立

社会福祉法人　神奈川県社会福祉事業団 河原　達也 昭和46年2月5日

神奈川県社会福祉事業団 
 

保育士就職面接会チラシ.Pdf 
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業

親と子のつどいの広場事業 おやこの広場びーのびーの
2000年4月開設。商店街の空き店舗を借り上げて子育て当事者が立ち上げた子育てひろば。利用者である会員やスタッフ、ボランティ
ア、地域の人たちと共に、子どもの遊びや育ちを見守り合えるひろば。子どもも大人も居心地の良い居場所づくりを目指して取り組む。
港北区篠原北1-2-18　TEL・FAX：045-439-7447
開館時間　月曜～金曜 9：30～15：30　第３水曜 12：00～15：30　
奇数月第３土曜 （マタニティソーイング10：00～12：00、ひろば12：30～15：30 ）
一時預かり 月曜～金曜 9：30～15：30

○横浜子育てサポートシステム港北区支部事務局
　子どもを預かってほしい人と預かる人をつなぎ、
　地域ぐるみでの子育て支援を目指す。
　TEL:045-547-6422　火曜～土曜 9:00～17:00

〒222-0037  横浜市港北区大倉山2-7-47シャトレ大倉山103
TEL：045-540-7422　FAX：045-883-7619
　Email : admin@bi-no.org

法人事務局　法人の総合窓口

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会事務局

地域で共に育ち合う子育て環境づくりを目指して。

http://www.bi-no.org/　

事
務
局

関
連
法
人

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

2020.8

人材育成
学生インターン（継続的に運営に関わる）
ひろば人事業（びーのびーのへの実習受け入れ）

港北区地域子育て支援拠点　どろっぷ
港北区地域子育て支援拠点サテライト　どろっぷサテライト

どろっぷ　港北区大倉山3-57-3　TEL：045-540-7420　FAX：045-540-7421 
どろっぷサテライト　港北区綱島東3-1-7　TEL：045-633-1078　FAX：045-633-1072
開館時間　火曜～土曜 9:30～16:00　隔月１回日曜開館あり（日曜開館の翌火曜は休館日）

○横浜市利用者支援事業横浜子育てパートナー
　どろっぷ、どろっぷサテライト両拠点に専任職員
　を配置し、相談を受け付けている。

広報
法人事業などの報告・紹介

○港北区子育て応援アプリ
　「ココアプリ」委託事業
毎週追加される子育てイベントや行政
からのお知らせを発信。

港北区地域子育て支援拠点委託事業。2006年3月開設。0歳～6歳が登録。横浜市次世代育成支援行動計画「かがやけ横浜子ど
もプラン」における1区に1つの支援拠点モデル事業として開設。７つの要綱（親子の居場所事業 /相談事業 /子育て情報の収集
発信事業 /ネットワーク事業 /人材育成事業 /横浜子育てサポートシステム港北区事務局運営事業 /利用者支援事業 横浜子育て
パートナー）を総合的に取り組むための拠点として運営。

〇任意団体・学会等の事務請負・コンサルティング事業
　・子どもと保育総合研究所事務局
　・子育てタクシー（一般社団法人全国子育てタクシー協会連携事業）
　　アドバイザー
　・子どもと家族支援研究センター（こもれび）事務局
　・国際校庭園庭連合日本支部事務局
〇人材育成
　・子育てと仕事両立体験研修事業「家族シミュレーション」

港北区大倉山2-7-47シャトレ大倉山103 
TEL：045-877-2156　FAX：045-883-7619
Email : kikaku@bi-no.org

〇出版・制作・企画事業
・「びーのびーの幼稚園・認定こども園・保育園ガイド」の制作・販売
・制作・企画
  各種制作（チラシ、冊子、パンフレット、動画など）、イベント実施、港北
区子育て応援マップ紙版「ココマップ」（横浜市港北区社会福祉協議会
委託事業）
・インターネット事業
  港北区子育て応援マップ「ココマップ」（ウェブサイト）の編集・制作・運
営（横浜市港北区社会福祉協議会委託事業）、トレッサ横浜ＨＰ内「と
れおんパーク」ブログ記事制作（株式会社トヨタオートモールクリエイト
委託事業）、HP制作
・書籍販売

入園前のお子さん（おおむね２歳、３歳）を
対象としたグループ保育。
○まんまーる大倉山
　港北区大倉山3-3-3-205　時間：9:30～13:00
　定員：月・火・水・木・金 各コース８名
　一時預かり（１歳～）、延長保育 実施
○まんまーる日吉
　港北区箕輪町２－７－６０－１B
　定員：火・金 各コース８名
問合せ：045-540-7422（法人事務局）

～ちいさなたねから大きく育つ～
定員：６０名（０歳児～５歳児）
生後57日より受付
開所時間：月曜～土曜 7:30～18:30
港北区師岡町846-1　TEL ： 045-515-0619

～散歩がてら立ち寄れるもう一つのおうち～
開所時間：月曜日～金曜日　9:30～15:00
「ごちそうさん食堂」 11:30～13:00
カフェ 10:00 ～ 15:00月・水曜 「のびのび会」（登録制）
火・木曜 「グループ預かりCOCOまーる」
各種講座、レンタルスペース等
港北区篠原町1077　TEL・FAX：045-716-9875
 Email : cocoshino@bi-no.org

グループ預かり まんまーる認可保育所 ちいさなたね保育園 地域福祉交流スペース COCOしのはら

横浜市産前産後ヘルパー派遣事業

子育てに対するセミナー・イベント・調査
等の実施
〇～みんなで夕食の会～
　　　　『たべ～る‟ば” 大倉山』

〒222-0037 横浜市港北区大倉山1-12-18　Ｆ.ラ・ポッシュ303
TEL：045-531-2888/045-546-9970　FAX：045-512-4971

ニッポン・アクティブライフ・クラブ東横浜　港福城プロジェクト
よこはま一万人子育てフォーラム　神奈川子ども未来ファンド
にっぽん子ども・子育て応援団　
よこはま地域子育て支援拠点ネットワーク　など

・企業から持ち込まれる協働、共創の案件や、 協働しての 取り組み

〇人材発掘・スキルアップに関すること　・学生コーディネートなど

〇子育て支援スペースCOCOひよし　
　Email :hiyoshi-coco@bi-no.org

月曜～金曜  9：00～17：00 
ＴＥＬ：045-633-1123

親子キッズスペース、グループ預かりまんまーる日吉、イベントスペー
スの提供、まちライブラリーなど

港北区箕輪町２－７－６０－１B（プラウドシティ日吉レジデンスⅠ内）
TEL：080-6609-4598

情報 r em i x

企業 r em i x

人材 r em i x

信頼 r em i x







末吉いづみ保育園
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目6-2
TEL：０４５－５７０－５１２５

「健康で明るい子に育てる」を保育目標に日々保育に邁進して
おり遠足などの園外保育もしています。また、東部病院と隣接
していることも緊急時における安心につながっています。

京町いづみ保育園
神奈川県川崎市川崎区京町3丁目26-1
TEL ： ０４４－３２２－３８１１

長期間保育（0歳から就学までの6年間）、一時保育、障害児
保育などの中で子どもたちの健やかな成長と保護者の就労
保障、地域の保育園としての役割を意識しながら、日々保育
に励んでいます。

青葉さくら保育園
東京都東村山市青葉町1丁目7-68
TEL：０４２－３９０－１１９０

屋内遊戯室、屋外園庭、屋上園庭などでの多様なあそびを通
じて、「創造性豊かな子の成長」を支援しています。敷地内にあ
る高齢者施設との交流もあり、最近では月1回、手話をまじえ
た手遊びにも力を入れています。

幸いづみ保育園
神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目149-3
TEL：０４４－５４２－５６９６

高齢者施設と併設しており、子どもたちとお年寄りとの
ふれあいを大切にしています。手話教育やお笑いを取り
入れた保育など、特色豊かな保育園です。

２０２１年３月に開設される高齢、障害複合型施設に職員のお
子様、地域の子ども達を保育する事業所内保育所がＯＰＥＮ！
０～２歳児までの定員１９名の小規模な保育園です。

それいゆ保育園
神奈川県川崎市麻生区細山1203
TEL：０４４－９５９-３００３

神奈川県川崎市宮前区水沢3丁目6-50

法人本部関東事務局 担当：近藤 啓太 山川 ひかり

Tel: 044-978-3366

mail： keita.kondo@misasakai.or.jp

mail： hikari.yamakawa@misasakai.or.jp

新卒学生積極採用中！

ソレイユ川崎の託児所が平成２７年７月に認可保育園として生ま
れ変わりました。園の周りは自然がいっぱい。医療的ケアが必要
な子どもの保育も行っています。小さくても中身はいっぱいの保
育園を目指します。

川崎日進町 事業所内保育所（仮称）
神奈川県川崎市川崎区区日進町5-1
TEL：お問い合わせは上記、関東事務局へ

2021.春

OPEN





緑と光あふれる保育の森 ♦株式会社Berry♦
横浜市認可保育所運営会社 ～全7園運営～

みなみ台保育園・みなみ台保育園アネックス
みもざ保育園・みもざ保育園アネックス・

もりの風保育園・もみの木保育園・ゆめの実保育園

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

緑とアートあふれる環境を活かし、
知性やからだを健やかに伸ばす保育や

異年齢保育による「育ち合いの保育」に取り組んでいます。

[お問合せ・お申込み先】

株式会社Berry
法人本部 人事課 加藤

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

長津田駅

国道246号線

くら寿司

コメダ珈琲●

●オーケーストア

●当社

JR横浜線 又は
東急田園都市線

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



荏田北保育園

保育士の事務負担を最小限に減らしているため残業は、ほぼありません。
紹介により就職となった場合は、紹介者・就職者へ奨励金を支給します。
有給休暇は100％消化可能です。
採用者は宮崎県串間市へ施設見学にご招待します。
詳細は面接時にお尋ねください。

給与など処遇はお問合せください。 勤務地：横浜市⻘葉区

採用：令和3年4月

所在地 横浜市⻘葉区荏⽥北３ー６ー１４
最寄り駅 東急⽥園都市線「江⽥駅」(徒歩５分)

園児定員 １２０名
開園時間 ７時から２０時
休園日 日曜祝日および年末年始

令和２年度中に就職希望の方もご連絡ください！
当法人の運営する施設(宮崎市、串間市)もしくは
荏田北保育園への出向など柔軟に対応いたします。

電話（０９８７）７２−５６１８（南さくら幼保連携型認定こども園直通）
または０８０ー８３６０−８６８３（採用担当者直通）
メール m-sakura@mnet.ne.jp 担当者：﨑村 尚子

令和３年４月から「横浜市 荏田北保育園」は
新しく社会福祉法人さつき福祉会が運営を開始します

新規 保育士募集‼

mailto:m-sakura@mnet.ne.jp


社会福祉法人つくし会 

   キッズビレッジつくし保育園 

住所 横浜市旭区笹野台 4-11-19 

TEL 045-360-6656 

 ✰ 60名定員のアットホームな園です。 

   子どもたちの笑顔が一杯です！ 

 ✰  令和 3 年度 職員募集 ！！ 

新人・ 中途採用可  3 名 

詳細は園までお問合せください。 

  

 



正社員
７：３０～２０：００（シフト制）
※土曜日は ～１９：００

休日は日・祝日・年末年始
※年間休日 １２０日以上

月１～３回程度、土曜日出勤あり
※平日に振替休あり

給与…詳細は面談にて
住宅借り上げ制度もあります！

鶴見区の小規模保育と認可保育所4園で同時募集しています。

パート
日数・時間は応相談
※ご希望の勤務条件を

まずはお問い合わせください！

給与…詳細は面談にて

見学だけでも大歓迎！

まずは下記までお問い合わせください

TEL： 045-710-0501（代表）

Ｅ-mail info-heart@dc5.so-net.ne.jp

横浜市鶴見区鶴見中央 1-9-17 採用担当

JR 線「鶴見駅」より徒歩 2分



保育士の先生（正社員・パート）募集中！

ヒューマンスターチャイルド株式会社

http://www.starchild.jp
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区

鶴屋町3-29-1 第6安田ﾋﾞﾙ5階

0120-066-619TEL

WEB

先生が輝ける保育園
それが輝く子どもたちの未来につながる

働きながら
無理なく

スキルアップ！

充実の
社内研修

認可保育園運営 横浜市18園 川崎市4園 さいたま市2園
2021年4月新園オープン！（仮）生麦ナーサリー/（仮）和田町ナーサリー/（仮）新丸子ナーサリー
※各園の募集状況はＨＰよりご確認ください。

キッズデザイン
賞受賞！

見て、触って、
香って。

木の保育園

仕事もプライ
ベートも充実！

月平均残業
5時間
※昨年実績

長く安心して働
いてほしい！

年間賞与
3.6 か月分
※昨年実績


	ヒューマンスターチャイルド株式会社求人チラシ　
	スライド番号 1

	ヒューマンスターチャイルド株式会社求人チラシ　
	スライド番号 1




