事業所 PR シート 29
作成日：令和

ホームページ URL

5 月 19 日

社会福祉法人健翔会 あいりす保育園

事業所設立

〒８４１－００１８ 佐賀県鳥栖市田代本町１３３６

従業員数

２３名

http://www.kensyoukai.or.jp/iris/iris/

勤務時間

７：００～１９：００（シフト制 8 時間勤務）

法人・事業所名
所在地

3年

平成２９年

４月

【事業内容】

【事業所の特徴・魅力】

★0 歳から就学前までの乳幼児を対象とした保育業務他

★開所 4 年目で園舎も新しい保育園です。あいりす保育園は、施設内に子育て

★定員７５名：延長保育・障害児保育・子育て支援事業実施

【休日休暇・福利厚生】
★年間休日数１２０日以上：マイカー通勤可：週休 2 日制（土曜週変勤務有：月 2 日程度）
★各種保険（雇用・労災・健康・厚生等）手当（通勤・住居・資格・処遇改善等）退職共済

支援センター「ありがとう」、放課後児童クラブ「にじのひろば」を併設しており、子育
て支援を幅広く対応できる施設になっております。
★乳児クラス（０～２歳）は担当制保育、幼児クラス（３～５歳）はたて割り
保育を実施しています。暖かい家庭的な雰囲気の中で、子どもたち、職員が過ご

★育児・介護休暇実績

しています。子どもたち一人ひとりにやさしく、大切に考えていくことはもちろんのこと

【こんな方を採用したい！】

ですが職員も安心して保育、生活が出来るよう心がけています。

★失敗しても大丈夫！と思える方！
あいりす保育園で多くのことを経験し、子どもたちと一緒に学び成長しましょう！

【先輩より一言！！】
★残業、持ち帰り仕事もほとんどなく、子どもたち一人ひとりに向き合える時
間が多くとれる職場です。： 保育士 3 年目
★子どもたちとしっかりと信頼関係が築け、成長発達に合わせた関わりのでき
る保育園です。：保育士 4 年目

★若手が多い保育園ですので、共に保育を学び合いましょう！
男性保育士も複数名在籍
★随時問い合わせ、見学受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

～佐賀県保育士・保育所支援センター～

事業所ＰＲシート 30
作成日：令和 ３年 ５ 月 ２０ 日

法人・事業所名

社会福祉法人 和貴福祉会 かなさ保育園

事業所設立

所在地

佐賀県鳥栖市山浦町字乗目 1434-1

従業員数

http://www.kanasa-tosu.com/

勤務時間

ホームページ URL

平成２９年

４月

２４名
7:00～19:00 の間でシフト制

【事業内容】

【事業所の特徴・魅力】

・定員数…80 名
・保育理念…よく遊び（体験・学習）、よく食べ、よく眠る
自分の可能性を信じみんなを愛しむ

・特色…①体育遊び②漢字遊び③立腰教育④食育教育⑤睡眠相談⑥報恩教育
子ども達と一緒に楽しみながら、日頃の保育等を通して子ども達が自信を深め、
自己肯定感、他者肯定感が高まるように様々な活動を行っています。

人として生きていく上での基盤を作るものとして遊び・食事・睡眠を
大切にしています。子ども達自身が自分の道を選び、自身の足で
歩いていく時に、みんなを大切に想えるくらい、自分に自信を持って
生きていってほしいと願い、「人生を生きる力の土台作り」、
「財産作り」をしているという事を意識して保育を行っています。

【休日休暇・福利厚生】

・自分の個性と特技を生かして活躍でき、苦手な分野はお互いに補う事で、
自分に自信を持って働けます！
・男性職員も多く、運動遊びや力仕事も頼りになります！
・生活スタイルに合わせた勤務時間にも柔軟に対応！
・園内研修や外部講師を招いての研修で、スキルアップができる！

・休日…日祝・週休 2 日制・夏季休暇（正職員）
・社会保険完備・退職手当共済制度加入・健康診断・予防接種
・マイカー通勤可（駐車場完備）

【こんな方を採用したい！】
・子どもが大好きで、明るく元気な方！
・運動は苦手でも、ピアノや制作が得意！（逆もＯＫ！）
・新しい事にどんどんチャレンジしたい方！
・ブランクがある方や経験のない方も大歓迎です！

【先輩より一言！！】
当園は、ベテランの先生から若手の先生まで様々な年代の先生が揃っています。保育士
以外の経験を持っている職員も多く、アドバイスや相談など気軽に話がしやすい環境だと
思います。また、それぞれの職員の強みを認めて協力し合う事で、苦手分野もカバーして
もらいながら、自分のやりたい保育にどんどん挑戦でき、充実した仕事ができています！
（平成２９年度採用 保育士５年目）

～佐賀県保育士・保育所支援センター～

事業所ＰＲシート 31
作成日：令和 ３年 ５月 24 日

法人・事業所名

社会福祉法人若楠 わかくす託児所

事業所設立

所在地

佐賀県鳥栖市弥生が丘 2 丁目 134 番地１

従業員数

ホームページ URL

www.wakakusu-swc.or.jp/

【事業内容】 月曜日～土曜日開所 定員 12 名 0～2 歳児対象

勤務時間

平成 27 年 ４月
11 名 （法人内職員 約 500 名）
7:30～18：30（シフト制 うち 8 時間）
※短時間の働き方も調整できます。

【事業所の特徴・魅力】

家庭的な温かい雰囲気の中で、子ども一人ひとりの健全な発育を支援し
運営母体の法人若楠は、障害児者から子育てまで幅広い
ています。スタッフ自身の生活も大切にし、協力しあう雰囲気が満ち
事業展開を行っています。その為、経営も安定しています。
溢れています。子ども達もご家族もスタッフも幸せな生活を送れることが、託児所の他に、地域子育て支援拠点事業や児童発達支援等
法人若楠の基本理念です。
様々な子育て支援事業を行っています。スタッフの育成に

【休日休暇・福利厚生】

も力を入れており、研修はもちろん法人内の子育て支援事業
を経験し自身のキャリアアップに繋げていくことも可能です。

スタッフの働き方に合わせたシフト制。（短時間職員～正規職員）
就業規則に則り、労働時間、休日、福利厚生がきちんと保障されています。

【こんな方を採用したい！】
1 番…子どもが大好きな方
2 番…明るく楽しく働きたい方
3 番…子どもの成長とともに自身も成長していきたい方

【先輩より一言！！】
＜子育て真っ最中のＢ先生＞
スタッフがお互い助け合いながら、自分の子育ても頑張っています。
とても働きやすい職場です。ゆっくり子ども達に関わることができるの
で、自分自身も勉強になり、日に日に成長する子ども達の姿にやりがい
を感じています。

大きなプレイホールでは

みんなの好きなペープサート

折り紙の虫取り体験をし

帽子の中から何がでてくるか

ました。

な？

事業所ＰＲシート 32
作成日：令和

3 年

6 月

2 日

法人・事業所名

鳥栖市立保育所鳥栖いづみ園

事業所設立

所在地

佐賀県鳥栖市藤木町二塚 2362-2

従業員数

保育士 37 名・栄養士・調理員９名・支援員 1 名

勤務時間

7：00～19：00 の間の７時間程度シフト制

ホームページ URL

https://www.city.tosu.lg.jp

平成 18 年

4 月

【事業内容】

【事業所の特徴・魅力】

・園児定員数 225 名
《保育理念》一人ひとりに最もふさわしい生活の場を提供し、その子の育ちと
保護者の子育てを支え地域に愛される保育所をめざします

≪保育方針≫ 子どもの個性を大切にし、心と身体の自立を促す保育

【休日休暇・福利厚生】

≪保育目標≫ ・健康で元気に生活できる子
・自分の気持ちを言葉や身体で表現できる子
・心豊かで思いやりのある子
・一人ひとりの個性に寄り添い、元気な体と豊かな心を育てます。

週休２日 （月に 1・2 回程度土曜日出勤あり）
・季節の野菜作りやクッキング、中学生とのふれあい交流会などを行っています。
勤務時間・年次休暇「鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に ・園庭開放や給食試食会を実施しています。
関する規則」に準じる
・鳥栖駅や駅前不動産スタジアムが近くにあります。

【こんな方を採用したい！】
・子どもの気持ちに寄り添い、優しく、明るく、元気に保育出来る方！
・ブランクがある方も大歓迎です！まずは、保育所見学に来てください。
・看護師さんも募集中です！

【先輩より一言！！】
・充実した福利厚生で働きやすいです。
・住みやすい・子育てしやすい町、鳥栖市で、未来を担う子どもたちと楽しく
充実した毎日を過ごしましょう！
お待ちしています‼

・大ホール・小ホールがあり、雨の日も楽しく遊べます。
・職員も和気あいあいと、働きやすい職場です。
≪主な年間行事（令和 3 年度）≫
春の遠足・夏まつり・運動会・秋の遠足・
生活発表会・観劇会・新年会・保育参加
節分・お別れ会・お別れ遠足・卒園式
サッカー教室・交通教室
（毎月）誕生会

～佐賀県保育士・保育所支援センター～

事業所ＰＲシート 33
作成日：令和 3 年 6 月 1 日

法人・事業所名

社会福祉法人 鳥栖双葉保育園

事業所設立

所在地

鳥栖市浅井町１４２－４

従業員数

32名

ホームページＵＲＬ

http://www.ans.co.jp/n/tosufutaba/

勤務時間

8:20～１7:20(シフト制あり）

1979年

4月

【事業内容】

【事業所の特徴・魅力】

・定員110名

・毎日朝と帰りに歌を歌って、歌と笑顔の絶えない保育園です。
・園庭が広く子ども達はのびのびと外で遊んでいます。
・餅つきやそうめん流しなど季節の行事を大切にしています。
・小さい子は食材に触れるところから、年少さんはおにぎりを握る、
年長さんはクッキーをつくる、など年齢に合わせた食育をしています。
・今年は創立４２周年。卒園児の子どもさん達も在園しています。

・保育理念明るく元気で思いやりのある子の育成
・保育方針 現在を最もよく生き、望ましい未来
を創り出す為にはどうしたらよいかを考え、その
基礎を養っていく。
・保育目標 1、心身共に元気な子
2、自主自立をし素直な子
3、明るくハキハキと言語表現のできる子

【休日休暇・福利厚生】
・週休2日制（月に1，2回土曜出勤有）
・インフルエンザの予防注射は園の負担で行なっています。

【こんな方を採用したい！】
・子どもが好きな方
・子どもの気持ちを大事にできる方
・明るく元気で前向きな方
※ブランクがある方でも大丈夫です。
幅広い年齢の方が、和気あいあいと働いている職場です。

【先輩より一言！！】
長く働いている先生が多く、何でも相談しやすいです！
残業がなく定時に帰宅できます。
大変なこともありますが、がんばった分だけ子ども達も喜んでくれるのでとて
も充実した日々を過ごしています。
(令和元年採用保育士）

～佐賀県保育士・保育所支援センター～

事業所ＰＲシート 34
作成日：令和３年 6 月７日

法人・事業所名

鳥栖市立保育所下野園

事業所設立

昭和 36 年 12 月

所在地

佐賀県鳥栖市下野町 2587

従業員数

１１ 名

ホームページ URL

https://www.city.tosu.lg.jp/

勤務時間

7:00～19:00（シフト制）

【事業内容】
・定員数…50 名
・保育理念：子ども一人ひとりを大切にしながら、生きる力の基礎を養うとともに
保護者や地域に愛される保育所を目指します。
・保育目標：○健康で元気に生活できる子ども

【事業所の特徴・魅力】
木々に囲まれ、マイナスイオンがいっぱい！
春は桜、夏はセミ、秋はドングリ・・四季折々の自然体験が楽しめる保育園です。
園児みんながなかよしで、いろいろな年齢の子ども達とかかわる中で、
優しさや思いやりにやりの心がはぐくまれます。

○自分の気持ちを言葉や体で表現できる子ども
○心豊かで思いやりのある子ども

【休日休暇・福利厚生】
・週休 2 日、年次有給休暇最大 20 日（翌年持越し 20 日可）
・特別休暇（夏季休暇 5 日、産休育休制度、他）、通勤手当、期末手当（年２回）
☆有給は勤務初日より付与。時間給取得可。有給取得のための代替職員がいます。
公立なので、その他の福利厚生も充実しています。

【こんな方を採用したい！】
保育理念に共感していただける方
スキルアップしたいと思っている方
子育て経験者の方！あなたの子育ていかしてみませんか？

【先輩より一言！！】
アットホームな雰囲気の中で、わきあいあいと楽しく働けます。

地域の方々との交流もあり、散歩に出かけた時には温かく声をかけてもらい
いろいろな事を子どもたちはもちろん、職員も教えて頂いています。
おかげさまで園の畑は大収穫！食育活動で採れた野菜が活躍しています。

子ども達の成長を身近に感じ、癒しや笑顔をもらえる素敵な仕事だと思います。

～佐賀県保育士・保育所支援センター～

事業所ＰＲシート 35
作成日：令和３年６月９日

法人・園名

社会福祉法人 田代保育園

開園年月

所在地

佐賀県鳥栖市田代代官町797‐1

従業員数

保育士 ２５ 名 、 他 ６ 名

勤務時間

7：00～19：00（シフト制）

募集対象

保育士（ 正規 ） ・

【アクセス】

JR田代駅から徒歩15分、駐車場有
【まってます！】
こどもの気持ちを大切に寄り添ってくれる方、
子育て中やブランクのある方も見学に来てください♪
【定員数】

（QRコード）

３月

看護師

【施設の特徴・魅力】

・定員１２０名
０歳児から就学前迄の乳幼児を対象とした保育業務を実施。食育活
動や地域の方との交流（老人センターとの交流・味噌作り等）。一
時保育・延長保育・園庭開放

【保育方針】

http://tashiro-hoikuen.jp

１９５１年

子どもの主体的な発達要求に応答する環境を豊かに整え、みずか
ら興味関心を持って環境に関わり、チャレンジしたことへの充実感
や満足感を味わわせ、年齢なりの心情・意欲・態度を養う。

・地域の方々に愛されて、７０周年を迎えることができました。
・広い園庭とアンパンマンや汽車の遊具が大人気♪ 子ども達は外遊びが大好きです。
広い遊戯室や室内では、年齢に合わせた保育を展開しています。
・20代から60代までの幅広い年齢層から構成されたスタッフが、
意見交換をしながら、保育の質の向上を目指しています！
・子育て中の保育士もたくさんいます☆
子育てしやすい職場環境にしようと残業の廃止など全スタッフで取り組んでいます！

【休日休暇・福利厚生】
・週休２日制（月１～2回土曜勤務あり・12月29日～1月3日休み）
・年次有給休暇 １０日 ・各種保険（雇用・労災・健康・社会）
・各種手当（特殊業務手当・処遇改善手当・期末勤勉手当等）

（先輩より一言）
保育士２年目で、初めは不安ばか
りでしたが、お母さんやお姉さんの
様な先輩に囲まれて、毎日楽しくお
仕事しています♪子どもたちも
無邪気な笑顔で慕ってくれて、
幸せいっぱいです☆
未来へ向かう子どもたちの
成長を、ぜひ一緒に
見届けましょう！
保育士 ２年目

（先輩より一言）
私は初めての職場が田代保育園で、
本当に良かったです。分からない事
があるとたくさん声を掛けて下さり、
優しく丁寧に教えてもらえます☆
先生方や園の雰囲気も
穏やかで、毎日職場へ
向かう事が楽しみに
なっています♪
保育士 新卒 １年目

社会福祉法人

田代保育園

事業所 PR シート 36
作成日：令和 3 年 6 月 1 日

法人・事業所名
所在地
ホームページ URL

鳥栖市立保育所 白鳩園
鳥栖市原町 715-３
https://www.city.tosu.lg.jp/

【事業内容】

事業所設立

昭和 60 年

4月

従業員数

24 名

勤務時間

7:00～19:00

【事業所の特徴・魅力】

≪保育指針≫
四季折々の豊かな自然環境や地域に恵まれながら、子ども一人ひとりが
安定した生活を送り、心身共に豊かに育つ保育園を目指します。
≪定員数≫110 名
【休日休暇・福利厚生】
・週休２日・年次有給休暇最大 20 日(翌年 20 日可)
・特別休暇(夏季休暇最大５日、産休育休制度、他)・通勤手当・期末手当(年２回)
☆有休は勤務初日より付与。時間休暇取得。有休取得のための代替職員がいます。
公立なので、その他の福利厚生も充実しています☆

【こんな方を採用したい！】

・経験の有無に関わらず、保育士として働きたい方、大歓迎します！
・元気で明るく、子ども達のことを考えて、一緒に楽しく保育をしましょう。
芝生で思いっきり、子ども達が走り回って、
遊んでいます！

【先輩より一言！！】

・わが子の子育てをしながら、今年度より保育士として働いています。子ども
の行事の時はちゃんと休みが取れて働きやすい職場です。(子育て中の保育士)

子どもの食育では、今が旬の夏野菜(ピーマ
ン・オクラ・ナスなど)を育てて、年長児が朝、
収穫を楽しんでいます！園庭には、藤棚や桜・
けやきの木があり、自然豊かな保育園です。

・子ども達の成長を一緒に喜ぶことができ、子どもの元気な姿に、たくさんパ
ワーをもらっています！
(保育士 2 年目)

ー

～佐賀県保育士・保育所支援センター～

