
 事業所ＰＲシート 22  
  作成日：令和  ４年 ６月 ８日   

法人・事業所名 社会福祉法人健翔会 あいりす保育園 事業所設立 平成２９年  ４月 

所在地 〒８４１－００１８ 佐賀県鳥栖市田代本町１３３６ 従業員数 ２５名 

ホームページ URL http://www.kensyoukai.or.jp/iris/iris/ 勤務時間 ７：００～１９：００（シフト制 8時間勤務） 

【事業内容】 

★0歳から就学前までの乳幼児を対象とした保育業務他 

★定員７５名：延長保育・障害児保育・子育て支援事業実施 

【事業所の特徴・魅力】 

★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 

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 

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。 

 

★行事事を少なく、普段の生活を中心に保育を行っています。子どもたちとの時間 

 を大切に考え、遊びの中から子どもたちの可能性を見出します。 

 

★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。 

 

【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 

★育児・介護休暇実績 

【こんな方を採用したい！】 

★ブランクのある方、未経験者の方歓迎です。 一人ひとりに合わせた働き方、スタ

イルがあります。ぜひ一度、保育園に見学に来て頂きご相談ください。 

【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５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     

       
   

畑に囲まれ落ち着いた

雰囲気の保育園です♪ 



採用担当者：

事業所PRシート 23
               作成日：令和４年　５月　　１０日

　平成29年4月　・　80名

25名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

佐賀県鳥栖市山浦町字乗目１４３４‐１

0942-85-8986

（肥前麓駅から徒歩１０分）

（車通勤　　　可　　　　）

勤務時間 7:00～19:00の間でシフト制

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人　和貴福祉会　かなさ保育園

募集対象

【保育方針】

１．子ども達の命(心の安心、身体の安全)を守り、健やかな心、丈夫な体を育てる。

２．日々の遊びや生活、体験、教育、人と人との触れ合いを通して生涯にわたる人格形成の基礎を

      培う。

３．保育の専門家として子ども達の状況や発達過程を踏まえた上で、一人ひとりの成長に応じ

　　　た保育(養護と教育)、教育(褒め方、叱り方などを含め)を行う。

４．どの子ども達も十分に自分の力を発揮することができるよう、活動ごとに喜んで取り組める環

　　　境を整え子ども達の伸びようとする力を引き出す。

５．ご家庭と緊密な連携を取り、保護者の方と一体となって子ども達の成長を喜び見守る。

６．地域に開かれた子育て支援施設として地域の方々との交流を深め、地域における子育て支

　　　援の拠点となる。

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号 １３

（QRコード）

所在地

電話番号

・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)

【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。

・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できます！

・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ます。

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６年目）



 事業所ＰＲシート 24  
  作成日：令和 4 年 6 月 6 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 shimonoen@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 

○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 

【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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

【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！！】 

  明るく！元気に！楽しい事が大好きな方！ 

  初めての方も、ブランクのある方もお待ちしています！！ 

       
       

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※レイアウトは適宜変更してご使用ください。　　　　～佐賀県保育士・保育所支援センター～

               作成日：令和 ４年　６月　15日

事業所ＰＲシート 25

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

１９５１年　３月

34　名

8:15 ～ 17:00（シフト制あり）

法人・事業所名

所在地

ホームページＵＲＬ

事業所設立

従業員数

勤務時間

社会福祉法人 田代保育園

鳥栖市田代大官町797-1

http://tashiro-hoikuen.jp

●地域の方々に愛されて、71周年を迎える事が出来ました。

●広い園庭とアンパンマンや汽車の遊具が大人気♪ こども達は外遊びが

　　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♪

【先輩より一言！！】

・定員数 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

【休日休暇・福利厚生】

・週休２日制（月に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）

【こんな方を採用したい！】

・こどもの気持ちを大切にして寄り添ってくれる、明るく元気な方

・子育て中やブランクのある方も、思い切って保育園の見学に来てください

●保育士歴11年で田代保育園に来ました。初めは不安でしたが、先生方や保護者の

皆さんがフレンドリーで、楽しく仕事しています。みなさんも一緒に子ども達の成長を見届

けませんか？（保育士 12年目・R３年度入職）

●私は家庭の引っ越しに伴い、今年度から他園より田代保育園に入職しました。仕事

の仕方の違いや人間関係が不安でしたが、先生方が優しく沢山話しかけてくれて楽しく

働けています。残業が無いのも嬉しいです♪（保育士 2年目・R4年度入職）

http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/
http://tashiro-hoikuen.jp/


【先輩より一言！！】

【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。

・充実した福利厚生で働きやすいです。

・定年まで安心して働ける職場です。

・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‼

《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

《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。

　　・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。

　　・園庭開放や給食試食会を実施しています。

　　・鳥栖駅や駅前不動産スタジアムが近くにあります。

　　・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》

　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

　サッカー教室など

　（毎月）誕生会

【休日休暇・福利厚生】

・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

・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）

☆有休は勤務初日より付与。時間給取得。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。

【事業所の特徴・魅力】

               作成日：令和  ４ 年　6　月　3　日

事業所ＰＲシート 26

【事業内容】

平成 18 年　　4 月

　48 名

法人・事業所名

所在地

ホームページＵＲＬ

事業所設立

従業員数

鳥栖市立保育所鳥栖いづみ園

佐賀県鳥栖市藤木町二塚2362-2

https://www.city.tosu.lg.jp
勤務時間

常 勤：7：00～19：00（うち7時間程度のシフト制）

パート：週のうち２日程度、１日７時間

　　　　　１日２~４時間程度（週15時間以内）

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


　

（新採職員の出身大学）

西九州大学短期大学部、佐賀女子短大、中村学園大学短期大学部、九州龍谷短大など

               作成日：令和  4  年　６月　１日

事業所ＰＲシート 27

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

平成１９年　　４　月

　保育士２４名、看護師１名、その他６名

７時～１９時（うち８時間）

法人・事業所名

所在地

ホームページＵＲＬ

事業所設立

従業員数

勤務時間

社会福祉法人椎原寿恵会みどりケ丘保育園

鳥栖市山浦町２6２１－１

https://www.midorigaoka-hoikuen.com/

　勤務３年目の保育士です。個性豊かで面白い子どもたちや明るい先輩保育士の

方々に囲まれながら、楽しく保育をしています。

　毎日の基本的な生活習慣や遊びを通しての学び、茶道教室や幼老交流などの本園

ならではの活動でぐんぐん成長する子どもたちを側で見守ることができ、とてもやりがいを感

じられます。また、職員の経験歴も幅広いので相談もしやすいです。

　是非一緒にやりがいのある毎日を過ごしましょう。

【先輩より一言！！】

　

　今年は１名採用予定です。新規採用職員に対しては、相談相手となる「シスター制

度」を設けていますので、心配事や分からないことは気軽に訪ねてください。

　職員の提案や疑問点にこたえるため「クラスミーティング」を定期的に行っています。

資格手当、早出遅出の保育業務手当などがあります。

〇通常保育　　〇延長保育　　　〇地域子育て支援センター

【休日休暇・福利厚生】
　休日は、年間約１２０日（勤務割りは、職員の希望を反映して作成します）

毎年、法人主催の新年会、夏祭り、職員旅行などがあります。

【こんな方を採用したい！】

隣接するグループホームのお年

寄りの方や地区の方々との交

流、農業体験のほかに茶道教

室、サッカー教室、絵画教室な

ど「遊びと体験」を通じて、がん

ばる力、友だちと力を合わせる

ことやおもいやりの心などを身に

付けていくことを大切にしていま

す。

当園は、平成１９年４月に

開園した比較的新しい保育

園です。新幹線新鳥栖駅や

朝日山を望む小高い丘に

建っています。

通常保育では「絵本の読

み聞かせ」を取り入れ、小さ

いときから読書に親しむことを

大切にしています。

https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/
https://www.midorigaoka-hoikuen.com/


 事業所ＰＲシート 28 
  作成日：令和 ４年 ６月 １０日   

法人・事業所名 社会福祉法人若楠 若楠療育園 わかくす託児所 事業所設立 平成27年 ４月 

所在地 佐賀県鳥栖市弥生が丘 2丁目 134番地１ 従業員数  11 名 （法人内職員 約500名） 

ホームページ URL www.wakakusu-swc.or.jp/ 勤務時間 7:30～18：30（シフト制）延長保育無 

【事業内容】 月曜日～土曜日開所 定員 12名 0～2歳児対象 

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 

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 

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が送れることが、

法人若楠の理念です。 

【事業所の特徴・魅力】 

運営母体の法人若楠は、障害児者から子育てまで幅広い 

事業展開を行っています。その為、経営も安定しています。 

託児所の他に、児童発達支援、放課後等デイサービス等 

様々な子育て支援事業を行っており、子育て支援を様々 

な角度から行っています。スタッフの育成にも力を入れて 

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。 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

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仕事ができるとても働きやすい職場

です。様々な子育て支援事業が施設内にあるので自分自身も勉強になっ

ています。法人内にメンタルケア室が設けられ経験豊かな心理士さんか

ら、悩み事も聞いてもらっています。もちろん、無料です。安心して働

いています。 
       

    

給食はすべて手作りで

す。アレルギー食にも対応

しています。 

職場は交通の便も良く、ア

ウトレットのすぐ近くにあり

ます。 


