
就業場所 〒336-0918 さいたま市緑区松木1-19-21 松木保育園と近くの松木学童
   園長:伊藤安博(ｲﾄｳﾔｽﾋﾛ) 定員60名+学童45名 職員30名 北浦和駅又は東浦和駅よりバスと徒歩で20分
   開園7:30、閉園19:30(土曜は18時30分)

               電話048-810-5237 FAX 048-810-5238 

求人者:社会福祉法人なかよし愛育会   理事長:伊藤安博
ホームページは　http://www.nakayoshi-aiikukai.jp メールはmatsuki@nakayoshi-aiikukai.jp又はQRコード

地図、交通手段はホームページに有ります。                                                                          2022/09/9

社会福祉法人なかよし愛育会
松木保育園・松木学童保育士求人票

求人職種と人数:常勤保育士直近2名2023年4月3名  パート調理員0名パート看護師0名
開園からの早朝と閉園までの夕方のパート保育士は常時募集中

保育目標:自然界、社会に適応する心身ともに丈夫な身体作り
自然を受け止め、見たもの感じたものに感動する、目のキラキラした子ども
社会に向かって、胸を張って生きていく子ども

初任給:大学卒:基本給229,500+市の手当10,500=240,000 市の手当は120時間以上の月
          短大・専門:基本給227,500+市の手当10,500=238,000 看護師手当45,000円
経験者加算1０,000円(保育士のみ。処遇改善加算を付けます)
賞  与:1回目3万円(直接応募して来た方は１３万円)、以後は夏冬の年2回各2ケ月
昇  給:満1年目と満2年目は毎回6500円、満3年目8000円、満4年目以降1500円
交通費:1か月20,000円まで 固定残業代制度は行っていません。時間に応じて支払いが有ります。

アピール　年間指定休日120日

初任給             4大卒240,000 

       短大・専門学校卒238,000
ケガの治療費公私とも補償する保険加入

就業時間(常勤、何れも休憩60分) 
 7:30-16:30 8:30-17:30 9:30-18:30 10:00-19:00               栄養士、調理員は8:30-17:30

年間指定休日120日 毎週2日以上の休日と夏休み有  結婚休暇平日6日

有給休暇:3か月後4日、6か月後計10日。半日単位、分単位の取得可。毎年増えて最大20日

時間外労働:あまりありません。固定残業代制度は無し。時間外の分は別途出ます
自宅外通勤:可、車通勤:可、男性の応募:可
新卒者・経験者何れも可

常勤者    基本給=俸給＋処遇改善Ⅲ

紹介無しでの直接応募者に10万円のお祝い金

新卒保育士に20万円の支度金あり(早い者勝ち)

常勤保育士で市外からの人には、7.2万円/月を
         保育園が負担する借上げ社宅制度有り
勤続表彰３年、５年、10年、15年、20年、25年

加入保険:労災、雇用、健康保険、厚生年金。他に、常勤の人は

怪我については業務外も含めて掛った費用を補償する保険に入っています。保険料は保育園負担
病気については入院時には補償されます。
退　職　金:独立行政法人福祉医療機構の退職金共済に加入しています

選考:随時受付、随時選考。受付は各保育園園長にご連絡ください
選考内容:面接
提出書類:履歴書、保育士証その他の資格証明書。新卒の場合は他に成績証明書、健康診断書
受動喫煙防止措置の状況:施設の敷地内は全面禁煙です

パート

保育士は開園時刻から勤務又は閉園時刻まで勤務できる方を各園とも募集中。時
給は1200円、7:30から勤務すると7:30-8:30は1500円、19:30迄の契約の人は
園児が早く帰ったら、時間前の帰宅OK。
調理員は8:30頃から16:00迄勤務できる人。時給は1000円
看護師は10:00-15:00程度の勤務で2-3日/週出来る人。時給は1500円。
1カ月に120時間以上働くと、10500円/月の市の補助金が出ます。又、冬賞与が
平均の1か月給与+67500円出ます
時給は3年目の4月に10円上がります。以後、5年7年….と2年毎に10円加算しま
す。保険などは、週の労働時間に応じて、法定通り加入。

見学・連絡はQRコード
からメールフォームで



就業場所 〒337-0017 さいたま市見沼区風渡野1-10-7

   園長:山田博昭(ﾔﾏﾀﾞﾋﾛｱｷ) 定員90名 職員30名七里駅より徒歩で7分
   開園7:30、閉園19:30(土曜は18時30分)

               電話048-682-2550 FAX 048-682-2551 

求人者:社会福祉法人なかよし愛育会   理事長:伊藤安博
ホームページは　http://www.nakayoshi-aiikukai.jp メールはfuttono@nakayoshi-aiikukai.jp又はQRコード

地図、交通手段はホームページに有ります。                                                                          2022/10/9

社会福祉法人なかよし愛育会
風渡野保育園保育士求人票

求人職種と人数:常勤保育士2023年4月3名  パート調理員0名パート看護師0名
開園からの早朝と閉園までの夕方のパート保育士は常時募集中

保育目標:自然界、社会に適応する心身ともに丈夫な身体作り
自然を受け止め、見たもの感じたものに感動する、目のキラキラした子ども
社会に向かって、胸を張って生きていく子ども

初任給:大学卒:基本給229,500+市の手当10,500=240,000 市の手当は120時間以上の月
          短大・専門:基本給227,500+市の手当10,500=238,000 看護師手当45,000円
経験者加算1０,000円(保育士のみ。処遇改善加算を付けます)
賞  与:1回目3万円(直接応募して来た方は１３万円)、以後は夏冬の年2回各2ケ月
昇  給:満1年目と満2年目は毎回6500円、満3年目8000円、満4年目以降1500円
交通費:1か月20,000円まで 固定残業代制度は行っていません。時間に応じて支払いが有ります。

アピール　年間指定休日120日

初任給             4大卒240,000 

       短大・専門学校卒238,000
ケガの治療費公私とも補償する保険加入

就業時間(常勤、何れも休憩60分) 
 7:30-16:30 8:30-17:30 9:30-18:30 10:00-19:00               栄養士、調理員は8:30-17:30

年間指定休日120日 毎週2日以上の休日と夏休み有  結婚休暇平日6日

有給休暇:3か月後4日、6か月後計10日。半日単位、分単位の取得可。毎年増えて最大20日

時間外労働:あまりありません。固定残業代制度は無し。時間外の分は別途出ます
自宅外通勤:可、車通勤:可、男性の応募:可
新卒者・経験者何れも可

常勤者    基本給=俸給＋処遇改善Ⅲ

紹介無しでの直接応募者に10万円のお祝い金

新卒保育士に20万円の支度金あり(早い者勝ち)

常勤保育士で市外からの人には、7.2万円/月を
         保育園が負担する借上げ社宅制度有り
勤続表彰３年、５年、10年、15年、20年、25年

加入保険:労災、雇用、健康保険、厚生年金。他に、常勤の人は

怪我については業務外も含めて掛った費用を補償する保険に入っています。保険料は保育園負担
病気については入院時には補償されます。
退　職　金:独立行政法人福祉医療機構の退職金共済に加入しています

選考:随時受付、随時選考。受付は各保育園園長にご連絡ください
選考内容:面接
提出書類:履歴書、保育士証その他の資格証明書。新卒の場合は他に成績証明書、健康診断書
受動喫煙防止措置の状況:施設の敷地内は全面禁煙です

パート

保育士は開園時刻から勤務又は閉園時刻まで勤務できる方を各園とも募集中。時
給は1200円、7:30から勤務すると7:30-8:30は1500円、19:30迄の契約の人は
園児が早く帰ったら、時間前の帰宅OK。
調理員は8:30頃から16:00迄勤務できる人。時給は1000円
看護師は10:00-15:00程度の勤務で2-3日/週出来る人。時給は1500円。
1カ月に120時間以上働くと、10500円/月の市の補助金が出ます。又、冬賞与が
平均の1か月給与+67500円出ます
時給は3年目の4月に10円上がります。以後、5年7年….と2年毎に10円加算しま
す。保険などは、週の労働時間に応じて、法定通り加入。

見学・連絡はQRコード
からメールフォームで



就業場所①:〒330-0073 さいたま市浦和区元町2-1-3ライオンズプラザ浦和元町シティ３階 北浦和駅前保育園
               園長:伊藤元子(ｲﾄｳﾓﾄｺ) 定員100名、職員28名 京浜東北線北浦和駅 徒歩3分

    開園7時、閉園20時(土曜は18時)
    電話048-813-1177 FAX 048-813-1178 mail:kitaurawa@nakayoshi-aiikukai.jp

就業場所②〒337-0017 さいたま市見沼区風渡野695-5 風渡野(ふっとの)保育園
    園長:山田博昭(ﾔﾏﾀﾞﾋﾛｱｷ)  定員90名 職員27名 東武アーバンパークライン七里駅 徒歩7分
    開園7:30、閉園19:30
   電話048-682-2550 FAX 048-682-2551 mail:futtono@nakayoshi-aiikukai.jp

就業場所③〒336-0918 さいたま市緑区松木1-19-21 松木保育園と近くの松木学童
   園長:伊藤安博(ｲﾄｳﾔｽﾋﾛ) 定員60名+学童45名 職員30名 北浦和駅又は東浦和駅よりバスと徒歩で20分
   開園7:30、閉園19:30

               電話048-810-5237 FAX 048-810-5238 mail:matsuki@nakayoshi-aiikukai.jp

求人者:社会福祉法人なかよし愛育会(ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾖｼｱｲｲｸｶｲ)理事長:伊藤安博(ｲﾄｳﾔｽﾋﾛ)
共通ホームページは　http://www.nakayoshi-aiikukai.jp (.comのページもありますが、.jpを見てください)
各園の場所、交通手段はホームページに有ります。                                                                 2022/2/17現在

社会福祉法人なかよし愛育会
栄養士求人票

求人職種と人数:常勤栄養士③1名  パート調理員③1名 

保育目標:自然界、社会に適応する心身ともに丈夫な身体作り
自然を受け止め、見たもの感じたものに感動する、目のキラキラした子ども

社会に向かって、胸を張って生きていく子ども

初任給:大学卒:基本給229,500+市の手当10,500=240,000 市の手当は120時間/月以上働いた月に出ます
          短大・専門:基本給227,500+市の手当10,500=238,000
賞  与:1回目3万円、以後は夏冬の年2回各2ケ月(査定あり、±10%の範囲)
昇  給:満1年目と満2年目は毎回6500円、満3年目8000円、満4年目以降1500円(査定あり、500～2500円)
交通費:1か月20,000円まで 固定残業代制度は行っていません。時間に応じて支払いが有ります。

アピール　年間指定休日110日
初任給             4大卒240,000 
       短大・専門学校卒238,000
ケガの治療費公私とも補償する保険加入

就業時間(常勤、何れも休憩45分)
①②③とも 8:30-17:00
年間指定休日(1年間の変形労働制):110日(日祝12/29-1/3を含み振り替えて別の日に休むのも可) 土曜は大体半分休
有給休暇:6か月後10日、内4日は3ケ月経過後から使用可。半日単位の取得可。毎年増えて最大20日
試用期間:3か月。待遇は上記と同じです
時間外労働:あまりありません。固定残業代制度は無し。時間外の分は別途出ます
自宅外通勤:可、車通勤:可(駐車場料金は自己負担①はコインパーキングになります)、男性の応募:可
新卒者・経験者何れも可

加入保険:労災、雇用、健康保険、厚生年金、
             他に、常勤の人は怪我については業務外も含めて掛った費用を補償する保険に入っています。
             病気については入院時には補償されます。
退　職　金:独立行政法人福祉医療機構の退職金共済に加入しています

選考:随時受付、随時選考。受付は松木保育園園長に連絡ください
選考内容:面接
提出書類:履歴書、栄養士免許状その他の資格証明書。新卒の場合は他に成績証明書、健康診断書
受動喫煙防止措置の状況:施設の敷地内は全面禁煙です

常勤者  基本給=俸給+処遇改善特別手当

パート

調理員は8:30頃から16:00迄勤務できる人。時給は1000円

120時間/月以上働くと、10500円/月の市の補助金が出ます。又、冬賞与が平均の1か月給与+67500円出ます
時給は3年目の4月に10円上がります。以後、5年7年….と2年毎に10円加算します
保険などは、週の労働時間に応じて、法定通り加入します。



松木学童:〒336-0911 さいたま市緑区三室1829-15
   松木学童 定員45名 職員4名 北浦和駅又は東浦和駅よりバスと徒歩で20分
   学校が有る日:開室 :下校時刻、閉室19:00(19:00-19:30は松木保育園で学童も見ます)
   学校休校日:開室8:00(7:30から保育園で預かります)、
                   閉室19:00(19:00-19:30は松木保育園で学童も見ます)

               連絡先:何れも松木保育園に繋がります
                         電話048-810-5237 FAX 048-810-5238 mail:matsuki@nakayoshi-aiikukai.jp

求人者:社会福祉法人なかよし愛育会(ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾖｼｱｲｲｸｶｲ)理事長:伊藤安博(ｲﾄｳﾔｽﾋﾛ)
共通ホームページは　http://www.nakayoshi-aiikukai.jp 
各園の場所、交通手段はホームページに有ります。

社会福祉法人なかよし愛育会
学童求人票

求人職種と人数:常勤学童指導員又は  パート学童指導員3名 

初任給:大学卒:基本給219,500+学童手当10,500=230,000 市の手当は120時間/月以上働いた月に出ます
          短大・専門:基本給217,500+学童手当10,500=228,000
賞  与:1回目3万円、以後は夏冬の年2回各2ケ月-８万円(査定あり、±10%の範囲)
昇  給:満1年目と満2年目は毎回6500円、満3年目8000円、満4年目以降1500円(査定あり、500～2500円)
交通費:1か月20,000円まで 固定残業代制度は行っていません。時間に応じて支払いが有ります。

常勤の場合　年間指定休日110日、
                 初任給 4大卒230,000、 短大・専門学校卒228,000
週3日以上、週16時間以上の勤務者は、ケガの治療費公私とも補償する保険加入

就業時間(常勤、何れも休憩45分)
 8:00-16:30、10:30-19:00
年間指定休日(1年間の変形労働制):110日(日祝12/29-1/3を含み振り替えて別の日に休むのも可) 土曜は大体半分休
有給休暇:6か月後10日、内4日は3ケ月経過後から使用可。半日単位の取得可。毎年増えて最大20日
試用期間:3か月。待遇は上記と同じです
時間外労働:あまりありません。固定残業代制度は無し。時間外の分は別途出ます
自宅外通勤:可、車通勤:可(駐車場料金は自己負担)、男性の応募:可
新卒者・経験者何れも可

加入保険:労災、雇用、健康保険、厚生年金、
             他に、常勤の人は怪我については業務外も含めて掛った費用を補償する保険に入っています。
             病気については入院時には補償されます。
退　職　金:独立行政法人福祉医療機構の退職金共済に加入しています

選考:随時受付、随時選考。受付は松木保育園園長に連絡ください
選考内容:面接
提出書類:履歴書、栄養士免許状その他の資格証明書。新卒の場合は他に成績証明書、健康診断書
受動喫煙防止措置の状況:施設の敷地内は全面禁煙です

常勤者(原則として保育士資格所有者、児童が帰ってくるまでは松木保育園で働きます)

パート

資格:学童指導員、保育士、幼稚園教諭、教諭、社会福祉士等

給与は資格の有る人は時給1200円、無い人は時給1000円

時給は3年目の4月に10円上がります。以後、5年7年….と2年毎に10円加算します

保険、年次有給休暇などは、週の労働時間に応じて、法定通り加入・取得します。

賞与無し、退職金無し
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