
＊既卒者の応募可否は各事業所ブースにてご相談ください。

№ 事　業　所　名 就　業　場　所 形　態 資　格　免　許 求 人 番 号

＊新卒等 33031-00080628

フルタイム 33031-02037721

パート 33031-02036021

2
学校法人　就実学園
・就実こども園

就実こども園
（中区西川原15-1）

パート 保育士　幼稚園教諭免許（両方必須） 33010-21245321
※9/1
更新予定

フルタイム 33010-26391721

パート 33010-27271221

フルタイム 33010-26389621

パート 33010-27272521

4
社会福祉法人　順正福祉会
・順正保育園

順正保育園
（北区半田町8-2）

パート 保育士 33010-27258321

なかよし保育園（北区島田本町1-4-41）
弘西こども園（北区弓之町9-2）
　　　　　　　　　　　　　のいずれか

＊新卒等 33010-00433128

弘西こども園
（北区弓之町9-2）

パート 33010-23973121

なかよし保育園
（北区島田本町1-4-41）

パート 保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可） 33010-23971621

Ｒ４年度　岡山市保育士就職面接会　参加事業所情報一覧

求　人　職　種

1

社会福祉法人　双葉会
・ひかり保育園
・第二ひかり保育園
・第三ひかり保育園
・第四ひかり保育園

第四ひかり保育園
（岡山市北区尾上755-1）
ひかり保育園
（岡山県総社市上林763-2）
第二ひかり保育園
（岡山県総社市真壁162-1）
第三ひかり保育園
（岡山県総社市三輪1102-1）
　　　　　　　　　　　　　のいずれか

保育業務（正社員）

保育士保育業務（正社員）

保育業務（パート）

非常勤保育教諭（パート）

3
社会福祉法人　愛あい会
・ポエム保育園おかやま
・ポエムこども園ひらつ

ポエム保育園おかやま
（北区楢津505-1）

保育士（正社員）

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

保育士（パート）

ポエムこども園ひらつ
（北区楢津385-1）

保育教諭（正社員）

保育教諭（パート）

保育士（フルタイムパート）

5
株式会社　イートン
・イートンちどり保育園

イートンちどり保育園
（南区浦安南町425-1）

保育士（正社員） ＊新卒等

保育士

33010-00386128

保育士（正社員） フルタイム 33010-25197721

保育士（パート） パート 33010-25196021

6
社会福祉法人　なかよし会
・なかよし保育園
・弘西こども園

保育士・保育教諭（正社員）

保育士　幼稚園教諭免許（両方必須）

保育教諭（パート）

保育士（パート）

7
株式会社　ニチイ学館
・ニチイキッズ西市保育園
・ニチイキッズいま保育園

ニチイキッズ西市保育園
（南区西市115-16）

保育士（正社員） ＊新卒等

保育士

13010-00536228

ニチイキッズいま保育園
（北区今7-23-22）

保育士（正社員） フルタイム 13010-70449321

保育士（パート） パート 13010-80127521
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№ 事　業　所　名 就　業　場　所 形態 資格免許 求 人 番 号求　人　職　種

8
アートチャイルドケア　株式会社
・アートチャイルドケア岡山新保保育園
・アートチャイルドケア岡山豊成保育園

アートチャイルドケア岡山新保保育園
（南区新保1113-8）

保育士（地域限定正社員） フルタイム

アートチャイルドケア岡山豊成保育園
（南区豊成1-1-17）

13040-88224021

保育士（パート） パート 13040-88223121

保育士（地域限定正社員） フルタイム 13040-62488521
※9/1
更新予定

保育士（パート） パート 13040-62492021
※9/1
更新予定

保育士

13040-72389721

保育士（パート）【短時間勤務】 パート

9
医療法人　さくら会
・KIDS＊FIRST

KIDS＊FIRST
（北区弓之町15-32）

保育士（正社員） フルタイム 保育士 33030-16384721

10

社会福祉法人　岡北福社会
・岡北学園
・柿の木こども園
・京山保育園

認定こども園岡北学園
（北区津島東2-2-20）

保育士（正社員） ＊新卒等

保育士　幼稚園教諭免許（両方必須）

33010-00303928

保育士（正社員） フルタイム 33010-26946721

保育士（パート） パート 33010-21139221
※9/1
更新予定

認定こども園柿の木こども園
（中区沢田473）

保育士（正社員） フルタイム 33010-26864021

保育士（パート） パート 33010-26851321

京山保育園
（北区津島桑の木町1-33）

保育士（正社員） フルタイム

保育士

33010-22461521

保育士（パート） パート 33010-22378121

11
社会福祉法人　佳日会
・幼保連携型認定こども園 若草幼児舎

若草幼児舎
（北区富町2-14-9）

保育教諭（正社員） フルタイム
保育士　幼稚園教諭免許
（いずれかでも可）

33010-25548121

保育教諭（パート） パート 33010-25550221

12
一般社団法人　聖武福祉会
・発達サポートスペース　オット
・発達サポートスペース　オット　つしま

発達サポートスペース オット
（北区庭瀬498-2）

保育士（契約社員） フルタイム

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

33010-22883521

33010-25281921

発達サポートスペース オット つしま
（北区津島東4-19-27）

保育士（契約社員）　 フルタイム 33010-25275121

保育士（パート） パート

保育士（フルタイムパート） フルタイム 33010-28103121

13
株式会社　こころね
・すこやか保育園
・第二すこやか保育園

すこやか保育園
第二すこやか保育園
（岡山市北区尾上1318-5）
　　　　　　　　　　　　　のいずれか

保育士 33010-22880721

保育士（パート）
【土曜日のみ】

パート
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№ 事　業　所　名 就　業　場　所 形態 資格免許 求 人 番 号求　人　職　種

14
一般社団法人　聖凰
・第２せいな保育園
・児童発達支援事業所ひかり

第２せいな保育園
（中区江並76-6）

保育士（正社員） フルタイム 保育士 33010-20780221
※9/1
更新予定

児童発達支援事業所ひかり
（南区築港元町13-25MARUGOビル2F）

児童指導員・保育士（正社員） フルタイム
保育士　小学校教諭免許
幼稚園教諭　児童指導員任用資格
社会福祉主事任用資格　　（いずれか）

33010-22500521

15
社会福祉法人　立正会
・たちばな上中野保育園

たちばな上中野保育園
（岡山市北区上中野2-3-10）

保育士（正社員） フルタイム

保育士

33010-19669421
※9/1
更新予定

保育士（非常勤職員） フルタイム 33010-27233921

16
学校法人　大森学園
・つしま幼稚園
・高島おひさまこども園

つしま幼稚園
（岡山市北区津島南1丁目3-9）

保育士（フルタイムパート） フルタイム 保育士 33010-27404021

保育士（午前短時間パート） パート

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

33010-27403121

保育士（午後短時間パート） パート 33010-27434321

高島おひさまこども園
（岡山市中区国府市場164-1）

保育士（フルタイムパート） フルタイム 保育士 33010-27467321

保育士（短時間パート） パート 保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可） 33010-27462721

17
社会福祉法人　義風会
・たかまつすくすく保育園

たかまつすくすく保育園
（岡山市北区高松原古才594-1）

保育士（正社員） フルタイム

保育士

33010-21888021

保育士（育休代替職員） フルタイム 33010-25713921

18
株式会社　アイグラン
・竜操整形外科病院  いちご保育園
・社会福祉法人博愛会　かどたキッズ保育園

竜操整形外科病院　いちご保育園
（中区高屋17-2）

保育士（正社員） フルタイム

保育士

34010-34405721

保育士（パート） パート 34010-34406821

社会福祉法人岡山博愛会　かどたキッズ保育園
（中区門田屋敷1丁目50番、52番）

保育士（正社員） フルタイム 34010-29744921

19

社会福祉法人　東光会
・おおふくこども園
・ならの木保育園
・どんぐり保育園
・ノイエ保育園

おおふくこども園
（南区大福760-2）

保育教諭（正社員） ＊新卒等 保育士　幼稚園教諭免許（両方必須）

おおふくこども園
（南区大福760-2）

保育教諭（臨時職員） フルタイム 保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

33010-00445728

ならの木保育園
（北区中仙道1-7-28）

保育士（正社員） ＊新卒等 保育士 33010-00446628

33010-24583521

ならの木保育園
（北区中仙道1-7-28）

保育士（臨時職員） フルタイム

保育士

33010-21662421
※9/1
更新予定

どんぐり保育園
（北区今7-17-7）

保育士（契約職員） フルタイム 33010-24585321

ノイエ保育園
（北区今7-17-7）

保育士（契約職員） フルタイム 33010-24587921
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№ 事　業　所　名 就　業　場　所 形態 資格免許 求 人 番 号

ちとせ認定こども園
（東区益野町40）
カナダこども園
（東区金田1127-1）
古都こども園
（東区古都宿453-5）
　　　　　　　　　　　　のいずれか

＊新卒等 33110-00029328

こども園城東チャイルドセンター
（中区長利194-1）
原尾島こども園
（中区原尾島1-7-5）
グリーン長利こども園
（中区長利274-1）
　　　　　　　　　　　　のいずれか

＊新卒等 33110-00031228

当新田ちとせ保育園
（南区当新田482-52）

＊新卒等 33110-00030628

フルタイム 33110-04714121

フルタイム 33110-04710421

パート 保育士 33110-04038121

保育士（正社員） フルタイム 33110-04722921

フルタイム 33110-04720321

保育士（フルタイムパート） フルタイム 33110-04051321

保育士（パート）13時～18時の間4H以上 パート 33110-04046121

保育士（パート） 16時～19時 パート 33110-04724021

古都こども園
（東区古都宿453-5）

保育士（正社員）R5.4.1～雇用 フルタイム 33110-04742821

保育士（正社員）R5.4.1～雇用 フルタイム 33110-04700221

保育士（パート） パート 保育士 33110-03721921
※9/1
更新予定

フルタイム 33110-04730921

フルタイム 33110-04733721

保育士（正社員） フルタイム 33110-04746321

保育士（パート） パート 33110-04748921

保育士（正社員）R5.4.1～雇用 フルタイム 保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可） 33110-04739621

保育士（パート） パート 保育士 33110-03583521
※9/1
更新予定

求　人　職　種

20 社会福祉法人　ちとせ交友会

保育士（正社員）

保育士（取得見込可）必須
幼稚園２種免許（取得見込可）あれば尚可

保育士（正社員）

保育士（正社員）

ちとせ認定こども園
（東区益野町40）

保育士（正社員）

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

保育士（正社員）R5.4.1～雇用

保育士（パート）

カナダこども園
（東区金田1127-1）

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

保育士（正社員）R5.4.1～雇用

保育士

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

グリーン長利こども園
（中区長利274-1）

こども園城東チャイルドセンター
（中区長利194-1）

保育士（正社員）

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

保育士（正社員）R5.4.1～雇用

原尾島こども園
（中区原尾島1-7-5）

保育士（幼稚園教諭免許があれば尚可）

当新田ちとせ保育園
（南区当新田482-52）
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№ 事　業　所　名 就　業　場　所 形態 資格免許 求 人 番 号

瀬戸桜保育園
（東区瀬戸町下133）

＊新卒等 33110-00054428

玉井桜保育園
（東区瀬戸町観音寺509）

保育士（正社員） ＊新卒等 33110-00055728

江西桜こども園
（東区瀬戸町下286-1）

保育士（正社員） ＊新卒等 33110-00056628

フルタイム 33110-04990921

フルタイム 33110-04992021

保育教諭（パート） パート 保育士　幼稚園教諭免許（いずれか） 33110-04997421

フルタイム 33110-04993721

フルタイム 33110-04994821

保育教諭（パート） パート 保育士　幼稚園教諭免許（いずれか） 33110-04996521

フルタイム 保育士　幼稚園教諭免許（両方必須） 33110-04988521

フルタイム 保育士 33110-04987221

保育教諭（パート） パート 保育士　幼稚園教諭免許（いずれか） 33110-04989421

求　人　職　種

21

社会福祉法人　桜会
・瀬戸桜保育園
・玉井桜保育園
・江西桜こども園

保育士（正社員）

保育士

瀬戸桜保育園
（東区瀬戸町下133）

保育士（正職員）

保育士（パート社員）

玉井桜保育園
（東区瀬戸町観音寺509）

保育士（正職員）

保育士

保育士（パート社員）

江西桜こども園
（東区瀬戸町下286-1）

保育教諭（正職員）

保育士（パート社員）
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