
日時：令和3年12月12日（日）　13：00～16：00　ニューオータニイン札幌

主催：厚生労働省北海道労働局、札幌・札幌東・札幌北公共職業安定所

共催：札幌市、一般社団法人 札幌市私立保育園連盟　社会福祉法人 日本保育協会　一般社団法人 札幌市私立幼稚園連合会、札幌市保育人材支援センター（さぽ笑み）

参加（予定）施設一覧 令和3年12月8日現在

就労地 参加保育園名 面接席表示名 所在地 施設種別 面接席 備考

中央区 木育こどもの家　宮の森保育園 株式会社　よつ葉　木育こどもの家 宮の森1条15丁目5-25 認可保育所 4

中央区 おーるまいてぃ円山保育室 特定非営利活動法人　おーるまいてぃ 南1条西24丁目1-6 小規模保育 7

中央区 おーるまいてぃ中央保育室 特定非営利活動法人　おーるまいてぃ 南2条西10丁目1000-30 小規模保育 7

中央区 保育所おーるまいてぃ円山本園 特定非営利活動法人　おーるまいてぃ 北1条西24丁目2-20 企業主導型 7

中央区 ニチイキッズ南まるやま保育園 ニチイキッズ 南9条西23丁目2-12 認可保育所 10

中央区 光塩大通保育園 光塩学園女子短期大学附属認定こども園 大通西14丁目1 認可保育所 11

中央区 宮の森保育園 宮の森保育園 宮の森2条5丁目2-20 認可保育所 12

中央区 かもかも保育園 かもかも保育園 南8条西3丁目7-1　9F 企業主導型 16

中央区 あいりんく保育園　やまはな園 株式会社　Office　TR-One　あいりんく保育園 南19条西7丁目3-10 企業主導型 18

中央区 ひまわり保育園・第2ひまわり保育園 ANYDS　株式会社 大通西13丁目4-161 小規模保育 24

中央区 山鼻ひまわり保育園 ANYDS　株式会社 南19条西7丁目 認可保育所 24

中央区 宮の森メープル保育園 浅利教育学園グループ 宮の森4条10丁目1-7 認定こども園 26

中央区 S.T.ナーサリーSCHOOL山鼻南 S.T.ナーサリーSCHOOＬ 南23条西15丁目1-1 小規模保育 28

中央区 アートチャイルドケア札幌桑園 アートチャイルドケア　株式会社 北5条西12丁目16-1 認可保育所 30

北区 認定こども園　こうほく 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 新琴似12条10丁目3-17 認定こども園 1

北区 認定こども園　こうほく（分園） 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 新琴似12条11丁目 認定こども園 1

北区 認定こども園　はなぞの 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 新川1条2丁目8-10 認定こども園 1

北区 認定こども園　ひまわり 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 拓北6条2丁目6-12 認定こども園 1

北区 木育こどもの家　新川園 株式会社　よつ葉　木育こどもの家 新川3条7丁目1-65 小規模保育 4

北区 木育こどもの家　屯田園 株式会社　よつ葉　木育こどもの家 屯田6条7丁目1-13 小規模保育 4

北区 新川西コグマ保育園 発寒コグマ保育園・新川西コグマ保育園 新川西3条5丁目5-10 認可保育所 6

北区 おーるまいてぃ屯田保育室 特定非営利活動法人　おーるまいてぃ 屯田6条10丁目7-30 小規模保育 7

北区 保育所おーるまいてぃ屯田園 特定非営利活動法人　おーるまいてぃ 屯田6条10丁目7-25 認可保育所 7

北区 屯田桃の花こども園 社会福祉法人　桃の花メイト会 屯田9条3丁目1-35 認定こども園 8

北区 ニチイキッズさっぽろ駅北口保育園 ニチイキッズ 北9条西3丁目15 1Ｆ 企業主導型 10

北区 ニチイキッズさっぽろ保育園 ニチイキッズ 北9条西3丁目15 2Ｆ 認可保育所 10

北区 元気っ子保育園　屯田南 元気っ子保育園　屯田南 屯田3条5丁目109-15 認可保育所 15

北区 あいの里大藤幼稚園 学校法人　大藤学園 あいの里3条3丁目1-2 認定こども園 19

北区 新川ひまわり保育園 ANYDS　株式会社 北28条西14丁目1-10 認可保育所 24

北区 認定こども園　太平あずさ保育園 浅利教育学園グループ 太平4条3丁目2-33 認定こども園 26

北区 S.T.ナーサリーSCHOOL新川西 S.T.ナーサリーSCHOOＬ 新川西2条7丁目5-7 認可保育所 28

北区 アートチャイルドケア札幌百合が原 アートチャイルドケア　株式会社 百合が原1丁目1-1 認可保育所 30

北区 アートチャイルドケア新琴似 アートチャイルドケア　株式会社 新琴似8条1丁目4-33 認可保育所 30

東区 こくあの彩保育園 株式会社　まなのもり 北43条東9丁目3-10 小規模保育 3

東区 りこの森保育園 株式会社　まなのもり 北42条東15丁目1-1 企業主導型 3

東区 れあの風保育園 株式会社　まなのもり 北41条東16丁目1-1 企業主導型 3

東区 あうら元町乳児保育園 札幌市小規模保育事業A型　あうら乳児保育園 北25条東12丁目3-13 小規模保育 5

東区 あうら乳児保育園 札幌市小規模保育事業A型　あうら乳児保育園 北30条東7丁目1-18 小規模保育 5

東区 日の丸保育園 社会福祉法人　日の丸保育園 北40条東9丁目3-15 認可保育所 9 参加辞退

東区 認定こども園　聖ミカエル幼稚園 認定こども園　聖ミカエル幼稚園 北19条東3丁目4-5 認定こども園 14 参加辞退

東区 開成みどり保育園 社会福祉法人　幸友福祉会 伏古7条2丁目3-8 認可保育所 20

東区 元町みどり保育園 社会福祉法人　幸友福祉会 北27条東22丁目5-11 認可保育所 20

東区 北栄みどり保育園 社会福祉法人　幸友福祉会 北32条東13丁目1-26 認可保育所 20

東区 アートチャイルドケア札幌元町 アートチャイルドケア　株式会社 北26条東12丁目1-10 認可保育所 30

白石区 木育こどもの家　白石園 株式会社　よつ葉　木育こどもの家 平和通3丁目北3-3 小規模保育 4

白石区 ニチイキッズしろいし保育園 ニチイキッズ 東札幌3条5丁目3-24 認可保育所 10

白石区 あいりんく保育園　北郷園 株式会社　Office　TR-One　あいりんく保育園 北郷1条13丁目1-22 企業主導型 18

白石区 札幌白樺幼稚園 学校法人　大藤学園 南郷通18丁目北5-5 一時預かり実施幼稚園 19

SAPPORO保育園ミーティング2021年12月（札幌市内認可施設等による合同就職面接・説明会）
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白石区 大藤子ども園 学校法人　大藤学園 南郷通18丁目北6-4 認可保育所 19

白石区 大藤子ども園しらかば館 学校法人　大藤学園 南郷通18丁目北3-14 小規模保育 19

白石区 大藤子ども園ほんごう館 学校法人　大藤学園 本郷通7丁目南1-3 小規模保育 19

白石区 北都幼稚園 学校法人　大藤学園 川下749-55 認定こども園 19

白石区 本郷幼稚園 学校法人　大藤学園 本郷通6丁目南4-17 一時預かり実施幼稚園 19

白石区 まこと保育所 まこと保育所 菊水8条3丁目3-18 認可保育所 21

白石区 認定こども園　北郷あゆみ幼稚園 浅利教育学園グループ 北郷3条3丁目8-15 認定こども園 26

白石区 菊水元町第二保育園 菊水元町保育園　菊水元町第二保育園 菊水元町9条2丁目8-8 認可保育所 27

白石区 菊水元町保育園 菊水元町保育園　菊水元町第二保育園 菊水元町5条2丁目6-18 認可保育所 27

白石区 菊水いちい認定こども園 学校法人　北邦学園 菊水元町1条1丁目4-18 認定こども園 29

白石区 東橋いちい認定こども園 学校法人　北邦学園 菊水8条2丁目1-1 認定こども園 29

厚別区 あいりんく保育園　新さっぽろ園 株式会社　Office　TR-One　あいりんく保育園 厚別中央1条6丁目3-1 企業主導型 18

厚別区 もみじ台幼稚園 学校法人　大藤学園 もみじ台北5丁目6-1 認定こども園 19

厚別区 認定こども園　新さっぽろ幼稚園・保育園 学校法人　大藤学園 上野幌1条2丁目6-1 認定こども園 19

厚別区 認定こども園　厚別さくら木保育園 浅利教育学園グループ 厚別東3条1丁目2-8 認定こども園 26

厚別区 認定こども園いちい幼稚園・保育園 学校法人　北邦学園 もみじ台西5丁目3 認定こども園 29

厚別区 認定こども園桜台いちい幼稚園・保育園 学校法人　北邦学園 厚別西611-520 認定こども園 29

豊平区 とよひらる～む 社会福祉法人　慈光園 豊平3条12丁目1-1 小規模保育 23

豊平区 とよひら保育園 社会福祉法人　慈光園 豊平3条11丁目2-3 認可保育所 23

豊平区 みのり保育所 社会福祉法人　慈光園 月寒東2条11丁目14-21 認可保育所 23

清田区 光の泉幼稚園 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 清田6条3丁目4-25 一時預かり実施幼稚園 1 求人取消

清田区 認定こども園　ひかり（R4・4～） 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 里塚1条1丁目14-8 認定こども園 1

清田区 認定こども園　つみき 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 里塚1条1丁目14-8 認定こども園 1

清田区 大藤子ども園きたの館 学校法人　大藤学園 北野6条2丁目12-16 企業主導型 19

清田区 認定こども園　北野しらかば幼稚園・保育園 学校法人　大藤学園 北野5条2丁目2-21 認定こども園 19

南区 木育こどもの家　藤野園 株式会社　よつ葉　木育こどもの家 藤野3条2丁目1-57 小規模保育 4

南区 木育こどもの家　南の沢保育園 株式会社　よつ葉　木育こどもの家 南沢5条3丁目1-20 認可保育所 4

南区 光塩学園女子短期大学附属認定こども園 光塩学園女子短期大学附属認定こども園 真駒内上町3丁目1-1 認定こども園 11

南区 遊・wing 遊・Wing 真駒内曙町3丁目4-1 認可保育所 13

南区 りとるkidsクラブ　自衛隊前ルーム 株式会社　ウエリナ 澄川4条7丁目3-27 小規模保育 25

南区 りとるkidsクラブ　真駒内ルーム 株式会社　ウエリナ 陸上自衛隊真駒内駐屯地敷地内 認可保育所 25

南区 S.T.ナーサリーSCHOOL藤野 S.T.ナーサリーSCHOOＬ 藤野3条4丁目2-17 小規模保育 28

西区 西野そらいろ保育園 学校法人　社会福祉法人　幌北学園 西野4条7丁目1-8 認定こども園 1

西区 手稲東保育園 社会福祉法人　愛敬園 西町南13丁目3-1 認可保育所 2

西区 発寒コグマ保育園 発寒コグマ保育園・新川西コグマ保育園 発寒13条4丁目13-56 事業所内保育 6

西区 宮の沢桃の花保育園 社会福祉法人　桃の花メイト会 宮の沢3条3丁目9-3 認可保育所 8

西区 札幌宮の沢雲母保育園 株式会社　モードプランニングジャパン　雲母保育園 宮の沢1条4丁目7-20 認可保育所 22

西区 認定こども園　西町さつき保育園 浅利教育学園グループ 西町南19丁目1-14 認定こども園 26

西区 S.T.ナーサリーSCHOOL八軒 S.T.ナーサリーSCHOOＬ 八軒5条西2丁目3-23 小規模保育 28

西区 アートチャイルドケア琴似 アートチャイルドケア　株式会社 琴似4条1丁目1-40 認可保育所 30

西区 アートチャイルドケア札幌二十四軒 アートチャイルドケア　株式会社 二十四軒1条4丁目2-35 認可保育所 30

手稲区 手稲曙保育園 社会福祉法人　愛敬園 曙2条1丁目2-31 認可保育所 2

手稲区 手稲桃の花保育園 社会福祉法人　桃の花メイト会 手稲本町2条4丁目1-23 認可保育所 8

手稲区 さより第2保育園 さより第2保育園 富丘1条5丁目9-1 認可保育所 17

手稲区 S.T.ナーサリーSCHOOL手稲前田 S.T.ナーサリーSCHOOＬ 前田6条16丁目1-2 小規模保育 28

参加保育園：90 面接席：28


