
 

 
 
 
 
 
 

 
 

「平成３０年度保育士合同就職面接会」を開催します 
～ 埼 玉 県 内 の 保 育 事 業 所 約 ８ ０ 社 が 参 加 ～ 

 
 厚生労働省埼玉労働局（局長 木塚欽也）は、人材不足分野におけるマッチングの

促進を図る取組の一環として、「保育士マッチング強化プロジェクト」を実施してお

り、この度、埼玉県、さいたま市及び社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会保育士・保

育園支援センターと連携して、保育分野での仕事を希望する方を対象とした就職面接

会を開催します。 

 就職面接会には、埼玉県内の保育施設を就業場所とする事業所（約８０社）の採用

担当者が参加する予定となっております。保育分野での仕事を希望する皆様の参加を

お待ちしております。 

 

【保育士合同就職面接会】 

 日  時 平成３０年１１月１日（木）１３時００分～１６時００分 

     （受付 12 時 30 分～、セミナー13 時 00 分～、面接会 13 時 30 分～） 

 場  所 大宮ソニックシティビル 地下第１、第２展示場 

     （さいたま市大宮区桜木町１－７－５） 

 対 象 者 保育士や保育補助など保育分野での仕事を希望する方 

     （平成３１年３月新規大学、短期大学、専修学校卒業予定者含む） 

 内  容 事業所人事担当者と参加者の個別面談 

      ひととき保育（託児）を会場内で実施、子ども連れでも安心！ 

 参加事業所 埼玉県内の保育施設を就業場所とする事業所（約８０社） 

      参加事業所は埼玉労働局のＨＰのイベント情報から確認できます。 

     （http://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/） 
 

 ※面接会当日、地下第２展示場にてセミナーを開催します。(事前予約不要) 

開催時間 テーマ 定員 

13 時 00 分～13 時 30 分   最近の保育現場について 90 名（先着） 
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大宮ソニックシティ
●受　　付　12:30から
●セミナー　13:00~13:30
●面  接  会　13:30~16:00

主催:埼玉労働局・埼玉県内各ハローワーク
　　　埼玉県・さいたま市
　　　社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
　　　（保育士・保育園支援センター）

最近の保育事情がわかる直前セミナーを
13:00から開催します!（上限90名。予約不要。）

埼玉県内を就業場所とする
事業所が集まる面接会です。
参加事業所・最新情報は、
埼玉労働局HP>イベント情報へ

TEL 048-600-6208
　　　8:30〜17:15（土日祝を除く）
〒330-6016　さいたま市中央区新都心11-2
　　　　　　 ランドアクシスタワー15階

会場内にてひととき保育
（託児）
実施します受付は当日12:30から先着15名6ヶ月〜未就学児のみ

埼玉労働局 検索

埼玉労働局　職業安定課　職業紹介係まで

お問合せ

合同就職面接会

未経験・ブランクがある方歓迎!
平成31年3月卒業予定者もOK
複数園へ応募可能。面接前に園の
説明を聞くこともできます

大宮ソニックシティ
地下第1展示場
（大宮駅西口徒歩5分）

平成30年

11月1日㈭



「保育士合同就職面接会」参加受付票

H30.11.1現在

※今後、 保育分野の説明会や面接会 ・ 就職活動に役立つセミナーのご案内を主催者より郵送することがあります。ご了承ください。

戸田市 /ハローワーク
保育のお仕事面接会&説明会

さいたま市潜在保育士再就職支援セミナー 埼玉県保育士・保育園支援センターをご利用ください ハローワーク「人材確保・就職支援コーナー」

埼玉県保育士就職支援セミナーハローワーク川越・川越市・坂戸市
鶴ヶ島市・富士見市・ふじみ野市 保育士就職面接会

保育士として就職希望の方を対象とした面接会です。

浦和コミュニティセンターほか
保育知識講座（保育指針等を学びます。託児有）

希望者には施設見学・実習もあります。
申込受付:10月5日㈮まで

ヒューマンアカデミー㈱　TEL 03-5348-2039
さいたま市役所保育課　   TEL 048-829-1865

埼玉県内には素敵な保育園がたくさんあります。
あなたのお話を伺いながら、あなたに合った

働きやすい保育園を一緒に探します。
ひとりで悩まず、まずはお電話ください。

TEL 048-833-8033（10時から17時）
月〜金曜日（年末年始・祝祭日除く）

ハローワーク川口　TEL 048-251-2901　46#
（【事業所担当窓口】　TEL 048-229-8609）
ハローワーク熊谷　TEL 048-522-5656　41#
ハローワーク大宮　TEL 048-667-8609　41#
ハローワーク川越　TEL 049-242-0197　43#

対象者 : 保育士や保育補助など保育分野での仕事を希望する方
12月16日㈰  戸田市役所（5階大会議室）

10月15日㈪・16日㈫ほか 担当者制による個別支援で強力にサポートします。

12月7日㈮  ウェスタ川越  多目的ホール

ハローワーク川口
TEL 048-251-2901　（部門コード 46#）

ハローワーク川越
TEL 049-242-0197　（部門コード 43#）

10月15日㈪ほか　　大宮ソニックシティほか
保育現場でキャリアを積んでいく上でのポイントや

スキルアップに関する研修などを実施します。

　ヒューマンアカデミー㈱　TEL 03-5338-2362
　埼玉県少子政策課　　　　TEL 048-830-3349
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ス

番号

就業
地域

事業所名 園名
平成31年4月以降新規OPEN:◎

就業場所 職種 雇用形態
資格
不問

求人番号
採用
人数

保育所まぁむ川口東口園 保育士 正社員 11010-16669781 1

うぃず戸塚安行駅前保育園 保育士 正社員 11010-16678281 2

うぃず川口西口保育園 保育士 正社員 11010-16668481 2

うぃず川口東口保育園 保育士 正社員 11010-16717281 2

うぃず川口元郷駅前園 保育士 正社員 11010-16673981 2

うぃず川口本町保育園 保育士 正社員 11010-16670081 2

上青木保育所 保育士 正社員 11010-16707781 2

りとるうぃず川口西口保育園 保育士 正社員 11010-16709281 1

保育所まぁむ　川口西口園 保育士 正社員 11010-16714481 1

保育所まぁむ大宮園 保育士 正社員 11010-16684781 1

保育所まぁむ与野園 保育士 正社員 11010-16686281 1

保育所まぁむ北浦和イオン園 保育士 正社員 11010-16690581 1

保育所まぁむ北浦和駅前園 保育士 正社員 11010-16697381 1

保育所まぁむ日進園 保育士 正社員 11010-16693881 1

うぃず日進駅前保育園 保育士 正社員 11010-16682581 3

りとるうぃず日進保育園 保育士 正社員 11010-16702381 1

保育所まぁむ南浦和園 さいたま市南区 保育士 正社員 11010-16700181 1

保育士 正社員 11010-16139281 2

保育士 パート 11010-16140381 2

リトルビーンズ西川口 保育士 正社員 11010-16049881 2

リトルビーンズ末広 保育士 正社員 11010-16048781 2

保育士 正社員 11010-16533381 1

保育士 契約社員 11010-16544981 2

保育士 パート 11010-16546481 3

保育補助 パート ○ 11010-16547781 1

保育士 正社員 11010-16548881 3

保育士 契約社員 11010-16549281 2

保育士 パート 11010-16551681 3

保育士 正社員 11010-16780781 1

保育士 パート 11010-16776081 2

かるみあ２ッコニコ 保育士 パート 11010-16772781 3

かるみあのhana 保育士 パート 11010-16770581 3

保育士 正社員 11010-16581281 1

保育士 準社員 11010-16659581 1

保育士 パート 11010-16660881 1

保育士 正社員 11010-16567081 1

保育士 準社員 11010-16568381 1

保育士 パート 11010-16569681 1

保育士 正社員 11010-16557281 1

保育士 準社員 11010-16558181 1

7
県南
地域

（株）　愛嬰 愛嬰幼保学園　蕨園 川口市 保育士 正社員 13090-44839081 3

保育士 正社員 11010-16698681 2

保育士 パート 11010-16706481 3

保育士 正社員 11010-16711681 6

保育士 パート 11010-16713581 5

保育士スタッフ 正社員 11010-16203381 10

保育スタッフ 正社員 ○ 11010-16214981 2

保育スタッフ パート 11010-16215581 5

保育スタッフ パート 11010-16229081 5

川口市

そよ風保育園　戸塚園◎

9
県南
地域

（株）　志陽堂 川口市内の各園　いずれか 川口市

保育園キッズハウス東川口園

保育園キッズハウス新井宿駅前園

8
県南
地域

（株）　Ｔ＆Ｃ

東川口駅前　そよ風保育園

5
県南
地域

（有）　ストラーダ　チームかるみあ

かるみあ4つ葉

川口市

6
県南
地域

キッズハウス・サポート・サービス　(株)

保育園キッズハウス川口園

川口市

平成30年度保育士合同就職面接会　参加事業所求人一覧

1
県南
地域

（株）　WITH
（福）　彩保育会

川口市

さいたま市中央区

さいたま市浦和区

さいたま市北区

4
県南
地域

（福）　ひふみ会

本町保育所

川口市

カルチャー保育園　または　ワールド保育園

2
県南
地域

（株）　ＪＦＡ　埼玉支店 キッズフィールドわらび北町園 蕨市

3
県南
地域

リトルビーンズ　（株） 川口市

※パート求人はハローワークもしくは

ハローワークインターネットサービス

にてご覧ください
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保育士 正社員 11010-15976081 6

保育士 パート 11010-15990281 3

保育補助 パート ○ 11010-15991181 2

保育士 正社員 11010-15986681 2

保育士 パート 11010-15989481 2

保育補助 パート ○ 11010-15992081 1

保育士 正社員 11010-16146881 2

保育士 パート 11010-16148181 3

保育士 正社員 11010-16150981 5

保育士 パート 11010-16151581 2

保育士 【学卒】正社員 11010-85288 10

保育士 正社員 11050-18027281 1

保育士 パート 11050-18025781 1

保育士 【学卒】正社員 11050-136488 2

保育士 正社員 11010-16716881 2

保育士 パート 11010-16718181 2

保育士 正社員 11010-16719081 2

保育士 パート 11010-16721581 2

13
県南
地域

（福）　理趣会 浦和美園ウイングシティ保育園 さいたま市緑区 保育士 正社員 11050-18139781 3

戸田すこやか保育園 保育士 正社員 11010-16354781 2

保育士 正社員 11010-16358081 2

保育士・保育補助 パート ○ 11010-16361481 3

保育士 正社員 11030-29149481 2

保育士 【学卒】正社員 11030-486388 2

保育士・保育補助 正社員 ○ 11010-16202081 2

保育士・保育補助 パート ○ 11010-16204681 2

保育士 正社員（地域限定正社員） 13040-9749882 1

保育士 パート非常勤社員 13040-9754582 1

保育士 正社員（地域限定正社員） 13040-9757882 1

保育スタッフ パート非常勤社員 応相談 13040-10031382 1

保育士 正社員（地域限定正社員） 13040-10033582 1

保育士 パート非常勤社員 13040-10034682 1

保育士 正社員 11080-8984581 2

保育士 パート 11080-8985481 2

保育士 正社員 11080-8983981 2

保育士 パート 11080-8982681 2

保育士 正社員 11080-8981381 2

保育士 パート 11080-8980081 2

保育士 正社員 11080-8979781 2

保育士 パート 11080-8978481 2

県東
地域

鷲宮保育園 久喜市 保育士 【学卒】正社員 11080-80588 10

けやきの森保育園 さいたま市北区 保育士 正社員 11030-29044781 2

けやきの森保育園　芝原園 さいたま市緑区 保育士 正社員 11030-29042581 2

けやきの森保育園　蕨園 蕨市 保育士 正社員 11030-29040681 2

県東
地域

けやきの森保育園　やしお 八潮市 保育士 正社員 11030-29043481 2

県西
地域

けやきの森保育園　栗原園 新座市 保育士 正社員 11030-29039181 2

保育士 正社員 11030-28333881 3

保育士 パート 11030-28372981 3

保育士 正社員 11030-28345381 3

保育士 パート 11030-28375781 3

保育士 正社員 11030-28370381 3

保育士 パート 11030-28402681 3

19

県東
地域

（福）　創人会

きらり美南保育園 吉川市

県南
地域

きらり遊愛保育園 さいたま市緑区

きらり保育園 さいたま市岩槻区

こどもの国さくら草保育園

戸田本町さくら草保育園

戸田駅前さくら草保育園

18

県南
地域

（福）　けやき会

アートチャイルドケアわらび 蕨市

県西
地域

アートチャイルドケア志木 志木市

17

県南
地域

（福）　さきたま会

戸田公園駅前さくら草保育園

戸田市

15
県南
地域

保育園なかよしROOM　（同）
保育園なかよしＲＯＯＭ
戸田駅前すくすく保育園　　　　いずれか

戸田市

16

県南
地域

アートチャイルドケア　(株)

アートチャイルドケア桶川 桶川市

14
県南
地域

（福）　安心会

戸田市
戸田第２すこやか保育園

大宮すこやか保育園 さいたま市大宮区

12
県南
地域

（福）　あけぼの会

あけぼの保育園

戸田市

あけぼの第2保育園

11
県南
地域

（福）　日の出福祉会

こだま虹保育園

戸田市

とだ虹保育園

南よの虹保育園 さいたま市中央区

10
県南
地域

（福）　友愛会

(仮称)川口アイ保育園

川口市

西川口アイ保育園



ブー

ス

番号

就業
地域

事業所名 園名
平成31年4月以降新規OPEN:◎

就業場所 職種 雇用形態
資格
不問

求人番号
採用
人数

あおきもぐもぐ保育ルーム 保育士 パート 11050-18077181 1

ぽっぽ保育ルーム 保育士 パート 11050-18088681 1

とづかもぐもぐ保育ルーム 保育士 パート 11050-18087381 1

元郷もぐもぐ保育ルーム 保育士 パート 11050-18090781 1

保育士 正社員 11050-18094081 1

保育士 パート 11050-18080581 1

えくぼ保育ルーム さいたま市桜区 保育士 パート 11050-18089981 1

保育士 正社員 11050-18093181 1

保育士 パート 11050-18084281 1

保育士 正社員 11050-18092281 1

保育士 パート 11050-18081481 1

川越西もぐもぐ保育ルーム 保育士 パート 11050-18078081 1

保育士　 正社員 11030-29078781 2

保育士　 パート 11030-29080181 1

保育士　 【学卒】正社員 11030-411388 3

コバトン保育園 さいたま市浦和区 保育士　 【学卒】正社員 11030-408588 2

保育士　 正社員 11030-29070281 2

保育士　 パート 11030-29073381 1

保育士　 正社員 11030-29075981 2

保育士　 パート 11030-29077481 1

保育士　 正社員 11050-18066781 2

保育補助　 パート ○ 11050-18073481 1

保育業務 正社員 11050-18020381 2

保育業務 契約社員 11050-18012381 2

保育業務 パート 11050-18015581 2

保育業務 パート 11050-18022981 1

保育業務 パート 11050-18021681 1

保育士　 正社員 11050-18192381 2

保育士　 パート 11050-18197781 2

保育士 正社員 09030-4793181 3

保育士 パート 09030-4794081 2

保育士 【学卒】正社員 09030-61588 5

保育士 正社員 09030-4791881 15

保育士 パート 09030-4792281 5

保育士 【学卒】正社員 09030-125588 15

保育士 正社員 09030-4795381 3

保育士 パート 09030-4796681 2

保育士 正社員 11110-6940581 5

保育士 パート 11110-6941481 3

保育士 正社員 11110-6938081 3

保育士 パート 11110-6939381 3

保育士 正社員 11090-6007381 3

保育士 パート 11090-6013181 2

保育教諭 正社員 11090-6008681 3

保育教諭 パート 11090-6009981 2

保育士 正社員 11030-29153381 1

保育士 パート 11030-29156581 2

保育士 【学卒】正社員 11030-359088 3

保育士 正社員 11030-29154681 3

保育士 パート 11030-29157481 2

保育士 【学卒】正社員 11030-358488 3

28

県東
地域

（福）　大樹会

ピノ保育園　白岡 白岡市

県南
地域

ピノ保育園　伊奈 北足立郡伊奈町

26

県東
地域

（福）　タイケン福祉会

ウェルネス保育園　越谷 越谷市

県西
地域

ウェルネス保育園　志木 志木市

27

県南
地域

（福）　三愛福祉会

きむら伊奈保育園 北足立郡伊奈町

県北
地域

幼保連携型認定こども園　きむら認定こども園 羽生市

24
県南
地域

（福）　錦江舎 むうみんさくら保育園 さいたま市桜区

25

県南
地域

（福）　星風会

星風会ステラ川口戸塚保育園 川口市

ステラさいたま大門保育園◎ さいたま市緑区

県西
地域

星風会ステラ志木宗岡保育園 志木市

22
県南
地域

（医）　聖仁会　西部総合病院 さくらの家 さいたま市桜区

23
県南
地域

（福）　絆友会 たじま絆保育園 さいたま市桜区

川越市

21
県南
地域

(株)　ニチイ学館　大宮支店

ニチイキッズさいたま保育園 さいたま市桜区

ニチイキッズ上戸田保育園 戸田市

ニチイキッズわらび保育園 蕨市

20

県南
地域

埼玉ヤクルト販売(株)
埼玉ヤクルト保育園

川口市

やあみい保育ルーム 戸田市

北本もぐもぐ保育ルーム 北本市

県西
地域

かわもぐ保育ルーム
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未来たけのこ保育園 保育教諭 正社員 11060-16630481 3

保育教諭 正社員 11060-16635081 3

保育教諭 パート 11060-16643081 2

県南
地域

未来ほしの子保育園 さいたま市西区 保育士 正社員 11030-29072081 5

保育士 一般職非常勤職員 11061-2919881 10

保育士 パート 11061-2920181 3

保育士 パート 11061-2925581 4

保育補助 パート ○ 11061-2921081 5

調理員 パート ○ 11061-2924981 6

栄養士 パート 11061-2922381 1

調理員 パート ○ 11061-2923681 1

保育士 正社員 11050-18104481 3

保育士 パート 11050-18107281 3

いちごの里保育園 保育士 正社員 11050-18304781 2

保育士 正社員 11050-18305881 2

保育士 パート 11050-18306281 2

いちご中央保育園 保育士 パート 11050-18308081 2

いちご保育園 保育業務 正社員 11050-18309381 2

いちご桜保育園 さいたま市桜区 保育士 正社員 11050-18307181 1

保育士 正社員 11050-18114881 1

保育士 パート 11050-18115281 3

保育士 正社員 11050-18116181 1

保育士 パート 11050-18117081 3

保育士 正社員 11050-18119681 2

保育士 パート 11050-18120481 3

あおば保育園 さいたま市南区 保育士 正社員 11010-16753981 1

みらい保育園 川口市 保育士 正社員 11010-16754581 1

つくし保育園 戸田市 保育士 正社員 11010-16756781 1

保育士 正社員 11010-16158381 2

保育補助 パート 11010-16165081 3

保育補助 パート 11010-16177581 1

保育士 正社員 11010-16160481 2

保育補助 パート 11010-16167681 3

保育補助 パート 11010-16180081 2

調理師 パート 11010-16181381 2

保育士 正社員 11010-16157081 15

保育補助 パート 11010-16175681 6

保育補助 パート 11010-16179781 2

36
県西
地域

（福）　高栄会 さくらんぼ保育園 川越市 保育士 正社員 11040-16886081 1

保育士 正社員 13090-43523381 1

保育士 パート 13090-43535581 1

保育士 【学卒】正社員 13090-113388 10

看護師 正社員 13090-43537781 1

看護師 パート 13090-43544481 1

栄養士・調理師 正社員 13090-43545781 1

栄養士・調理師 パート 13090-43546881 1

保育教諭 正社員 11040-16392081 1

保育教諭 パート 11040-16393381 2

保育教諭 【学卒】正社員 11040-130688 2

37
県西
地域

（株）　なないろ このえふじみ野小規模保育園 富士見市

38
県西
地域

（学）　星和学園 星和学園 ふじみ野市

34
県南
地域

(株)　フロンティアキッズ

35
県南
地域

（福）　優愛会

西川口クマさん保育所 川口市

武蔵浦和クマさん保育所 さいたま市南区

(仮称)戸田公園クマさん保育所◎ 戸田市

32
県南
地域

（福）　なないろ会
さいたま市南区

いちご南保育園

33
県南
地域

（福）　萌木会
（有）　クレヨンハウス

保育園　萌夢

さいたま市南区保育園第二　萌夢

保育園　クレヨンハウス

31
県南
地域

ココス・キッズワールド　保育室 ココス・キッズワールド保育室 さいたま市南区

29

県西
地域

（福）　未来保育会
狭山市

未来ふじみ認定こども園

30
県西
地域

飯能市役所

飯能市内各公立保育所

飯能市

山手保育所
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認可保育園　元気キッズ　志木園　第二朝霞岡
園 いずれか

志木市　朝霞市 保育補助 パート ○ 11110-6338281 2

保育園　元気キッズ　新座園　新座栗原園　新座栄園
新座新堀園　朝霞岡園　志木幸町園　いずれか

新座市　朝霞市　志木市 保育補助 パート ○ 11110-6364081 6

保育士 正社員 11110-6342581 1

保育士 【学卒】正社員 11110-44088 2

保育士 正社員 11110-6343481 1

保育士 【学卒】正社員 11110-42388 2

保育士 正社員 11110-6340681 1

保育士 【学卒】正社員 11110-49788 2

保育園　元気キッズ　志木幸町園 保育士 【学卒】正社員 11110-46288 2

保育園　元気キッズ　志木園 保育士 【学卒】正社員 11110-45188 2

保育士 正社員 11110-7014481 1

保育士 パート 11110-7016881 1

保育士 正社員 11010-16749781 1

保育士 パート 11010-16752681 1

浮間さくら保育園 保育士 【学卒】正社員 11010-196288 2

保育士 正社員 11010-16750081 1

保育士 パート 11010-16759181 1

栄養士 正社員 11010-16738981 1

保育士 正社員 11050-18224581 2

保育士 パート 11050-18290981 2

保育士 正社員 11050-18230681 3

保育士 パート 11050-18231981 1

保育士 正社員 11050-18236281 2

保育士 パート 11050-18240581 4

保育士 正社員 11050-18242781 3

保育士 パート 11050-18245181 3

保育士 正社員 11050-18102981 2

保育士 パート 11050-18127681 3

保育士 正社員 11050-18054381 2

保育士 パート 11050-18063981 2

保育士 正社員 11050-18135681 2

保育士 パート 11050-18159381 2

ミルキーウェイインターナショナル
キンダーガーデン武蔵浦和園

保育士 パート 11050-18172281 1

保育士 正社員 11050-18133081 2

保育士 パート 11050-18132181 2

保育士 正社員 11050-18004681 3

保育士 パート 11050-18006581 5

保育士 正社員 11050-18008781 1

保育士 パート 11050-18007481 5

保育士 正社員 11030-29192881 10

保育士 パート 11030-29197681 2

保育補助 パート ○ 11030-29208281 2

保育士 正社員 13010-15143682 1

栄養士 正社員 13010-15147182 1

しおどめの森 保育士 正社員 11100-9008581 1

しおどめ保育園　八潮駅北 保育士 正社員 11100-8999481 1

しおどめ保育園　小規模認可 保育士 正社員 11100-8991881 1

保育士 正社員 11100-8929081 3

保育士 パート 11100-8935281 2

もりまさ保育園(フレンズ) 保育士 パート ○ 11100-8932481 2

八潮市

47
県東
地域

（特非）　子旅ネット
（福）　子旅会

もりまさ保育園(草加園)
草加市

45
県南
地域

（福）　フルホープ 浦和いろは保育園◎ さいたま市浦和区

46
県東
地域

（学）　柴学園

しおどめ保育園 春日部市

44
県南
地域

（福）　ひまわり乳児保育園

ひまわり乳児保育園 さいたま市浦和区

ひまわりＤＯ・ＤＯ保育園
ひまわりＤＯ・ＤＯ第2保育園 　いずれか

さいたま市桜区

ゆめの駅保育園

43
県南
地域

（株）　リーベルステラ

コスモス保育園

さいたま市南区

ステラ保育園

42
県南
地域

（福）　三樹会

ゆめいろ保育園

さいたま市中央区

そらいろ保育園

ゆめの樹保育園

さいたま市南区

ゆめの樹第二保育園

ゆめの星保育園

39
県西
地域

(株)　SHUHARI

保育園　元気キッズ　朝霞岡園 朝霞市

41
県南
地域

（株）　さくらいふ

北戸田さくら保育園
戸田市

辻さくら保育園 さいたま市南区

認可保育園　元気キッズ　第二朝霞岡園 朝霞市

保育園　元気キッズ　新座栄園 新座市　

志木市

40
県西
地域

（福）　シンエイ福祉会 すぎのこ保育園 新座市
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保育士 正社員 11100-8930981 3

保育士 パート 11100-8933781 3

保育士 【学卒】正社員 11100-69188 10

保育士 正社員 11100-8931581 3

保育士 パート 11100-8934881 3

保育士 正社員 11100-8927281 10

保育士 パート 11100-8928181 10

保育士 【学卒】正社員 11100-70888 10

保育士 正社員 11100-8973481 1

保育補助 パート 11100-8974781 1

保育士 パート 11100-8972581 1

保育士 正社員 11120-7500181 1

保育士 【学卒】正社員 11120-62088 2

保育士 正社員 11120-7496081 10

保育士 【学卒】正社員 11120-64288 10

保育士 正社員 11120-7501081 1

保育士 【学卒】正社員 11120-61488 2

准看護士　又は
正看護師

正社員 11120-7659981 1

保育士 正社員 11120-7657381 2

保育士 パート 11120-7658681 3

保育教諭 【学卒】正社員 11120-77988 5

保育士 正社員 11120-7661881 2

保育士 勤務時間限定正社員 11120-7663181 2

保育士 パート 11120-6596781 3

保育士 【学卒】正社員 11120-81588 10

保育士 正社員 11120-7660781 2

保育士 勤務時間限定正社員 11120-7664081 2

保育士 パート 11120-7662281 3

川口青木あおぞら保育園 保育士 正社員 11050-18064581 3

川口あおぞら保育園 保育士 正社員 11050-18061381 3

北上尾たいよう保育園 保育士 正社員 11050-18067881 3

上尾たいよう保育園 保育士 正社員 11050-18069181 3

南浦和たいよう保育園 保育士 正社員 11050-18049581 3

さいたまたいよう保育園 保育士 正社員 11050-18043281 3

浦和たいよう保育園 保育士 正社員 11050-18051281 3

常盤たいよう保育園 保育士 正社員 11050-18053081 3

東浦和たいよう保育園 保育士 正社員 11050-18056981 3

まあれ愛恵保育園 保育士 正社員 11050-18059781 3

大成たいよう保育園 さいたま市大宮区 保育士 正社員 11050-18071981 3

保育士 正社員 11050-18125081 2

保育士 パート 11050-18137581 2

保育士 正社員 11050-18079381 5

保育士 パート 11050-18085181 3

小鳩保育園　南本町　併設　病児保育室　こばと さいたま市南区 保育士 正社員 11050-18313881 2

保育士 正社員 11050-18311481 10

保育士 パート 11050-18312781 16

保育士 正社員 11050-18199281 15

保育士 パート 11050-18198881 8

保育士 【学卒】正社員 11050-144088 8

保育士 正社員 11050-18150681 3

保育士 パート 11050-18203281 3

保育士 【学卒】正社員 11050-143488 3

保育ルーム　ぞうさんのいえ

53
県南
地域

小鳩グループ
（福）　こばと

(仮称)小鳩保育園　南与野◎ さいたま市中央区

54
県南
地域

（福）　大地会

保育園　大きなぞうさん◎

さいたま市緑区

50
県東
地域

保育士サポートセンター（越谷・春日部）
ポコ・ア・ポコ（地域小規模保育園）
わかばの森ナーサリー（認定こども園）

認定こども園　わかばの森ナーサリー

越谷市
南越谷保育室　ポコ・ア・ポコ　南越谷

52
県南
地域

（福）　エンゼル会

エンゼル保育園 さいたま市浦和区

エンゼル乳幼児園 さいたま市緑区

蒲生保育室　ポコ・ア・ポコ

51
県南
地域

（福）　まあれ愛恵会

川口市

上尾市

さいたま市南区

さいたま市浦和区

さいたま市緑区

48
県東
地域

（福）　北谷みどり会 めぇめぇこやぎこども園 草加市

49
県東
地域

（学）　ワタナベ学園

幼保連携型認定こども園みさとさくらの森　 三郷市

(仮称)保育所型認定こども園吉川さくらの森◎　 吉川市

幼保連携型認定こども園越谷さくらの森　 越谷市

47
県東
地域

（特非）　子旅ネット
（福）　子旅会

もりまさ保育園(八潮園)

八潮市おひさま保育園

みつもり保育園

※パート求人はハローワークもしくは

ハローワークインターネットサービス

にてご覧ください
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保育士 正社員 11030-29786981 1

保育士 パート 11030-29790081 1

調理スタッフ パート ○ 11030-29792681 1

くまの子倶楽部　三室保育園 さいたま市緑区 保育士 正社員 11030-29793981 2

保育士 正社員 11080-9111481 2

保育士 パート 11080-9110581 2

保育士 正社員 11080-9158181 2

保育士(担任の補助) パート 11080-9161581 1

保育士(延長保育補助) パート 11080-9160981 1

保育士 正社員 11080-9162481 1

保育士(担任の補助) パート 11080-9164881 1

保育士(延長保育補助) パート 11080-9163781 1

保育士 パート 11080-9056681 1

保育士 パート ○ 11080-9057981 1

保育士 パート 11080-9087281 1

保育教諭 契約社員 11120-7418781 2

保育教諭 パート 11120-7586681 2

保育教諭 【学卒】正社員 11120-80288 2

南越谷保育ステーション 保育補助 パート ○ 11120-7626981 2

保育士 正社員 11120-7622181 3

保育士 パート ○ 11120-7628481 2

保育士 正社員 11120-7624381 2

保育士 パート ○ 11120-7625681 3

保育士 正社員 11120-7623081 2

保育士 パート 11120-7627581 2

の～びる保育園  みずべこどもの家保育園  高野台こどもの家保育園 いずれか 越谷市　北葛飾郡杉戸町 保育士 【学卒】正社員 11120-83788 3

保育士 正社員 11050-18254081 1

保育士 パート 11050-18272381 1

保育士 パート 11050-18267481 1

保育士 正社員 11050-18257981 1

保育士 パート 11050-18280381 1

保育士 パート 11050-18266581 1

保育士 正社員 11050-18258581 1

保育士 パート 11050-18275581 1

保育士 パート 11050-18268781 1

保育士 正社員 11050-18255381 1

保育士 パート 11050-18277781 1

保育士 パート 11050-18259481 1

保育士 正社員 11050-18256681 1

保育士 パート 11050-18278881 1

保育士 パート 11050-18264681 1

保育士 正社員 11030-29120681 2

保育士 契約社員 11030-29117881 1

星の子ステラ保育園 蓮田市 保育士 正社員 11010-16288681 2

川口星の子保育園 川口市 保育士 正社員 11010-16280581 2

美園にじのこ保育園 さいたま市緑区 保育士 正社員 11010-16289981 2

星の子保育園 蓮田市 保育士 正社員 11010-16290781 2

 保育士  正社員 11030-28287781 2

 保育士  パート 11030-28289281 2

保育士 正社員 11030-29147981 2

主任保育補佐 正社員 11030-29144081 2

総務事務 正社員 ○ 11030-29137381 2

62
県南
地域

（福）　育成会 白菊保育園 さいたま市大宮区

 ぱれっと保育園本園  さいたま市見沼区

65
県南
地域

（福）感心感動の育成の会 はすぬま保育園 さいたま市見沼区

63
県南
地域

(株)　ゆうかり

64
 県南
 地域

 (株)　スペックス

61
県南
地域

（株）　リトル学園

リトル保育園川口(認可保育園) 川口市

リトル保育園西区 さいたま市西区

認可保育園リトルやまゆり保育園

さいたま市中央区

リトル保育園本園　さいたま市限定ナーサリールーム

さいたま市認定保育園　リトル保育園宮町 さいたま市大宮区

59
県東
地域

（学）　光厳学園 みどりの丘こども園 北葛飾郡松伏町

60
県東
地域

（福）　相模会

越谷市
みずべこどもの家保育園

の～びる保育園

高野台こどもの家保育園 北葛飾郡杉戸町

大増のぞみ保育園

58
県東
地域

（学）　双葉学園 認定こども園ふたば 春日部市

56
県東
地域

（医）　心司会 介護老人保健施設しょうわ 春日部市

57
県東
地域

（学）　平原学園

春日部市立第9保育所

春日部市

55
県南
地域

くまの子倶楽部保育室
くまの子倶楽部　保育室 さいたま市大宮区
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ス
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保育士 正社員 11030-28482881 1

保育補助 パート ○ 11030-28485081 2

保育士 正社員 11090-6109881 1

保育士 パート 11090-6110181 3

保育士 正社員 11090-6019481 2

保育士 パート 11090-6020281 3

保育士 【学卒】正社員 11090-96488 3

保育教諭 正社員 11090-6118881 3

保育教諭 パート 11090-6108781 3

保育教諭 【学卒】正社員 11090-97088 2

保育士 正社員 11090-6106581 2

保育士 パート 11090-6113681 2

看護師 パート 11090-6105981 1

保育士 【学卒】正社員 11090-99288 2

保育士 正社員 11030-29292181 2

保育士 パート 11030-29267281 2

保育士 正社員 11030-29291281 1

保育教諭・保育士 パート 11030-29320281 1

保育補助 パート ○ 11030-29314081 1

72
県南
地域

（福）　誠高会 大宮日進さくらんぼ保育園 さいたま市北区 保育士 正社員 11030-29631981 1

保育士 契約社員 11030-29203981 1

保育士 パート 11030-29210681 1

保育士 パート 11030-29206781 1

74
県南
地域

（福）　宮原ハーモニー あい音保育園 さいたま市北区 保育士 正社員 11030-29009681 2

保育士 正社員 11010-16304481 1

保育士 パート 11010-16306881 1

保育士 【学卒】正社員 11010-195188 1

保育士 正社員 11030-29623981 2

保育士 パート 11030-29624581 1

保育士 【学卒】正社員 11030-492688 1

保育士 正社員 11030-29063181 1

保育士 パート 11030-29067981 1

保育士 【学卒】正社員 11030-491788 1

上尾市・桶川市の施設7ヶ所　いずれか 上尾市　桶川市 保育士 正社員 11030-28973281 2

プリスクレール　ディゾ　アンジェ 上尾市 保育士 正社員 11030-28969681 2

保育士 正社員 11030-29689081 1

保育士 パート 11030-29690981 1

保育士 【学卒】正社員 11030-498288 1

保育士 正社員 11030-29586581 2

保育士 【学卒】正社員 11030-499588 2

保育士 正社員 11030-29635881 4

保育士 パート 11030-29637181 1

保育士 正社員 11030-29341681 2

保育士 契約社員 11030-29346881 3

保育士 【学卒】正社員 11030-481588 3

保育士 正社員 11030-28634881 2

保育士 契約社員 11030-28625781 2

保育士 【学卒】正社員 11030-482888 3

みなみの森保育園

79
県南
地域

（福）　松川会 さくら保育園 桶川市

80
県南
地域

（学）　柳瀬学園

みなみ絵本の子ども園

北本市

認可保育園　保育園　アミ・クレイシュ 上尾市

78
県南
地域

（福）　彩光会 ころぽっくる第二保育園 上尾市

76
県南
地域

（株）　エックス

77
県南
地域

（株）　こどもの森

75
県南
地域

（福）　うぐす拓育会
 (株)　ＵＧＵＳＵ

うぐす保育園　川口戸塚 川口市

うぐす保育園日進 さいたま市北区

うぐす保育園大成 さいたま市大宮区

認定こども園つつじが丘こども園 上尾市

73
県南
地域

（株）　くれよん くれよん保育園 さいたま市北区

70
県北
地域

（福）　英光会 和光保育園 行田市

71
県南
地域

（福）　永寿荘

おうぎの森保育園 さいたま市西区

68
県北
地域

（福）　共愛会 須影保育園 羽生市

69
県北
地域

（福）　とねの会 とねの会こども園 羽生市

66
県南
地域

（福）　ゆたか会 伊奈ゆたか保育園 北足立郡伊奈町

67
県北
地域

（福）　一粒 介護付き有料老人ホーム風の街こうのす 鴻巣市


