
２/７（水） 

13：00～16：00 
池田市栄本町12-9 
 （阪急宝塚線 
  池田駅より徒歩7分） 

日 時 場 所 ＭＡＰ 

ハローワーク池田  
 ３階大会議室 

～やっぱり気になる働きやすさ～ 

14：30～16：00（最終受付15：30） 

＊参加事業所は裏面参照 
＊説明を聞くだけでもＯＫ！ 

相談コーナー 
大阪府保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ/大阪福祉人材支援ｾﾝﾀｰ 

求職相談、貸付制度、職場体験制度 など 

無資格の方、ブランクのある方も大歓迎！ 

ハローワーク池田 職業相談部門（ご利用時間：平日８:30~17:15）   

   

主催：ハローワーク池田 
 

共催：豊中市 
協力：池田市・箕面市・豊能町・能勢町 

保育のしごとのやりがい・体験談 
～退職、ブランク、復帰 体験談～ 

■ 

知っておきたいおトクな制度 ■ 
～貸付制度、職場体験制度～ 

■個別相談・面接会 

講師 大阪府保育士・保育所支援センター 
 コーディネーター 

豊中・池田・箕面市の 
8保育事業所参加（予定） 

■事業所ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
14：00～14：30 

資格不要の求人もあります！ 

フェアのお問い合わせ・セミナーのお申込みは 

部門コード    072-751-2595   41＃ 

～保育現場の種類～ 

■ 自分に合った職場を見つけよう 

～保育士の職場環境・処遇とは～ 

■ やっぱり気になる働きやすさ 

14：30～16：00 

予約制 
定員２０名 

予約 
不要 

セミナー 13：00～14：00 
14：00～16：00 

予約 
不要 

就職相談・面接会 



施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

 石橋保育所 池田市井口堂３－４－
３５ 認可保育所

 古江保育所 池田市古江町４ 認可保育所

 呉服保育所 池田市神田１－２－１３ 認可保育所

 五月丘保育所 池田市五月丘３－２－４ 認可保育所

 なかよしこども園 池田市石橋４－６－１ 認可保育所

 やまばと学園 池田市旭丘１－１－１０
児童発達支援
センター

 呉服保育所 池田市神田１－２－１３ 認可保育所

 五月丘保育所 池田市五月丘３－２－４ 認可保育所

 なかよしこども園 池田市石橋４－６－１ 認可保育所

職場定着のための取組

池田市役所

保育士
 ／臨時的任用職員

 ・日曜は休み。　土曜出勤は月に１～２度で、残業は職員会議の時（年５回程度）
 ・基本は９時～１７時のフルタイム
 ・保育士免許のない方は、１回２時間までの朝・夕の保育補助、　もしくは１４時～１５時で時給９５０円

保育補助／パート

27100-834081

27100-833181

27100-831881

27100-827381

27100-825181

 就職相談・面接会のポイント 

 ☑ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝで全事業所のＰＲポイントをチェック！ 

 ☑複数の事業所とお話ができます！ 

 ☑ご相談・ご質問だけでもＯＫです！ 

 ☑直接担当者からお話が聞けます！ 

 ☑服装自由です! 

 

＊ブースイメージ 

求人の詳細について職業相談窓口までおたずねください。 
（求人票は、ハローワークの求人検索パソコンもしくは、 
ハローワークインターネットサービスにて公開されています。） 

資格 
不要 

資格 
不要 

資格 
不要 

施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

保育士／正社員 27010-4332781

保育士／パート 27010-4334281

保育方針

職場定着のための取組

 ほわいと保育園宮山町
豊中市宮山町
　　　　　　　１－６１－８、９

認可保育所

・基本的生活習慣の自立をはかる
・一人ひとりの個性を大切にする
・信頼できる大人との関係をつくる

充実した福利厚生
１．週休２日制　 ２．賞与年２回（正社員のみ）　 ３．交通費全額支給　４．リフレッシュ休暇２日有（正社員のみ）
５．処遇改善手当有　６．病気入院保障制度有　７．住宅手当支給（条件有） 　８．車通勤可能（駐車場有）

株式会社つばき



施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

 もみじ保育園 箕面市今宮２－４－２５ 認可保育所 保育士／正社員 27100-685581

保育方針

職場定着のための取組

社会福祉法人　今宮福祉会

「一人ひとりを大切に」という理念のもと、子どもたちのありのままの姿を受け入れ、成長を見守りながら援助しています。どん
な小さな子どもでも、一人の人として丁寧に関わることを心がけています。

子育て中の職員も多く、何かあれば「お互い様」の気持ちでフォローし、協力し合いながら仕事をしています。子どもたちに
とって、より良い保育ができるよう、一緒に考えていけるような雰囲気づくりを目指しています。

施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

保育士／正社員 27100-688881

保育士／パート 27100-689281

保育方針

職場定着のための取組

・子どもたちが健康で豊かに生きる力を身につけていくために、子どもの人権や主体性を尊重します。
・地域の子育てを支援し、また自然と触れ合う保育を養います。
・食育を通して食べることの楽しさを味わう基礎を育てます。

職員が少しでもゆとりをもって保育が出来るように「仕事を一人で抱え込まない」など、自分が出来ない時でも他の職員が出
来る態勢であるように「働きやすい環境」を整えていくようにしています。

さくらんぼ保育園

 さくらんぼ保育園 豊中市南桜塚１－１６－７
小規模保育
事業Ａ型

施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

 あけぼのひだまり
 保育園

豊中市柴原町２－１４－１ 認可保育所

 豊中ひだまり保育園 豊中市岡上の町２－１－１　２F 認可保育所

 東豊中ひだまり保育園 豊中市東豊中町５－４－５ 認可保育所

 東泉丘ひだまり保育園 豊中市東泉丘２－１２－１８ 認可保育所

 羽鷹池ひだまり保育園 豊中市少路１丁目内 認可保育所

 中桜塚ひだまり保育園 豊中市中桜塚４丁目内 認可保育所

保育方針

職場定着のための取組

保育士／正社員

保育士／パート

27100-686481

27100-687781

子どもたちを生活の中心に置き、安心して過ごせるよう出来るだけ家庭に近い環境を心掛けています。「人っていいな」「人
が大好き！」と子ども自身が感じられたり、思いを受け止め、あるがままの姿を大切に受け入れています。

・キャリアアップシステムの構築（役職に応じて手当を支給）
・有給消化率１００％

社会福祉法人　あけぼの会



施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

 天神保育園 池田市天神１－１－１３ 認可保育所

 住吉保育園 池田市住吉１－５－８ 認可保育所

 亀之森こども園 池田市住吉２－３－１
幼保連携型認
定こども園

保育方針

職場定着のための取組

学校法人　亀之森住吉学園　天神保育園

穏やかで家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの子どもを大切にし、子どもたちが自己を発揮し、自分をかけがえのない存在で
あると実感できるような保育内容を実践し、子どもたち生活の場として環境を整え、自立して生きていくための基礎となる力
を培います。

・休暇取得の推進（夏には交替で５日間の休暇を取れるように調整など）
・キャリアアップの為の研修機会を多く提供（研修費補助あり）
・園長による個人面談実施（年２回）

27100-683681

27100-684981

保育士／正社員

保育の補助／パート

施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

原田介護予防センター内
保育所

豊中市原田元町３－１３－１
事業所内保育
事業（認可）

保育士／パート 27100-690381

保育方針

職場定着のための取組

社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団　高齢者総合福祉施設　豊寿荘

園児一人ひとりの個性を尊重し、あたたかいかかわりの中で、自主性、豊かな人間性、感性を育みます。また、家庭との連
携を大切にし、子どもが心身ともに健やかに明るく素直に育つ環境作りに努めます。

・就職一時金（２万円）あり　（条件あり）
・育児休業（最大・子が３歳になるまで）・介護休暇　（最大・１年間）
・職員互助会　（イベント招待、旅行補助、給付金等）＊週２０時間以上勤務の場合加入可
　上記以外にも様々な取組をしていますので、相談・面接会でおたずねください。

施設名 所在地 施設種別 職種／雇用形態 求人番号

保育教諭／正社員 27100-682381

保育補助／パート 27100-681081

保育方針

職場定着のための取組

・有給休暇は初年度初日より１３日付与しています。
・看護師、特別支援心理専門職員を配置して、保育教諭が一人で悩むことなく、組織、ﾁｰﾑで支え合っています。

幼保連携型認定こども園として０歳～就学前の子ども達を一人一人丁寧に保育しています。

学校法人　亀之森住吉学園　亀之森幼稚園・かめのもり乳児園

 亀之森幼稚園・
　かめのもり乳児園

池田市住吉２－３－１
幼保連携
認定こども園

   は保育士資格をお持ちでない方も応募可能です！ 
 保育のお仕事にご興味のある方はお気軽にご参加ください！ 

資格 
不要 

資格 
不要 

資格 
不要 

資格 
不要 


