
人事担当者によるフォロー面談

など、法人本部が縁の下でみな

さんをサポート。現場では聞き

にくい人事制度や社会保険など

についても、気軽に聞けて安心。

２０１８年より、年間休日が　

５日増えて１１５日に。複数の

職員で担任する異年齢の縦割り

クラス保育は、休みを取りやす

いメリットもあります。

やりたい！
楽しい！
子どもが主役！

子どもは自ら育つ。だからこそ、フィロスの保育園では、

ありのままの姿を受け入れ、ひとりひとりと丁寧に向き合います。

C H A L L E N G E  &  E N J O Y
子どもが好き、保育が好き、
そんな人こそフィロスに向いていると思う。

求人情報は裏面→

採用イベントなどの情報をお届けします。
個別のお問合せもＯＫ。
ぜひお友だち登録してください。

友だち登録で
イイコトいっぱい。

P H I L O S

年間休日１１５日

フォロー体制充実

今年４月に育児休暇から復職し

た人は中部エリア全体で８人。

復職後は時短・シフト固定勤務

も可能で、多くの職員が子育て

と仕事を両立させています。

育休・時短勤務ＯＫ　　　　
働き方を選べる

子どもたちと丁寧に向き合うためには働きやすい環境が必要だから働きやすさ
改革

推進中！

やってみた
いことに

挑戦できる
！

長く働ける
安心感がある。

プライベート
も

充実♪

挑戦しよう。

楽しもう。

保育っておも
しろい。

P H I L O S
社会福祉法人フィロス

chubu 2021.06.01

正職員として入職したら、すぐ

に年次有給休暇を５日付与。新

しい生活が始まって体調を崩し

やすい時期も安心です。夏の帰

省にも使ってもＯＫ。

入職してすぐ　　　　
有給５日制度

幼免の更新講習を法人の研修制

度の中に組み込み、すべての職

員が必ず受講する取り組みを始

めました。講習費用は法人が負
担します。　※刈谷ゆめの樹保育園を除く。
小規模園の所属職員は任意。

幼免更新講習　　　　
サポート制度



募集要項 中部エリア　保育・調理
for 2022

P H I L O S
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調 理 職 員

名古屋エリア　標準園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※募集人数未定

もりの風こども園（名古屋市守山区）
にじの花保育園（名古屋市天白区）
ゆめの樹保育園（名古屋市中村区）
星のまち保育園（名古屋市千種区）
小幡もりの風保育園（名古屋市守山区）
植田にじの花保育園（名古屋市天白区）
シャイニー・キッズ保育園
　　　　　　　　　　（名古屋市名東区）
   

管理栄養士、栄養士、調理師のいずれかの
資格をお持ちの方、もしくは入職までに取得見込の方。

【給与合計】
四大卒 204,000 円～
短大卒 184,000 円～

基本給：四大卒 174,000 円～
　　　　短大卒 154,000 円～

資格手当：管理栄養士 10,000 円、
　　　　　栄養士・調理師 6,000 円 
主任手当：10,000 円～ 20,000 円 

    
賞与：年2回　
在籍半年以上で年間4.2ヶ月以上支給見込※

平日・土曜　実働 8時間（休憩 1時間）
7：30-17：00の間でシフト制　※土曜半日

保育職員・調 理 職 員

刈谷エリア　標準園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※募集人数未定

刈谷ゆめの樹保育園（刈谷市一ツ木町）

応募資格

保育職員：
保育士資格をお持ちの方、
もしくは入職までに取得見込みの方。

調理職員：
管理栄養士、栄養士、調理師のいずれかの
資格をお持ちの方、もしくは入職までに取得見込の方。

【給与合計　地域手当含む】
四大卒 215,528 円～
短大卒 188,732 円～

扶養手当：6,500 円～ 10,000 円
住居手当：3,500 円～ 27,000 円

賞与：年2回　
在籍半年以上で年間4.45ヶ月支給見込

昇給：年１回

通勤手当：規程内支給　月額上限55,000円
　　　　　園内駐車場有（月額 3,000 円）

平日・土曜　実働 8時間（休憩 1時間）
7：30-19：30の間でシフト制

保 育 職 員 
  
名古屋エリア　標準園　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各園若干名募集

もりの風こども園（名古屋市守山区）
にじの花保育園（名古屋市天白区）
ゆめの樹保育園（名古屋市中村区）
星のまち保育園（名古屋市千種区）
小幡もりの風保育園（名古屋市守山区） 
植田にじの花保育園（名古屋市天白区）
シャイニー・キッズ保育園
　　　　　　　　　（名古屋市名東区） 

応募資格

保育士資格と幼稚園教諭免許状をお持ちの方、
もしくは入職までに取得見込みの方。      

給与など待遇

【給与合計】
四大卒 204,000円～  
短大卒 184,000円～  

基本給：四大卒174,000円～  
　　　　短大卒154,000円～  

資格手当：30,000円  
主担手当：10,000円～ 20,000円  

扶養手当：5,000円～ 15,000円  
住居手当：10,000円　※本人名義の賃貸の場合     

賞与：年2回　
在籍半年以上で年間4.2ヶ月以上支給見込※
    
昇給：年1回　実績8,000円～ 12,000円
※人事考課により査定    

通勤手当：規定内支給　月額上限50,000円 （車通勤可、園内駐車場がない場合は、駐車場費補助月額4,000円支給）
 
勤務時間

平日・土曜　実働8時間（休憩1時間）  
7：00-19：00の間でシフト制
  
休日

年間休日115日　　　　　　　　　（日曜・祝日・年末年始）（土曜の勤務は月に２回程度）     
  
休暇

年次有給休暇、結婚休暇、子の看護休暇、生理休暇など

福利厚生

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

その他

産前産後休業、育児休業
時短固定勤務制度（子どもが就学するまで）
幼免更新講習サポート制度（刈谷ゆめの樹保育園を除く）    
積立応援制度（確定給付年金 「はぐくみ基金」）

　
名古屋エリア　小規模園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各園若干名募集 

ソラーナひびの（名古屋市熱田区）
ソラーナほんごう（名古屋市名東区）
ソラーナほんじん（名古屋市中村区）
ソラーナいりなか（名古屋市昭和区）
ソラーナつゆはし（名古屋市中川区）
ソラーナじょうさい（名古屋市西区）

  

保育士資格をお持ちの方、
もしくは入職までに取得見込みの方。

【給与合計】
四大卒196,000円～
短大卒176,000円～

基本給：四大卒166,000円～
　　　　短大卒146,000円～

    

賞与：年2回
在籍半年以上で年間2.0ヶ月以上支給見込※
  
   

平日・土曜　実働8時間（休憩1時間）
7：30-18：30の間でシフト制

※名古屋市の園の賞与は人事考課によって支給額を決定。規程：標準園3.8～5.0ヶ月/年、ソラーナ1.6～2.4か月/年（在職半年以上の場合）

刈谷ゆめの樹保育園の給与は
　刈谷市の規定に準じています。

お問合せは、ＬＩＮＥから。
採用情報も配信します。

tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30
 mail: otoiawase@philos2011.com

address: 名古屋市中区千代田２丁目１０－２－３
オーシャンスクエア５Ｆ

オオヤブ 　チエミ

社会福祉法人フィロス
法人本部

　　　　　　　　　　採用担当：大藪 智恵美

各保育園の

詳しい場所は、

こちらから→

育児休業からの
復職実績

     2名（2020
年度中）

　  8名（2021
年春）

現在育休中　4名

休憩はしっかり
１時間。

分けてとってた
り、

仮眠したり、

各園で工夫して
います。

標準園の賞与を
2020 年度に

年間で 0.2 ヶ月
分引き上げまし

た。

ひとり暮らし応援
！
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「入職してすぐ有休５日制度」
入職時に有休の一部を前倒しで付与します。
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採用説明会　　7/17（土）、8/7（土）　１０：００～１２：００　詳細は LINE、ｗｅｂサイトでお知らせします。

採用試験　　　9/1（水）、9/4（土）　法人本部にて。時間は個別にご案内します。

採用イベント参加者募集中！
　・園見学
　・実習ボランティア
　・オンライン
　　就職活動アドバイス講座
　　　　　詳細はｗｅｂ、ＬＩＮＥで。




