
名古屋市守山区

のびのび遊んでのびのび育つ

名古屋市認可保育所
定員｜ 　1 2 0 名
対象｜ 　0 歳児～就学前
開園｜ 　2012 年開園
所在地｜ 守山区吉根太鼓ヶ根3231-29
最寄駅｜ ゆとりーとライン太鼓ヶ根より徒歩３分

P H I L O S
社会福祉法人フィロス

社会福祉法人フィロス 法人本部　〒460-0012 名古屋市中区千代田 2 丁目 10 番 2-3-5Ｆ　tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30　担当　大藪智恵美

園長先生のインタビュー公開中！

募集職種

給与
　　

勤務時間

休日

休暇

福利厚生

募集要項

保育職員 (保育士資格・幼稚園教諭免許 必須）

給与合計　新卒　　四大卒 223,000円～、短大卒 203,000円～
　　　　　３年目　四大卒 239,000円　短大卒 219,000円（目安）
内訳　　　基本給：四大卒 174,000円～、短大卒 154,000円～
　　　　　資格手当： 30,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅱ： 10,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅲ： 9,000円　

主担手当：20,000円　
住宅手当：10,000円　
扶養手当：規程による　
通勤手当：規定内支給　月額上限50,000円

賞与：年２回　合計4.2ヶ月
昇給：年１回　8,000円

平日・土曜日　実働８時間（休憩1時間）
7:00-19:00の間でシフト制

年間休日115日
日曜・祝日・年末年始12/29-1/3　土曜勤務は月に２回程度

年次有給休暇、結婚休暇、子の看護休暇、生理休暇など

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

園見学のお申込
お問合

保育士追加募集！2023年４月採用
募集１名（既卒歓迎！） 

採用試験は面接のみ 随時設定します

国基準の 1.5 倍の手厚い人員配置だから

休憩しっかり
リフレッシュで

きる
残業 持ち帰り

ほぼゼロ
子どもと

ゆったり関われる

法人一括採用のため将来的に異動の
可能性があります。入職時の配属は
もりの風こども園です。

2022.12.19



名古屋市天白区

まるで大きな
家族

みんなでいっ
しょに

成長できる場
所

園見学のお申込
お問合名古屋市認可保育所

定員｜ 6 0 名
対象｜ 0 歳児～就学前
開園｜ 2013年開園
所在地｜ 天白区鴻の巣２丁目１１９
最寄駅｜ 市バス植田一本松・焼山から徒歩８分

P H I L O S
社会福祉法人フィロス

社会福祉法人フィロス 法人本部　〒460-0012 名古屋市中区千代田 2 丁目 10 番 2-3-5Ｆ　tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30　担当　大藪智恵美

募集職種

給与
　　

勤務時間

休日

休暇

福利厚生

募集要項

園長先生の
インタビュー
公開中！

保育職員 (保育士資格・幼稚園教諭免許 必須）

給与合計　新卒　　四大卒 223,000円～、短大卒 203,000円～
　　　　　３年目　四大卒 239,000円　短大卒 219,000円（目安）
内訳　　　基本給：四大卒 174,000円～、短大卒 154,000円～
　　　　　資格手当： 30,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅱ： 10,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅲ： 9,000円　

主担手当：20,000円　
住宅手当：10,000円　
扶養手当：規程による　
通勤手当：規定内支給　月額上限50,000円

賞与：年２回　合計4.2ヶ月
昇給：年１回　8,000円

平日・土曜日　実働８時間（休憩1時間）
7:00-19:00の間でシフト制

年間休日115日
日曜・祝日・年末年始12/29-1/3　土曜勤務は月に２回程度

年次有給休暇、結婚休暇、子の看護休暇、生理休暇など

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

保育士追加募集！2023年４月採用
募集１名（既卒歓迎！） 

採用試験は面接のみ 随時設定します

国基準の 1.5 倍の手厚い人員配置だから

休憩しっかり
リフレッシュで

きる
残業 持ち帰り

ほぼゼロ
子どもと

ゆったり関われる

法人一括採用のため将来的に異動の
可能性があります。入職時の配属は
にじの花保育園です。

2022.12.19



刈谷市

おもいっきり遊んで笑って 泣いて生きる力を育む

愛知県認可保育園
定員｜ 90 名
対象｜ 0 歳児～就学前
開園｜ 2015 年開園
所在地｜ 刈谷市一ツ木町３丁目５－５
最寄駅｜ 名鉄一ツ木駅徒歩10分

P H I L O S
社会福祉法人フィロス

社会福祉法人フィロス 法人本部　〒460-0012 名古屋市中区千代田 2 丁目 10 番 2-3-5Ｆ　tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30　担当　大藪智恵美

保育職員（保育士資格を入職までに取得見込みの方）

合計： 短大卒 192,444円
 四大卒 218,892円
　※基本給+地域手当+処遇改善手当　

住宅手当：28,000円など　
　※住居手当は家賃によって異なります

通勤手当：規定内支給　月額上限55,000円
　※職員駐車場あり（利用料月額3,000円）

賞与：年２回　合計4.45ヶ月（実績 在籍半年）
昇給：年１回

平日・土曜日　実働８時間（休憩1時間）
7:30-19:30の間でシフト制

年間休日115日　　※土曜勤務は月に２回程度
日曜・祝日・年末年始12/29-1/3

年次有給休暇、結婚休暇、子の看護休暇、生理休暇など

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

募集職種

給与

勤務時間

休日

休暇

福利厚生

募集要項

給与・手当は全て
刈谷市の規定に準じます

園見学のお申込
お問合

保育士追加募集！2023年４月採用
募集１名（既卒歓迎！） 

国基準の 1.5 倍の手厚い人員配置だから

休憩しっかり
リフレッシュで

きる
残業 持ち帰り

ほぼゼロ
子どもと

ゆったり関われる

採用試験は面接のみ
随時設定します

2022.12.19



名古屋市千種区

ひたむきに
子どもの育ち

に向き合う

園見学のお申込
お問合名古屋市認可保育所

定員｜ 6 9 名
対象｜ 0 歳児～就学前
開園｜ 2014年開園
所在地｜ 千種区星が丘元町3-6NTT西日本東山ビル
最寄駅｜  地下鉄星が丘より徒歩３分

P H I L O S
社会福祉法人フィロス

社会福祉法人フィロス 法人本部　〒460-0012 名古屋市中区千代田 2 丁目 10 番 2-3-5Ｆ　tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30　担当　大藪智恵美

募集職種

給与
　　

勤務時間

休日

休暇

福利厚生

募集要項

保育職員 (保育士資格・幼稚園教諭免許 必須）

給与合計　新卒　　四大卒 223,000円～、短大卒 203,000円～
　　　　　３年目　四大卒 239,000円　短大卒 219,000円（目安）
内訳　　　基本給：四大卒 174,000円～、短大卒 154,000円～
　　　　　資格手当： 30,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅱ： 10,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅲ： 9,000円　

主担手当：20,000円　
住宅手当：10,000円　
扶養手当：規程による　
通勤手当：規定内支給　月額上限50,000円

賞与：年２回　合計4.2ヶ月
昇給：年１回　8,000円

平日・土曜日　実働８時間（休憩1時間）
7:00-19:00の間でシフト制

年間休日115日
日曜・祝日・年末年始12/29-1/3　土曜勤務は月に２回程度

年次有給休暇、結婚休暇、子の看護休暇、生理休暇など

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

保育士追加募集！ 2023年４月採用
募集１名（既卒歓迎！） 

採用試験は面接のみ
随時設定します

国基準の 1.5 倍の手厚い人員配置だから

休憩しっかり
リフレッシュで

きる
残業 持ち帰り

ほぼゼロ
子どもと

ゆったり関われる

法人一括採用のため将来的に異動の
可能性があります。入職時の配属は
にじの花保育園です。

2022.12.28



名古屋市守山区

毎日ワクワク

明日が楽しみ
で待ち遠しい

園見学のお申込
お問合名古屋市認可保育所

定員｜ 9 0 名
対象｜ 0 歳児～就学前
開園｜ 2015年開園
所在地｜ 守山区小幡千代田13-18
最寄駅｜ 名鉄瀬戸線小幡駅より徒歩10分

P H I L O S
社会福祉法人フィロス

社会福祉法人フィロス 法人本部　〒460-0012 名古屋市中区千代田 2 丁目 10 番 2-3-5Ｆ　tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30　担当　大藪智恵美

募集職種

給与
　　

勤務時間

休日

休暇

福利厚生

募集要項

保育職員 (保育士資格・幼稚園教諭免許 必須）

給与合計　新卒　　四大卒 223,000円～、短大卒 203,000円～
　　　　　３年目　四大卒 239,000円　短大卒 219,000円（目安）
内訳　　　基本給：四大卒 174,000円～、短大卒 154,000円～
　　　　　資格手当： 30,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅱ： 10,000円　
　　　　　処遇改善加算手当Ⅲ： 9,000円　

主担手当：20,000円　
住宅手当：10,000円　
扶養手当：規程による　
通勤手当：規定内支給　月額上限50,000円

賞与：年２回　合計4.2ヶ月
昇給：年１回　8,000円

平日・土曜日　実働８時間（休憩1時間）
7:00-19:00の間でシフト制

年間休日115日
日曜・祝日・年末年始12/29-1/3　土曜勤務は月に２回程度

年次有給休暇、結婚休暇、子の看護休暇、生理休暇など

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度

保育士追加募集！ 2023年４月採用
募集１名（既卒歓迎！） 

採用試験は面接のみ
随時設定します

国基準の 1.5 倍の手厚い人員配置だから

休憩しっかり
リフレッシュで

きる
残業 持ち帰り

ほぼゼロ
子どもと

ゆったり関われる

法人一括採用のため将来的に異動の
可能性があります。入職時の配属は
にじの花保育園です。

2022.12.28



もりの小道につり橋づくり
お手伝いに来ませんか？

社会福祉法人フィロス 法人本部　担当 大藪　tel: 052-238-9424 月～金 8:30-17:30

9:00-11:00
一級建築士・こども環境アドバイザー

井上寿先生講話
子どもが自ら育つ環境とは？子どもの主体性
を尊重する環境について、全国のいろいろな
園の事例を交えながらお話しくださいます。

13:00-17:00 雨天中止

「もりの小道」にてつり橋づくり
井上先生にご指導いただいて「つり橋」を制作。職員だけでなく保護者も
いっしょに作業します。材料を運んだりネジを止めたりやすりをかけたり、
お願いする作業は簡単なものです。お気軽にご参加ください。

名古屋市守山区吉根太鼓ヶ根3231-29

P H I L O S
学生ボランティアさん大募集

いのうえひさし
井上 寿先生
もりの風こども園
が環境整備を進め
る上でご指導いた
だいている。一級建築士でこども
環境アドバイザー。全国の保育園
を駆け回り、「子どもが自ら育つ環
境整備」をワークショップ形式で
実践されている。とても気さくな
人柄で、保育士のこうしたい！に
優しくアドバイスくださる。

もりの風こども園では、保育士が手作りで

環境整備を行っています。今の子どもたちの姿に合った

環境を作れるのは手作りだからこそ。数カ月に一度は、

「パパの会」として保護者にもご協力いただいています。

手作りの環境整備

木村歩美先生との共著

「子どもが自ら育つ園庭
整備」は

私たちのバイブル！

part 1

part 2

part1、2のどちらかのみのご参加も歓迎！途中退出もＯＫです。

通しでご参加いただく場合は、昼食として給食をご提供します。

車での来園もＯＫ（事前にご連絡ください）

●

●

●

保護者も巻き込ん
で

ＤＩＹ未
経験Ｏ

Ｋ

手ぶら
参加Ｏ

Ｋ

保護者
とも交

流でき
る

保育士だけでなく保護者の方にもお手伝いいただいて園舎すぐとなりの雑木林「もりの小道」に「つり橋」を作ります。
もりの風の保育に興味のある方も、環境整備に興味のある方も、ＤＩＹ好きな方も大歓迎！お気軽にご参加ください。

ゆとりーとライン「太鼓ヶ根」より徒歩３分 お申込みはｌｉｎｅから

2023年1
21
（土）

昼

食
付き


