保育士（正職員）

保育士（アルバイト・パート）

仕事内容

神戸市小規模保育事業 Ohana 保育園での保育士

仕事内容

神戸市小規模保育事業 Ohana 保育園での保育士

給与

月給 20 万円～25 万円

給与

時給 1,000 円～1,050 円

※試用期間 2 ヵ月/19 万円

※試用期間 2 ヵ月/時給 950 円

昇給/賞与

昇給年 1 回 / 賞与年 2 回

※扶養控除内考慮

休日休暇

完全週休 2 日制（日曜他 1 日）

休日休暇

有給休暇

入職 6 ヵ月後より 10 日

その他休暇 年末年始 6 日

週休 4 日～5 日（シフト制/応相談）

その他休暇 年末年始 6 日

年間休日

220 日

年間休日

120 日

勤務時間

月曜～金曜 9:00～

勤務時間

月曜～金曜 7:30～19:00 の間で 1 日 8 時間

保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

保険

雇用保険、労災保険

福利厚生

交通費全額支給、

福利厚生

交通費 1 日 800 円まで支給

研修制度

社内新人研修あり

研修制度

社内新人研修あり

※週 2 日程度 / 1 日 5～6 時間程度

必要な資格 保育士免許

必要な資格 保育士免許

必要経験

必要経験

保育士の経験が

未経験者可

2 年以上ある方

管理栄養士
仕事内容

神戸市小規模保育事業 Ohana 保育園で園児 22 名
の給食・おやつを作ってもらうお仕事です。

看護師（パート）
仕事内容

給与

月給 20 万円～24 万円
※試用期間 2 ヵ月/20 万円

神戸市小規模保育事業 Ohana 保育園での保育士

※別途皆勤手当あり（5,000 円）

業務
給与

時給 1,000 円～1,200 円
※試用期間 2 ヵ月/時給 950 円

休日休暇

週休 3 日～4 日程度（シフト制/応相談）

年間休日

220 日

勤務時間

月曜～金曜の間で 3 日程度（曜日は応相談）
8:30～15:30（1 日 6 時間程度）

保険

雇用保険、労災保険

福利厚生

交通費 1 日 800 円まで支給

必要な資格 看護師免許をお持ちの方
必要経験

看護師の経験が
2 年以上ある方

昇給/賞与

昇給年 1 回 / 賞与年 2 回

休日休暇

完全週休 2 日制（日曜他 1 日）

有給休暇

入職 6 ヵ月後より 10 日

募

集

終

了

その他休暇 年末年始 6 日
年間休日

120 日

勤務時間

月曜～金曜 8:15～16:00
土曜 8:30～13:30

保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

福利厚生

交通費全額支給、制服（エプロン）支給

研修制度

社内新人研修あり

必要な資格 管理栄養士免許
必要経験

実務経験 2 年以上ある方

幅広い年齢層のスタッフ

Ｏｈａｎａ保育園を選んだ理由

20 才代から 50 才代まで年齢幅の広い保育士がそろった保育園
です。真面目に楽しく明るく仕事をしています。
先輩方が丁寧に仕事を教えてくれますので、ブランクのある方
でも安心して働けます。
杉の木材や漆喰の壁など、子ども（人間）の身体にとって良い
環境を整え、リトミックやフラダンス、英語やイスに座ってお
勉強をする習慣もつきます。落ち着いて先生の話を聞いて理解
して行動ができる。静と動のバランスのとれた保育をしていま
す。こんな小さい子が積み重ねていくことによって、こんな事
ができるんだと、きっと驚かれる事でしょう。
子ども達の好奇心でいっぱいのはじける笑顔を一緒に見守り、
育んでいきましょう。ぜひ一度、見学にお越し下さい。

私が Ohana 保育園で働きたいと思った理由はいくつかありま
す。まずはバス停や JR など交通機関から通勤しやすい事。あ
とは小規模で企業保育園を探していた所、インターネットで検
索の一番上に出てきた事、そして場所が自分の探していたエリ
ア内にあり、引越しを考えていたので働きやすい便利な立地だ
った事でした。
教育方針や保育理念に共感した事も大きかったですが、HP か
らどんな雰囲気で保育しているのか動画や写真などで、目で見
られた事や、元々興味のあったリトミックや英語、また趣味に
いいなと思っていたフラダンスがあり、楽しそう♪と思った事
でした。自分の考えと求人の募集要項を照らし合わせて頑張れ
そう！と思った時にその気持ちを大切にしようと思いました。

チームワーク

働きやすい職場

小規模保育事業ということで、少人数ワンフロアでの保育を行
い、職員同志も常に顔が見える場所で仕事をします。
チームワークで保育を行うことで、お互いに刺激し合えたり、
高め合えたりする関係が作れます。又、困ったことが起きた時
なども、助け合える心強さがあります。木の床や扉からはとて
も暖かみのある雰囲気があり心和む保育室です。

20 代～50 代の幅広い年齢層の保育士が意見を出し合い、助け
合い、毎日楽しく子ども達と過ごしています。
保育士＝持ち帰りの仕事が多いというイメージですが、〝でき
るだけ勤務時間内に″と時間配分をしてもらっているのであ
りがたいです。そして、勤務時間通りに帰宅でき仕事後の時間
も有効に使えるので結婚しても働きやすいです。

アットホームな職場

Ｏｈａｎａ＝家族

フラダンス、英語レッスン、リトミックなど、毎日子どもたち
と一緒にいろいろな経験が出来ます。職員もアットホームな
雰囲気で、先輩は親身になり保育の相談にのってくれます。小
規模園なので、職員みんなで子どもの成長を見守ることが出
来ます。Ohana＝家族。毎日本当に家族・兄弟のように過ごす、
にぎやかで楽しい園です。
私は 3 年前、幼稚園教諭から保育士に転職しました。
〝子ども″という共通な部分はあるのに、こんなにも毎日の
過ごし方が違うのか！と衝撃を受けました。でも小規模園の
良い所は全員で子どもたちを見ることが出来るというところ
です。困った時はすぐに周りの先生に相談することが出来、解
決することが出来ます。みんなで色々なことを話し合い、日々
のコミュニケーションも大切にしています。

Ohana 保育園の事を知ったのはインターネットのホームペー
ジからでした。杉の木の床や保育室が居心地の良さそうな空間
だったのが印象に残っていました。又、ホームページの子ども
の笑顔やほのぼのとした暖かそうな雰囲気がとても素敵だな
ぁと思いどんな所なのか気になっていました。
私も保育士の仕事が大好き子どもが大好きなので、保育の仕事
と関わってきた時間の中で知っている事なのですが、楽しそう
な雰囲気や子どもの笑顔の裏側には、チームワークや話し合
い、準備、練習など地味な作業と努力が積み重なっています。
来てみて思ったのはやはりその部分でした。
〝Ohana″とはハワイ語で家族という意味だそうですが、少人
数の園の 1 人 1 人の事を、全員の先生方で見守ってゆく、話し
合ってゆくあり方が新しく入ってきたばかりの私にとっても
居心地良く、私もこの輪の中で Ohana の一員でありたいなぁと
思っています。

人間関係がいい職場
分からないことがあれば丁寧に教えてくれます。また、物事の
先を見通して的確にアドバイスし合ったりと、周りの先輩方の
サポートのおかげで安心して仕事ができ、感謝の思いでいっぱ
いです。
職員それぞれに転職や職場を変えて働いている方が多く、様々
な経験から〝○○した方が良いのでは？″と意見を出し合え
る環境で、皆が一丸となり働ける良い職場だと思います。

働きながら学べる職場
私は勤めはじめた頃、保育歴 1 年未満だったのですが、子ども
との関わり方や設定保育の進め方など、1 から丁寧に教えてい
ただき心から感謝しています。また経験豊富な先輩方の元で一
緒に保育に携わらせて頂くことで、自分の保育の引き出しも自
然と増えて、更にはリトミックや英語、フラダンスを通して自
分自身も多くのことを学ばせて頂きました。保育経験の浅さか
ら不安を抱えて入社しましたが、先輩方も明るく優しく恵まれ
た環境の中で自分のスキルアップを出来るよう日々努力して
います。

アットホームな雰囲気
園見学の際、とても優しく子どもたちと接している雰囲気を感
じて働いてみたい！と思いました。スタッフ同志も仲が良く、
何でも聞きやすい環境です。

