
№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人数 資 格 手当 休日

調理師/栄養士 正社員 2 調理師/栄養士 住宅手当、家族手当等あり 日・祝・年末年始等　週休２日制

保育士 パート 2 保育士 通勤手当
日・祝・年末年始等　希望日数や
時間帯は応相談

調理補助 パート 2 不要 1,000円～ 通勤手当
日・祝・年末年始等　希望日数や
時間帯は応相談

② 保恵学園保育所 保恵学園保育所
調布市富士見町
３－１

保育士 正社員 2 保育士
住宅手当、交通費、扶養手当
等

日・祝日、夏休5日、年末年始、
誕生日休暇１日

保育士 正社員 3 保育士
資格・特殊業務・処遇改善・住
宅・扶養・通勤・遅出等　各種
手当あり

日曜・祝日・年末年始　他年間休
日１１３日

保育補助 パート 2 保育士 通勤手当・処遇改善手当 土曜・日曜・祝日・年末年始　他

保育士 正社員 ３～４ 保育士
精勤手当・処遇改善手当
27,000
特殊業務手当　8,000

日・祝・その他指定休　年末年始
１年変形労働時間制　土曜交代
制

保育補助 パート 1 不要 1,000円～ 処遇改善手当　金額未定 土・日・祝　年末年始

保育士/看護師 正社員 2

保育士　幼稚
園・小学校教諭
/看護師

借上げ社宅制度あり（上限
82,000円）賞与年２回（4.4ヶ
月H30年度実績）キャリアアッ
プ手当

日・祝・年末年始・夏期休暇3日
土曜日は隔週週２日制

保育士/保育補
助

パート 1 保育士 
1,300円（保育士）/
1,000円（保育補助　資
格なし)

通勤手当

保育士 正社員 1 保育士 
賞与2ヶ月分/年(2017年実
績)昇給あり、通勤交通費(上
限4万円)

年間休日120日
日祝・年末年始　他

保育補助 パート 1 保育士 1,050円～ 通勤交通費(上限2万円)

保育士 正社員 1 保育士
賞与2ヶ月分/年(2017年実
績)昇給あり、通勤交通費(上
限4万円)

年間休日120日
日祝・年末年始　他

保育補助 パート 1 保育士 1,050円～ 通勤交通費(上限2万円) 日祝・年末年始　他

保育士 正社員 1 保育士
賞与2ヶ月分/年(2017年実
績)昇給あり、通勤交通費(上
限4万円)

年間休日120日
日祝・年末年始　他

保育補助 パート 1 保育士 1,050円～ 通勤交通費(上限2万円)

調布エンジェル保育園

①木下の保育園　つつじヶ丘

⑤ 社会福祉法人
勇志会

おおたかの空保育園

　

※詳細につきましては、1/20の保育のおしごと相談・面接会の求人票をご確認ください。

賃 金

180,000円～291,700円

1,200円～
調布市入間町
２－２８－３３① 社会福祉法人

桐仁会

③

月給　20～25万円

186,000円～

社会福祉法人
常盤会

ときわぎ国領保育園
調布市国領町
８－２－６５

④

調布市東つつじヶ丘
２－９－２

225,000円

調布市調布ヶ丘
１－２３－１

調布市佐須町
３－１－５

⑥ 株式会社
木下の保育

②木下の保育園　国領

③木の下保育園　柴崎

1,000円～

228,700円(短大新卒）
～

205,900円（保育士　短
大・専門学校・新卒）/
250,000～270,000円
（看護師）

月給　20～25万円

月給　20～25万円

社会福祉法人
オリンピア保育園

オリンピア保育園

調布市国領町
１－４５－２

調布市菊野台
２－４４－２３
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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人数 資 格 手当 休日賃 金

保育士 正社員 2 保育士

保育士資格手当、処遇改善
手当は賃金に含む　残業手
当、交通費（月額20,000円ま
で）

日曜日、祝日、年末年始　月1回
程度の土曜日勤務あり(その際は
振替休日取得）

保育士 パート 2 保育士 1,050円～
処遇改善手当50円は時給に
含む　交通費（月額10,000円
まで）

日曜日、祝日、年末年始

保育士 正社員 2 保育士

保育士資格手当、処遇改善
手当は賃金に含む　残業手
当、交通費（月額20,000円ま
で）

日曜日、祝日、年末年始　月1回
程度の土曜日勤務あり(その際は
振替休日取得）

保育士 パート 1 保育士 1,050円～
処遇改善手当50円は時給に
含む　交通費（月額10,000円
まで）

日曜日、祝日、年末年始

保育士 正社員 2 保育士

保育士資格手当、処遇改善
手当は賃金に含む　残業手
当、交通費（月額20,000円ま
で）

日曜日、祝日、年末年始　月1回
程度の土曜日勤務あり(その際は
振替休日取得）

保育士 パート 1 保育士 1,050円～
処遇改善手当50円は時給に
含む　交通費（月額10,000円
まで）

日曜日、祝日、年末年始

保育士 正社員 1 保育士

保育士資格手当、処遇改善
手当は賃金に含む　残業手
当、交通費（月額20,000円ま
で）

日曜日、祝日、年末年始　月1回
程度の土曜日勤務あり(その際は
振替休日取得）

保育士 パート 1 保育士 1,050円～
処遇改善手当50円は時給に
含む　交通費（月額10,000円
まで）

日曜日、祝日、年末年始

保育士 正社員 1 保育士

保育士資格手当、処遇改善
手当は賃金に含む　残業手
当、交通費（月額20,000円ま
で）

日曜日、祝日、年末年始　月1回
程度の土曜日勤務あり(その際は
振替休日取得）

保育士 パート 1 保育士 1,050円～
処遇改善手当50円は時給に
含む　交通費（月額10,000円
まで）

日曜日、祝日、年末年始

保育士 正社員 1 保育士 232,000円～

保育士資格手当、処遇改善
手当は賃金に含む　残業手
当、交通費（月額20,000円ま
で）

日曜日、祝日、年末年始　月1回
程度の土曜日勤務あり(その際は
振替休日取得）

調理スタッフ
（調理師　栄養
士いずれか）

正社員 2
調理師、栄養士
いずれか

196,000円～

調理師又は栄養士資格手当、
処遇改善手当は賃金に含む
残業手当、交通費（月額
20,000円まで）

日曜日、祝日、年末年始　月１、
２回程度の土曜日勤務あり（その
際は振替休日取得）

②パイオニアキッズつつじヶ丘
園

③パイオニアキッズ仙川園

④パイオニアキッズ第２仙川園

①パイオニアキッズ菊野台園

⑥パイオニアキッズ西野川園

⑤パイオニアキッズ柴崎園

社会福祉法人
調布白雲福祉会

232,000円～

調布市菊野台
３－２６－１７

⑦

232,000円～

232,000円～

232,000円～

232,000円～

調布市東つつじヶ丘
２－４－４

調布市仙川町
２－１２－９

調布市菊野台
２－２３－５　サニー
アイランドビル２階

調布市若葉町
１－２７－３１

狛江市西野川
２－４－１５
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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人数 資 格 手当 休日賃 金

①調布市立上布田保育園
調布市調布ヶ丘
１－２０－１

保育士 正社員 若干 保育士
特殊業務手当・住宅手当・扶
養手当・通勤手当・被服手当
（年２回）等

４週８休
原則として、日曜日・祝日は休み

保育士 正社員 若干 保育士
特殊業務手当・住宅手当・扶
養手当・通勤手当（支給条件
あり）等

４週８休
土・日・祝日分は、ローテンション
で休み

保育士
常勤（正社
員以外）

若干 保育士 1,080円
通勤手当（支給条件あり）・超
勤手当（法定どおり）等

４週８休
原則として、日曜日・祝日は休み

保育士 正社員 1 保育士 201,000～242,000円
経験値手当・ランク手当・職務
手当・通勤手当・残業手当

日曜・祝日・年末年始他

保育士 パート 1 保育士 通勤手当・残業手当 日曜・祝日・年末年始他

保育士 正社員 1
保育士・幼稚園・
小学校教諭・
看護師

【内訳】基本給　190,000円
　　　　担任手当  20,000円
　　　　文書手当    3,000円

日・祝日・年末年始
ちいはぐ休暇など

保育補助
パート・

アルバイト
1 不要 1,010円

保育士資格手当　時給に＋
100円。＊保育士資格ありの
方は時給1,110円、無い方は
1,010円になります。

日・祝日・年末年始
ちいはぐ休暇など

保育士 正社員 1
保育士・幼稚園・
小学校教諭・
看護師

【内訳】基本給　190,000円
　　　　担任手当  20,000円
　　　　文書手当    3,000円

日・祝日・年末年始
ちいはぐ休暇など

保育補助
パート・

アルバイト
1 不要 1,010円

保育士資格手当　時給に＋
100円。＊保育士資格ありの
方は時給1,110円、無い方は
1,010円になります。

日・祝日・年末年始
ちいはぐ休暇など

保育士 正社員 1 保育士

【内訳】基本給　190,000円
　　　　担任手当  20,000円
　　　　文書手当    3,000円
その他、家賃補助制度あり。

日・祝日・年末年始
ちいはぐ休暇など

保育補助
パート・

アルバイト
1 不要 1,010円

保育士資格手当　時給に＋
100円。＊保育士資格ありの
方は時給1,110円、無い方は
1,010円になります。

日・祝日・年末年始
ちいはぐ休暇など

⑨

⑩
株式会社
チャイルド・スマイ
ル

アートチャイルドケ
ア
株式会社

③ちいはぐ・飛田給

①ちいはぐ・仙川

アートチャイルドケア仙川

②ちいはぐ・若葉

⑧

②調布なないろ保育園

社会福祉法人
東京かたばみ会

180,000円（試用期間
中）

調布市多摩川
１－１５－２

調布市仙川町
１－１６－７

調布市飛田給
２－２１－２

213,000円

213,000円

213,000円

調布市仙川町
２－１０－６３

調布市若葉町
１－１９－１

1,050円

180,000円（試用期間
中）
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№ 法人名 就業先施設・事業所名 所在地 職 種
雇用
形態

人数 資 格 手当 休日賃 金

保育士
(170H/月勤務)

正社員 1 保育士
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士
(160H/月勤務)

正社員 1 保育士 200,000円～250,000円
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士
(120H/月勤務)

正社員 1 保育士 185,000円～
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士 パート 1 保育士 1,200～1,300円
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

看護師
(170H/月勤務)

正社員 1 看護師 250,000円～285,000円
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士
(170H/月勤務)

正社員 1 保育士
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士
(160H/月勤務)

正社員 1 保育士 200,000円～250,000円
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士
(120H/月勤務)

正社員 1 保育士 185,000円～
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士 パート 1 保育士 1,200～1,300円
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

看護師
(170H/月勤務)

正社員 1 看護師 250,000円～285,000円
努力手当、・住宅手当(支給要
件あり)・皆勤手当・役職手当
等各種手当あり

日曜・祝日・年末年始
土曜日隔週勤務（シフト制）

保育士 正社員 5 保育士
住宅手当・扶養手当・処遇改
善手当・キャリアアップ手当・社
宅制度

日・祝日・年末年始・週休2日制

保育士
常勤(正社
員以外)・
パート

若干
保育士
その他

           　常勤　1,280円
パート資格有　1,070円
　　　資格無　   990円

賞与あり 日・祝日・年末年始

保育士 正社員 5 保育士
専門・短大　209,000円
４大　　　　  214,000円

住宅手当・扶養手当・処遇改
善手当・キャリアアップ手当・社
宅制度

日・祝日・年末年始・週休2日制

保育士
常勤(正社
員以外)・
パート

若干
保育士
その他

           　常勤　1,280円
パート資格有　1,070円
　　　資格無　   990円

賞与あり 日・祝日・年末年始

保育士 正社員 若干 保育士
交通費全額支給・時間外勤務
手当全額支給・住宅手当・役
職手当など

完全週休２日制・夏季休暇・年末
年始休暇・有給休暇（初年度１０
日間）他

保育士（保育補
助）7:00～13:00
7:00 ～20:00

パート 若干 保育士 交通費全額支給 シフトによる

⑬
株式会社
小学館集英社プロダ
クション

小学館アカデミーちょうふ保育
園

211,000～267,000円

調布市布田
４－２５－８

1,040円

調布市上石原
３－８－１０

調布市深大寺南町
３－１７－３５

②調布城山保育園

①城山保育園上石原

⑫ 社会福祉法人
稲城青葉会

専門・短大　209,000円
４大　　　　  214,000円

株式会社
ベルーガ

②ベルーガ

⑪

①リトルキッズスター（本園・分
園）

社会福祉法人
HANDY

220,000円～300,000円

220,000円～300,000円

調布市布田
１－５０－１マートル
コート調布Ⅲ１F

調布市西つつじヶ丘
４－１６－８
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