
 

R4.6.1  鳥栖市こども育成課 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

やよいが丘保育園

弥生が丘あんじゅ保育園

あいりす保育園

田代保育園

鳥栖双葉保育園

レインボー保育園

白鳩園

虹の子保育園

小鳩園

鳥栖いづみ園

みどりヶ丘保育園

慈光保育園

かなさ保育園

しんとすげんき保育園

めぐみ保育園

あいあい保育園

下野園

11

12

13

14

15

16

17

神辺幼稚園
鳥栖カトリック幼稚園
布津原幼稚園

… 掲載園

保　育　園 認　定　こ　ど　も　園

地 域 型 保 育 事 業 所

幼　稚　園

18

わかくす託児所
つながり保育園
蔵上ひまわり保育園
アイルキッズルーム
プチ・グレイシュ
あさひ託児ルーム

21

弥生が丘マイトリー幼稚園
駒鳥幼稚園
若竹幼稚園
鳥栖ルンビニ幼稚園
あさひ幼稚園

27

28

29

30

31

22

23

24

25

26

19

20

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★



大山祇神社

河内河川プール

おおやまずみ

河内ダム
コカ・コーラ

ボトラーズジャパン
鳥栖市民の森

とりごえ温泉栖の宿

四阿屋遊泳場

御手洗の滝

すみか

おちょうず

かつのおじょうちくしし

市役所市役所
消防署消防署

市保健センター市保健センター

朝日山公園朝日山公園

駅前不動産スタジアム駅前不動産スタジアム

サンメッセ鳥栖サンメッセ鳥栖

沼川河川プール

国史跡・
勝尾城筑紫氏遺跡

長
崎
自
動
車
道

佐賀競馬場佐賀競馬場

田代公園田代公園

東公園東公園鳥栖プレミアム・
アウトレット

鳥栖プレミアム・
アウトレット

長
崎

佐
世
保

長
崎

佐
世
保

博多
新大阪
博多
新大阪

北九州
福岡

北九州
福岡

大分大分

博多博多

長崎長崎

熊本

鹿児
島
宮崎

熊本

鹿児
島
宮崎

熊本
鹿児島
熊本
鹿児島

九州シンクロトロン
光研究センター

九州シンクロトロン
光研究センター

鳥栖ジャ
ンクショ

ン

（鳥栖イ
ンターチェ

ンジ）

九
州
自
動
車
道 J

R長
崎
本
線

 JR
鹿児
島本
線

31

17

34
3

弥生が丘

田代

鳥栖

新鳥栖

肥前旭

肥前麓

九
州
新
幹
線

味坂スマート
インターチェンジ
（整備中）

味坂スマート
インターチェンジ
（整備中）

鳥栖プレミアム・アウトレット
国内外のブランド約170店舗が集まったアウトレッ
トショッピングセンター。非日常を感じながら手頃
な価格で買い物できるのが魅力です。

サガン鳥栖のホームスタジアム。約25,000人収容、フ
ィールドは12,000㎡の天然芝のスポーツ競技場です。

駅前不動産スタジアム駅前不動産スタジアム

朝日山公園朝日山公園
標高132.9mの丘にある公園で、山頂の展望台
からは鳥栖市内だけでなく佐賀平野東部まで
が一望できます。桜の名所としても有名。

標高132.9mの丘にある公園で、山頂の展望台
からは鳥栖市内だけでなく佐賀平野東部まで
が一望できます。桜の名所としても有名。

四阿屋遊泳場
牛原町に流れる河内川の四阿屋神社境内付近を
「四阿屋」といい、その境内に流れる渓流はまさ
に天然のプール。夏休み期間中は遊泳場になり、
絶好の避暑地として人気があります。
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鳥栖市は保育士さんを大切にします・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《保育士宿舎借り上げ支援事業》 

園が保育士の住宅の借主になる場合に、園と市が家賃を５万

円まで５年間サポートします。 

年間６０万円×５年＝最大３００万円！！ 

条件は 

 ・鳥栖市の保育園、認定こども園、地域型保育事業所 

に就職して５年以内          

・正規の保育士   ・鳥栖市に住民票 

・鳥栖市の賃貸物件 ・令和６年度までに就職 

※詳細な条件やサポートが受けられるかは園によります。 

事前に園に問合せてください。 

保育士の皆さま、鳥栖市で働きませんか？ 

令和４～６年度就職者のみの特別企画！ 

鳥栖市と鳥栖市の保育園は保育士さんの家賃を 

月額５万円負担します！！ 

鳥栖市で家賃（ほぼ）０の新生活を始めませんか？ 
 
学生の皆さま、 

鳥栖市は保育士さんの一人暮らしの夢をかなえます！ 

博多まで２０分、天神まで３０分、アウトレットすぐそこ。 

鳥栖サポ集合！ 
 

転職希望の方、家族のいる方、 

鳥栖市は新卒、単身など条件をつけません。 

家族で鳥栖においでください。 

鳥栖市 こども育成課 

TEL：0942-85-3552            

E-mail：kodomo@city.tosu.lg.jp 問合せ先 QR コード 

《保育士就職準備金貸付》 

保育士の就職をサポートするため、引っ

越し費用や自転車購入費、被服費等の必

要資金を貸し付けます。 

２年間勤務すれば最大４０万円が返済

不要になります！ 

※要件や申請方法は 

佐賀県社会福祉協議会へ 

《保育士のお子さん保育所優先入所》 

鳥栖市で働く保育士さんのお子さんは、

保育所入所を優遇します。 

《ICT で現場をサポート》 

現場の保育士さんの負担軽減のため、

ICT 導入（認可１７園全園で導入済）と

補助員配置を積極的に進めています。 

１ ２ ３ 

４ 

mailto:kodomo@city.tosu.lg.jp




【アクセス】

【休日休暇・福利厚生】

・４週８休（日祝休み）

・通勤手当、住宅手当、各種保険、退職共済（有）

・より良い保育をするために、みんなで話し合いながらお仕事しています。

・明るくて元気な職員が多く、笑顔と笑い声いっぱいの保育園です。

・プレミアムアウトレットの近くで、JRでも車通勤でも便利な場所です。

130人

豊かな人間性、人を思いやる心、自主性、協調性、社会的

態度を養い、より良い環境の中で健やかに育成する。

【定員数】

【保育方針】

（QRコード）

【施設の特徴・魅力】

★地図番号１

所在地・電話番号
佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目145番地

0942‐87‐1020

JR弥生が丘駅から、徒歩１５分
障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

募集対象 看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

法人・園名 開園年月

従業員数

勤務時間

社会福祉法人弥生会　やよいが丘保育園

               作成日：令和    4年　　5月　31日

　　平成　１４　年　　４　月

保育士　１９　名　、　他　４　名

7：00～19：00のシフト制

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

保育士として２年目です。まだ分からないこと

もあるし、失敗することもありますが、先輩が

優しくサポートしてくれます。

子どもの成長を身近で見ることができ、

毎日楽しく仕事ができています。

四季折々の

様々な行事に

取り組んでいます



【アクセス】

               作成日：令和４年５月３１日

平成２２年　　　　４月

保育士　１５名　、　他　　５名

７：００～１９：００（時間相談　可）

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

募集対象 看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の特徴・魅力】

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

★地図番号２

所在地・電話番号
佐賀県鳥栖市弥生が丘６丁目９３番地

0942-82-8882

　　JR弥生が丘駅より徒歩１５分

保育園に職員駐車場完備

法人・園名 開園年月

従業員数

勤務時間

社会福祉法人 弥生会　弥生が丘あんじゅ保育園

【休日休暇・福利厚生】

・社会保険・健康保険・労災・厚生年金

・退職金制度（勤続１年以上）

・通勤手当有（月額上限１５，０００円）

【定員数】

家庭的な雰囲気の中で①感謝する思いやりのある子

（QRコード）

９０名
【保育方針】　　こどもファーストの保育を目指して…

　　　　　②健康で明るい子　

　　　　　　　　　　　　③最後まで根気よくやり遂げる子

　　　　　　　　　　　　④仲間と共に考えて行動できる子

たくさんのかわいい子どもたちが

待っていますよ！

歩けるようになったり、自分でご飯を食べること

ができるようになったり…と毎日成長する子ども

たちと共に一緒に成長しましょう！！

あなたの持っている個性を活かすことのできる

保育園です♪（２年目）

苦手なことがあっても

大丈夫！

ピアノ・製作・ふれあ

い・絵本読み…自分の

得意分野を活かし

合ってます！

幅広い年齢層・キャリア

の先生が勢ぞろい！

ブランクがあったり…

子育て中のママも活躍

中です！

あんじゅっこ！

元気いっぱいの秘訣…

毎日の朝体操・チャレンジタイム・外遊

び・近隣への散歩！お部屋の中では…

パズルやブロック・指先遊びにリズム遊

び♪おいしい栄養満点の給食です！

エプロン・ジャー

ジは園の貸し出

しがあります

４週８休

年休も

あります

近所に… パン屋

さん・コンビニが

ありますよ。

春はお花見・梅雨にはアジサ

イ…草スキーをしたり四季折々

のお花見や遊びを子どもと一

緒に楽しめます！



【アクセス】

               作成日：令和   4年　５月　1７日

平成29年　　４月

保育士　１６名　、　他　６名

７：００～１９：００（シフト制8時間勤務）

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

【施設の特徴・魅力】

★地図番号３

所在地・電話番号
〒８４１－００１８　佐賀県鳥栖市田代本町１３３６

0942-82-7716

西鉄バス（鳥栖）　太田観音前下車徒歩5分（ひまわりの園向い）
マイカー通勤可能 障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

募集対象 看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

法人・園名 開園年月

従業員数

勤務時間

社会福祉法人　健翔会　　あいりす保育園

【休日休暇・福利厚生】

★年間休日数１２０日以上：マイカー通勤可：週休2日制（土曜週変勤務有：月2日程度）
★各種保険（雇用・労災・健康・厚生等）
　手当（通勤・住居・資格・処遇改善等）退職共済
★育児・介護休暇実績

★鳥栖市内の中でも新しい保育園です。あいりす保育園は、施
設内に子育て支援センター「ありがとう」、放課後児童クラブ
「にじのひろば」を併設しており、子育て支援を幅広く対応で
きる施設になっております。

★暖かい家庭的な雰囲気の中で、子どもたち、職員が過ごして
います。子どもたち一人ひとりにやさしく、大切に考えていく
ことはもちろんのことですが職員も安心して保育、生活が出来
るよう心がけています。

★失敗しても大丈夫！と思える方。あいりす保育園で多くのこ
とを経験し、子どもたちと一緒に学び成長しましょう！若手が
多い保育園ですので、共に保育を学び合いましょう！男性保育
士も複数名在籍しています。

★随時問い合わせ、見学受け付けておりますので、お気軽にお
問い合わせください。

75名

★乳児クラス（０～２歳）は担当制保育、幼児クラ
ス（３～５歳）はたて割り保育を実施しています。

【定員数】

【保育方針】

（QRコード）

http://www.kensyoukai.or.jp/iris/iris/

★残業、持ち帰り仕事もほとんどなく、

子どもたち一人ひとりに向き合える時間

が多くとれる職場です♪

★子どもたちとしっかりと信頼関係が築

け、成長発達に合わせた関わりのできる

保育園です♪

http://www.kensyoukai.or.jp/iris/iris/


               作成日：令和４年　5月 20日

１９５１年　3月　・　１２０名

　　３４ 名

【休日休暇・福利厚生】

佐賀県 鳥栖市 田代大官町 797-1

TEL  ０９４２（８２）３３２１

JR田代駅から徒歩15分、駐車場有

【まってます！】　こどもの気持ちを大切に、

寄り添ってくれる明るく元気な方！

　　子育て中やブランクのある方も、見学に来てください♪

勤務時間
正規 7:00～19:00(うち8時間シフト制)

パート　応相談

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人　田代保育園

募集対象

【アクセス】 ★地図番号  4

所在地　・　電話番号

採用担当者：事務 黒木

　【保育方針】　子どもの主体的な発達要求に応答する環境を豊かに整え、みずから興味関心を持って環境に関わり、

　　　　　　　　　　チャレンジしたことへの充実感や満足感を味わわせ、年齢なりの心情・意欲・態度を養う。

　　【施設の保育方針・特徴・魅力】

保育士（ 正規 ・ パート ）

看護師　・　保育補助

（QRコード）

社会福祉法人 田代保育園

保育士 12年目 / 前年度入職

（先輩より一言）

私は保育の仕事に就いて12年になります。

昨年、11年目の年に田代保育園に来ました。

初めは不安でしたが、先生方や保護者の皆さん

もフレンドリーで、とても楽しく

仕事をしています♪ あなたも

一緒に、こどもたちの成長を

見届けませんか？

（先輩より一言）

私は昨年まで他園で働いていて、今年度から

田代保育園に来ました。中途ということもあり、

仕事の仕方の違いや、人間関係がとても不安

でしたが、先生方が皆優しく、沢山話しかけて

くれたので、不安もすぐに消え、

楽しく働いています。残業が

無いところも魅力です♪

保育士 2年目 / 今年度入職

公 式 サ イ ト



・週休2日制（月に1，2回土曜出勤有）
・インフルエンザの予防注射は園の負担で行なっています

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号  5

（QRコード）

所在地　・　電話番号

採用担当者：久保　昭夫

               作成日：令和 4年 5月 10日

1979　　年　　　4　月　・　　110　名

　31　名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

鳥栖市浅井町１４２－４

(0942)83-4406

・車通勤可

・若葉コミュニティバス停より徒歩３分

勤務時間
　　　　　　　　　　　　　　　８：２０～１７：２０

　　　　　　　　　　　　　　　７：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　１０：００～１９：００　　　(シフト制）

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人　鳥栖双葉保育園

募集対象

長く働いている先生が多く、何でも相談

しやすいです！

残業がなく定時に帰宅できます。

大変なこともありますが、がんばった分だけ

子ども達も喜んでくれるのでとても充実した

日々を過ごしています。

・毎日朝と帰りに歌を歌って、歌と笑顔の絶えない保育園です。

・園庭が広く子ども達はのびのびと外で遊んでいます。

・餅つきやそうめん流しなど季節の行事を大切にしています。

・小さい子は食材に触れるところから、年少さんはおにぎりを握る、

年長さんはクッキーをつくる、など年齢に合わせた食育をしています。

・今年は創立44周年。卒園児の子どもさん達も在園しています。

子どもが好きな方大募集！！
先輩の保育士より



★年間休日数１２０日以上：マイカー通勤可：週休2日制（土曜週変勤務有：

月2日程度）

★各種保険（雇用・労災・健康・厚生等）手当（通勤・住居・資格・処遇改善

等）退職共済

★育児・介護休暇実績

★人間関係がよく、アットホームな雰囲気です。

★ピアノが苦手な人でも大丈夫です。

★シフト制なので残業はほとんどありません。

★乳児クラス（０～２歳）は担当制保育、幼児クラス（３～５歳）は、縦割り保

育を実施しています。

★子どもたち一人ひとりの生活リズムを大事にし、家庭的な雰囲気の中で、気持ちに

寄り添いながら保育しています。

★随時問い合わせ、見学受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

令和4年5月現在無し

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 地図番号　6

               作成日：令和４年　5月11日

平成18年４月1日　・　　108名

保育士　２４名　、　他　　６名

【休日休暇・福利厚生】

鳥栖市桜町1434-1

0942-84-0120

JR田代駅前(徒歩1分）

勤務時間

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人　健翔会　レインボー保育園

募集対象
所在地　・　電話番号

採用担当者：園長

7：00～19：00（シフト制あり）

明るく元気な方を望みます。

（先輩から一言）

・働きやすく、自分が成長できる職場です。

・わからないところも聞きやすく、丁寧に教え

てもらえます。

働けば働くほど保育の良さが分かります。



常勤・7：00～19：00（うち7時間シフト制）

パート・8：30～17：45（うち7時間応相談）

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

鳥栖市立保育所　白鳩園

募集対象
正規は市ホームページで募集

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

所在地　・　電話番号

採用担当者：鳥栖市こども育成課

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   作成日：令和　４年　5月　13日

昭和　60　　年　　4　月　・　　110　　名

28　名

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

鳥栖市原町715－3

℡　0942-82-2547

・週休２日・年次有給休暇最大20日（翌年持越し20日可）
・特別休暇（夏季休暇５日、産休育休制度、他）・通勤手当・期末手当（年2回）
☆有休は勤務初日より付与。時間休取得。有休取得のための代替職員がいます。
　　　公立なので、その他の福利厚生も充実しています。

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号　７

（QRコード）

【休日休暇・福利厚生】

鳥栖駅から　約1.7㎞　　　徒歩25分

曽根崎町バス停より　　　　徒歩　5分

車通勤　　　可

勤務時間

子ども達の成長を保護者、職員と

一緒に喜び、元気な姿にたくさんの

パワーをもらっています!

子どもさんの行事の時は、休みが

取れるなど、子育てをしながらでも

働きやすい職場です。

四季折々の豊かな自然環境や地

域に育まれながら、子ども一人ひとり

が安心した生活を送り、心身共に豊

かに育つ保育園を目指しています！

園庭には、桜やけやき、藤棚もあり

見頃の時期はとてもきれいですよ。

園のプランターや畑で野菜の栽培、収穫をしたり、その季節に合った

野菜などを使って、食育につながるクッキングに取り組んでいます！

★地域との交流会や中学生との触れ合い交流なども行っています。



  事業所ＰＲシート     

  作成日：令和 ４年 5 月 31 日    

法人・事業所名  社会福祉法人 健翔会   虹の子保育園  事業所設立  平成 23 年 ４ 月 

所在地・電話番号 
〒841-0038  鳥栖市古野町 194-2  

【アクセス】 ★地図番号８  ☎0942-84-7716 
職員数 保育士２４ 名、他６名 （令和４年５月現在） 

ホームページ URL  http://www.kensyoukai.or.jp/nijinoko/  勤務時間  7:00~19:00 の内、８時間勤務  

【事業内容】  

温かい家庭的な雰囲気の中で、子どもたち一人ひとりの個性と可能性を  

見守り、自分の人生の主人公となるための健やかなこころとからだを育みます。  

【事業所の特徴・魅力】  

鳥栖市の中心部に位置する設立 1２年目の保育園ですが、市内でも有数の人気園に

なっています。  

広い廊下に木をたくさん使った落ち着きのある保育室が特徴の一つです。  

乳児は担当制保育、幼児は縦割り保育を実施しています。  

子どもとともに自分自身の成長が実感できる保育をめざしています。  

  

行事については、季節ごとの楽しい行事を取り入れています。 

毎月、外部の講師による体育教室、英語教室を実施しています。  

また、サガン鳥栖のコーチによるサッカー教室も行っています。  

  

  
  

【休日休暇・福利厚生】  

日・祝日(ローテーションによる完全週休２日制)  年間 120 日の休日  

有給休暇 10 日(初年度).特別休暇あり.各種保険・退職金制度・互助会  

【こんな方を採用したい！】  

・明るい笑顔で子どもと保護者へ挨拶ができる人。  

・子どもの成長や発達をともに喜びあってくれる人。 

【募集対象】 保育士（正規・常勤・パート）・保育補助者  

【先輩より一言！！】  

とてもやりがいのある仕事です。子どもの成長ぶりがわかってとても楽しいです。  

先輩保育士の先生方がやさしく教えてくれて早く仕事も慣れました。 いつも 

リラックスして保育ができています。 

残業は少ないし、年間 120 日も休みがあるので、プライベートな時間も取れます。 



正規は市ホームページで募集

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号  9

所在地　・　電話番号

採用担当者：鳥栖市こども育成課

（QRコード）

               作成日：令和４年　5月18日

　昭和３１年　６月　・　１３０名

　保育士１９名　・　看護師１名　・　他５名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

鳥栖駅〔出口〕から徒歩約19分

西鉄バス佐賀土井局前から徒歩約7分

車通勤可

勤務時間 パート勤務：週に15.5時間未満

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

鳥栖市立保育所小鳩園

募集対象

佐賀県鳥栖市本町３丁目1494-11

0942-82-2388

・週休 2 日・年次有給休暇最大 20 日(翌年持越し 20 日可)
・特別休暇(夏季休暇最大 5 日、産休育休制度、他)
・通勤手当・期末手当(年 2 回) 
☆有休は勤務初日より付与。時間休取得可。有休取得のための代替職員がいます。

公立なので、その他の福利厚生も充実しています！☆

・幅広い年代の方が活躍できる職場です。

・自分の得意な事を活かして楽しく保育して

みませんか⁉

・子どもと一緒に自分も成長できる仕事です。

・子どもの成長を楽しみ、笑顔に癒されます。

・自分を十分に発揮しながら、健全な心身の発達を促す

・養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育む

・保育園の専門性を活用し、地域の子育てを支援する

・小学校、老人センター、消防署に囲まれた安全で静かな環境の中、

緑の芝生の上でのびのびと子どもたちが遊んでいます。

【保育方針】

【特徴・魅力】

・園庭開放

・体験保育・試食

・中高生の体験学習の受け入れ

・地域（ひかり園・中央老人福祉センター・本町百年会）との交流



               作成日：令和４年　5月　18日

平成１８年　４月　　・　　２２５名

４８名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

佐賀県鳥栖市藤木町2362－2

（0942）82－3615

　　　　　　　JR鳥栖駅から徒歩13分

　　　　　　　車通勤可

勤務時間

　常  勤：7：00～19：00（うち７時間程度のシフト制）

  パー ト：週のうち２日程度、１日７時間

　　　　　　１日２～4時間程度(週15時間以内）

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

鳥栖市保育所鳥栖いづみ園

募集対象
正規は市ホームページで募集

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号  10

（QRコード）

所在地

・

電話番号

《保育理念》

　　　一人ひとりに最もふさわしい生活の場を提供し、その子の育ちと保護者の子育てを支え

　　　地域に愛される保育所をめざします

《保育目標》　・健康で元気に生活できる子                      ・心豊かで思いやりのある子

　　　　　　　　 ・自分の気持ちを言葉や身体で表現できる子

　

　　　・一人ひとりの個性に寄り添い、元気な体と豊かな心を育てます。

　　　・季節の野菜作りやクッキング、中学生とのふれあい交流会などを行っています。

　　　・園庭開放や給食試食会を実施しています。

　　　・鳥栖駅や駅前不動産スタジアムが近くにあります。

　　　  大ホール・小ホールがあり、雨の日も楽しく遊べます。

　　　  職員も和気あいあいと、働きやすい職場です。

　

《主な年間行事（令和４年度）》

　  　春の遠足・夏まつり・運動会・秋の遠足・生活発表会・観劇会・新年会・保育参加

　 　 節分・お別れ会・お別れ遠足・卒園式・サッカー教室・交通教室　（毎月）誕生会

　　・週休２日・年次有給休暇最大20日（翌年持越し20日可）

　　・特別休暇（夏季休暇５日、産休育休制度、他）・通勤手当・期末手当（年2回）

　　☆有休は勤務初日より付与。時間休取得。有休取得のための代替職員がいます。

　　　公立なので、その他の福利厚生も充実しています。

採用担当者：鳥栖市役所　こども育成課

【先輩より一言‼】

・充実した福利厚生で働きやすいです。

・住みやすい・子育てしやすい町、鳥栖市で、

未来を担う子ども達と楽しく充実した

毎日を過ごしましょう！

お待ちしています‼

【こんな方を採用したい】

・子どもの気持ちに寄り添い、優しく、明るく、元気に保育できる方！

・ブランクがある方も大歓迎です！まずは、保育所見学に来てください。



 事業所ＰＲシート   
  作成日：令和 ４ 年 ６ 月 １ 日   

法人・事業所名 社会福祉法人椎原寿恵会みどりケ丘保育園  

 

 

事業所設立 平成１９年  ４ 月 

所在地・電話番号 鳥栖市山浦町２３２１－１ ☎0942-83-1213 従業員数  ３１名 

ホームページ URL https://www.midorigaoka-hoikuen.com/ 勤務時間 ８時間／日 

【アクセス】 地図番号 11 

新鳥栖駅から徒歩 15分（車通勤可） 

【事業所の特徴・魅力】 

当園は、平成１９年４月に開園した比較的新しい保育園です。新 

幹線新鳥栖駅や朝日山を望む小高い丘に建っています。通常保育で 

は「絵本の読み聞かせ」を取り入れ、小さいときから読書に親しむことを大 

切にしています。また、隣接するグループホームのお年寄りの方や地区の 

方々との交流、農業体験のほかに茶道教室、サッカー教室、絵画教室 

など「遊びと体験」を通じて、がんばる力、友だちと力を合わせることやおも 

いやりの心などを身に付けていくことを大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               （茶道教室の様子） 

【休日休暇・福利厚生】 

休日は、年間約１２０日（勤務割りは、職員の希望を反映して作成しま

す）毎年、法人主催の新年会、夏祭り、職員旅行などがあります。） 

【募集対象】 

保育士（正規・常勤・パート） 

新規採用職員に対しては、相談相手となる「シスター制度」を設けています

ので、心配事や分からないことは気軽に訪ねてください。また、職員の提案や疑

問点にこたえるため、「クラスミーティング」を定期的に行っています。 

（新採職員の出身大学） 

西九州大学短大、佐賀女子短大、中村学園大学短大、龍谷短大など 

【先輩より一言！！】 

勤務１６年目の保育士です。毎日子どもたちと園庭を走り回ったり、元気 

いっぱいのびのびと過ごしています。お隣のグループホームとの幼老交流もあり、 

伝統や文化を学び触れ合い、日々の保育では、基本的な習慣や行事などを 

通して成長していく姿を保護者様と一緒に共感できることを幸せに感じます。 

子育て中の方も勤務の希望を聞いていただけるので働きやすい環境です。 

是非一緒に充実した日々を過ごしましょう。        
   



【アクセス】

               作成日：令和    4  年　５　月　２５日

昭和 29年　　　　１月

　　　保育士　２０名　、看護師１名　他　　４名

7:00～19:00うち８時間（シフト制）

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

募集対象 看護師　・　栄養士　・　調理員　（パート）・　保育補助者

法人・園名

所在地

開園年月

従業員数

勤務時間

社会福祉法人　慈光保育園

鳥栖市山浦町2208-1

・車通勤可（駐車場有）………駐車料金なし

・JR長崎本線新鳥栖駅（徒歩15分）　　肥前麓駅 （徒歩15分）

【施設の特徴・魅力】

地図番号　12

【休日休暇・福利厚生】

・浄土真宗のお寺の保育園です。

・本堂礼拝や園長先生のお話を通して子どもたちも職員も手を合わ

せ　感謝の気持ちを大切に日々過ごしています。

・自然に囲まれ四季折々を五感で感じることができます。

・行事（運動会・お遊戯会・夕涼み会・お泊り保育・もちつき　など）

（体操教室・スイミング）

・食育（落雁づくり・味噌づくり・クッキーづくり　など）

近くに畑があり子どもたちと野菜づくりをしています。

収穫した野菜でカレー作りや豚汁会などを楽しんでいます。

98名（０歳児から就学前までの乳幼児）

豊かな情操教育の中で、心身の調和的な発達をひと

りひとりの幼児が幸せな生活のできるいしずえを築く

【定員数】

【保育方針】

（QRコード）

http://jikou -hoikuen.com

＊日・祝日　12/29～1/3

週休二日制（月1～２回土曜出勤あり）　年次有給休暇

＊各種保険（健康・厚生・雇用・労災）

＊退職共済　　＊向上手当　　＊通勤手当

慈光保育園では、仕事などの相談もみんな

親身になって一緒に考えてくれます。

悩みも一人で考え込まず、みんなで共有して

楽しく仕事ができます。



採用担当者：

               作成日：令和 4年 5月 10日

　平成29年4月　・　80名

25名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

佐賀県鳥栖市山浦町字乗目１４３４‐１

0942-85-8986

（肥前麓駅から徒歩１０分）

（車通勤　　　可　　　　）

勤務時間 7:00～19:00の間でシフト制

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人　和貴福祉会　かなさ保育園

募集対象

【保育方針】

１．子ども達の命(心の安心、身体の安全)を守り、健やかな心、丈夫な体を育てる。

２．日々の遊びや生活、体験、教育、人と人との触れ合いを通して生涯にわたる人格形成の基礎を

      培う。

３．保育の専門家として子ども達の状況や発達過程を踏まえた上で、一人ひとりの成長に応じ

　　　た保育(養護と教育)、教育(褒め方、叱り方などを含め)を行う。

４．どの子ども達も十分に自分の力を発揮することができるよう、活動ごとに喜んで取り組める環

　　　境を整え子ども達の伸びようとする力を引き出す。

５．ご家庭と緊密な連携を取り、保護者の方と一体となって子ども達の成長を喜び見守る。

６．地域に開かれた子育て支援施設として地域の方々との交流を深め、地域における子育て支

　　　援の拠点となる。

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号 １３

（QRコード）

所在地

電話番号

・休日…日祝・週休2日制・夏季休暇（正職員）

・社会保険完備・退職手当共済制度加入・健康診断・予防接種

・マイカー通勤可（駐車場完備)

【特色】①体育遊び②漢字遊び③立腰教育④食育教育⑤睡眠相談⑥報恩教育

 子ども達と一緒に楽しみながら、日頃の保育等を通して子ども達が自信を深め、

 自己肯定感、他者肯定感が高まるように様々な活動を行っています。

・自分の個性と特技を生かして活躍でき、苦手な分野はお互いに補う事で、

 自分に自信を持って働けます！

・男性職員も多く、運動遊びや力仕事も頼りになります！

・生活スタイルに合わせた勤務時間にも柔軟に対応できます！

・園内研修や外部講師を招いての研修で、スキルアップができます。

当園は、ベテランの先生から若手の先生まで様々な年代の先生が揃っています。

保育士以外の経験を持っている職員も多く、

アドバイスや相談など気軽に話がしやすい環境だと思います。

また、それぞれの職員の強みを認めて協力し合う事で、

苦手分野もカバーしてもらいながら、自分のやりたい保育にどんどん挑戦でき、

充実した仕事ができています.            （平成２９年度採用　保育士６年目）



【アクセス】

【施設の特徴・魅力】

★地図番号１４

JR新鳥栖駅より徒歩12分

鳥栖西中学校の南側

【休日休暇・福利厚生】

・年間休日120日

・6か月経過後の年次有給休暇（正社員10日　パート社員勤務状況に応じ）

・各種手当（通勤、住宅、扶養、処遇改善手当）　・各種保険（雇用、労災、健康、厚

生）・育児休業、介護休業・休暇　・退職共済

・開設6年目を迎える保育園です.新しい保育園ということもあり、慣習にとらわれず保育士同

士が意見を出し合い主体性をもって保育を進めていきます。

・朝日山の麓にあり、自然豊かな環境で、園外保育も盛んに行い、のびのびと毎日を過ごして

います。

・園内の畑で季節ごとの野菜を栽培することを通して、食育を進めています。

・設定保育時間を持ちながら、子どもたちの自主性を伸ばす保育を目指しています。

・保育の一環として和太鼓と体操教室を取り入れています。和太鼓は日本の伝統文化であり、

礼に始まり礼に終わります。練習を通して礼儀作法や協調性を学んでいます。和太鼓の魅力を

保育士も子どもたちも体感しながら一年を通して行っていきます。体操教室は体の使い方を知

り、怪我をしにくい体づくりを目的として、0歳児から年長児まで行っています。保育士も、子ども

たちの年齢に応じた運動や遊びの指導法を学んでいきます。

・正規職員は、開園時からの職員が10名、4年目2名、3年目1名、2年目４名、1年目1名

です。ベテラン職員が新しい職員をサポートし、経験しながら外部研修等をうけることでスキル

アップを目指しています。また、男性保育士2名も頑張っています。

・短時間保育士も含めると、20歳代～60歳代までの幅広い世代の保育士が子どもたちを見

守っています。

・正規の職員の中には実家を離れて生活している職員が3名います。他の職員は鳥栖市、小

郡市、みやき町、上峰町からの自宅通勤です。

・保育士、看護師、栄養士、調理師、保育補助が協力し、意見を出し合いながら日々の保育

や行事を行っています。

71名

生涯にわたる生きる力の基礎を育てる

【定員数】

【保育方針】

（QRコード）

https://www.shintosu.com

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

募集対象 看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

法人・園名 開園年月

従業員数

勤務時間

社会福祉法人公栄　しんとすげんき保育園

所在地・電話番号
佐賀県鳥栖市蔵上町４２－１

0942-85-8277

               作成日：令和 4 年　5　月　1　日

2017　年　4　月

保育士　30　名　、　他　9　名

正規7:00～19:00のうち8時間　休憩1時間

パート職員　応相談

先輩より一言

☆新卒1年目です。先生、こどもたち、みんな元気いっ

ぱいでとても明るいです。先生方もとても優しく、毎日

楽しいです‼

☆保育士4年目です。毎日楽しく、やりがいを感じな

がら働いています‼先輩方も優しく、とっても働きやす

い職場です‼

https://www.shintosu.com/


樹齢：480年が目印

【施設の特徴・魅力】

               作成日：令和   4  年　6月　　1　日

１９５３（昭和２８）年　４　月

7：00～19：00のシフト制

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

募集対象 看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

保育士20名、看護師1名、保育補助者１名
栄養士2名、調理師1名

法人・園名

所在地

開園年月

従業員数

勤務時間

社会福祉法人　めぐみ保育園

・ＪＲ肥前旭駅から徒歩25分

鳥栖市村田町216
0942-82-0867

地図番号　15

【休日休暇・福利厚生】

＊子どもたちは園庭で元気よく遊びます。鬼ごっこや泥だんご作りが大好き！

　様々な発見をし、保育者と一緒に遊び成長しています。

　めぐみ保育園の子どもたちは元気いっぱいです。

＊ブランクがある方や保育士経験がない方も大歓迎！

　保育所見学にこられませんか？連絡お待ちしてます。

樹齢：480年のクスノキが目印

・ＪＲ肥前麓駅から徒歩25分

・自家用車通勤可（職員駐車場有）

・週休2日制（月に１・2回土曜勤務有）・その他要相談・年次有給休暇

・厚生年金・健康保険・雇用保険・予防接種・健康診断

110名

「まことの保育」をよりどころとし、命の大切さや思いやりの心を育む。

【定員数】

【保育方針】

（QRコード）

（ホームページURL）

子どもたちの笑顔は自分の元気の素！

子どもたの成長を保護者の方と

ともに喜べるお仕事です！

ご質問等がありましたらお気軽に

園長か主任までご連絡下さい。



障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【アクセス】 ★地図番号  16

所在地　・　電話番号

採用担当者:　　花田

休日：日曜日、祝日、年末年始

週休２日制

　　　　　　〇保育方針〇

　　"豊かな人間関係、豊かな自然環境の中で生きる力と未来に向けて可能性を育む"

　　　　　　　〇特徴〇

　　　０歳～５歳時までのお子様をお預かりし保育しております。

　　　『心』『体』『学び』の根っこをはぐくむバランス保育を掲げ乳幼児期の生活環境が

　　　より豊かになるよう・報恩教育・交流教育・共感教育・体育教育・食育教育

　　・漢字教育・立腰教育を行っております。

　　　過ごす時間が長い子ども達も多く、学びのばであり生活の場でもあるため

　　　子ども達がリラックスできるような家庭的な雰囲気作りを大切に考えています。

　　　　　　　　　〇魅力〇

　　　２０代、３０代、４０代、５０代、６０代、７０代と様々な年齢の方が

　　　在籍し活躍しております。園の理念の元、得意分野をそれぞれに発揮し

　　　子ども達が豊かに育てる環境を作りたいと考えています。

　　　乳幼児期の様々な重要な発達に寄り添い、手助けをする大変な仕事です。

　　　素晴らしい仕事です。とてもやりがいがあります。きついことも大変な

　　　こともあります。

　　　また多様な子ども達と接するため自分自身の知識の向上も必要です。

　　　出来ない事もあります。でもひとりではありません。仲間がいます。

　　　誰かが困っている時は助け合える、大変な時こそ協力できる職場であり

　　　たいと思っています。

勤務時間 ７：００～１９：００の間で４～８時間

【施設の保育方針・特徴・魅力】

               作成日：令和 ４年　５月 １６日

平成２２年　　　４月　・　　　１００名

保育士　１４名、他　１０名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

佐賀県鳥栖市儀徳町２２１３－１

☎０９４２（８５）８５５５

JR鹿児島本線　肥前旭駅　徒歩4分

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人和貴福祉会　あいあい保育園

募集対象

http://aiaihoikuen.com

（QRコード）

《先輩より 保育士 ６年目》

大好きな子ども達と関われるやりがいの

ある仕事です。

大変なこと、キツイこともあるけどそれ以上

に楽しいことが多いです。

仕事に慣れるまでは覚える事が多くて大変

かもしれませんが私たちもサポートします。

http://aiaihoikuen.com/


正規は市ホームページで募集

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号１７

（QRコード）

所在地　・　電話番号

採用担当者：鳥栖市こども育成課

佐賀県鳥栖市下野町　２５８７

TEL       0942-82-3824

・週休２日、年次有給休暇最大20日（翌年持越し20日可）

・特別休暇（夏季休暇5日、産休育休制度、他）、通勤手当、期末手当（年2回）

☆有給は勤務初日より付与。時間給取得可。有給取得のための代替職員がいます。

　公立なので、その他の福利厚生も充実しています。

　木々に囲まれ、マイナスイオンがいっぱい！

春は桜、夏はセミ、秋はドングリ・・・四季折々の自然体験が楽しめる保育園です。

園児みんなが仲良しで、いろいろな年齢の子ども達とかかわる中で、優しさや思いや

りの心がはぐくまれます。

　地域の方々との交流もあり、散歩に出かけた時には温かく声をかけてもらい、いろい

ろな事を子どもたちはもちろん、職員も教えて頂いています。

おかげさまで園の畑は大収穫！食育活動で採れた野菜が活躍しています。

               作成日：令和４年５月20日

昭和３６年　　１２月　・　　５０名

　　17名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

JR鹿児島本線　肥前旭駅　2.2㎞　車で5分

勤務時間
７：00～19：00　（シフト制）

1日7時間、週３５時間勤務

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

鳥栖市立保育所下野園

募集対象

・一人ひとりの子どもの育ちを大切にします

・将来を生き抜くバランスのとれたたくましい心と体づくりを目指します

・子どもたちの最善の利益を考慮し過ごしやすい場つくりを目指します

・保護者の子育てを支えます

・地域と子育てに優しい環境づくりを目指します

明るく！元気に！

楽しい事が大好きな方！

初めての方も、ブランクのある方も

お待ちしてます！！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園 



・当園は幼保連携型認定こども園であり、保護者の様々な就労条件の子どもが　

園の教育方針として・・・

（令和4年度）年間休日数　105日　　年間労働日数　260日　　 　　　遊びの楽しさをいっぱい味わえる保育
・有給休暇有
・手当（通勤、住宅、幼稚園免許1種等）
・保険（雇用、労災、教職員）等有
・退職金制度
・健康診断有

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号 18

（QRコード）

所在地　・　電話番号

採用担当者：
TEL　0942-82-5517

鳥栖市神辺町1507番地1

通園しています。

　　　　　‟みたい“　　‟しりたい”　　‟やってみよう“という思いを大切にし、
　　　　　生きる力を伸ばし、心身の鍛錬と健康増進を図る。

　必要はありません。皆で助け合いつつ、一緒に楽しんで保育をしていきましょう！

               作成日：令和４年　5月　13日

昭和　53　年　　4　月　・　　　130名

22名

【休日休暇・福利厚生】

保育教諭　（　正規　・　常勤　・　パート　）

車通勤可　（ＪＲ鹿児島本線田代駅から徒歩30分）

勤務時間 7：00～19：00のうちの8時間勤務

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

学校法人神辺学園　神辺幼稚園

募集対象

　　　元気で明るい方を募集しています！

　
　ぜひ色々な体験・活動を子ども達と一緒に沢山してみてください。
　きっと一緒に過ごしていくうちにきっと色々なことを先生自身も感じられることと思います。
　
　また、初めての事に不安や心配も大きいかもしれませんね。ですが、始めから何でもできる

【先輩より一言】
「自分がやりたい保育を自由にできる！」

「明るい職場です。」

「アットホーム職場です。頑張ったら・・・

園長からのご褒美が来るかも♡」



【休日】…日曜日・祝日・年間休日日数 110日位・有給休暇あり

【福利厚生費】費】 私学共済・労災・雇用保険あり

【通勤】 通勤手当あり・駐車場あり

必要なことはご相談に応じます

園舎外観 正面玄関

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号  19

（QRコード）

所在地　・　電話番号

採用担当者：園長　坂田久美子

               作成日：令和４年　５　月　23 日

　　平成30年　　　　４月　・　　　　　　180名

　　名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

〒841－0033　鳥栖市本通町1丁目864番地８

0942-82-3362

勤務時間
正規職員の場合…週40時間、シフト制

パート勤務の場合…短時間可相談に応じます

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

学校法人佐賀マリア学園　鳥栖カトリック幼稚園

募集対象

子どもがだいすきなかた、幼稚園や保育園

の仕事に興味がある方、募集しています。

当園は、幼保連携型の認定こども園として、平成30年4月に開園しました。

園舎は、木造3階建てで、木のにおいのする園舎内には、0歳児から5歳児

までの教室と様々な特別教室があります。和室（茶室）・チャペル・クッキン

ギグ室・図書室・会議室・多目的ホール（リズム室）そして、３階全体は、遊

戯室となっています。給食は、完全給食で１階の厨房には、給食やおやつ

が毎日栄養士の先生によって作られています。

園の教育方針はカトリックの愛と祈りに精神、教育内容はモンテッソーリ

教育です。創立68年を迎え、歴史は鳥栖市制と同じ年数を歩んでいます。

「ありがとう」「ごめんなさい」の心を大切に、乳幼児という人間の人格の

礎となる大事な時期の成長・発達の援助を一緒にやってみませんか。



【アクセス】

休日：日曜・祝日・年末・年始（年間１０５日）
給食費：補助有
保険：健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険　その他（退職金３年目より支給）
住宅手当：補助有 交通費：有

所在地・電話番号
佐賀県鳥栖市蔵上2丁目123番地

0942-82-3250
従業員数 27名　うち　育休中２名

               作成日：令和   4年　５月18日

法人・園名 学校法人鳥栖学園布津原幼稚園 開園年月 昭和４４年　３　月

地図番号　20 勤務時間
変則型労働時間制

８：３０～１７：３０　早出・遅出有　休憩１時間あり

新鳥栖駅から徒歩約１０分

車通勤可
募集対象

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

【施設の特徴・魅力】

（QRコード）

【定員数】

ga

１８５名

【教育方針】

・幼児教育に適切な環境を与えて、心身の発達を助長し、

明るく・たくましく・思いやりのある子どもに育てる。

・自分で考え行動するとともに、友達と協力し合って楽しく

集団生活がおくれる子どもに育てる。
https://futsuhara.com/

【休日休暇・福利厚生】

なぜ布津原幼稚園を選びましたか？

実習に行った時に先生たちが優しく

とても雰囲気が良かったからです!!

布津原幼稚園で良かったと思ったことは？

こども園の魅力は
なんですか？

7年目
保育教諭

1年目
保育教諭

布津原幼稚園は８年前に認定こども園となり、

新園舎になりました。きれいな園舎と広々とした園庭で

子ども達がのびのびと活動できる環境が整っています★

体育教室やお茶のお稽古、野菜作りなど年齢や季節に

合わせた様々な活動をやっており、子ども達と一緒に

毎日楽しく過ごしています♡

今から
お散歩♫

そうめん流し

芋掘り

焼き芋パーティー

年長さんの

お茶のお稽古

体育教室

明るく楽しい職場で

私たちと一緒に

働きませんか？♡

4年目
保育教諭

♥みんな優しく人間関係がとてもいい☆
♥給食がおいしい♫

０歳児～5歳児までと幅広い

年齢の子ども達がいるので

沢山の経験をすることができ、

子ども達と共に成長することが

できるところです!！

https://futsuhara.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域型保育事業所 



【アクセス】 ★地図番号  21

（QRコード）

【休日休暇・福利厚生】

●スタッフの働き方に合わせたシフト制（短時間職員～正職員）応相談

●休日　年１０７日　●年次有給休暇あり　●定期昇給あり（正規職員）

●母性健康管理のための休暇あり 　●退職共済加入（常勤職員）

※その他、就業規則に則り、労働時間、福利厚生などきちんと保障されている。

●ＪＲ弥生が丘駅より　徒歩５分

●鳥栖筑紫野道路柚比インターより　車で１分

●国道３号線より　車で１分　●自家用車通勤　可

勤務時間
   ７：３０～１８：３０     ※延長保育はありません。

（シフト制　うち６～８時間） ※働き方は応相談

　 運営母体の法人若楠は、障害児者から子育てまで幅広い事業展開を行ってい

 ます。その為、経営も安定しています。

 託児所の他に、地域子育て支援センターや児童発達支援センター等様々な子育

 て支援事業を行っています。また、調理室等も完備し、管理栄養士の元、調理員

 の方がおいしい給食を目指し調理をしています。スタッフの育成にも力を入れてお

り、研修はもちろん法人内のキャリアアップに繋げていくことも可能な職場です。

【施設の保育方針・特徴・魅力】

               作成日：令和４年５月１９日

　●平成２７年　４月開園
  ●定員　１２　名（０・１・２歳児対象）

　　保育士　８名、准看護師　１名、保育従事者　２名佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目１３４番地１

０９４２‐８３‐１１２１

保育士（常勤）・調理員　・障害児支援員
採用担当者：新貝恵美（事務長）

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

社会福祉法人若楠　わかくす託児所

募集対象
所在地　・　電話番号

ゆっくり、子ども達に関わることができるので、保育を通して

自分自身も勉強になり、成長する子ども達の姿にやりがいを

感じています。 （保育士Ａさん）

スタッフがお互いに助け合いながら、自分の子育ても頑張っ

て います。とても働きやすい職場です。（保育士Ｂさん）

先輩職員さんが丁寧に教えてくれるので、安心して働いて

います。（調理師 Ｃさん）
子ども達は、保育の時間も

給食の時間も元気いっぱい



               作成日：令和４年　5　月　25　日

　27　年　　5　　月　　　　10　名

　7　名

【休日休暇・福利厚生】

保育士　（　正規　・　常勤　・　パート　）

〒841－35

鳥栖市東町3丁目922－8緒方ビル101

0942-83-0528

勤務時間
・保育士　8：00～18：00の間で8時間程度（応談）

・調理師　9：00～14：00　（応談）

法人・園名 開園年月　・　定員数

従業員数

アイルキッズルーム

募集対象

　家庭的保育事業を展開する、小規模でアットホームな保育園です。少人

数制を活かし、各御家庭の要望に沿ったきめ細かな保育を心がけています。

職員同士の連携も取れており、子供達同士も、職員間も、和やかで笑顔の

絶えない園です。

（令和4年5月に移転し、広く明る園舎になりました）＜休日・休暇＞　日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

障害児支援員　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

看護師　・　栄養士　・　調理員　・　保育補助者

【施設の保育方針・特徴・魅力】

【アクセス】 ★地図番号  24

（QRコード）

所在地　・　電話番号

採用担当者：陣内

・こどもと接するのが大好きな方

・明るく笑顔で仕事に臨んで頂ける方

・責任感を持って仕事に取り組んで頂ける方



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  鳥栖市 こども育成課 

  ＴＥＬ：0942-85-3552 

  ＦＡＸ：0942-85-2009 

  E-mail：kodomo@city.tosu.lg.jp 


