
ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数

保育士 163,200 ～

不問 179,200 円 (1)8時30分～17時30分

1

18人 土日祝他

33010-28103121 岡山県岡山市北区 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 176,820 ～

59歳以下 214,606 円 (1)8時30分～17時30分

1

7人 土日祝他

33010-28342421 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 164,700 ～

不問 171,100 円 (1)8時30分～17時15分

1

8人 土日祝他

33010-28350421 岡山県岡山市中区 毎　週

保育士 202,086 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 18歳以上 202,086 円 (1)8時30分～16時30分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 2 (2)14時00分～22時00分

18人 他 (3)9時30分～17時30分

33010-28447821 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 170,200 ～

社会福祉士 59歳以下 194,120 円 (1)8時30分～17時15分

精神保健福祉士 1 (2)9時30分～18時15分

5人 日他

33010-28574921 岡山県赤磐市 毎　週

保育士 165,000 ～

不問 175,000 円

1

14人 日祝他

33010-28620921 岡山県岡山市中区 毎　週 又は7時30分～18時30分の間の8時間

保育士 183,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 240,000 円 (1)7時00分～16時00分

3 (2)12時30分～18時00分

22人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33010-29004521 岡山県岡山市中区 その他

保育士 211,510 ～ 変形（1年単位）

64歳以下 215,000 円

2

26人 日祝他

33010-29016921 岡山県岡山市北区 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間

保育士 176,000 ～ 変形（1年単位）

不問 176,000 円

1

22人 日祝他

33010-29017121 岡山県岡山市北区 その他 又は8時00分～18時00分の間の8時間

保育士 164,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 245,000 円 (1)7時30分～16時30分

1 (2)8時00分～17時00分

10人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33010-29072621 岡山県岡山市南区 その他 又は7時30分～19時00分の間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生

一般社団法人晴れの国保育協会 岡山県岡山市北区上土田１８
１－３

豊成・西市／保
育士（きらきら小
規模保育園）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

一般社団法人　聖凰 岡山県岡山市南区築港元町
１３ー２５　ＭＡＲＵＧＯビル２Ｆ

第２せいな保育
園／保育士（正
社員）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　立正会　たちばな上
中野保育園

岡山県岡山市北区上中野２
丁目３番１０号

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

大元駅から徒歩１０分、大通りから少し離れた
落ち着いた住宅地の中にある認可保育園（定
員１５０名）です。
クラス担任として、乳幼児の保育に携わってい
ただきます。
＊他、指導案作成、個人記録等の事務業務も
あり。

＊定員６０名の企業主導型保育所になります。
・０～５歳児の保育と関連業務を担当していた
だきます。

＊未経験の方、ブランクのある方応募可能で
す。　


株式会社　あかとんぼ 岡山県岡山市中区長岡６７－
７９

　０歳から２歳までの保育業務全般をおこない
ます。
　家庭的な雰囲気の中で保育をしています。
（定員１８人）

　他に保育書類の作成業務もあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乙多見／保育士
（育休代替）

すこやか保育園　（株式会社こころ
ね）

岡山県岡山市北区尾上１３１
８－５

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　佳日会　星の子保育
園

岡山県岡山市北区富町２丁
目１６－２７

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人旭川荘　くわのみどり
の家

児童発達支援事業「くわのみ園」（定員１０人）
で就園・就学前の児童の発達を保護者と共に
行い、次のステップに進んでいく手助けをして
いく仕事です。
内容としては、母子及び子ども単独で通園して
いただき、母子だけでなく友達との関係が出来
るように、遊びや運動を通しての日中活動を

エレクトーン、ピア
ノのひける方が望
ましい。

岡山県岡山市中区桑野７１５
－２（岡山ふれあいセンター
内）

保育士・児童指
導員

０～２歳までの保育業務
保護者からの子育て相談対応

＊経験のある方大歓迎！！
＊未経験の方も一緒に愛情あふれる保育をし
ましょう。
 いずれか

の免許・
資格所持
で可

岡山市　こども総合相談所 岡山県岡山市北区鹿田町１
丁目１－１

児童指導業務
（会計年度任用
職員）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人泉学園 岡山県岡山市南区浦安本町
１９０

赤磐市／児童指
導員もしくは保育
士（いちばんぼ
し）

雇用・労災・
健康・厚生

＊令和３年４月１日開所しました！！
肢体不自由児の介護、日中活動、療育支援
（定員５名）

主に、車いすで過ごされることの多い就学前及
び学童の楽しい活動、療育等を支援する仕事
です。

こども総合相談所における児童指導業務等の
事務

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

保育士（時間給：
８時～勤務）

雇用・労災・
健康・厚生

免許資格

普通自動車運転免許　　あれば尚可

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　あれば尚可

加入保険等
休日/週休二日

保育、雑務、保育準備等を行っていただきま
す。

　保育所保育指針に沿った子どものための保
育を展開していき
　ます。
　目の前の子どもの幸せを願い、子どもの笑顔

職種 仕事の内容 必要な経験
賃金

就業時間

・保育士として保育の補助をする仕事です。
・園全体の運営のサポート業務も含みます。

＊保育士としてのブランクがあっても大丈夫で
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保育方針「やさしく　きびしく　たいせつに　
　　　　　　　げんきな　子どもを育てる」

社会福祉法人東光会　ならの木保育
園

岡山県岡山市北区中仙道１
丁目７－２８

・４か月～２歳児クラスのお子様を保育してい
ただくお仕事です。
＊ブランクのある方やお子様づれでの勤務大
丈夫です。
　子供が大好きでやる気のある方募集中で
す。
　お子様の学校行事等、柔軟に対応します。

経験者優遇（賃
金面）
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ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数
免許資格 加入保険等

休日/週休二日
職種 仕事の内容 必要な経験

賃金
就業時間

保育士 152,760 ～ 交替制あり

不問 152,760 円

1

1,280人 土日祝他

33010-29154121 岡山県岡山市北区 毎　週 又は8時30分～17時15分の間の6時間以上

保育士 180,000 ～ 交替制あり

看護師 64歳以下 220,000 円

保健師 1

27人 日祝他

33010-29218621 岡山県岡山市北区 毎　週 又は7時15分～18時30分の間の8時間程度

保育士 200,000 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 250,000 円 (1)9時30分～18時30分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 1 (2)8時30分～17時30分

5人 日祝他

33010-29474221 岡山県岡山市北区 その他

169,600 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 169,600 円 (1)9時30分～18時30分

1 (2)8時30分～17時30分

30人 日祝他

33010-29476421 岡山県岡山市南区 その他

200,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 250,000 円 (1)9時30分～18時30分

1 (2)8時30分～17時30分

30人 日祝他

33010-29480721 岡山県岡山市南区 その他

200,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 250,000 円 (1)9時30分～18時30分

1 (2)8時30分～17時30分

9人 日祝他

33010-29483521 岡山県岡山市南区 その他

200,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 250,000 円 (1)9時30分～18時30分

2 (2)8時30分～17時30分

4人 日祝他

33010-29484421 岡山県岡山市南区 その他

保育士 200,000 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 250,000 円 (1)9時30分～18時30分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 2 (2)8時30分～17時30分

16人 日祝他

33010-29491521 岡山県岡山市北区 その他

保育士 175,602 ～ 交替制あり

64歳以下 224,300 円 (1)7時30分～16時30分

2 (2)9時00分～18時00分

28人 日祝他 (3)10時30分～19時30分

33010-29519121 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 200,000 ～

59歳以下 200,000 円

2

11人 他

33010-30195821 岡山県岡山市中区 毎　週 又は7時00分～21時00分の間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

新岡山陸運　株式会社 岡山県岡山市中区江崎７４６
－３

企業主導型保育
園：中区清水／
保育士（正社員）
＊急募＊

雇用・労災・
健康・厚生

・絵本の読み聞かせや遊び
・身の回りの世話、片付け等
・園児の体調管理
・保護者対応

保育スタッフ経験

Ｒ４年４月～園児が増える為の増員です。
自然に触れ合える環境で良く寝て、良く遊び、
健康で豊かな感性を育てる保育をしていただ
きます。


雇用・労災・
健康・厚生

合同会社ソレイユ 岡山県岡山市南区米倉６８－
６

児童指導員
（パート）

雇用・労災・
健康・厚生

児童発達支援放課後等デイサービスの児童
指導員
（定員１０名）
・児童の学校・自宅への送迎
・事業所内での子どもの見守り、遊び等の支援
などを行っていただきます。
＊発達支援を学びたい方を希望します。

保育士・作業療
法士・理学療法
士・言語聴覚士の
経験ある方優遇
（採用面・賃金
面）

放課後等デイサービスの児童指導員
（定員１０名　小１～高３）

・児童の学校・自宅への送迎
・事業所内での子どもの見守り、遊び等の支援
などを行っていただ　きます。
＊発達支援を学びたい方を希望します。

保育士・作業療
法士・理学療法
士・言語聴覚士の
経験ある方優遇（
採用面・賃金面）

合同会社ソレイユ 岡山県岡山市南区米倉６８－
６

放課後等デイサービスの児童指導員
（定員１０名　小１～高３）

・児童の学校・自宅への送迎
・事業所内での子どもの見守り、遊び等の支援
などを行っていただ　きます。
＊発達支援を学びたい方を希望します。

Ｒ４年２月新規オープンの放課後等デイサービ
スの児童指導員
（定員１０名　小１～高３）
・児童の学校・自宅への送迎
・事業所内での子どもの見守り、支援などを
行っていただきます。


児童福祉実務経
験２年以上合同会社ソレイユ

雇用・労災・
健康・厚生

合同会社ソレイユ 岡山県岡山市南区米倉６８－
６

高柳／児童指導
員

雇用・労災・
健康・厚生

児童指導員 雇用・労災・
健康・厚生

合同会社ソレイユ 岡山県岡山市南区米倉６８－
６

藤田／児童指導
員（保育士）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ＩＳＯＥ 岡山県岡山市北区三門中町
４－３３

保育 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人福寿会 岡山県岡山市北区平野１００
５－９

放課後等デイサービス（定員１０名　小１～高
３）
児童発達支援事業所（定員１０名　未就学児）
における児童指導員業務を行っていただきま
す。（令和４年６月１日　新規開設）

・児童の学校・自宅への送迎

児童福祉実務経
験２年以上

放課後等デイサービスの児童指導員
（定員１０名　小１～高３）

・児童の学校・自宅への送迎
・事業所内での子どもの見守り、遊び等の支援
などを行っていただきます。
＊発達支援を学びたい方を希望します。

保育士・作業療
法士・理学療法
士・言語聴覚士の
経験ある方優遇
（採用面・賃金
面）

合同会社ソレイユ 岡山県岡山市南区米倉６８－
６

万倍／児童指導
員（保育士）

普通自動車運転免許　　必須

川入／保育士：
あんじゅの里

保育士

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

西崎／児童指導
員

岡山県岡山市南区米倉６８－
６

０歳児～就学前の保育に関する業務、英語学
習の補佐業務、保育に関わる書類作成、来客
対応その他付随する業務
・乳幼児の食事、トイレ、睡眠、学習を補佐
・外遊びや園外保育など子どもたちと一緒に
体を動かしたり、　
　生活全般のサポートを行う

保育士としての勤
務経験
日常英会話ので
きる方歓迎

・病児保育業務
・外来、小児科病棟での保育業務独立行政法人国立病院機構　岡山

医療センター
岡山県岡山市北区田益１７１
１－１


いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可
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ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数
免許資格 加入保険等

休日/週休二日
職種 仕事の内容 必要な経験

賃金
就業時間

保育士 200,000 ～ 交替制あり

作業療法士 不問 230,000 円 (1)9時00分～18時00分

2

7人 他

33010-30312021 岡山県岡山市北区 毎　週 又は10時00分～19時00分の間の8時間

保育士 189,603 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 189,603 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)8時30分～17時30分

43人 日祝他 (3)9時30分～18時30分

33010-30400021 岡山県岡山市北区 その他 又は7時00分～18時30分の間の8時間程度

保育士 190,000 ～ 交替制あり

64歳以下 245,000 円 (1)8時00分～17時00分

3 (2)8時30分～17時30分

5人 土日祝他

33010-30481621 岡山県岡山市中区 毎　週

保育士 135,200 ～

不問 207,504 円 (1)8時25分～17時20分

1

52人 土日祝他

33010-30606221 岡山県岡山市南区 毎　週

保育士 190,000 ～ 変形（1年単位）

59歳以下 190,000 円 (1)8時30分～18時40分

1 (2)8時30分～17時45分

10人 日祝他

33010-30693621 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 150,000 ～

看護師 不問 200,000 円 (1)9時00分～18時00分

言語聴覚士 1

10人 日祝他

33010-31020221 岡山県岡山市北区 毎　週 又は9時00分～18時00分の間の8時間

191,520 ～

64歳以下 191,520 円 (1)10時00分～19時00分

1

11人 日祝他

33010-31456721 岡山県岡山市南区 毎　週

保育士 168,000 ～ 変形（1年単位）

不問 168,000 円 (1)8時30分～17時30分

1 (2)9時00分～18時00分

12人 日祝他

33010-31482821 岡山県岡山市南区 その他

保育士 147,290 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 171,804 円 (1)10時00分～18時00分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 2 (2)10時00分～17時00分

5人 祝他

33010-31522221 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 187,024 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 239,652 円 (1)8時30分～17時00分

1

342人 他

33010-31524421 岡山県岡山市北区 その他

保育士 雇用・労災・
厚生・その他

株式会社ＫＩＺＵＮＡ 岡山県岡山市中区山崎９２番
地８

指導員 雇用・労災・
健康・厚生

＊当社運営の放課後デイサービス「おひさま
今事業所」にて
指導員業務全般を行っていただきます。
＊小学校１年生～高校３年生までの障がい等
があるお子様に対し、療育支援業務を行って
いただきます。
＊学校や自宅への送迎（社用車）業務もあり。

・患者様の診療中にお子様のお世話をしてい
ただきます。
　他、受付業務、歯科助手業務についても
行っていただきます。




医療法人社団　はな歯科クリニック 岡山県岡山市北区西花尻１１
７９－１

雇用・労災・
健康・厚生

医療法人万成病院 岡山県岡山市北区谷万成１
丁目６－５

保育士 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

支援員（正社員） 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人白ゆり会　キッズガー
デン白ゆり

岡山県岡山市南区福富中２
丁目５－７

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

院内保育所勤務（原則０歳から５歳児まで）
一日平均預かり１～２人程度

院内保育の無い時間帯は、庶務（洗濯業務）
の仕事の補助をしていただきます。

経験者優遇

・市内児童館における遊びの指導および子育
て相談業務等

・４月～９月、週５日間、１０：００～１８：００
　１０月～３月、週５日間、１０：００～１７：００
　いずれも休憩６０分

岡山市　岡山っ子育成局　子育て支
援部地域子育て支援課

岡山県岡山市北区大供１丁
目１－１

地域型保育事業所における３歳未満の園児の
保育。

・放課後児童の生活、安全を守り、児童の健全
育成を行う。

　定員：４５名×３施設、３５名×１施設

　第１、第２：小学校３年生まで
　第３：小学校４年生～６年生まで

乳幼児の保育
※書類作成業務（個人記録、児童票作成、連
絡帳記録等）有

・０歳児から５歳児までの約２５０人のお子さん
を
　約３５人の保育士で保育をしています。

１才から５才児２６名の縦割り異年齢保育をし
ています。自然豊か
な保育環境を生かし、どろんこや水遊び・アス
レチック・ごっこ遊
びなど、それぞれの子どもが思いおもいに過ご
しています。私達保
育士は、何かを特別に教えたり、大人の一方

ぷらんふらんだぁぐへむ　辻　陽子 岡山県岡山市中区湊３２４－
３


・園児の保育全般業務を行っていただきます。

　※年休は完全消化できます。
　※本人の能力等に応じて昇給もあります。

　　定員　１５３名　　０～５歳児

＊障がいのある児童が、日常の基本動作や知
識技術を習得して集団　生活に適応できるよう
に支援する通所施設です。
＊自分でできることを増やしていけるよう支援
しています。
＊認知能力の発達と、能力内における適応行
動の獲得をめざしてた　療育技法（太田ステー

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人岡山千鳥福祉会 岡山県岡山市南区千鳥町７
－７

紅陽台ちどり保
育園／保育士
（フルタイムパー
ト）

雇用・労災・
健康・厚生

野田／保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人吉備福祉会　第一吉
備こども園

岡山県岡山市北区平野１０７
１－１

保育教諭 雇用・労災・
健康・厚生

たけのこクラブ　運営委員長　有吉幸
一

岡山県岡山市南区平福１丁
目７－１（平福小学校内）


児童館業務（会
計年度任用職
員）

普通自動車運転免許　　必須

株式会社ミツバファクトリー 岡山県岡山市北区中井町１
丁目１－１２

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　あれば尚可
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ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数
免許資格 加入保険等

休日/週休二日
職種 仕事の内容 必要な経験

賃金
就業時間

保育士 184,912 ～ 変形（1年単位）
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 198,016 円 (1)8時30分～17時30分
養護教諭免許（専修・１種・２種） 2 (2)7時30分～16時30分

18人 日祝他 (3)8時00分～17時00分

33020- 6898321 岡山県津山市 その他

保育士 160,920 ～ 変形（1年単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 160,920 円 (1)8時30分～17時00分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 2

18人 日祝他

33020- 6899621 岡山県津山市 その他

保育士 179,712 ～ 変形（1年単位）

不問 179,712 円 (1)8時30分～17時20分

1

19人 日祝他

33020- 6988921 岡山県津山市 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間

保育士 190,080 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 207,360 円 (1)8時30分～17時30分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 3 (2)7時00分～16時00分

35人 日祝他 (3)10時00分～19時00分

33020- 6995621 岡山県津山市 その他

保育士 165,000 ～

不問 165,000 円 (1)8時30分～17時20分

1

38人 日祝他

33020- 7112821 岡山県津山市 その他

保育士 156,967 ～

不問 223,935 円

3

35人 日祝他

33020- 7346821 岡山県苫田郡鏡野町 毎　週 又は7時15分～19時00分の間の7時間以上

保育士 180,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 190,000 円 (1)8時00分～17時00分

1 (2)9時00分～18時00分

7人 日他 (3)8時30分～17時30分

33020- 7394721 岡山県津山市 毎　週

保育士 183,000 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 286,200 円 (1)8時30分～17時30分
養護教諭免許（専修・１種・２種） 1 (2)9時00分～18時00分

12人 日祝他 (3)10時00分～19時00分

33020- 7570721 岡山県津山市 その他

保育士 195,500 ～ 交替制あり

不問 195,500 円 (1)7時30分～16時15分

2 (2)8時30分～17時15分

12人 日祝他 (3)9時00分～17時45分

33021- 1992921 岡山県英田郡西粟倉村 毎　週

保育士 160,548 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 186,000 円 (1)8時30分～17時00分

6

300人 日祝他

33021- 2001021 岡山県美作市 その他

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　大崎ゆりかご会　多
機能型事業所　ｓｏｃｉｏ

岡山県津山市西吉田４００－
８

児童指導員及び
保育士（放課後
等デイサービス
事業）

雇用・労災・
健康・厚生

満６ヶ月から就学までの保育又は教育・保育
○子供に基本的な生活習慣を身につけさせる
（食べる、眠る、着替える、排泄するなど）
○子供の身の回りの世話
○集団生活を通じて社会性を養わせる
○遊びを通じて心身の健やかな発達をサポー
トする

０歳（６ヶ月以上）～２歳児の１５名程度が在園
している保育園です。
保育者は、子供の成長にあわせて言葉がけを
したり、環境を準備したりしてひとりひとりの子
どもに対してかかわっていただきます。



【急募】保育園保
育士／会計年度
任用職員

雇用・労災・
健康・厚生

美作市教育委員会 岡山県美作市江見９４５ 保育士・保育講
師／延長保育無
（会計年度任用
職員）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　郁々会　認定こども
園　加茂保育園

岡山県津山市加茂町小中原
４１

保育士（契約社
員）

雇用・労災・
健康・厚生

「城東保育園（津山市川崎）」に於いて、保育
士としての仕事に従事していただきます。
＊乳幼児（０歳～５歳）の保育を担当していた
だきます。

当保育園において保育業務に携わっていただ
きます。
　・日々の保育業務
　・日々の記録、記入
　・保護者への対応等

保育士としての業
務経験社会福祉法人　田邑保育園 岡山県津山市下田邑１１４－

３

加茂保育園に於いて、保育士の仕事に従事し
ていただきます。
＊０歳～５歳児の保育で、６クラス、定員　１１０
名

　クラス担任や書類仕事はありません。

加茂保育園に於いて、保育士の仕事に従事し
ていただきます。
＊０歳～５歳児の保育で、６クラス、定員　１１０
名

※保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教
諭のいずれか

社会福祉法人　郁々会　認定こども
園　加茂保育園

岡山県津山市加茂町小中原
４１

雇用・労災・
健康・厚生

鏡野町役場 岡山県苫田郡鏡野町竹田６６
０

会計年度任用職
員（保育士）

雇用・労災・
健康・厚生

【急募】保育士
（臨時職員）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　城東福祉会（城東保
育園）

岡山県津山市川崎７３２－３ 保育士 雇用・労災・
健康・厚生

西粟倉村役場 岡山県英田郡西粟倉村大字
影石３３－１

学校の放課後もしくは土曜日及び長期休業期
間における、発達に障がいのある児童への支
援全般に従事していただきます。

学校及び自宅への送迎あり。

＊障がい支援の経験は問いません

来所するのは障害のある児童で、小学生から
高校生までの児童が学校終了後や長期休暇
中に利用する通所支援施設です。

　・児童と一緒に運動
　・自主学習のサポート
　・外出支援

障害福祉に関わ
る実務経験社会福祉法人　白樺会　放課後等デ

イサービスポロカ　上河原事業所
岡山県津山市上河原５２７－
３

＊「就業場所」の欄に記述した保育園・こども
園において保育士の　仕事に従事して頂きま
す。
＊園児数は、かがみの中央こども園が１４０名
程度、芳野こども園
　１５０名程度程度です。　
＊一般的な保育業務の仕事です。

保育業務に携わっていただきます。
０歳から３歳児のクラスを受け持っていただきま
すが、複数担任制のため一人でクラスを受け
持つことはありません。

約１７０名の園児がいます。


保育士としての経
験社会福祉法人　やよい保育園 岡山県津山市勝部３４３－２ 保育士

保育士（正社員）

保育士

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

普通自動車運転免許　　必須

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須
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ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数
免許資格 加入保険等

休日/週休二日
職種 仕事の内容 必要な経験

賃金
就業時間

保育士 192,000 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 202,161 円 (1)7時00分～15時30分

5 (2)8時30分～17時00分

300人 日祝他 (3)9時15分～17時45分

33021- 2002721 岡山県美作市 その他

保育士 183,000 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 286,200 円 (1)8時30分～17時30分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 1 (2)9時00分～18時00分

6人 日祝他 (3)10時00分～19時00分

33021- 2148921 岡山県勝田郡勝央町 その他

保育士 177,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 194,500 円 (1)7時30分～18時30分

1 (2)7時30分～13時15分

8人 日他 (3)13時15分～18時30分

33030-17079121 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 177,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 194,500 円 (1)7時30分～18時30分

1 (2)7時30分～13時15分

8人 日他 (3)13時15分～18時30分

33030-17080821 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 180,700 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 180,700 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)7時30分～16時30分

50人 日祝他 (3)8時00分～17時00分

33030-17141121 岡山県倉敷市 その他

保育士 188,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 218,000 円 (1)10時10分～18時30分

1

20人 日他

33030-17393121 岡山県倉敷市 その他

保育士 173,250 ～ 変形（1年単位）

59歳以下 238,350 円 (1)8時00分～17時00分

1 (2)9時00分～18時00分

21人 他

33030-17396821 岡山県倉敷市 その他

保育士 183,040 ～ 交替制あり

64歳以下 233,040 円

1

10人 日祝他

33030-17456121 岡山県倉敷市 毎　週 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度

保育士 157,500 ～

不問 157,500 円 (1)8時30分～17時00分

1

8人 土日祝他

33030-17515321 岡山県倉敷市 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の8時間

保育士 168,500 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 168,500 円 (1)9時00分～17時00分

1 (2)8時30分～16時30分

4人 月祝他 (3)9時15分～17時15分

33030-17756221 岡山県倉敷市 その他

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　倉敷市総合福祉事
業団

岡山県倉敷市笹沖１８０ 児童厚生員・保
育士（玉島児童
館）

雇用・労災・
健康・厚生

児童館で、下記の業務をして頂きます。
・子供たちへの遊びの指導。
・保護者の方からの育児相談への対応、子育
て支援。
・教室等の企画及び実施。

【配属部署】

０歳児から就学前までの乳幼児保育の業務に
従事して頂きます。

＊１日７．５時間の勤務

＊＊　急募　＊＊

保育士経験のあ
る方が望ましい社会福祉法人　育和福祉会　池畝保

育園
岡山県倉敷市玉島道口３８７
７－１７

（茶屋町）保育士 雇用・労災・
健康・厚生

総合ケアサービス創心會　（株式会
社　創心會）

岡山県倉敷市茶屋町２１０２
－１４

（平田）保育士 雇用・労災・
健康・厚生

事業所内保育所
定員１９名
働く社員のための両立支援と地域の待機児童
解消に貢献しています
・お子様に寄り添える少人数制の保育園で
す。
・寄り添う保育の中でお子様の成長に出会える

業務経験

事業所内保育所
定員１９名
働く社員のための両立支援と地域の待機児童
解消に貢献しています
・お子様に寄り添える少人数制の保育園で
す。
・寄り添う保育の中でお子様の成長に出会える

業務経験

総合ケアサービス創心會　（株式会
社　創心會）

岡山県倉敷市茶屋町２１０２
－１４

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　建美 岡山県倉敷市中庄１６８８－１
７

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

保育士【正社員】 雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　エイド 岡山県倉敷市西富井１２２５
－１６

（倉敷市内）保育
士（児童発達支
援・放課後等デ
イサービス）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

〔企業主導型保育園での保育のお仕事〕
・０～２歳までの１９名（最大３０名まで）のお子
様をお預かりす　る保育園での保育業務。

・年間行事に保護者参加型が無い為、持ち帰
り仕事、残業などがあ　りません。


障がいのあるお子さんに対して、個別・集団療
育を行ったり、
レクリエーション活動を企画し実行していくのが
仕事です。

※１人の保育士が担当するのは５名のお子さ
んまで

社会福祉法人　Ｐ．Ｐ．Ｐ． 岡山県倉敷市福田町福田２１
２２－１

発達障害をもたれているお子さんの支援

あいさつ、整理整頓、お友達との交流等の支
援を行っていただきます。

＊１日１０人程度の利用者様を３～４人のスタッ
フで業務を担当

＊経験者優遇
＊障害児施設で
働いていた方優
遇

保育業務全般

・羽島保育園：０～５歳

・ＫＭＣすまいる保育園：０～２歳
　　　　　　　　　　　　
・くらしきマチナカ乳児保育園：０～２歳

学校の放課後もしくは土曜日及び長期休業期
間における、発達に障がいのある児童への支
援全般に従事していただきます。

・学校及び自宅への送迎あり。

・障害支援の経験は問いません。

満６ヶ月から就学までの保育又は教育・保育
○子供に基本的な生活習慣を身につけさせる
（食べる、眠る、着替える、排泄するなど）
○子供の身の回りの世話
○集団生活を通じて社会性を養わせる
○遊びを通じて心身の健やかな発達をサポー
トする

美作市教育委員会 岡山県美作市江見９４５ 保育士・保育講
師／延長保育有
（会計年度任用
職員）

普通自動車運転免許　　必須

いずれか
の免許・
資格所持
で可

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　大崎ゆりかご会　ＳＯ
ＣＩＯ勝央

岡山県勝田郡勝央町豊久田
１６１－１

児童指導員及び
保育士（放課後
デイサービス事
業）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　宝和会 岡山県倉敷市羽島２３３－１

（倉敷市林）保育
士（プラット
フォーム！児島）

保育士（７．５時
間）

いずれか
の免許・
資格所持
で可

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　あれば尚可

普通自動車運転免許　　必須
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ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数
免許資格 加入保険等

休日/週休二日
職種 仕事の内容 必要な経験

賃金
就業時間

保育士 193,600 ～ 変形（1ヶ月単位）

65歳以下 211,200 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)8時30分～17時30分

12人 他 (3)10時00分～19時00分

33030-17858121 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 184,300 ～ 変形（1年単位）

44歳以下 250,000 円 (1)7時00分～15時45分

3 (2)8時30分～17時15分

24人 日祝他 (3)10時15分～19時00分

33030-18120821 岡山県倉敷市 その他

作業療法士 170,000 ～

公認心理師 不問 250,000 円

言語聴覚士 1

12人 日祝他

33030-18458021 岡山県倉敷市 毎　週 又は9時30分～19時15分の間の8時間

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 168,500 ～ 変形（1ヶ月単位）
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 不問 168,500 円 (1)9時00分～17時00分
中学校教諭免許（専修・１種・２種） 1 (2)8時30分～16時30分

4人 月祝他 (3)9時15分～17時15分

33030-18561021 岡山県倉敷市 その他

保育士 147,600 ～
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 不問 246,000 円 (1)8時30分～17時30分

理学療法士 1

5人 日祝他

33031- 2465521 岡山県総社市 毎　週

保育士 179,900 ～ 交替制あり

59歳以下 212,600 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)8時00分～17時00分

31人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33031- 2612121 岡山県総社市 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間

保育士 192,200 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 196,500 円 (1)8時30分～17時00分

3

25人 日祝他

33032- 2102221 岡山県倉敷市 その他

保育士 171,450 ～ 変形（1ヶ月単位）
特別支援学校教諭免許（専修・１種・２種）

59歳以下 195,060 円 (1)9時00分～18時00分

1 (2)8時30分～17時30分

6人 日祝他

33032- 2227421 岡山県倉敷市 その他
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 197,600 ～ 変形（1ヶ月単位）

保育士 64歳以下 223,900 円 (1)7時30分～16時30分

1 (2)8時30分～17時30分

28人 日祝 (3)9時30分～18時30分

33032- 2259221 岡山県倉敷市 その他
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 163,100 ～

保育士 不問 177,000 円

3

90人 日祝他

33060- 1870821 岡山県和気郡和気町 毎　週 又は7時30分～19時00分の間の7時間以上

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人吉備のくに福祉会　み
どり保育園

岡山県総社市総社１２９５－１
４

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

◎和気町立にこにこ園（佐伯・和気・本荘の各
にこにこ園）におい　て乳幼児保育に関する業
務を担当して頂きます。





定員１０５名の認定こども園にて保育業務全般
に従事していただ
きます。
・明るく働きやすい職場です。
　残業や持ち帰りはほとんどありません。
・令和元年９月に新園舎が完成しました。木造
平屋で広く、園庭、　　

保育の経験のあ
る方社会福祉法人しおかぜ 岡山県倉敷市下津井１４８２

－１８

障がい児に対する療育業務日常的な生活面
を支援して、集団生活に馴染めるように療育し
ていただきます。

乳幼児の保育を行なっていただきます。
・子どもの身のまわりのお世話
・給食の補助
・乳幼児の遊びの相手
・生活習慣の自立を助ける
・生活や遊びの記録を書く　
・保育室内の清掃　など

普通自動車運転免許　　必須

保育士（しおか
ぜ認定こども園）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

和気町教育委員会 岡山県和気郡和気町矢田３０
５

臨時保育教諭 雇用・労災・
健康・厚生

保育士 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉法人　王慈福祉会 岡山県倉敷市児島下の町５
丁目２－１７

保育士・児童指
導員（エンゼルく
らぶ）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

◇保育に欠ける子供を日中預かり保育士（看
護師）としての　の業務を担当していただきま
す。

・定員７５名で、生後８週間から就学前までの
お子様を
　お預かりしています。

子育て世代を応援するため保育園（内閣府所
管保育所）
（０歳から５歳児を対象とした定員１９名の少人
数制保育）

既存の少人数保育所つぼみ保育園に加え、１
１月に玉島乙島に第二つぼみ保育園（定員６０

富田ケアセンター　有限会社 岡山県倉敷市玉島道口９７番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　倉敷市総合福祉事
業団

岡山県倉敷市笹沖１８０ 児童厚生員・教
員免許（玉島児
童館）

雇用・労災・
健康・厚生

保育士（少人数
の企業主導型保
育所）常勤パート

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　岡山厚生会　ひまわ
り保育園

岡山県倉敷市黒崎６０１－１ （中庄団地）保育
士

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人くすの木福祉会　中山
保育園

岡山県倉敷市児島小川１０丁
目１０－２７

生後３ヶ月の乳幼児から就学前までの保育を
必要とする総社市内の
乳幼児などの保育ならびに教育を、３１名の職
員・保育士で１２０
名の園児の保育をおこなっていただきます。

未経験やブランクありの方も歓迎

・児童発達支援事業所において児童（幼児～
小学生）の発達支援の　指導員をお願いしま
す。

・発達支援やパソコンの電子入力につきまして
は、指導いたし
　ます。

特定非営利活動法人ほっとはあと 岡山県総社市地頭片山５３－
３６

児童館で、下記の業務をして頂きます。
・子供たちへの遊びの指導。
・保護者の方からの育児相談への対応、子育
て支援。
・教室等の企画及び実施。

【配属部署】

障がい児の療育をおこないます。
利用者様の困っていることや希望に合わせて
個別にプログラムを作成します。プログラムの
内容は、運動や言葉、遊び、ソーシャルスキル
や生活スキルなど様々ですが、職員が一緒に
作成しますのでご安心ください。プログラムの
作成や連絡帳の作成にパソコンを使用します

児童指導員任用
資格または保育
士の資格、または
ＰＴ、０Ｔ、ＳＴ、公
認心理士などの
資格があること。
経験年数によっ

合同会社きさいや 岡山県倉敷市堀南６３７－１ 児童指導員、療
育担当職員、機
能訓練職員（心
理・言語・作業

（てぃんくる）児童
発達支援員

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　あれば尚可

普通自動車運転免許　　必須
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ハローワーク岡山　求人情報一覧表 一般用
＊詳しい内容をお知りになりたい方、面接を希望される方

は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

求人者名 所在地 年齢 採用

（求人番号） 就業場所 企業規模 人数
免許資格 加入保険等

休日/週休二日
職種 仕事の内容 必要な経験

賃金
就業時間

保育士 176,800 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 182,300 円 (1)8時30分～17時15分

1

32人 土日祝他

33061-  968421 岡山県備前市 毎　週

保育士 176,800 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 182,300 円 (1)8時30分～17時15分

1

26人 土日祝他

33061-  969321 岡山県備前市 毎　週

保育士 193,781 ～ 交替制あり

59歳以下 204,922 円 (1)6時30分～21時00分

2

29人 他

33070- 1642721 岡山県加賀郡吉備中央町 毎　週

保育士 184,200 ～ 変形（1年単位）

社会福祉士 59歳以下 189,200 円 (1)9時00分～18時00分
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 2

33人 日祝他

33070- 1799721 岡山県高梁市 その他 又は8時00分～17時00分

保育士 182,400 ～ 変形（1年単位）

社会福祉士 不問 192,000 円 (1)8時30分～17時30分

2

14人 土日祝他

33070- 1803021 岡山県高梁市 毎　週

保育士 160,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 175,000 円

1

9人 日祝他

33071- 1421221 岡山県総社市 毎　週 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度

保育士 161,250 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 161,250 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)8時00分～17時00分

23人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33080- 5410521 岡山県井原市 その他

保育士 230,000 ～

64歳以下 230,000 円 (1)9時00分～18時00分

1

7人 日祝他

33110- 5274621 岡山県赤磐市 毎　週

保育士 177,000 ～

不問 177,000 円

5

142人 日祝他

33110- 5531121 岡山県瀬戸内市 毎　週 又は7時30分～18時00分の間の8時間

保育士 180,880 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 270,056 円 (1)8時30分～17時30分

3 (2)8時30分～12時30分

46人 日祝他

33110- 5645121 岡山県瀬戸内市 毎　週

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　報恩会　牛窓ルンビ
ニ保育園　邑久ルンビニこども園　牛
窓ルンビニ児童クラブ

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓
４９５９－５

保育教諭 雇用・労災・
健康・厚生

保育士 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

株式会社　Ｐｏｏｄｏｃｋ 岡山県岡山市東区西大寺中
野本町３－１

赤磐市／保育士 雇用・労災・
健康・厚生

＊乳幼児の保育業務を行います。
０～５歳児の保育業務全般

＊牛窓ルンビニ保育園（定員１２０名）
＊邑久ルンビニこども園（定員９０名）
　いずれかの就業場所になります。


瀬戸内市の各保育園・こども園における幼児
の保育業務と事務作業をしていただく仕事で
す。
・児童数定員５０～１５６名で０～５歳児が対象
です。
・保護者から幼児を預かり、室内・室外で遊具
等を使用して一緒に

瀬戸内市役所　こども・健康部　子育
て支援課

岡山県瀬戸内市長船町土師
２７７－４（ゆめトピア長船内）

・障がいをお持ちの小学生～高校生の指導訓
練、療育業務の補助
・自宅や学校への送迎（社用車は軽自動車～
８人乗り）

定員は２０名で主に小学生が中心です。

乳児・幼児（３ヶ月～６歳）の保育

＊保育士２０名が交替勤務で定員１２０名を担
当します。

【子育て応援求人】
＊子育て中の方、多様な働き方応援いたしま

社会福祉法人　井原福祉会　出部保
育園

岡山県井原市上出部町１８６

幼児教育課／保
育士・保育教諭
（一時保育）伊部

雇用・労災・
健康・厚生

備前市教育委員会 岡山県備前市東片上１２６ 幼児教育課／保
育士・保育教諭
（一時保育）日生

雇用・労災・
健康・厚生

日生認定こども園での保育業務（０～５歳児）
・基本的な生活習慣を身につけさせる。
　（食事・昼寝・着替え・排泄等）
・身の回りの世話、集団生活を通して社会性を
養わせる。
・遊びから心身の健やかな発達・発育のサ
ポートを行う。

伊部認定こども園での保育業務（０～５歳児）
・基本的な生活習慣を身につけさせる。
（食事・昼寝・着替え・排泄等）
・身の回りの世話、集団生活を通して社会性を
養わせる。
・遊びから心身の健やかな発達・発育のサ
ポートを行う。

備前市教育委員会 岡山県備前市東片上１２６

雇用・労災・
健康・厚生

さくらグループ株式会社
さくらチャイルド・ライフ

岡山県新見市新見７１４－３ 保育士／総社市
（いずみ保育園）

雇用・労災・
健康・厚生

保育士 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

特定非営利活動法人　発達支援ネッ
トワーク　つむぎ

岡山県高梁市横町１０７２－１ 保育士・児童指
導員

雇用・労災・
健康・厚生

就業場所（総社市小寺）の保育所「いずみ保
育園」にて、保育業務全般に従事していただき
ます。
経験者はもとより、明るく活発でやる気のある
方、歓迎。
※定員１２名
　０歳～２歳児のお子様対象

●発達障害児や支援の必要な子ども達に直
接支援スタッフとして業　務に従事していただ
きます。
●送迎（幼・保・小・中・自宅）業務も必須となり
ます。
●環境整備・教材作成等もしていただきます。

保育経験や支援
が必要な子どもと
関わったことがあ
る方が
望ましい。
子どもが好きな
方。

特定非営利活動法人　発達支援ネッ
トワーク　つむぎ

岡山県高梁市横町１０７２－１

●発達障害児や支援の必要な子ども達に直
接支援スタッフとして業　務に従事していただ
きます。
●送迎（幼・保・小・中・自宅）業務も必須となり
ます。
●環境整備・教材作成等もしていただきます。

保育経験や支援
が必要な子どもと
関わったことがあ
る方が望ましい。
子どもが好きな
方。

○入所児童の生活全般に係る支援を行ってい
ただきます。＊ケアを必要とする児童（２歳～１
８歳）と共に日常生活を送りながら指導・育成を
し、児童の自立を支援する。＊幼児は基本的
生活習慣の確立を中心に指導育成し、学童は
生活習慣の確立、一般常識の習得、自立へ向
け社会性の確立を目的とする。

社会福祉法人　豊野助正会 岡山県加賀郡吉備中央町豊
野３９９

保育・児童指導
員

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可

いずれか
の免許・
資格所持
で可
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