
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 166,000 ～ 交替制あり

59歳以下 210,000 円

1

190人 他

33010-   53631 岡山県岡山市南区 毎　週 又は7時30分～19時30分の間の8時間

保育士 180,000 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 250,000 円 (1)8時45分～17時45分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 1

5人 土日祝他

33010-   72031 岡山県岡山市中区 毎　週

保育士 180,000 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 250,000 円 (1)9時00分～18時00分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 1 (2)8時30分～17時30分

4人 土日祝他

33010-   77731 岡山県岡山市南区 毎　週

保育士 232,220 ～ 変形（1年単位）

64歳以下 232,220 円 (1)8時25分～17時20分

1

52人 日祝他

33010-  246631 岡山県岡山市南区 その他

保育士 290,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

看護師 59歳以下 339,000 円 (1)8時00分～17時00分

1 (2)9時00分～18時00分

10人 日祝他

33010-  806231 岡山県岡山市中区 その他 又は7時30分～18時30分の間の8時間

保育士 230,000 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 280,000 円 (1)8時45分～17時45分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 1

5人 土日祝他

33010-  906331 岡山県岡山市中区 毎　週

保育士 198,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 198,000 円 (1)8時30分～17時00分

1

21人 日祝他

33010-  918131 岡山県岡山市南区 毎　週

保育士 176,000 ～ 交替制あり

59歳以下 176,000 円 (1)9時00分～18時00分

1 (2)8時00分～17時00分

8人 土日祝他 (3)8時30分～17時30分

33010- 1021231 岡山県岡山市南区 毎　週

保育士 233,600 ～ 変形（1年単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 64歳以下 255,900 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)8時30分～17時30分

110人 他 (3)9時00分～18時00分

33010- 1751731 岡山県岡山市北区 その他

保育士 193,800 ～ 変形（1年単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 40歳以下 200,300 円 (1)7時00分～16時00分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 2 (2)8時30分～17時30分

110人 他 (3)9時00分～18時00分

33010- 1756031 岡山県岡山市北区 その他

一般社団法人　地球っ子 岡山県岡山市中区湊３７８－
１


・発達に特性のある子どもへの個別や集団で
の療育を行っていただ　きます。
・保育や療育の知識や経験をもとに、生活の
中での困り感を少なく　するための援助をして
いただきます。
・ひとりひとりの子どもに合わせた療育プログラ
ムの作成をしてい　ただきます。

保育士、療育施
設、障がい福祉
関係・医療・介護
関係、幼稚園・小
学校での実務経
験者　＊特に保
育士経験が活か

湊／児童発達管
理責任者（モー
ネのデイ）

いずれか
の免許・
資格所持
で可

社会福祉法人　岡南保育会　さつき
保育園

岡山県岡山市南区泉田４０２
－３

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

特定非営利活動法人土田の里 岡山県岡山市中区土田９４３
－２

児童デイサービ
スセンター下中
野荘／児童指導
員

雇用・労災・
健康・厚生

児童デイサービスセンターにおける障害児の
療育・支援。
＊福祉実務経験５年以上の方、優遇（採用面）
します。
＊社会福祉士、サービス管理責任者、幼稚園
教諭、保育士の免許資　格を有する方、優遇
（採用面）します。

０歳から就学までの園児の保育







主幹保育教諭 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人白ゆり会・認定こども園
白ゆり

岡山県岡山市北区辛川市場
３２１－１

保育教諭（正社
員）

雇用・労災・
健康・厚生

豊成／保育士・
児童指導員（あ
んないーな）

・発達に特性のある子どもへの個別や集団で
の療育を行っていただ　きます。
・保育の知識や経験をもとに関わり、生活の中
での困り感を少なく　するための援助をしてい
ただきます。
・ひとりひとりの子どもに合わせた療育プログラ
ム実施の為の準備

保育士、障がい
福祉関係・医療・
介護関係、幼稚
園・小学校での実
務経験者　＊特
に保育士経験が
活かせる仕事で

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

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

雇用・労災・
健康・厚生

オージー技研株式会社 岡山県岡山市中区海吉１８３
５－７

オージーキッズ
フィールド／保
育士（園長／主
任）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療法人　明芳会 岡山県岡山市南区築港栄町
２－１３

保育士（正職員）
事業所内保育
所：認可

雇用・労災・
健康・厚生

一般社団法人　地球っ子 岡山県岡山市中区湊３７８－
１


保育士・児童指
導員（モーネの
デイ）

雇用・労災・
健康・厚生

一般社団法人　地球っ子

地域や社員のお子様（３０名定員）をお預かり
する企業主導型保育園の運営全般と保育士
管理のお仕事をしていただきます。
なお、労務管理は本社が行います。事務全般
は事務員が行いますので、保育の専門的知識
とご経験を生かして日々の保育業務の管理、
保護者対応、保育士育成に専念することがで

乳幼児の保育　　【紅陽台ちどり保育園】
・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。
・豊かな感性が身に付く「音楽保育」に取り組
んでいます。
　他外国人による英語レッスンもあります。

・発達に特性のある子どもへの個別や集団で
の療育を行っていただ　きます。
・保育の知識や経験をもとに関わり、生活の中
での困り感を少なく　するための援助をしてい
ただきます。
・ひとりひとりの子どもに合わせた療育プログラ
ム実施の為の準備

保育士、障がい
福祉関係・医療・
介護関係、幼稚
園・小学校での実
務経験者　＊特
に保育士経験が
活かせる仕事で

岡山県岡山市中区湊３７８－
１


雇用・労災・
健康・厚生

免許資格

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　　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　　必須

加入保険等
休日/週休二日

小規模ならではの家庭的な雰囲気の環境で０
歳児～２歳児の保育業
務をしていただきます。
事務作業、制作物は保育時間内にできますの
で、業務の持ち帰りはありません。

通常の保育では、ＣＤを活用しています。

職種 仕事の内容 必要な経験
賃金

就業時間

主幹保育教諭業務。 保育士経験１０年
以上社会福祉法人白ゆり会・認定こども園

白ゆり
岡山県岡山市北区辛川市場
３２１－１

・１歳児の保育を担任していただきます。

・０歳児の保育を担任していただきます。

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 163,200 ～ 変形（1年単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 179,520 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)8時30分～17時30分

110人 他 (3)9時00分～18時00分

33010- 1757831 岡山県岡山市北区 その他

保育士 160,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 230,000 円 (1)8時30分～17時00分

1 (2)8時30分～12時30分

26人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33010- 2173331 岡山県岡山市南区 その他

保育士 181,900 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 231,013 円 (1)7時30分～16時30分

1 (2)8時00分～17時00分

41人 日祝他 (3)8時30分～17時30分

33010- 2388031 岡山県岡山市中区 その他

保育士 172,800 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 172,800 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)7時30分～16時30分

41人 日祝他 (3)8時00分～17時00分

33010- 2389831 岡山県岡山市中区 その他

保育士 136,080 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 143,640 円 (1)9時00分～17時00分

1

41人 日祝他

33010- 2390431 岡山県岡山市中区 その他

保育士 132,340 ～ 変形（1年単位）

不問 208,544 円

2

30人 日祝他

33010- 2432631 岡山県岡山市南区 その他 又は7時00分～19時00分の間の5時間以上

保育士 203,181 ～ 変形（1年単位）

64歳以下 203,184 円

2

30人 日祝

33010- 2433931 岡山県岡山市南区 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 192,420 ～

59歳以下 267,530 円 (1)10時00分～19時00分

1 (2)9時00分～18時00分

6人 日他

33010- 2444831 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 180,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 190,000 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)8時30分～17時30分

30人 日祝他

33010- 2875631 岡山県岡山市中区 その他

保育士 170,000 ～

不問 170,000 円 (1)8時30分～17時30分

1

33人 土日祝他

33010- 2945431 岡山県岡山市中区 毎　週

保育士（小規模
保育園）

雇用・労災・
健康・厚生

学校法人　大森学園 岡山県岡山市北区津島南１
丁目３－９

保育教諭【高島
おひさまこども
園】フルタイム
パート

雇用・労災・
健康・厚生

【令和５年４月よりご勤務いただきます】
●お仕事の持ち帰りはありません。
●春・夏・冬休みもご勤務いただきます。
●土曜日のご出勤も可能です。

※お子様の急な病気や学校行事等でお休み
いただけます。

保育士経験

定員１９名（０～２歳）の小規模認可保育園（Ｒ２
年４月開園）
での保育業務全般
（おむつ交換、授乳、掃除、年齢に適した遊び
の準備、環境整備、
睡眠の環境準備、玩具などの消毒、保育記
録・書類作成など）　　　　　　　　　　　　　　

ハートスタッフ株式会社 岡山県岡山市北区下石井１
丁目１－３　日本生命岡山第
２ビル新館８階

北方／放課後等
デイサービス施
設での「保育士」

雇用・労災・
健康・厚生

保育士（パート：
７Ｈ勤務）

雇用・労災・
健康・厚生

かわい保育園（社会福祉法人　淳厚
会）

岡山県岡山市南区芳泉３丁
目４－５

保育士（臨時） 雇用・労災

・乳幼児の保育業務を行っていただきます。

　＊園児数は２１０名（定員）

　＊子どもと一緒に遊ぶことが好きな方歓迎。
　
　＊保育士としての経験やブランクは問いませ

・乳幼児（５か月～６歳）の保育業務
　３歳未満児のクラスを担当していただく予定
ですが、
　経験や希望を考慮し、相談の上決定します。

・月案、週案及び個人記録の業務あり。


保育経験のある
方が望ましい社会福祉法人愛光会　操南保育園 岡山県岡山市中区江崎５７７

－１

雇用・労災・
健康・厚生

保育士（正社員） 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人愛光会　操南保育園 岡山県岡山市中区江崎５７７
－１

保育士（臨時職
員：８Ｈ勤務）

雇用・労災・
健康・厚生

・乳幼児（５か月～６歳）の保育業務
　３歳未満児のクラスを担当していただく予定
ですが、
　経験や希望を考慮し、相談の上決定します。

・月案、週案及び個人記録の業務あり。


保育経験のある
方が望ましい

・乳幼児（５か月～６歳）の保育業務
　３歳未満児のクラスを担当していただく予定
ですが、
　経験や希望を考慮し、相談の上決定します。

・月案、週案及び個人記録の業務あり。


保育経験のある
方が望ましい社会福祉法人愛光会　操南保育園

医療法人生萌会　さわだレディスクリ
ニック

岡山県岡山市南区西市５８４
－１

インストラクター・
保育補助

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

保育教諭（正社
員以外）

社会福祉法人白樺会 岡山県岡山市中区湯迫１９－
１

ｃａｍｐｕｓは発達に障害を持つ中高生さんが
「進学」「就職」を
目指してトレーニングを行う場所です。保護者
の皆様からは
「気持ちの切り替えやルールを守ることが難し
い」、
「将来に向けていつ何を準備すればいいのか

放課後等デイ
サービスでの勤
務経験

・乳幼児の保育業務を行っていただきます。

　＊園児数は２１０名（定員）

　＊子どもと一緒に遊ぶことが好きな方歓迎。
　
　＊保育士としての経験やブランクは問いませ

かわい保育園（社会福祉法人　淳厚
会）

岡山県岡山市南区芳泉３丁
目４－５

岡山県岡山市中区江崎５７７
－１

・乳幼児のプールインストラクター

・幼児プログラムのインストラクター

・院内保育室での預かり保育業務補助

・院内プログラム（お誕生日会・ベビーマッサー

・保育士
・インストラクター
（幼児）

・こども園での乳幼児や障がい児の保育、教育
の補助及び延長保育
　を担当していただきます。


＊複数担任制です。


社会福祉法人白ゆり会・認定こども園
白ゆり

岡山県岡山市北区辛川市場
３２１－１

保育士（正社員）

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 149,350 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 174,276 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- 2946731 岡山県岡山市北区 毎　週

保育士 158,400 ～ 変形（1ヶ月単位）

社会福祉士 18歳以上 174,400 円 (1)9時00分～17時45分

1 (2)16時00分～9時30分

40人 他

33010- 3022931 岡山県岡山市北区 その他

保育士 180,000 ～
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 190,000 円 (1)9時00分～18時00分

2

6人 日祝他

33010-43532121 岡山県津山市 毎　週

保育士 164,736 ～

不問 207,504 円 (1)8時25分～17時20分

1

52人 土日祝他

33010-43715521 岡山県岡山市南区 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-  426331 岡山県津山市 その他

保育士 161,129 ～

不問 226,161 円

3

32人 日祝他

33020-  441431 岡山県苫田郡鏡野町 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の7時間以上

150,677 ～

不問 159,193 円

2

32人 日祝他

33020-  442731 岡山県苫田郡鏡野町 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の7時間以上

看護師 165,967 ～

准看護師 不問 226,161 円

2

32人 日祝他

33020-  443331 岡山県苫田郡鏡野町 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の7時間以上

保育士 171,200 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 189,400 円 (1)8時30分～17時00分

2 (2)8時30分～17時15分

133人 他 (3)7時00分～15時30分

33020-  486931 岡山県津山市 その他

保育士 182,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 187,200 円 (1)7時00分～15時30分

2 (2)8時30分～17時00分

23人 日祝他 (3)9時30分～18時00分

33020-  513431 岡山県津山市 その他

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

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

＊「就業場所」の欄に記述したこども園におい
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、鶴喜保育園が６０名程度、香南
保育園が３０名程
　度、奥津保育園が２０名程度です。　

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

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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉法人　二宮福祉会　二宮保
育園

岡山県津山市二宮２１７０ 保育士 雇用・労災・
健康・厚生

会計年度任用職
員（保育補助員）

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（保育園看護
師）

雇用・労災・
健康・厚生

・当園にて乳幼児の保育業務に従事していた
だきます。

＊運転を伴う業務に従事していただくことがあ
ります。

子供の人権や主体性を尊重し家庭と協同して
子供を健やかに育てる仕事。
　・０歳～５歳児の保育。
　・運転を伴う業務

＊採用日は・令和５年４月１日


社会福祉法人　津山社会福祉事業
会

岡山県津山市川崎１５０８

＊「就業場所」の欄に記述したこども園におい
て保育の仕事に従　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
　が１５０名程度、鶴喜保育園が６０名程度、香
南保育園が３０名
　程度、奥津保育園が２０名程度です。

＊「就業場所」の欄に記述したこども園におい
て保育補助および
　用務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
　が１５０名程度、鶴喜保育園が６０名程度、香
南保育園が３０名

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。

放課後等デイサービスでの保育士・児童指導
員等募集

障がいがある児童の療育にたずさわっていた
だくお仕事です。
１人ひとりの、療育ニーズに応じた適切な指導
や必要な支援に

児童通所支援事
業等株式会社ＨＵＧＨＵＧ 岡山県岡山市北区大元上町

１２番１２号

乳幼児の養育（０～３歳児：定員２５名）

家庭での養育が難しい子どもの生活を援助し
ます。

＊明るく元気な保育士さん、スキンシップを大
切に子どもとしっか　り関わって頂ける方を希

・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


おひさま津山事
業所／保育士・
児童指導員

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

児童館業務（会
計年度任用職
員）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　旭川荘　旭川乳児院 岡山県岡山市北区祇園８６６ 保育士・児童指
導員

雇用・労災・
健康・厚生

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

鏡野町役場 岡山県苫田郡鏡野町竹田６６
０

保育士（正社員）

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

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

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 159,387 ～ 交替制あり

不問 193,451 円

20

42人 日祝他

33020-  569831 岡山県久米郡美咲町 毎　週 又は7時15分～19時00分の間の8時間程度

保育士 184,288 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 251,888 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)7時00分～16時00分

37人 日祝他 (3)10時00分～19時00分

33020-10281321 岡山県津山市 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-  124831 岡山県勝田郡勝央町 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

15人 日祝他 (3)9時00分～17時45分

33021- 2938621 岡山県英田郡西粟倉村 その他

保育士 157,000 ～

不問 191,000 円 (1)7時15分～16時15分

3

30人 土日祝他

33030-  248431 岡山県倉敷市 毎　週 又は7時15分～19時00分の間の7時間程度

保育士 178,000 ～ 変形（1年単位）

59歳以下 323,100 円 (1)7時15分～16時15分

3 (2)8時30分～17時30分

30人 日祝他

33030-  251131 岡山県倉敷市 その他 又は8時30分～19時00分の間の8時間程度

保育士 217,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 217,000 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)10時00分～19時00分

15人 他

33030-  472431 岡山県岡山市北区 毎　週 又は7時00分～20時00分の間の8時間程度

保育士 218,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 218,000 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)11時00分～20時00分

15人 日祝他

33030-  475631 岡山県倉敷市 その他 又は7時00分～20時00分の間の8時間

保育士 216,000 ～ 交替制あり

不問 216,000 円 (1)7時00分～16時00分

3 (2)11時00分～20時00分

14人 他

33030-  478031 岡山県岡山市北区 毎　週 又は7時00分～20時00分の間の8時間

保育士 217,000 ～ 交替制あり

不問 217,000 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)11時00分～20時00分

11人 他

33030-  481731 岡山県岡山市北区 毎　週 又は7時00分～20時00分の間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ドルフィン・エイド 岡山県倉敷市白楽町５９１番
地１

【西中新田】保育
士（ドルフィン・メ
イトこども園　倉
敷）

雇用・労災・
健康・厚生

★２０２２年３月新規開園の企業主導型保育園
です！★
保育施設での保育士として保育全般のお仕事
をしていただきます。
（３０名定員。０才～就学前まで対象）
＊新規開園にあたり、スタッフや利用者、街の
方と共に毎日通いたくなる保育園を一緒に

保育士としての勤
務経験（未経験
者も相談可）

★２０２２年３月新規開園の企業主導型保育園
です！★
保育施設での保育士として保育全般のお仕事
をしていただきます。
（５０名定員。０才～就学前まで対象）
＊保育士の経験のある方・ブランクのある方歓
迎！

保育士としての勤
務経験（未経験
者も相談可）

【岡山市】保育士
（ドルフィン・グ
レースこども園
杜の街）

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ドルフィン・エイド 岡山県倉敷市白楽町５９１番
地１

【岡山市】保育士
（ドルフィン・ブラ
ンチこども園　北
長瀬）

雇用・労災・
健康・厚生

保育士（令和５年
度採用美咲町会
計年度任用職
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（正社員） 雇用・労災・
健康・厚生

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。



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。

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

「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。

美咲町立保育園において園児の保育業務を
担当していただきます。
・町内４か所の保育園のいずれかでの勤務に
なります。

美咲町役場 岡山県久米郡美咲町原田１７
３５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉法人　恵聖会　富田保育園 岡山県倉敷市玉島八島１８９
９－１

保育士 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

西粟倉村教育委員会 岡山県英田郡西粟倉村大字
影石３３－１

【急募】保育園保
育士／会計年度
任用職員

雇用・労災・
健康・厚生

保育施設での保育士として保育全般のお仕事
をしていただきます。
（４２名定員、０才から就学前まで対象）

＊保育士の経験のある方・ブランクのある方歓
迎！
＊採用時期については相談可能です。

保育士勤務経験
のある方歓迎
（未経験者可）

株式会社　ドルフィン・エイド 岡山県倉敷市白楽町５９１番
地１

＊保育業務全般を行っていただきます。

　定員：１６０名（現員１２０名程度）

●所定労働時間外の残業についての現在の
状況
・行事前の準備（１７：００～１７：３０頃まで）が年

経験者優遇

＊保育業務全般を行っていただきます。
　定員：１６０名（現員１２０名程度）

●所定労働時間外の残業についての現在の
状況
・行事前の準備（１７：００～１７：３０頃まで）が年
３回程度と　年度末の新年度準備（１７：３０頃ま

経験者優遇

社会福祉法人　恵聖会　富田保育園 岡山県倉敷市玉島八島１８９
９－１

保育士【雇用期
間定めあり】

（岡山市北区）保
育士（ドルフィン・
メイトこども園中
山下）

株式会社　ドルフィン・エイド 岡山県倉敷市白楽町５９１番
地１

保育施設での保育士として、保育全般のお仕
事をしていただき
ます。（３０名定員。０才～就学前まで対象。）

＊保育士の経験のある方・ブランクのある方歓
迎！
＊採用時期については相談可能です。

保育士としての勤
務経験（未経験
者も相談可）

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
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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 217,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 227,000 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)10時00分～19時00分

16人 日祝

33030-  483631 岡山県倉敷市 その他 又は7時00分～20時00分の間の8時間

保育士 158,340 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 173,159 円 (1)7時00分～19時00分

2 (2)7時00分～18時00分

29人 日祝他

33030-  589631 岡山県倉敷市 その他

保育士 175,000 ～

言語聴覚士 59歳以下 190,000 円 (1)8時30分～17時30分

臨床心理士 1

6人 土日祝他

33030-  753531 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 181,800 ～ 変形（1年単位）

看護師 40歳以下 191,400 円

准看護師 2

34人 日祝他

33030-  754431 岡山県倉敷市 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 184,300 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 192,100 円 (1)8時20分～17時20分

2 (2)7時00分～16時00分

28人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33030-  799331 岡山県倉敷市 その他

保育士 171,360 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 171,360 円 (1)8時20分～17時20分

2 (2)9時00分～16時00分

28人 日祝他

33030-  800231 岡山県倉敷市 その他

保育士 184,300 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 232,200 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)8時00分～17時00分

49人 日祝他 (3)10時00分～19時00分

33030-  990431 岡山県倉敷市 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間

保育士 219,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 260,000 円

1

12人 他

33030- 1030431 岡山県倉敷市 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 219,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 260,000 円

1

6人 他

33030- 1032331 岡山県岡山市南区 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 219,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 260,000 円

1

8人 他

33030- 1033631 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

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　天空 岡山県倉敷市吉岡４７６番地
３

（岡山市北区）保
育士：いま・おか
やま・おかやまｌｌ

雇用・労災・
健康・厚生

保育業務全般
０～２歳児の定員１９名のアットホームな保育園
＊食事、排泄、睡眠などの子ども達の身の回り
のお世話や生活習慣　を身につけるサポート

○先輩スタッフの指導の下で、保育士業務に
従事していただきます　ので、経験の無い方で

保育業務全般

０～２歳児の定員１９名のアットホームな保育園
＊食事、排泄、睡眠などの子ども達の身の回り
のお世話や生活習慣　を身につけるサポート

○先輩スタッフの指導の下で、保育士業務に

株式会社　天空 岡山県倉敷市吉岡４７６番地
３

児童指導員：正
社員

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　倉敷福祉事業会　昭
和保育園

岡山県倉敷市昭和２丁目２－
１８

保育士・看護師 雇用・労災・
健康・厚生

保育士として、乳幼児の保育をしていただきま
す。

※Ｒ５．４．１就業開始。それ以前、以降も可

＊２歳～６歳の子どもの療育業務に従事して
いただきます。
（１日１０人程度）

＊書類少なめです。

＊１月より移転した新築の事業所で働くことが

保育園、幼稚園、
福祉施設等の勤
務経験

合同会社　やわら 岡山県倉敷市茶屋町２１１１
－６

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　天空 岡山県倉敷市吉岡４７６番地
３

（倉敷市吉岡）保
育士：ソラ保育園
よしおか

雇用・労災・
健康・厚生

保育士（正社員） 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　船穂福祉会　船穂保
育園

岡山県倉敷市船穂町船穂２６
２７－１

保育士（パート職
員）

雇用・労災・
健康・厚生

保育業務全般
０～５歳児の定員５０名のアットホームな保育園
＊食事、排泄、睡眠などの子ども達の身の回り
のお世話や生活習慣　を身につけるサポート

○先輩スタッフの指導の下で、保育士業務に
従事していただきます　ので、経験の無い方で

＊園児（０歳～５歳まで）の保育業務に従事し
ていただきます。

・個人記録の書類作成業務があります。
・はやおき保育園　定員１１０人　

経験者優遇

社会福祉法人　きっしょう会 岡山県倉敷市茶屋町早沖９７
８－２

保育士として業務に従事していただきます。

＊乳幼児の保育業務
＊２２名の保育士で１００～１１０人の園児を担
当しています。



保育士として業務に従事していただきます。

＊乳幼児の保育業務
＊２２名の保育士で１００～１１０人の園児を担
当しています。



保育士としての業務に従事していただきます。

・延長保育児のおやつの準備・補助
・延長保育児の保育補助
・保育園全体の片付け
・０際～就学前までの乳幼児の保育
・定員１３０人の保育園

経験者優遇

◆企業主導型保育施設です◆
保育施設での保育士として保育全般のお仕事
をしていただきます。
（３９名定員、０才から就学前まで対象）

＊保育士の経験のある方・ブランクのある方歓
迎！

保育施設勤務経
験株式会社　ドルフィン・エイド 岡山県倉敷市白楽町５９１番

地１
（新倉敷駅前）保
育士（ドルフィン・
メイトこども園）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　三和会 岡山県倉敷市大島２８７－３ 保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　船穂福祉会　船穂保
育園

岡山県倉敷市船穂町船穂２６
２７－１

保育士

（岡山市南区）保
育士：ソラ小規模
保育園ふくだ

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

5 / 9 ページ



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 219,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 260,000 円

1

6人 他

33030- 1037831 岡山県倉敷市 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 173,250 ～

不問 173,250 円 (1)8時30分～17時00分

1

8人 土日祝他

33030- 1358031 岡山県倉敷市 毎　週 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 179,200 ～ 変形（1年単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 18歳～59歳 192,700 円 (1)6時00分～15時00分
小学校教諭免許（専修・１種・２種） 1 (2)6時00分～22時00分

24人 他 (3)14時00分～23時00分

33030- 1404131 岡山県倉敷市 その他

保育士 196,000 ～ 交替制あり

18歳～59歳 228,000 円 (1)8時15分～17時00分

2 (2)15時00分～23時45分

20人 他 (3)23時45分～8時30分

33030- 1469631 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 176,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 181,280 円 (1)7時45分～16時45分

1 (2)8時30分～17時30分

31人 日祝他 (3)8時45分～17時45分

33030- 1607131 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 252,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 282,000 円 (1)8時30分～17時30分

1

6人 日祝他

33030- 1733431 岡山県岡山市北区 毎　週 又は8時00分～18時00分の間の8時間程度

保育士 213,300 ～ 変形（1年単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 59歳以下 373,100 円 (1)8時30分～17時30分

1

47人 日祝他

33030-25206721 岡山県倉敷市 その他

保育士 177,000 ～ 変形（1年単位）

59歳以下 211,100 円 (1)8時00分～16時45分

1 (2)7時30分～16時30分

9人 日祝他 (3)9時00分～18時30分

33030-25233221 岡山県倉敷市 その他

保育士 207,880 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 214,600 円 (1)8時30分～17時30分

1 (2)8時00分～17時00分

31人 日祝他

33030-25281821 岡山県倉敷市 毎　週

保育士 170,000 ～
その他の福祉・介護関係資格 不問 250,000 円 (1)9時00分～18時00分

1

7人 日祝他

33030-25290221 岡山県浅口市 毎　週

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ドルフィン・エイド 岡山県倉敷市白楽町５９１番
地１

（庭瀬）保育士
【ドルフィン庭瀬
児童発達支援事
業所】

雇用・労災・
健康・厚生

＊保育士・児童指導員として利用児の指導を
行っていただきます。

　利用児童の療育、レクリエーションの見守り
　児童の送迎（使用車：軽自動車または普通
自動車）
　

よしうら認定保育園（定員１２０名）において、０
歳児～２歳児のクラスの保育業務に従事して
いただきます。

帳面や個別など書類作成をしていただきま
す。


社会福祉法人　祥陽会 岡山県倉敷市玉島１８９８－３

保育士として業務に従事していただきます。

・０歳～２歳児までの保育を担当
・保育書類の作成業務


●子供たちの生まれて初めての集団生活の場

保育士として業務に従事していただきます。

・乳幼児の保育
・その他、全般の業務

＊１６０名前後の園児が在籍しております。
＊３６名の保育士により保育業務を担当してい

※保育園勤務の
経験者優遇・新
卒可

普通自動車運転免許　　あれば尚可

保育教諭【よしう
ら認定こども園】
産休育休代替

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　健康福祉サポート 岡山県倉敷市玉島３０１０－１ （浅口市金光町）
保育士・児童指
導員

雇用・労災・
健康・厚生

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人倉敷福徳会　堀南かな
りや認定こども園

岡山県倉敷市堀南１０１２－２ 保育士：小谷か
なりや第二小規
模保育園

雇用・労災・
健康・厚生

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

保育業務全般
０～２歳児の定員１９名のアットホームな保育園
＊食事、排泄、睡眠などの子ども達の身の回り
のお世話や生活習慣　を身につけるサポート


○先輩スタッフの指導の下で、保育士業務に

株式会社　天空 岡山県倉敷市吉岡４７６番地
３

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　三和会 岡山県倉敷市大島２８７－３ （美和）保育士
（院内保育）

雇用・労災・
健康・厚生

保育士：ソラ小規
模保育園

雇用・労災・
健康・厚生

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

保育士（７．５時
間）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　梅香会　浦田保育園 岡山県倉敷市福田町浦田２３
８０－３１

◆児童発達支援事業所にて、運動機能や認
知機能の発達がゆっくり
　なお子様に発達支援を行います。
◆個別・集団・ご家族との面談等を行って頂き
ます。
　１歳児から５歳児までのお子様を対象に、１
日１０名程度対応し

小児の経験があ
れば尚可

【仕事内容】あしたか保育園における保育業務
全般・記録業務

元気いっぱい笑顔あふれる保育園！
一人一人に寄り添い自ら考える力を育む保育
園！
個々の良さを伸ばす環境を整え、きめ細かい

認可保育園での
経験者優遇社会福祉法人祥求会　あしたか保育

園
岡山県倉敷市笹沖１６２番地
５

倉敷中央病院内にある美和保育園において
保育士としての業務に従事していただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・０歳～２歳までの乳幼児の保育
・０歳児３人に対して保育士１人の担当
・１～２歳児６人に対して保育士１人の担当


保育経験

入居児童の生活全般に関する業務
＊部屋を担当制で持ちますので、３～４名の
入居児童の担当となり
　ます。
＊児童の学習指導、幼稚園送迎、病院送迎な
ど入居児童に応じた対
　応を行っていただきます。

社会福祉法人　恵聖会　児童養護施
設　玉島学園

岡山県倉敷市玉島長尾３７２
９

保育士又は児童
指導員【令和５年
４月１日～】

保育士（認可保
育園の保育ス
タッフ）（常勤
パート）

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

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 173,775 ～ 変形（1ヶ月単位）

保育士 不問 173,775 円 (1)8時30分～17時00分

1 (2)7時00分～15時30分

32人 日祝他 (3)10時30分～19時00分

33030-25372421 岡山県倉敷市 その他

保育士 175,760 ～ 交替制あり

59歳以下 194,480 円 (1)7時00分～15時45分

1 (2)8時30分～17時15分

30人 日祝他 (3)9時00分～17時45分

33031-   96531 岡山県総社市 毎　週

保育士 178,720 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 207,045 円 (1)8時30分～17時15分

3

24人 日祝他

33031-   99331 岡山県総社市 その他

保育士 230,000 ～

69歳以下 250,000 円 (1)9時00分～18時00分

1

9人 日他

33031-  111731 岡山県総社市 毎　週

保育士 185,800 ～ 変形（1年単位）

59歳以下 221,600 円 (1)7時00分～16時00分

1 (2)7時30分～16時30分

9人 日祝他 (3)8時15分～17時00分

33031-  128431 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-   66731 岡山県倉敷市 その他

保育士 196,600 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 201,100 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)8時00分～17時00分

19人 日祝他 (3)9時00分～18時00分

33060-    7831 岡山県赤磐市 その他 又は7時00分～19時00分の間の8時間程度

保育士 164,100 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 185,200 円 (1)8時30分～17時15分

3 (2)8時15分～17時00分

300人 土日祝他

33060-   16231 岡山県赤磐市 毎　週

保育士 194,080 ～ 変形（1年単位）

59歳以下 198,240 円 (1)8時00分～17時00分

2

25人 日祝他

33060- 2666321 岡山県赤磐市 その他

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 (2)8時30分～16時30分

18人 日祝他

33070-   93231 岡山県高梁市 その他 又は8時00分～17時00分

雇用・労災・
健康・厚生

赤磐市役所 岡山県赤磐市下市３４４ 保育士／幼稚園
教諭：任期付職
員

公災・厚生・
その他

●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。

◎園児の保育業務全般を行っていただきま
す。
　・日常の世話
　・健康管理
　・集団活動を通しての社会性の育成
　・０歳児からの保育です


社会福祉法人　桜会　山陽桜保育園 岡山県赤磐市山陽４－１２

保育園・認定こども園での保育業務または幼
稚園での教育業務に従事

◎乳幼児（０～５歳）の保育業務を担当してい
ただきます。
★１つのクラスを複数の保育士で担当します。
★親切、丁寧に指導いたしますので、安心し
てご応募ください。


社会福祉法人　さんこう児童福祉会 岡山県赤磐市西中２２０－１５

保育士／正社員 雇用・労災・
健康・厚生

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

（二子）保育教諭
（かわさきこども
園）

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人双葉会　ひかり保育園 岡山県総社市上林７６３－２ 保育業務 雇用・労災・
健康・厚生

＊０歳児クラスの保育に携わっていただきま
す。
　（園児は約９０名が在籍をしております。）
※就業場所は、
・ひかり保育園　総社市上林７６３－２
・第二ひかり保育園　総社市真壁１６２－１
・第三ひかり保育園　総社市三輪１１０２－１

経験者優遇

保育教諭としての業務をしていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　
「働き方改革関連認定企業」

保育教諭業務経
験学校法人　川崎学園 岡山県倉敷市松島５７７

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人しおかぜ 岡山県倉敷市下津井１４８２
－１８

保育教諭（しお
かぜ認定こども
園）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

一般社団法人ＫａｉＫａｉ 岡山県総社市門田１２０９ 【総社市】保育士
（常勤）重症児デ
イサービス

雇用・労災・
健康・厚生

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

○保育士として業務に従事していただきます。
　０歳～２歳の乳幼児の保育を担当
　保育書類の作成業務

○保育士の資格があれば勤務経験の無い方
でもご応募していただけ　ます。


社会福祉法人倉敷福徳会　真備かな
りや第二小規模保育園

岡山県倉敷市真備町辻田２５
８－３

一般社団法人ＫａｉＫａｉが２０２２年９月に総社市
にオープンした重症児デイサービス、重症心
身障害児と医療的ケア児を対象とした児童発
達支援及び放課後等デイサービスの『多機能
型事業所ＬａＬａ』で働いて頂ける保育士資格を
お持ちの方を募集します。利用定員は１日５名
と小規模です。

重症心身障がい
児又は医療的ケ
ア児と関わった方
であれば尚良い
ですが、経験が
無くても大丈夫で
す。

＊０歳～５歳児までの乳幼児（定員１２０名）の
保育園で行われて　いる通常業務（保育書類
の作成があります）に携わっていただき　ます。

＊ローテーションで早出、遅出があります。詳
細は面接時にご確認　ください。


社会福祉法人総社福祉会　すみれ
保育園

岡山県総社市井手９７９－１

保育士

保育士／正規職
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

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 180,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 185,000 円

1

7人 日祝他

33071-   93531 岡山県岡山市北区 毎　週 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度

保育士 189,200 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 189,200 円

3

44人 土日祝他

33080-    1031 岡山県井原市 毎　週 又は7時15分～18時15分の間の7時間以上

保育士 178,300 ～ 変形（1ヶ月単位）
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 178,300 円 (1)8時30分～17時15分

1 (2)8時30分～12時30分

17人 日祝他

33080-   47731 岡山県笠岡市 その他

保育士 170,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 170,000 円 (1)8時00分～17時00分

2 (2)8時30分～17時30分

27人 日祝 (3)9時00分～18時00分

33080-  163331 岡山県浅口市 その他

保育士 189,200 ～
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 不問 189,200 円

3

44人 土日祝他

33080- 7913221 岡山県井原市 毎　週 又は7時15分～18時15分の間の7時間以上

保育士 164,000 ～ 変形（1年単位）

不問 213,200 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)7時30分～16時30分

33人 日祝他 (3)8時00分～17時00分

33080- 7925621 岡山県井原市 その他

保育士 180,000 ～ 変形（1ヶ月単位）

不問 210,000 円 (1)7時00分～17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

33110-   21431 岡山県岡山市東区 その他 又は7時00分～20時00分の間の8時間程度

ホームヘルパー２級 170,000 ～
介護職員初任者研修修了者 59歳以下 230,000 円 (1)8時30分～17時30分

保育士 1 (2)9時00分～18時00分

43人 日他

33110-  105931 岡山県岡山市北区 毎　週 又は8時30分～22時00分の間の8時間程度

保育士 171,200 ～

不問 171,200 円 (1)8時15分～17時00分

1

210人 土日祝他

33110-  249731 岡山県瀬戸内市 毎　週

保育士 171,200 ～

不問 171,200 円

1

142人 日祝他

33110-  326431 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 雇用・労災・
健康・厚生

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）

保育士（担任な
し）

雇用・労災・
健康・厚生

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

＊瀬戸内市立内の小・中学校にて学習活動
支援を行っていただきま　す。
・支援を必要とする児童・生徒への介助支援・
身辺自立等の対応
・授業補助　など

＊地方公務員法第１６条に規定する欠格事項

瀬戸内市　教育委員会 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓
４９１１

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人明光会　敬親かもがた
保育園

岡山県浅口市鴨方町鴨方１３
６番１

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

・自宅に伺い、入浴、排泄、食事、送迎などの
お世話を
　いたします。
・デイサービスにて、子供達へ自立に向けた支
援とコミュニケー　　ション能力向上や集団生
活など、社会生活への順応を目指して
　いくお手伝いをいたします。

・小規模保育所（企業主導型）での保育業務を
行っていただきます

※園児の定員１７名。
※経験のない方、ブランクのある方も歓迎しま
す。
※６か月後の正社員登用の可能性あり

株式会社　ＧＩＲＡＳＯＬＥ 岡山県岡山市東区中川町３１
３－２

・入園児の保育（０歳児～５歳児）
※園児１００人を保育士３３人でみています。

＊即戦力の方は経験等にて優遇いたします。
又、出産・育児、家庭　の事情等でブランクの
ある方も徐々に慣れて頂き、経験の浅い方　は
丁寧に指導いたします。　安心して応募くださ

・保育の経験

・保育園での保育業務をして頂きます。

＊市内保育園に配属となります。
　『甲南保育園』：３０名（うち女性３０名）
　『芳井保育園』：１４名（うち女性１４名）



保育士

普通自動車運転免許　　必須

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ピコリン 岡山県岡山市東区南古都４０
０

福吉・金岡・撫
川・円山／訪問
介護員児童デイ
サービス職員

雇用・労災・
健康・厚生

保育士／令和５
年度

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　高屋福祉会　高屋南
保育園

岡山県井原市高屋町４丁目２
４－１

《急募》保育士 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用・労災・
健康・厚生

井原市役所 岡山県井原市井原町３１１－
１

保育士／令和４
年度

雇用・労災・
健康・厚生

井原市役所 岡山県井原市井原町３１１－
１

乳幼児（０～５歳児）の保育を担当します。室
内外での見守り、
絵本の読み聞かせ、遊びの展開、食事やトイ
レ等のお世話を行い
ます。

保育計画の立案：無

笠岡市内の公立保育所（こども園）における保
育教諭業務笠岡市役所 岡山県笠岡市中央町１－１

・保育園での保育業務をして頂きます。

＊市内保育園に配属となります。
　『甲南保育園』：３０名（うち女性３０名）
　『芳井保育園』：１４名（うち女性１４名）



保育所「鴻仁（コウジン）保育園・ほほえみこど
もらんど」（岡山市北谷万成）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～就学前までのお子様対象

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／岡山市
北区

臨時保育教諭
（青空認定こども
園）
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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 185,200 ～

不問 185,200 円

5

142人 日祝他

33110-  327731 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 175,100 ～ 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 220,000 円 (1)7時00分～16時00分

2 (2)8時30分～17時30分

9人 日他 (3)10時00分～19時00分

33110-  444131 岡山県瀬戸内市 その他

保育士 167,700 ～ 交替制あり

59歳以下 197,700 円 (1)7時45分～16時45分

1 (2)8時00分～17時00分

13人 他 (3)8時30分～17時30分

33110- 8064621 岡山県岡山市東区 毎　週

～

円

～

円

～

円

～

円

～

円

～

円

～

円

雇用・労災・
健康・厚生

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　誠和 岡山県瀬戸内市牛窓町長浜
１７４５－１

保育士 雇用・労災・
健康・厚生

・企業主導型保育所にて保育業務全般の仕
事を行って頂きます。

＊定員１２名

社会福祉法人　天摂会 岡山県岡山市東区瀬戸町坂
根７９２－１４

＊新設の保育施設にて保育業務の仕事を
行っていただきます。
・ブランクの有る方、子育て中の方も歓迎。
・子供の好きな方歓迎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊子ども一人ひとりの発達状況に即した、
　一人ひとりの個性を大切にした保育を基本

経験者優遇

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）

保育士（ハートフ
ル多聞キッズ
ルーム）
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