
正規 -

臨時 -

パート -

〒 907 - - -

- -

15 人

月
給

円 円 円 円

手当 円 手当 円 円

手当 円 手当 円 円

円

円

円 円/月

年 回

年 2 回 ヶ月 円/月

可 円/月 可 円/月

有 円 円 有
時 30 分 ～ 分

実働 8時間/日

土 (毎週) 　日 祝日 実働

日 土 (毎週) 日 祝日

有 無

有 無

可 フル 可 フル 不可 フル 不可

可 パート 可 パート 不可 パート 可

※日給制の場合、基本給は日給×21日で換算しています。
ハローワークへの

求人依頼 有　　無

子連れ勤務
（就業園預）

週２～４日
勤務

備　考 ※処遇改善手当については特別調整手当で支給
フル

パート

正規登用制度

新人職員に
対する配慮

★チューター制度
入社2年目以降の先輩社員がチューターとなって半年間いろいろな
相談にのったり、アドバイスをしてくれます。 固定休日

就業時間
固定勤務

６ヵ月経過後 労働基準法第39条による

雇用期間の定め 有
契約更新

その他： ※シフト制による

（非正規）
雇用期間の定め

契約更新 有給休暇 採用後

有給休暇 採用後 ３ヵ月経過後 初年度年間 10 日

週3日以上、1日3時間以上
≪歓迎≫
・1日8時間勤務出来る方（8：00～17：00／9：00～18：00など）
・早番、遅番出来る方（7：00～12：00／16：00～19：00／17：00～20：00
など）
※シフトについては週3～応相談です。
※施設の状況により、シフトのご希望に添いかねる場合がございます。ご了承くださ
い。
※当社が運営する他の施設の紹介も可能です！まずはお問い合わせください。

休憩時間 60分 シフト制 有

≪備考≫

慰霊の日

その他： 休日出勤した場合は翌週(月)～(金)で振替休日を取得 週休二日制 毎週 週所定労働日数 日

休憩時間 シフト制 有

週休二日制 毎週 年間休日数 126

休　日

年末年始

勤務時間

7 19 時 00

勤務時間

残業 月平均 8.5 時間

休　日

年末年始 慰霊の日

加入保険等
　　 健康保険　　   厚生年金　　    退職金

　　 雇用保険　　    労災保険　　※加入しているものに☑
加入保険等

　　 健康保険　　   厚生年金　　    退職金

　　 雇用保険　　    労災保険　　※加入しているものに☑

別途徴収金 給食費 1食380 別途徴収金 給食費 1食380円 円

有・無料

昇　給 有（定期） 経験年数
による加給

有 昇　給 有（不定期） 経験年数
による加給

無

マイカー通勤 駐車場 有・無料 マイカー通勤 駐車場

賞与 前年度実績 2 通勤手当 実費支給

支給日 毎月15日

締め日 末日 支給日 毎月15日 賞　与 前年度実績

住宅手当 通勤手当 実費支給 締め日 末日

1,000 ～ 1,300

手当

基本支給額③
①+②+全員に支給する処遇改善手当） 178000 処遇改善Ⅰ 円 処遇改善Ⅱ 円

処遇改善Ⅰ 円 処遇改善Ⅱ 円

手当
②

特別調整 10,000

手当

手当

雇用形態・
求人数

正規 1人 求人数 1人

賃金形態 基本給① 168,000 時間額

手当

*---*---*---*---*---*---*---*【雇 用 条 件  】*---*---*---*---*---*---*---*

フルタイム 試用
期間

有（2ヶ月） パート 試用
期間

無

提出書類   　履歴書　　 　登録証写　 　卒業見込証明書 結果連絡 選考後 ７日以内

資格要件 保育士

2004年 採用日 随時
7人 5人 3人

30代 40代 50代以上 計
創立 西暦定員数 60

組
数

6組 職員数
20代

応募
方法

郵送 又は　持参
選考
方法

面接

所在地
0002 ＴＥＬ 0980 88 1800

沖縄県石垣市字真栄里88　 ＦＡＸ

◇　求 人 申 込 票 №

*---*---*---*---*---*---*---*【施設基本情報　合説用】*---*---*---*---*---*---*---*

法人名 株式会社日本保育サービス
施設形態 認可保育園

施　設　長 長尾　美紀

施設名 アスク真栄里保育園 採用窓口担当
日本保育サービス

採用担当
0120-066-610

【 相談可能事項 】



充実の研修制度

✿プレゼンテーションシート✿ 施設No.

園
名

　株式会社日本保育サービス　　　

　アスクこくば保育園 ・アスク真栄里保育園　　アスク北谷保育園 

注目ポイント

「自ら伸びようとする力」
「後伸びする力」「五感で感
じる保育」という3つの保育理
念を掲げ、5年後、10年後のこ
どもたちが自分たちの意志で
学び、成長していくために必
要なメッセージを日々の保育
の中で伝えたいと思っていま
す。

・チューター制度
入社2年目以降の先輩社員が
チューターとなって半年間い
ろいろな相談にのったり、ア
ドバイスをしてくれます。
この制度によってスムーズに
園にとけこむことができ、楽
しく仕事に励むことができま
す。

ワークライフバランスの徹底

202ヶ所の保育園と83ヶ所の学童クラ
ブ・児童館を運営しています。「安
心・安全を第一に」「いつまでも思い
出に残る施設であること」「本当に求
められる施設であること」「職員が楽
しく働けること」という4つの運営理念
を掲げ、理想的な保育環境の提供に取
り組みます.

土・日・祝日に出勤した際は平日に振替
休日を取っていただきます。また、毎年
約100人以上の職員が育休 を取得し、約9
割が復帰をしています。慣らし保育期間
中には1日4時間の時短勤務を認めるほ
か、復帰後の 勤務条件について変更した
い場合には要望に沿えるよう努めます。
また、女性だけではなく男性職員の子育
てサポートにも力を入れており、男性の
育休取得率も25％（国内グループ7社での
2017年度実績）と高水準です。

厳禁！サービス残業

持ち帰り仕事とサービス残業を禁止し
ています。本部職員が社内外とのやり
とりや事務的サポートを行っているの
でバックオフィスから保育士の先生方
に日々の保育に専念してもらえる環境
を整えています。一部残業が伴うこと
もありますが、働いていただいた分は
もちろん残業代をご支給いたします。
事情により残業をする場合は、事前に
承諾を貰い、申請書を提出するルール
となっております。

社員一人ひとりのさらなる能力向上
や、一人前の保育士への成長を目的と
して年間100種類以上の様々な研修を実
施しており、研修プログラムは業界一
と自負しており、自慢のひとつです。
常勤・非常勤を問わず、全職員が参加
可能な自由選択研修と入社年次や役職
（新卒・2年目・主任・園長など）ごと
に実施する階層別研修の2つを軸に年間
の研修プログラムを実施しています。

わたし達が行っている

保育は、こんな保育です！
サポート体制



　株式会社日本保育サービス　　　

各園の先輩からウェルカムメッセージ

アスクこくば保育園

沖縄県那覇市国場1178-17

https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/kokuba/

アスク真栄里保育園

沖縄県石垣市字真栄里88
https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/chatan/

アスク北谷保育園

沖縄県中頭郡北谷町字伊平203番地
https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/chatan/

アスクこくば保育園

先輩からのメッセージ

当社の理念に共感し、その実現に向

けて共に歩んでくれる方を募集して

います。始めから多くを求めることは

ありません。当社は多彩な人材が揃

う柔軟な社風。社員一人ひとりがそ

の個性や能力を発揮し、得意分野を

生かして”楽しく”働いていただくこと

アスク真栄里保育園

先輩からメッセージ

アスク北谷保育園

先輩からメッセージ

沖縄県で唯一、ミシュランガイド

で三ツ星を獲得している川平湾。

青い海と青い空の中で一緒に

保育しませんか？素敵な環境

で、毎日楽しくこどもたちと楽し

く過ごしましょう。

はいさい！沖縄県本島中部にある、アメリカンビレッジの観覧

車が目印のお洒落な保育園です。

生まれも育ちも沖縄のうちなんちゅの先生や県外から移住し

てきた内地からの先生、共に手を取り合いながら楽しく仲良く

働いていますよ。

うちな〜タイムな時間をのんびりと過ごしながらも・・・お仕事

はテキパキと働くプロ意識の高い先生たちが揃っています！

福利厚生がしっかり整っており休日もしっかりとれ仕事もプラ

イベート充実しているのが特徴です。

是非、ご一緒に働きませんか？まっちょいびんど〜！

HPについて


