
社会福祉法人美樹和会 求人票【2023年 5月更新】 
 

施設 中京みぎわ保育ルーム（京都市認可保育園） 

雇用形態 正職員（保育士） 

勤務地 京都市中京区少将井町 245-1 藤和シティスクエア烏丸丸太町 101号 

最寄駅 京都市地下鉄丸太町駅より徒歩 2分、烏丸御池駅より徒歩 6分 

応募資格 
保育士資格をお持ちの方 

35歳未満の方（長期勤続によるキャリア形成を図る目的で若年者を募集するため） 

仕事内容 乳児保育 

給与 

■基本給＋役職手当 

（１）新人（短大卒） ：205,500円 （基本給 187,500円、サブチーフ手当 18,000円） 

（２）新人（4大卒） ：215,500円 （基本給 197,500円、サブチーフ手当 18,000円） 

（３）既卒の方の基本給は、経験・能力等に応じて決定します。 

（5年目想定） ：220,500円 （基本給 202,500円、サブチーフ手当 18,000円） 

■賞与 年間 5.2ヶ月 (※2020年度実績) 

※評価によって増減。標準的な評価の場合、2.3か月/回×年間 2回＝4.6か月です。 

高評価の場合は 3か月/回などもあります。賞与は夏(7月)と冬(12月)に支給。 

※入社初年度の夏の賞与（7月支給）は、その評価対象期間が2022年 10月～2023年3

月までであるため、10,000円の定額となり、冬の賞与（12月支給。評価対象期間は2023

年 4月～2023年 9月）より 1回 2.3か月を基本とした支給を行います。  

勤務時間 ■7：15～19：00のシフト制 （実働 8時間 休憩 60分）  

採用時期 随時：1名 

休日・休暇 

■隔週土曜日、日曜日、祝日は休日となります。年間休日 105日。 

■入社半年後に有給休暇が年間 15日発生します。 

■年度により日数は異なりますが、有給休暇と同じように使える「リフレッシュ休日」を 

年間約 10日付与します（有給休暇とは別に発生します）。 

待遇 

■交通費支給（月上限 20,000円） 

■月 120時間以上勤務の方は社会保険加入（健康保険、厚生年金） 

■月 80時間以上勤務の方は労働保険加入（雇用保険、労災保険） 

■バイク・自転車通勤可（自動車通勤は駐車場代自己負担で可能。規程あり） 

■定期健康診断（洛和会の検診カーが毎年来園し、業務時間内での受診が可能） 

■インフルエンザ予防接種（業務時間内に園内で接種可能。希望者には半額補助） 

■婦人科検診（乳がん、子宮頸がん、希望者には全額補助） 

■給食（職員食）を月 5,000円負担で提供します（約 250円/１食）。 



社会福祉法人美樹和会 求人票【2023年 5月更新】 
 

施設 中京みぎわ保育ルーム（京都市認可保育園） 

雇用形態 臨時職員（看護職） 

勤務地 京都市中京区少将井町 245-1 藤和シティスクエア烏丸丸太町 101号 

最寄駅 京都市地下鉄丸太町駅より徒歩 2分、烏丸御池駅より徒歩 6分 

応募資格 

正看護師または准看護師、助産師のいずれかの資格をお持ちの方 

※保育所等での勤務経験が概ね 3 年に満たない方に対しては、子育て支援員研修を受講し

ていただきます。 

仕事内容 体調不良児の看護、乳児保育補助、園内の衛生管理、園児・保護者・職員に対する保健指導 

給与 

【臨時職員】 

時給 1,500円～1,800円 

正看護師、助産師 時給 1,800円 

准看護師 時給 1,500円 

勤務時間 
■8：00～17：00または 9：00～18：00の固定勤務 （実働 8時間 休憩 60分） 

勤務時間については要相談 

採用時期 随時：1名 

休日・休暇 
■隔週土曜日、日曜日、祝日は休日となります。年間休日 105日 

■入社半年後に有給休暇が年間 1０日発生します（週 5日勤務の方の場合）。 

待遇 

■交通費支給（月上限 20,000円） 

■月 120時間以上勤務の方は社会保険加入（健康保険、厚生年金） 

■月 80時間以上勤務の方は労働保険加入（雇用保険、労災保険） 

■バイク・自転車通勤可（自動車通勤は駐車場代自己負担で可能。規程あり） 

■定期健康診断（洛和会の検診カーが毎年来園し、業務時間内での受診が可能） 

■インフルエンザ予防接種（業務時間内に園内で接種可能。希望者には半額補助） 

■婦人科検診（乳がん、子宮頸がん、希望者には全額補助） 

■給食（職員食）を月 5,000円負担で提供します（約 250円/１食）。 
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施設 清水みぎわ保育園（企業主導型保育事業所） 

雇用形態 臨時職員（看護職） 

勤務地 京都市伏見区越前町 609 

最寄駅 近鉄伏見駅より徒歩 4分、近鉄・京阪丹波橋駅から徒歩 12分 

応募資格 正看護師または准看護師、助産師のいずれかの資格をお持ちの方 

仕事内容 体調不良児の看護、乳児保育補助、園内の衛生管理、園児・保護者・職員に対する保健指導 

給与 

【臨時職員】 

時給 1,500円～1,800円 

正看護師、助産師 時給 1,800円 

准看護師 時給 1,500円  

勤務時間 
■8：00～17：00または 9：00～18：00の固定勤務 （実働 8時間 休憩 60分） 

勤務時間については要相談  

採用時期 随時：1名 

休日・休暇 
■隔週土曜日、日曜日、祝日は休日となります。年間休日 105日 

■入社半年後に有給休暇が年間 10日発生します。 

待遇 

■交通費支給（月上限 20,000円） 

■月 120時間以上勤務の方は社会保険加入（健康保険、厚生年金） 

■月 80時間以上勤務の方は労働保険加入（雇用保険、労災保険） 

■バイク・自転車通勤可（自動車通勤は駐車場代自己負担で可能。規程あり） 

■定期健康診断（洛和会の検診カーが毎年来園し、業務時間内での受診が可能） 

■インフルエンザ予防接種（業務時間内に園内で接種可能。希望者には半額補助） 

■婦人科検診（乳がん、子宮頸がん、希望者には全額補助） 
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施設 清水みぎわ保育園（企業主導型保育事業所） 

雇用形態 臨時職員（保育士） 

勤務地 京都市伏見区越前町 609 

最寄駅 近鉄伏見駅より徒歩 4分、近鉄・京阪丹波橋駅から徒歩 12分 

応募資格 保育士資格をお持ちの方 

仕事内容 乳幼児保育 

給与 
【臨時職員】 

時給 1,100円～1,200円  

勤務時間 
■14：30～18：30 （実働 4時間） 

■月～金 週 5日勤務 

採用時期 随時：1名 

休日・休暇 
■土曜日、日曜日、祝日は休日となります。 

■入社半年後に有給休暇が年間 10日発生します。 

待遇 

■交通費支給（月上限 20,000円） 

■月 120時間以上勤務の方は社会保険加入（健康保険、厚生年金） 

■月 80時間以上勤務の方は労働保険加入（雇用保険、労災保険） 

■バイク・自転車通勤可（自動車通勤は駐車場代自己負担で可能。規程あり） 

■定期健康診断（洛和会の検診カーが毎年来園し、業務時間内での受診が可能） 

■インフルエンザ予防接種（業務時間内に園内で接種可能。希望者には半額補助） 

■婦人科検診（乳がん、子宮頸がん、希望者には全額補助） 
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施設 清水みぎわ保育園（企業主導型保育事業所） 

雇用形態 【短期 9月末まで】 臨時職員（保育士）  

勤務地 京都市伏見区越前町 609 

最寄駅 近鉄伏見駅より徒歩 4分、近鉄・京阪丹波橋駅から徒歩 12分 

応募資格 保育士資格をお持ちの方 

仕事内容 乳幼児保育 

給与 

【臨時職員】 

時給 1,100円～1,200円 

シフト手当： 月 6,000円 

土曜出勤手当： 1回 2,000円  

勤務時間 
■6：45～20：00のシフト制 （実働 8時間 休憩 60分）  

■月～土 週 5.5日勤務 土曜日出勤可能な方優遇 

採用時期 随時：1名 

休日・休暇 
■土曜日、日曜日、祝日は休日となります。 

■入社半年後に有給休暇が年間 10日発生します。 

待遇 

■交通費支給（月上限 20,000円） 

■月 80時間以上勤務の方は労働保険（雇用保険、労災保険）、 

社会保険（健康保険、厚生年金）加入 

■バイク・自転車通勤可（自動車通勤は駐車場代自己負担で可能。規程あり） 

■定期健康診断（洛和会の検診カーが毎年来園し、業務時間内での受診が可能） 

■インフルエンザ予防接種（業務時間内に園内で接種可能。希望者には半額補助） 

■婦人科検診（乳がん、子宮頸がん、希望者には全額補助） 

■給食（職員食）を月 5,000円負担で提供します（約 250円/１食）。 

 


