
上井草保育園

上井草保育園

宮前おおぞら保育園

かけがえのない命をはぐくむ場

保育目標

心身ともに健康な子ども ( 健康 )

誰とでも仲良くできる子ども(人間関係・人権)

自分で考え行動できる子ども ( 自主性 )

「かけがえのない命をはぐくむ場」

　全役職員が、この理念に基づき、子どもたちの保育にあたっています。

子どもたちが「自分の命をかけがえのないもの」と自覚し、「友だちをはじめ、

全ての命がかけがえのないもの」そう考えられるように保護者の皆様と一

緒に、子どもの成長を見守っております。平成30年度に保育所保育指針が

あらたまったことを機に、私たちは、子どもたちの自主性を育むために「指

示語・命令語・禁止語・否定語を使わない」「子どもに相談する保育」に

取り組んでいます。

　また、私たちは、明るい方、元気な方、積極的な姿勢の方、経験豊富な

方を応援しています。その一環として、職員が結婚して、子育てをしなが

らも、じっくりと腰を据えて働くことができる職場環境の整備を行ってい

ます。子育て経験のある保育士は、保護者の皆様の思いに共感しながら、

保育業務に取り組むことができるからです。その中で、男性保育士も数多

く活躍していて、活気あふれる職場をつくることができています。これら

国立保育会の取り組みは、NHKの「おはよう

日本」でも紹介されました。

　国立保育会で、あなたと一緒に子どものかけ

がえのない命をはぐくむことを、心から楽しみ

にしています。

社会福祉法人国立保育会　理事長　常松裕志

社会福祉法人国立保育会



保育士歴3年

社会人経験を経て就職
私は、社会人経験を経て保育士になり
ました。保育の学校で学んでいたので
すが、そこでお世話になったのが国立
保育会の保育園です。現場で働いてい

る方や、子どもたちに実際に出会えたことが就職のきっかけ
になりました。また、先輩には保育のことから身近なことまで、
気軽に相談できる環境が備わっています。

保育士歴3年

相談体制が充実
私は、通っていた専門学校の先生に国
立保育会を紹介していただき、見学を
するうちに「この職場で働きたい」と
感じて入職しました。まだまだ経験年

数が少なく、仕事をする上で迷うことや不安に思うことがあ
りますが、先輩職員に気兼ねなく相談できる制度もあるので、
安心して働くことができます。

保育園看護師歴4年

働きやすい環境
子どもが保育園に入れず働くことをあ
きらめていた時、国立保育会の「お子
さんが保育園に入れない場合は、当法
人の一時保育室を利用することができ

ます」という求人広告を見たのがきっかけで、入職しました。
入職した年から、時短勤務や看護休暇の取得が認められ、理
解がある職場だと思いました。

保育士歴3年

職場の風通し
私は、実習をした友人2人から「職員
間の仲がいいよ」と聞き、国立保育
会を就職先に選びました。実際に勤
めてみると、職員間の仲が良く、「何

か困っていることはない？」と気にかけて、親身に話を聞い
て下さいます。他の法人に勤めた友人からは「いいね、羨ま
しい」と言われ、国立保育会に勤めて良かったと思います。

保育士歴3年

職場の風通し
私は、実習をした友人2人から「職員
間の仲がいいよ」と聞き、国立保育
会を就職先に選びました。実際に勤
めてみると、職員間の仲が良く、「何

か困っていることはない？」と気にかけて、親身に話を聞い
て下さいます。他の法人に勤めた友人からは「いいね、羨ま
しい」と言われ、国立保育会に勤めて良かったと思います。

保育士歴13年

入職した理由
私は入職前に国立保育会に勤める友人
から、話を聞いていました。基本理念
の「かけがえのない命をはぐくむ場」
から、子どもの個性や考えを尊重し、

保育士として新しい何かを職員の方々とつくっていける環境
があると感じ、入職を決めました。入職後は、仲間と力を合
わせ、子どもの安全を第一に楽しく保育をしております。

保育士歴6年

男性職員の活躍
学生時代、保育の世界では、男性は肩
身が狭いという話を聞いていました。
学校の先生から、「国立保育会は男性
の職員が多い」という話を聞き、実習

に参加したところ、各園に男性の職員がたくさん働いていて、
ぜひ一緒に働きたいと思いました。入職してからも、男性の
先輩からさまざまなアドバイスをいただいています。



保育士歴4年

温かい雰囲気
私は、自立したい気持ちと保育士が不
足している場所に勤めたいという気持
ちから、東京都の保育所への就職を考
えていました。そこで学校の先生に相

談し、国立保育会に入職しました。職員同士の仲が良く、温
かい雰囲気の職場です。うまくいかない時も先輩方がアドバ
イスを下さり、成長できる職場だと感じています。

保育士歴4年

先生のすすめ
私が国立保育会に入職したきっかけは、
母校を卒業した先生の強いすすめが
あったからです。実際に入職してみる
と、さまざまな休暇制度があり、働き

やすい環境が整っていることに驚きました。地方から入職を
考えている方は、借り上げ社宅制度を利用することで安心し
て働くことができます。

調理員歴6年

子どもたちの声
私は、休暇制度が充実している点や働
きやすい環境が整備されている点に魅
力を感じ、入職を決めました。子ども
たちの「給食おいしかったよ、ありが

とう」などの声を聞くことが、やりがいに繋がっています。
また、不安な点を気兼ねなく先輩職員に話せる制度もあるの
でメンタル面でのフォローもしっかりしています。

調理員歴5年

調理員の仕事
昔から保育の仕事に興味があったので、
国立保育会を選びました。保育園での
調理の仕事は覚えることも多くありま
すが、子どもたちが毎日「おいしかっ

たよ」などと声を掛けてくれたり、とてもやりがいがあります。
調理室の先輩方が丁寧に教えてくださるので、とても働きや
すい環境だと思います。

保育士歴3年

保育業務の効率化
私は、サポートが充実していて、働き
やすい環境に魅力を感じ入職を希望し
ました。保育士は、残業が多い職種だ
と思っていましたが国立保育会では保

育業務が効率化されており残業もほとんどありません。1年
目からクラス担任として配属させてもらえることで1年目か
らやりがいを感じながら働くことができました。

保育士歴6年

子どもの成長を実感
私は大学在学中より東京で保育士とし
て働きたいと思っていました。実際に
働いてみて、「こんな遊びができるよ
うになったんだ」「お友だちに優しく

できるほど成長したんだ」と、日々、子どもたちの成長を実
感しています。職場の先生方とより良い保育に向けて悩み考
えることで、私自身も成長させてもらっています。

私たち
と一緒

に

働きま
せんか



勤務形態

待遇について

休暇（有給休暇25日〜最大35日）

賞与　　　�年2回（6月と12月に支給し、令和2年
度実績は年間4.65か月分)

手当(例)　通勤手当、住居手当、扶養手当、
	 変則勤務手当、時間外勤務手当、	
	 提案手当、指導育成手当、他

昇給　　　年１回（毎年４月１日）

加入保険　�健保・雇用・労災・年金・退職金（福
祉医療機構と東社協。企業型確定拠出
年金の選択も可）

職員給食　�１食340円
	 ※但し、一部職員給食制度未実施の施設

　　　　　　　あり。

通常勤務
原則として月曜日から土曜日の間で、7:00から
20:30までのうち週40時間の1年単位の変形労働時
間制（1日の勤務時間の例　8:30から17:30まで）
土曜勤務（月２回程度）

年次有給休暇の付与日数は、入職初年度25日からは
じまり勤続7年目を超えると最大35日となり当年度取
得分を上限に翌年度に繰り越せます。これは、保育
業界では最も多いレベルの有給休暇日数です。産前
産後休暇（計16週限度に有給）、お子様の看護休暇（未
就学児1名につき年間5日間有給）、育児休業、介護休
業、慶弔休暇についても、ほぼ100％取得されていま
す。さらに、業務外のけがや病気でも最長3か月の傷
病休暇を取得できます。

運営施設紹介

本　部
〒 167-0023 杉並区上井草 3-25-19

国立保育園（認可）

〒 186-0001　国立市北 2-30-1
昭和 32 年開園
時間：7:15 から 19:15　定員：100 名

北保育園（認可）

〒 186-0001　国立市北 3-1-1
平成 10 年開園
時間：7:15 から 19:15　定員：90 名

西国分寺保育園（認可）

〒 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪 2-18-1
平成 20 年開園
時間：7:00 から 20:00　定員：125 名
病後児保育併設

富士本保育園（認可）

〒 185-0031 国分寺市富士本 2-30-4
平成 24 年開園
時間：7:00 から 20:00　定員：152 名

練馬区立光が丘保育園（認可）

〒 179-0072 練馬区光が丘 1-3-104
昭和 48 年開園　平成 27 年から運営受託
時間：7:00 から 20:30　定員：105 名
公設民営業務委託（年末年始保育あり）

石神井公園こぐま保育園
（小規模保育所A型）

〒 177-0041 練馬区石神井町 3-30-18
平成 27 年開園
時間：7:30 から 18:30　定員：19 名
特定地域型保育事業

きたひだまり保育園 （認可）

〒 186-0001　国立市北 3-42-1
平成 28 年開園
時間：7:15 から 19:15　定員：60 名

宮前おおぞら保育園（認可）

〒 168-0081　杉並区宮前 2-24-22
平成 29 年開園
時間：7:30 から 19:30　定員：110 名

上井草保育園（認可）

〒 167-0023　杉並区上井草 3-25-19
平成 30 年開園
時間：7:30 から 19:30　定員：200 名

国立ひまわり保育園 （認可）

〒 186-0001 国立市北 3-7-14
令和１年開園
時間：7:15 から 19:15　定員：131 名
一時預かり事業併設

練馬区立南大泉保育園（認可）

〒 178-0064 練馬区南大泉 5-26-7
昭和 48 年開園　令和２年から運営受託
時間：7:00 から 20:30　定員：126 名
公設民営業務委託　休日保育事業あり（年末年始を除く）

令和３年度４月



職員サポート
育児短時間勤務制度
子育て中の職員は通常勤務の他に、1日６時間勤務・６
時間３０分勤務・７時間勤務も選択できます。法律では、
お子さまの年齢が３歳になるまでしか制度利用が認めら
れていませんが、国立保育会では、小学校1年生の修
了時まで利用可能です。入職初年度から利用可能です。
お給料は若干減りますが、子育てと仕事の両立は容易
です。実際に3人のお子さんを出産後に職場復帰してい
る職員もいます。

介護短時間勤務制度
育児短時間勤務同様に、自身や配偶者の両親、祖父母
の看護や介護が必要な職員は、１日６時間勤務が利用
できます。

短時間勤務制度
正規職員という立場を維持したまま、１週間20時間程
度まで勤務時間を短縮することが可能です。病気から
の復帰期間として、資格取得のため、家族との時間を
持つためなどに利用されています。

メンター制度
国立保育会でのキャリアが少し上の先輩職員が新入職
員（新卒は2年、経験者は1年）をサポートする制度です。
原則として先輩職員との1対1の関係において、定期的
な面談などを通して、社会人としての悩みや業務上の
課題等の相談にのってくれるばかりでなく、国立保育会
特有の制度や事情等を教えてもらえる場としても期待
できます。時にはプライベートの相談も受けてくれたり
するかもしれません。もちろん、個人情報は守られます。

給与制度
新卒

基本給+地域手当の4.55ヶ月分/年間

【賞与】

地域手当（一律15％で表の初任給に含まれる）
扶養手当
子：月額9000円　
加算額（子一人につき）（※３）：月額4000円
子以外の扶養親族：月額6000円

変則勤務手当
始業時間が8時より早い、および終業時間が6時より
遅い職員に日額500円

指導育成手当（処遇改善Ⅱ）
副園長等・主任・副主任・クラスリーダーなどに、5,000
円から上限40,000円支給されます。

【手当】

経験者（※２）

※東京都職員給与表準拠

職　種 必要資格 学歴 通常勤務（※１）初任給
保育士 保育士 ４年大卒 202,515円

３年短専卒 193,775円
２年短専卒 183,425円
中高卒 177,330円

看護師 看護師 ４年大卒 219,650円
３年短専卒 211,370円
２年短専卒 204,010円
中高卒 196,650円

保健師 ４年大卒 226,435円
３年短専卒 219,650円
２年短専卒 211,370円
中高卒 204,010円

調理員 管理栄養士 ４年大卒 213,325円
栄養士 ２年短専卒 185,955円
調理師 中高卒 177,330円

職　種 必要資格 学歴 通常勤務（※１）初任給 1日7時間短時間勤務初任給 1日6時間短時間勤務初任給
保育士 保育士 ４年大卒 202,515円〜291,640円 177,200円〜255,185円 151,886円〜218,730円

３年短専卒 193,775円〜284,165円 169,552円〜248,643円 145,331円〜213,123円
２年短専卒 183,425円〜276,690円 160,496円〜242,103円 137,568円〜207,517円
中高卒 177,330円〜269,215円 155,163円〜235,562円 132,997円〜201,911円

看護師 看護師 ４年大卒 219,650円〜299,345円 192,193円〜261,926円 164,737円〜224,508円
３年短専卒 211,370円〜291,985円 184,948円〜255,486円 158,527円〜218,988円
２年短専卒 204,010円〜284,625円 178,508円〜249,046円 153,007円〜213,468円
中高卒 196,650円〜277,150円 172,068円〜242,506円 147,487円〜207,862円

保健師 ４年大卒 226,435円〜306,705円 198,130円〜268,366円 169,826円〜230,028円
３年短専卒 219,650円〜299,345円 192,193円〜261,926円 164,737円〜224,508円
２年短専卒 211,370円〜291,985円 184,948円〜255,486円 158,527円〜218,988円
中高卒 204,010円〜284,625円 178,508円〜249,046円 153,007円〜213,468円

調理員 管理栄養士 ４年大卒 213,325円〜299,920円 186,658円〜262,430円 159,993円〜224,940円
栄養士 ２年短専卒 185,955円〜277,380円 162,710円〜242,707円 139,466円〜208,035円
調理師 中高卒 177,330円〜269,215円 155,163円〜235,562円 132,997円〜201,911円

※１.　通常勤務とは、１週あたり40時間の１年単位の変形労働時間制による勤務とします。
※２.　経験者の業務経験加算は上限13年９か月分の常勤職員としての経験を初任給に反映させています。
※３.　加算額は、満15歳に達する日後の最初の4月1日以降、満22歳に達する日以後の最初の3月31日ま
	 でにある子一人につき4,000円支給される



北保育園 北保育園

研修制度（オンライン研修も充実）業務改善提案制度
新入職員は入職前に3日間の集合研修制度がありま
す。国立保育会主催の研修や園内研修（他園職員も
参加可能）も充実しています。勤続２年目以上の保
育士が国立保育会内の他園にて研修する交換研修制
度や、職務ごとの担当者連絡会や各種研究プロジェ
クトなど、職員の交流も盛んです。他にも、１年を
３期に分け、管理職または指導職と面接し、自己目
標の達成について相談しステップアップを図る「キャ
リアアップ・評価制度」もあります。

国立保育会では、日常のさまざまな業務について、
各職員からの生きた意見で改善していくという「業
務改善提案制度」を実施しています。本制度は、全
ての職員が「業務改善提案書」を、いつでも、何回
でも、自由に施設長に提出することができるものです。
職員は、1提案書あたり、200円の「提案手当」を何
回でも受け取ることができます。提案書は毎月の施
設長会議で検討され、日々の業務改善に役立てられ
ています。年度末には、優秀な提案をした職員は表
彰され、特別ボーナスも支給されます。

借り上げ社宅制度
国立保育会が借家所有者と直接契約したアパート、
マンション等（家賃、共益費合わせて月額	82000	円
を上限とする）を無償で貸し与える制度です。施設長、
保育士、調理員、看護師等が対象となり、新入職員
から適用可能です。

※但し、国立市、４園は同市在住の保育士のみとなり

ます。住居手当等を支給されている同居人がいる場合は、

この制度は利用できません。実施期間は、東京都およ

び保育所所在自治体の予算措置によって変わります。

詳細は、年度ごとに施設別に規則で定めています。

男性が活躍できる
環境の充実と
IT を駆使した業務の効率化

男性保育士の中で、初めて
の園長です。国立保育会で
は男性保育士が各園に配属
されています。その中には
園長、副園長、主任と役職
に就いている職員もいます。
これから男性保育士として
スタートする皆様も、力を
十分に発揮できる場所だと
思います。また当法人では、

緊急時の保護者への連絡や登降園の管理、指導計画
や児童票の入力なども全てパソコンやタブレットを
使って行われます。書類を書くことに対して抵抗の
ある方もいるかもしれませんがこのITツール導入で、
時間や手間のかかる電話対応や、書類作業が時間短
縮され、子どもと接する時間が大幅に増えました。

平間正人
（保育士歴15年/

園長）



採用について

募集人数
令和3年度
保育士	 20名
看護師	 2名
調理員	 3名
※当法人は複数園ございますので、様々
な事情で異動を希望される方については、
原則ご希望を考慮いたします。

応募資格
保育士……保育士
看護師……正看護師
調理員……管理栄養士、栄養士、調理師
※就労予定月1日までに取得済か取得見込の方

お問い合わせ先
国立保育会の採用活動は一括して保育部保育支援課で行って
います。お問い合わせ先は以下のとおりです。

部署　社会福祉法人国立保育会　保育部保育支援課　
	 フリーダイヤル 0120-535-888
住所　〒167-0023 東京都杉並区上井草3-25-19　
メール honbu@kunitachihoikukai.jp

国立保育会採用ホームページ
http://www.kunitachihoikukai.jp/saiyou/

国立保育会WEBエントリホームーページ
http://kunitachihoikukai.jp/oubo/

保育士職場体験ボランティア

開催園
ボランティア参加先、参加日は、国立保育会運営
全施設、全クラスからご自由にお選びいただけます。

時間
半日体験　9:00から12:00

交通費
一律1回につき2,500円支給します。

ボランティア保険
掛金は国立保育会が負担しますので、当日は公的身
分証明書（学生証や運転免許証等）と認印をご持参
ください。ご参加は、電話、メール、ホームページ
からお申し込みいただけます。詳細はホームページ
をご覧ください。

国立保育会が運営する保育園で職場の雰囲気を知ってもらうための職場体験ボランティアを実施します。

採用説明会（遠方の方にも便利なオンラインによる説明会可）
採用説明会については、随時実施します。会場については、お申し込み時にお知らせしま
す。また、こちらから出向いての説明実施も可能です。なお、採用試験受験が前提ですが、
新卒者の方が園見学等で当法人にいらっしゃる際の交通費・宿泊費については法人が負担
いたします。過去には、鹿児島県や北海道からの採用実績もあります。就職する際にご自
分の目で就職先を見ることは今後の参考となると思いますので、お気軽にご相談ください。

採用試験（原則オンラインによる面接）
試験実施日は受験者の希望により随時実施しますので、お気軽に
ご相談ください。試験科目は以下の通りです。
・適性検査
・面接

応募締め切り
原則として試験実施日の	6	営業日前の	17:00	までに応募用紙が
総務部業務課に到着するか、WEB	エントリ―システムに必要事
項を記載して送信することとします。会場などの詳細は採用担当
から受験票を送付して、お知らせします。

※感染症等の対策はおこなっておりますが、時期に
　よっては、受け入れできない場合もございます。



法人概要
〒 167-0023
住所　東京都杉並区上井草 3-25-19
電話　03-6913-8806
FAX　03-6913-9928
フリーダイヤル　0120-535-888
http://www.kunitachihoikukai.jp/
設立年月日　昭和 37 年 2 月 20 日
honbu@kunitachihoikukai.jp

評議員

重野和夫

松浦髙明

榎本七重

品川卓正

北川容子

小松清

白石忠志

佐伯元行 ※いずれも順不同

理事

常松裕志

宮澤司

操木豊

奥野かよ

中澤ゆう子

常松大介

菊地志江

監事

米林和子

古川吉樹

木藤博之

沿革
昭和 32 年 国立保育園を設置　施設長として森田豊子就任

昭和 37 年 社会福祉法人国立保育園を設立

 初代理事長に森田豊子就任

昭和 60 年 理事長に西川一郎就任

平成 10 年 国立市立北保育園運営管理受託

平成 11 年 理事長に西川安都子就任

平成 16 年 理事長に常松裕志就任

平成 18 年 国立市立北保育園を指定管理者として受託

平成 20 年 認可保育所として西国分寺保育園を設置

平成 21 年 法人名称を社会福祉法人国立保育会に変更

平成 22 年 国立市立北保育園閉園により

 指定管理者としての受託終了

 認可保育所として北保育園を設置

平成 24 年 認可保育所として富士本保育園を設置

平成 27 年 練馬区から認可保育所として

 練馬区立光が丘保育園運営業務受託

 小規模保育所Ａ型として

 石神井公園こぐま保育園を設置

平成 28 年 認可保育所としてきたひだまり保育園を設置

平成 29 年 認可保育所として宮前おおぞら保育園を設置

平成 30 年 認可保育所として上井草保育園を設置

平成 31 年 認可保育所として国立ひまわり保育園を設置
令和 2 年 練馬区から認可保育所として

 練馬区立南大泉保育園運営業務受託

新卒の主な出身校
［4 年制大学］沖縄国際大、関東学院大、共立女子大、近畿大学姫路大、甲子園大、

国士舘大、こども教育宝仙大、駒沢大、実践女子大、十文字学園女子大、女子

栄養大、白梅学園大、聖学院大、成蹊大、聖徳大、仙台白百合女子大、創価大、

拓殖大、玉川大、中央大、鶴見大、帝京科学大、帝京大、田園調布学園大、東

京家政学院大、東京家政大、東京純心大、東京女子医科大、東京福祉大、東北

女子大、東北福祉大、日本女子大、日本大、広島女子大、兵庫県立大、フェリ

ス女子学院大、宮城学院女子大、明治大、明星大、目白大、早稲田大

［短期大学］愛知文教女子短大、秋草学園短大、跡見学園女子短大、和泉短大、

上田女子短大、小田原女子短大、学習院女子短大、神奈川県立栄養短大、鎌倉

女子短大、近畿大学九州短大、近畿大学豊岡短大、光塩学園女子短大、高知学

園短大、江南女子短大、国士舘短大、駒沢女子短大、四天王寺国際仏教短大、

十文字学園女子短大、淑徳短大、白梅学園短大、聖徳短大、拓殖大学北海道短

大、千葉明徳短大、中国短大、土浦短大、鶴川女子短大、帝京学園短大、帝京

短大、東京女子体育短大、東京成徳短大、東北女子短大、東北生活文化大学短大、

東洋英和女学院短大、新渡戸短大、福島女子短大、文京女学院短大、北翔短大、

武蔵野女子短大、山梨学院短大、和洋女子短大

［専門学校］秋草保育専門、大原簿記公務員医療福祉保育専門学校、小田栄養

専門、関西保育福祉専門、杏林大付属看護専門、玉成保育専門、経専北海道保

育専門、国立仙台病院付属看護助産、淑徳文化専門、上智社会福祉専門、草苑

保育専門、千葉女子専門、道灌山学園保育専門、東京教育専門、東京工学院専

門、東京こども専門、東京誠心調理師専門、東京保育専門、戸田中央看護専門、

博慈会高等看護学院、八王子栄養専門、二葉栄養専門、町田福祉保育専門、武

蔵野栄養専門

［専修学校］神村学園

男性保育士
保育士 191 名中 22 名　　※ 2021 年 1 月現在

北保育園にある自然あふれる川

国立保育園




