
【出展一覧】
法人名 施設名 募集職種

A-1 社会福祉法人 清栄会 阿さひ保育園 保育士, 学童指導員

A-2 社会福祉法人 千早赤阪福祉会 あべのげんき学園、上本町げんき学園 保育士

A-3 宗教法人 ⾧楽寺 ⾧楽保育園 保育士

A-4 社会福祉法人 住之江福祉会 住之江保育園、第2住之江保育園 保育士, 子育て支援員

A-5 学校法人 片上学園 まんだい保育園、みさきようちえん、万代幼稚園、まんだいぷちほいくえん 保育士

A-6 社会福祉法人 喜和保育事業会 きのみ保育園、きのみむすび保育園 保育士, 栄養士

A-7 社会福祉法人 さざんか福祉会 どろんこ保育園、どろんこベビー園 保育士

A-8 社会福祉法人 ひまわり福祉会 ひまわり保育園、ひまわり乳児保育園 保育士

A-9 社会福祉法人 昇人会 かきつばた保育園、ももの木保育園 保育士, 子育て支援員

A-10 社会福祉法人 四恩学園 四恩るり保育園、四恩乳児保育園、四恩るり2乳児保育園 保育士, 子育て支援員

B-11 社会福祉法人 堺あかり会 浅香東保育園 保育士, 子育て支援員, 栄養士, 調理師

B-12 医療法人 三幸会 オズ保育園帝塚山 保育士, 子育て支援員, 保育補助

B-13 社会福祉法人 柿の木福祉の園 ⾧居保育園、⾧居保育園乳児センター 保育士

B-14 社会福祉法人 大領福祉会 大領保育園 保育士

B-15 社会福祉法人 淳風会 波除学園、安治川保育園、大阪市立田中保育所、西保育園 保育士

B-16 宗教法人 徳蔵寺 徳蔵寺保育園、徳蔵寺保育園 分園 なかよし 保育士, 子育て支援員

B-17 社会福祉法人 ともしび福祉会 ともしび保育園 保育士

B-18 社会福祉法人 大桐福祉会 大桐保育園 保育士

B-19 社会福祉法人 南友会 大阪市立南江口保育所 保育士, 調理師

B-20 社会福祉法人 水仙福祉会 風の子保育園、風の子ベビーホーム 保育士, 栄養士

C-21 社会福祉法人 たから福祉会 たからこども園、たから保育園にしよどルーム 保育士

C-22 社会福祉法人 大五京 メリーポピンズこども園、ポラリスこども園 保育士, 子育て支援員

C-23 学校法人 山添学園 みゆきっこそら保育園、みゆきっこつばめ保育園 保育士

C-24 社会福祉法人 路交館 聖愛園、豊新聖愛園 保育士, 調理師

C-25 社会福祉法人 和修会 大阪市立下新庄保育所、つるまち海の風保育園 保育士

C-26 株式会社 プライムツーワン ぴっころきっず谷町園、ぴっころきっず新梅田園、ぴっころきっず中央区役所園、ぴっころきっず北区役所園、ぴっころきっず中津園 保育士, 調理師

C-27 社会福祉法人 治栄会 野江まつのはな保育園、内代まつのはな保育園 保育士, 子育て支援員

C-28 社会福祉法人 敬福会 毛馬コティ保育園、東田辺コティ保育園 保育士

C-29 株式会社 パソナフォスター キッズハーモニー・なかのしま 保育士

C-30 社会福祉法人 聖花福祉会 聖花（みはな）保育園 保育士

D-31 社会福祉法人 向日葵福祉会 大阪市立森小路保育所 保育士

D-32 社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会 大阪YWCA大宮保育園、大阪YWCAこひつじほーむ 保育士, 子育て支援員, 栄養士, 調理師

D-33 社会福祉法人 鶴満寺慈光園 鶴満寺保育所 保育士

D-34 社会福祉法人 博光福祉会 音色つばさ保育園、天音つばさ保育園、宙音つばさ保育園 保育士, 看護師

D-35 株式会社 クオリス クオリスキッズ北梅田保育園、クオリスキッズ谷六保育園、クオリスキッズ天六保育園 保育士



法人名 施設名 募集職種

D-36 社会福祉法人 つむぎ福祉会 ポプラ保育園、千代崎ポプラ保育園 保育士, 子育て支援員

D-37 社会福祉法人 成光苑 東生野愛育園、くるみ愛育園、くるみ小規模保育園 保育士, 子育て支援員, 栄養士, 調理師

D-38 社会福祉法人 基弘会 夢の箱 保育園 KOKORO 保育士

D-39 社会福祉法人 イエス団 聖浄保育園 保育士

D-40 社会福祉法人 日の出学園 日の出学園、日の出巽西園、日の出さなだやま園 保育士

E-41 社会福祉法人 大阪YMCA YMCAとさぼり保育園、YMCAあわざ保育園 保育士, 子育て支援員

E-42 社会福祉法人 大阪愛保会 新町保育園、新町第2保育園、新町第3保育園 保育士

E-43 社会福祉法人 江東会 西区南堀江保育園てのひら 保育士

E-44 社会福祉法人 博樹会 アポロ南堀江保育園、アポロ鷺洲保育園 保育士

E-45 宗教法人 浄光寺 アソカ学園 保育士

E-46 社会福祉法人 久栄会 横堤みのり保育園、大阪市立広田保育所 保育士

E-47 社会福祉法人 西成若草会 どんぐり保育園、浪速さくら保育園 保育士, 子育て支援員, 調理師

E-48 宗教法人 本龍寺 花園和敬学園 保育士, 栄養士

E-49 社会福祉法人 白鳩会  大阪市立山王保育所 保育士

E-50 社会福祉法人 石井記念愛染園 愛染橋保育園、わかくさ保育園、南港東保育園、大国保育園 保育士

F-51 株式会社 グローバルキッズ グローバルキッズ戎本町園、グローバルキッズ東淡路園、グローバルキッズあびこ園、グローバルキッズ住之江園、グローバルキッズ上新庄園 保育士, 子育て支援員

F-52 社会福祉法人 たらちね事業会 ファミリー、ファミリージュニア、ファミリーチシマ 保育士, 幼稚園教諭,看護師

F-53 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館 大阪市立千島保育所、めぐみ保育園 保育士

F-54 社会福祉法人 鶴舟会 鶴町学園、鶴町学園 分園、高松保育所（仮称） 保育士

F-55 社会福祉法人 大和福祉会 やまと保育園、大阪市立松通東保育所 保育士

F-56 社会福祉法人 難波会 つばさ保育園 保育士

F-57 社会福祉法人 育伸会 わんわん保育園 保育士, 看護師

F-58 社会福祉法人 ロザリオ福祉会 愛育保育園 保育士

F-59 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 すみれ保育園、なかよしすみれ保育園、東桃谷幼児の園 保育士, 子育て支援員

F-60 社会福祉法人 光栄寺福祉会 諏訪保育園 保育士, 子育て支援員

G-61 社会福祉法人 恵友会 鶴見みどり保育園、鶴見みどり第二保育園、鶴見えのもと保育園、つるみ保育園、鶴見ぴよぴよ保育園 保育士, 子育て支援員

G-62 社会福祉法人 野の花福祉会 のぎく保育園 保育士

G-63 社会福祉法人 マナ会 みつばさ保育園、いずみの保育園、にじの木保育園 保育士, 栄養士, 調理師

G-64 株式会社 ポピンズ ポピンズナーサリースクール天王寺、ポピンズナーサリースクール鶴見緑地 保育士

G-65 社会福祉法人 司福祉会 つみき保育園 保育士, 子育て支援員

G-66 社会福祉法人 小市福祉会 小市保育園、なにわのもり保育園、なにわのもり北堀江保育園 保育士

G-67 株式会社 ビティー すまいる保育園杭全、すまいる保育園山之内、すまいる保育園平野、すまいる保育園すこやか、すまいる保育園ほほえみ 保育士, 子育て支援員

G-68 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 いちょう保育園、いちょうベビーセンター、ひらのドリーム園、南生野いちょう保育園 保育士, 子育て支援員

G-69 学校法人 増田学園 今川幼稚園 保育士, 保育教諭（幼稚園教諭）

G-70 社会福祉法人 さくらんぼ保育園 さくらんぼ保育園 保育士

H-71 社会福祉法人 みやび ソフィア南堀江保育園、ソフィア歌島保育園、ソフィア稲荷保育園、ソフィア吉野保育園、ソフィア横堤保育園、ソフィアみどり保育園 保育士



法人名 施設名 募集職種

H-72 社会福祉法人 麦の穂
玉川ひばりこども園、中之島ひばり保育園、海西ひばりこども園、東中浜ひばり保育園、海老江ひばり保育園、ほっこりひばり保育園、のだふじひばり保育園、海東ひばりベビーセン

ター
保育士, 子育て支援員, 栄養士, 調理師

H-73 株式会社 セリオ
トレジャーキッズほんじょう保育園、トレジャーキッズともぶち保育園、トレジャーキッズきょうばし保育園、トレジャーキッズひめさと保育園、トレジャーキッズたかどの保育園、

トレジャーキッズよこづつみ保育園、トレジャーキッズてんのうでん保育園
保育士

H-74 株式会社 ニチイ学館 ニチイキッズ都島南通り保育園、ニチイキッズ木川東保育園、ニチイキッズ大淀中保育園、ニチイキッズ深江橋保育園、ニチイキッズ東住吉保育園 保育士

H-75 社会福祉法人 晋栄福祉会 東野田ちどり保育園、城東ちどり保育園、中之島ちどり保育園、大阪市立東中本保育所、大阪市立北恩加島保育所、御堂筋本町ちどり保育園、新福島ちどり保育園 保育士

H-76 社会福祉法人 都島友の会 都島児童センター、友渕児童センター、桜宮児童センター、成育児童センター、都島乳児保育センター、都島第二乳児保育センター、都島友渕乳児保育センター、ひがみや児童センター 保育士

H-77 社会福祉法人 光聖会
蓮美幼児学園 うえしおキンダースクール、みなとまちナーサリー、たにまちナーサリー、てんまばしナーサリー、てんまんぐうナーサリー、まつやまちナーサリー、

もりのみやナーサリー、たまつくりナーサリー、いずみプリメール
保育士

H-78 株式会社 アイグラン あい保育園⾧居、あい保育園昭和町、あい保育園海老江、あい保育園玉川、あい保育園西三国、あいぐらん保育園福島、aiueo新大阪第一保育園 保育士

H-79 社会福祉法人 みおつくし福祉会
阿倍野保育園、相川保育園、森之宮保育園、秀野保育園、⾧柄保育園、湯里保育園、西六保育園、六反南保育園、玉出東保育園、北桃谷乳児保育園、香簔保育園、東喜連保育園、

北中本保育園、今福南保育所、今津保育所、新北島保育所
保育士, 調理師

H-80 株式会社 成学社

中崎町かいせい保育園、真田山かいせい保育園、聖和かいせい保育園、東成かいせい保育園、吉野かいせい保育園、東三国かいせい保育園、かいせいプチ保育園 東三国園、

かいせいプチ保育園 三国本町園、かいせいプチ保育園 鶴見園、かいせいプチ保育園 天満橋園、かいせいプチ保育園 上新庄園、かいせいプチ保育園 森小路園、かいせいプチ保育園 今福

園

保育士, 子育て支援員

H-81 社会福祉法人 なみはや福祉会

中津保育園、同心保育園、大東保育園、新家保育園、大阪市立吉野保育所、四貫島保育園、池島保育園、築港保育園、野里保育園、大阪市立姫里保育所、新東三国保育園、

塚本くすのき保育園、大阪市立西加島保育所、上新庄保育園、菅原保育園、大阪市立豊里第2保育所、中本保育園、大阪市立大成保育所、大阪市立茨田第2保育所、小路保育園、

巽保育園、林寺保育園、大手前保育園、三明保育園、安立保育園、大阪市立浜口保育所、遠里小野保育園、山之内保育園、矢田北保育園、加美⾧沢保育園、加美東保育園、

⾧吉六反保育園、大阪市立平野西保育所、大阪市立⾧吉第3保育所、大阪市立西喜連保育所、玉出西保育園

保育士, 栄養士, 調理師

H-82 大阪市 保育士, 子育て支援員, 事務等補助


