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logo 1. TOPページ

1. ヘッダーの追従 

 
必要に応じてすぐにユーザーが他

ページへアクセスできるよう、常に

画⾯内にヘッダーが追従する実装を

⾏います。

トップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項 ENTRY
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logo

�問�合��

求人�応募���方���� ��他��問�合������

流山中央福祉会����

発達�学��連続性�踏���保育

保育園���乳幼児期�育�����以降�生活�学����
�����大切�時期�����保育�中�育�想像力�思考力�
主体性�大切������発達�学��連続性�踏���保育�
行��������

��������

���������
社員������

�������
募集要項

流山中央福祉会�保育園一覧

南流山 
聖華保育園

西新井 
聖華保育園

塩浜 
保育園

�����森�
聖華保育園

北綾瀬 
聖華保育園

小名木川 
保育園

田端 
聖華保育園

��気�元��園�大好�������
上野�小夜子／入社��年目�
新卒�入社����年目������家庭��子育�
奮闘中�仲間�支����現在�園長����子�…

����������

産休制度�利用�自分�子育���
大瀧�奈緒／入社��年目�
大好��保育士��仕事�聖華�続��事��年�
��間�結婚���産休育休制度�利用��二人…

���������

挑戦�応援�����仲間�����
松野�結衣／入社��年目�
聖華�����職場��色��事�挑戦�����
��園���時��失敗��事������…

��������

保育園���乳幼児期�育�����以降�生活
�学��繋�����大切�時期�����保育�
中�育�想像力�思考力�主体性�大切����
��発達�学�連続性�踏���保育�行���
�����

�������
代表者�����

���������

2.各保育の紹介と保育園サイトへ
の導線をこちらに設置します。

���������



logo 2.わたしたちについてENTRY

�流山中央福祉会����

3.会社の基本情報セクションです。 
項⽬について、過不⾜ないかご確認

をお願いします。

2.保育⽅針についての紹介セク

ションです。 
リスト表⽰で簡潔にまとめる想定

です。⼀旦ダミーテキストを挿⼊

しています。

流山中央福祉会��紹介

1.流⼭中央福祉会の紹介セクショ

ンです。 
概要の紹介とともに、働き⽅への

安⼼感が増すような情報を盛り込

んでいます。

求職者から⾒て優先度の⾼い順に

情報を並べています。 

トップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項

社会福祉法人流山中央福祉会��東京�千葉�保育園����園�運営���
�聖華������一員������園�通��子���育成�行�������

特色豊�����園�運営

情報公開

社会福祉法人概要

社名 流⼭中央福祉会

設⽴ 0000年0⽉0⽇

代表 代表者様の名前が⼊ります

資本⾦ 99999円

所在地 〒270-0115  千葉県流⼭市江⼾川台⻄1-59

電話番号 00-00-0000(代表)

保育園事業内容

社会福祉法⼈ 聖華 情報公開資料（PDFファイル334KB） 

社会福祉法⼈ 流⼭中央福祉会 情報公開資料（PDFファイル575KB） 

社会福祉法⼈ 流⼭中央福祉会 ⾏動計画（PDFファイル105KB） 

社会福祉法⼈ 樹 情報公開資料（PDFファイル815KB）

流山中央福祉会�保育方針

流山中央福祉会����聖華�����情報公開�努������

���創造性豊��保育�
�同�目線��共感��大切��子���想像力�助長�����
�

�������保育�
声��������大切��優�������保育�心������
�

���寄�添�型保育�
子���集団���見�������一人����思��汲�取��
行動�����
�

���心�体�健���保育�
子���活発�遊��交流�������過�����努����

������保育方針�����紹介�����
�豊��人間性�持��子���育成��基盤���発達�学��連続性�

����保育�行������

聖華��������

子���健全�心身�発達�図����柱��

�豊��情操���丈夫�体���広�社会性��

�確��基礎能力��基本方針����保育園�

����園�運営�行�������

流山聖華保育園 西新井聖華保育園 塩浜保育園 �����森聖華保育園

くるみんマーク認定法⼈

�子育�����企業�����厚生労働大臣��認定�受��証������������
流山中央福祉会���������認定�受������
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�問�合��

求人�応募���方���� ��他��問�合������

�������運動会�������向�������
積極的�開催�������
園�働�方��交流��������������機会
�提供������取�組��行��������

充実��社員向�制度

4.聖華グループについての紹介セク

ションです。 
提供いただいているパンフレット内

１ページ⽬をイメージしていただけ

ればと思います。
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logo 3.メッセージENTRY

聖華�一緒�働������

理事長��������

当法人�保育目標��豊��情操��丈夫�体��広�社会性��確�

�基礎能力����季節�合���行事�����取�入�����

子��達����������笑顔���保育園運営�目指���

����健康�明��子�意欲���子�思������子�育���

世紀�担�子�����夢�希望�与�����������当法人�

切��願�����

代表者�����

1.代表者様の写真とメッセージを

掲載します 

⼀番伝えたいメッセージ＋タイト

ル＋本⽂で構成することで、メッ

セージ性を強め、ユーザーに伝わ

りやすいコンテンツになります。

2.メッセージの内容に関連するイ

メージを掲載 
メッセージの内容を裏付けるよう

な写真を掲載することで、より

メッセージ性が強まります。

トップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項
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�問�合��

求人�応募���方���� ��他��問�合������
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���������

保育士

トップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項

社員������

栄養士 看護師 調理師園長

上野�小夜子

��気�元��園�大好�
�����

松野�結衣

挑戦�応援�����仲間
����

齊藤�佳代子

子供�成長�間近�見��
���

上野�小夜子

��気�元��園�大好�
�����

松野�結衣

挑戦�応援�����仲間
����

齊藤�佳代子

子供�成長�間近�見��
���

上野�小夜子

��気�元��園�大好�
�����

松野�結衣

挑戦�応援�����仲間
����

齊藤�佳代子

子供�成長�間近�見��
���

上野�小夜子

��気�元��園�大好�
�����

松野�結衣

挑戦�応援�����仲間
����

齊藤�佳代子

子供�成長�間近�見��
���

� �� ��

1.各種コンテンツ 

社員様のインタビュー内容を掲載し

ます。 

管理画⾯から各種情報を⼊⼒し、更

新しやすくできるようにする想定で

す。 

 
仕様・レイアウトの参考ページ） 

https://recruit-simplex.jp/people
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�問�合��

求人�応募���方���� ��他��問�合������



8.エントリー(3/3)

送信完了

ご応募ありがとうございます

内容を確認次第、追って担当者よりご連絡させていただきます。

トップページへ戻る

�����
�����

logo ENTRYトップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項

Copyright © 聖華グループ

プライバシーポリシー

トップ メッセージ聖華保育園について インタビュー 募集要項

Copyright © 聖華グループ



8. 404エラー
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申し訳ございませんが、 

お探しのページは⾒つかりませんでした。

お客さまのお探しのページは削除されたか、もしくは移動された可能性があります。

logo ENTRYトップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項

トップページへ戻る
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��気�元��園�大好������

トップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項

上野�小夜子

�������

保育士�●職種

�○○年入社●入社��年

�○○保育園●所属保育園

●趣味 海外旅行

入社理由�教������

仕事������何����

休日�過��方�教������

説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説
明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明
�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�
����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���

説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説
明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明
�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�
����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入����
�
説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説
明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���

説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説
明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明
�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�
����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���説明�����入���

上野�小夜子

��気�元��園�大好�
�����

松野�結衣

挑戦�応援�����仲間
����

齊藤�佳代子

子供�成長�間近�見��
���

上野�小夜子

��気�元��園�大好�
�����

社員�������一覧�戻�

1.各種コンテンツ 

社員様のインタビュー内容を掲載し

ます。 

管理画⾯から各種情報を⼊⼒し、更

新しやすくできるようにする想定で

す。 

 
仕様・レイアウトの参考ページ） 

https://recruit-simplex.jp/people
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logo 6.募集要項⼀覧ENTRYトップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項

保育士 栄養士 看護師 調理員 用務員

�������

募集要項一覧

1.各種コンテンツ 

職種ごとにタブが分かれていて、タ

ブページの詳細は、各園ごとに募集

要項への導線を設置します。 

 
仕様・レイアウトの参考ページ） 

https://www.tracom.co.jp/recruit/
career/

保育士

保育士�非常勤����

募集中�拠点

��� 臨時職員

�����森聖華保育園

北綾瀬聖華保育園

西新井聖華保育園 南流山聖華保育園 塩浜保育園田端聖華保育園

朝夕�����短時間勤務／空����時間�有効活用���方�
�週�日〜週�日���
�����〜������内�時間〜�時間程度�
※時間相談可能���時間外�������

保育士�正規�

募集中�拠点

�����森聖華保育園 田端聖華保育園

正規職員

保育業務全般��歳児〜�歳児�����������
�����担任�
��書類作成�連絡帳�各保育計画����
��各分担業務�行事別係����
��研修参加

主任保育士

募集中�拠点

正規職員

小名木川保育園

保育園��主任保育士�業務全般��任�������
�園長補佐�
�保育指導�
�研修�職員会議�準備�
�職員体制�配置確認�
�保育補助�
�行事準備�進捗状況確認�求職者�見学対応�
※新卒不可�
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南流山聖華保育園

募集要項

募集職種

所在地

①保育士�正�規��②保育士�臨�時��③保育士������④用務員�������

⑤栄養士�正�規��⑥調理員�����

南流山聖華保育園�〒���������流山市南流山�������

�本園最寄駅���武蔵野線����������南流山駅��徒歩�分�

�

分園�聖華������保育園�〒��������流山市南流山��������

�分園最寄駅���武蔵野線����������南流山駅��徒歩�分

電話番号 �������������担当�紺野�

就業時間 ①保育士�正�規������〜������間����制�週�日��時間勤務�

②保育士�臨�時������〜������間����制�週�日��〜�時間勤務※応相談�

③保育士����������〜������間�週�〜�日��〜�時間�※応相談�

④用務員����������〜��������週�〜�日��時間程度�

⑤栄養士�正�規������〜������間����制�週�日��時間勤務�

⑥調理員����������〜������間�週�〜�日��〜�時

給与
①保育士�正規�月給�������円〜�������円�

�業務�職務�地域�処遇改善等加算�流山市特例加算�通勤�経験給�住宅���他手当込��

�

�流山市���最大��万円���祝�金����条件有��

�

※業務手当�����円�

※職務手当������円�

※流山市地域手当�����円�

※処遇改善等加算手当�����円�

※県�������手当������円�

※流山市特例保育士改善手当������円�

※通勤手当�上限������円�

※長期勤続手当�����円〜�����円�諸条件����

※住宅手当�上限������円�諸条件有��

※経験給�上限������円��

�

②保育士�臨時�月給�������円〜�������円�

�業務�担任�地域�朝遅手当込��通勤手当��

�

�流山市��祝�金����条件有��

�

※業務手当�����円�

※職務手当������円〜������円�

※通勤手当�上限������円�

※住宅手当�上限������円�諸条件有��

�

③保育士�����時給�����円〜�����円�

※担任手当���円�

※長期勤続手当���円�条件����

※上記�別途�業務手当���円�日�業務内容�����

�

�流山市��祝�金����条件有��

�

�

�

④用務員�����時給���円�

※上記�別途�業務手当���円�日�業務内容�����

�

⑤栄養士�正規�月給�������円〜�������円�

�業務�職務�処遇改善等加算�通勤�経験給�住宅���他手当込��

※業務手当�����円�

※職務手当������円〜������円�

※処遇改善等加算手当�����円�

※通勤手当�上限������円�

※住宅手当�上限������円�諸条件有��

※経験給�上限������円��

�

⑥調理員�����時給���円�

※調理師手当��円�有資格者���

※栄養士手当��円�有資格者�

�賞与�①保育士�正規����年�回�

����②保育士�臨時����年�回�

����④栄養士�正規����年�回�

�昇給�①保育士�正規����年�回�

����④栄養士�正規����年�回

給与

日曜�祝日�年末年始�

①保育士�正規��

���������週休�日制�

���有給休暇初年度��日支給�

②保育士�臨時��

���������週休�日制�

���有給休暇初年度��日支給�

③保育士������

���勤務日数���有給有�

④用務員������

���勤務日数���有給有�

⑤栄養士�正規��

���������週休�日制�

���有給休暇初年度��日支給�

⑥調理員������

���勤務日数���有給有

休日�休暇

①保育士�正規��

��雇用�労災�健康�厚生年金�退職金共済組合加入�

②保育士�臨時��

��雇用�労災�健康�厚生年金�退職金共済組合加入�

③保育士������

��勤務時間����加入保険�異�����

④用務員������

��勤務時間����加入保険�異�����

⑤栄養士�正規��

��雇用�労災�健康�厚生年金�退職金共済組合加入�

⑥調理員������

��勤務時間����加入保険�異����

加入保険等

①②③④⑤⑥�通勤手当�実費支給�最大������円�月��

①④�住宅手当�最大������円���諸条件有����

��������住宅借上�制度��

手当等

①保育士�正�規�保育士資格�

②保育士�臨�時�保育士資格�

③保育士�����保育士資格�

④用務員�����特����

⑤栄養士�正�規�栄養士資格����管理栄養士資格�

⑥調理員�����普通自動車免許必須�

���������調理師免許�栄養士免許保持者優遇

必要�免許資格

有給�����利用���環境�������方��長�働�������環境�自慢�

���

����昼休�������������先生��招��������行�������

是非���問�合����������

�

見学�面接�随時行���������気軽��問�合��������

�待�致�������

��他�備考

エントリーフォームへ

��求人�応募��

1.各種コンテンツ 

各園ごとの募集要項です。 

さらに職種ごとに募集要項を作るこ

とも可能です。 

 
また、全て読み終えなくともユー

ザーが納得した時点で応募できるよ

う、最下部にあるエントリーフォー

ムへの導線は画⾯に追従する仕様を

想定しています。 

 
仕様・レイアウトの参考ページ） 

https://www.tracom.co.jp/recruit/
career/
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プロフィール情報の⼊⼒

お名前*

フリガナ

電話番号*

メールアドレス*

例）⼭⽥ 太郎

例）example@example.com

例）123-4567-8910

住所

logo ENTRYトップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項
8. エントリー(1/3)

�����
�����

* 必須⼊⼒項⽬です

1
プロフィール 
情報の⼊⼒

3

⼊⼒内容の確認

2

送信完了

内容を確認して次へ

個⼈情報の取り扱いについて同意する

個⼈情報の取り扱いについて

「個⼈情報の取扱いについて」をご確認いただき、同意いただける場合は、 

「個⼈情報の取扱いについて同意する」にチェックを⼊れてください。

プライバシーポリシーの内容が⼊りますプライバシーポリシーの内容が⼊りますプライバシーポリシーの内容が⼊りますプライバシーポリシーの内容が⼊りますプ

ライバシーポリシーの内容が⼊りますプライバシーポリシーの内容が⼊りますプライバシーポリシーの内容が⼊りますプライバシーポリシーの内容が⼊ります
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ご質問等

1.各種コンテンツ 
⼊⼒・確認・完了と続くフォームを

イメージしております。 

⼊⼒項⽬・必須／任意に関してはご

要望に合わせてアレンジ可能です。

応募先 南流⼭聖華保育園

お問い合わせ内容* 採⽤に関して

2.お問い合わせ内容 
ユーザーにお問い合わせ内容を選ん

でもらいます。 

 
【選択項⽬】 

・⼊園に関して 

・採⽤に関して 

・その他 

 
「RECRUITページ」から遷移して

きた場合、はじめから「採⽤に関し

て」が選択された状態になります。

3.応募先 
お問い合わせ内容が「採⽤に関し

て」だった場合に出現し、’選択でき

るようになります。 

 
「RECRUITページ」から遷移して

きた場合、はじめから「採⽤に関し

て」および該当の園が選択された状

態になります。 

 
選択項⽬には各園および「とくにな

し」を設けます。



8.エントリー(2/3)

送信する戻る

⼊⼒内容の確認

⼊⼒内容をご確認の上、お間違いないようでしたら、 

送信ボタンを押してください。

話を聞いてみる

お名前* ⼭⽥ 太郎

フリガナ ヤマダ タロウ

電話番号* 123-4567-8910

メールアドレス* example@example.com

住所 123-4567

ご質問等 平⽇19時以降の⾯談を希望しています

�����
�����

logo ENTRYトップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項
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送信完了⼊⼒内容の確認プロフィール 
情報の⼊⼒



7. プライバシーポリシー

������
����������

1. 基本⽅針

2. 情報の利⽤⽬的

3. 情報の種類

4.（個⼈情報の開⽰・訂正・削除・追加・利⽤停⽌・消去等について

5. 情報の管理

6. 資料請求時の個⼈情報取扱について

当グループは、個⼈情報の重要性を認識しその適正な保護のために、プライバシーの保護、⼈権への配慮、知的所有権（著作権や肖像権など）の順守の３点に⼗分配

慮して作成いたします。

◎当グループが運営する保育園、こども園の教育理念や特⾊、実践内容をひろく⼀般に理解いただくことを⽬的とします。 

◎お問い合わせなどに対する回答や確認のご連絡を⽬的とします。

名前・⽣年⽉⽇・住所・写真、およびお問い合わせの際にご⼊⼒いただくメールアドレス

当グループは、個⼈情報により特定されるご本⼈が、⾃⼰の個⼈情報について、開⽰･訂正･削除･追加･利⽤停⽌･消去等を求める権利を有していることを確認し、ご本

⼈からこれらの要求ある場合には、関係法令に従い合理的な範囲において速やかに対応いたします。

当グループは個⼈情報を、法令で定める⼀定の場合以外に本⼈の同意なくして第三者に提供することはありません。

資料請求にあたってお知らせいただく住所、⽒名、その他個⼈情報は、ご請求資料の発送および当グループから活動に関するお知らせを⾏う以外には使⽤いたしませ

ん。 

プライバシーポリシー

聖華グループが運営する保育園、こども園(以下当グループとします)は、当グループはみなさまが安⼼して当サ

イトをご利⽤いただけるよう、個⼈情報の取扱いに細⼼の注意を払っております。 本サイトにおける個⼈情報

の取扱いについての考え⽅を以下に記載いたします。

logo ENTRYトップ メッセージ私たちについて インタビュー 募集要項
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