
【神奈川労働局職業安定部】
８月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年７月２８日）

名称 日時 概要

ミニ面接会 8月2日（火）

9時30分
～11時30分

【18歳以上】

【内容】
ハローワークで企業面接が受けられます。説明だ
け聞きたい、という方でも大丈夫です。
【場所】
ハローワーク川崎 １階多目的ルーム
（川崎市川崎区南町17ｰ2）
【規模】
参加企業 １社
株式会社 S-Four
（勤務先は、請負先となります。）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎044-244-8609 部門コード45♯
※ハローワーク川崎ＨＰをご覧ください。

ミニ面接会 8月3日（水）

9時30分
～11時30分

【職種により年齢
条件があります】

【普通自動車免許
（１年以上）必須】

【内容】
ハローワークで企業面接が受けられます。説明だ
け聞きたい、という方でも大丈夫です。
未経験者の方でも指導いたします。
【場所】
ハローワーク川崎 １階多目的ルーム
（川崎市川崎区南町17ｰ2）
【規模】
参加企業 １社
フラワー交通 株式会社
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎044-244-8609 部門コード45♯
※ハローワーク川崎ＨＰをご覧ください。

ミニ面接会 8月4日（木）

9時30分
～11時30分

【要保育業務経験】

【内容】
ハローワークで企業面接が受けられます。説明だ
け聞きたい、という方でも大丈夫です。
ブランクのある方もご安心ください。
【場所】
ハローワーク川崎 １階多目的ルーム
（川崎市川崎区南町17ｰ2）
【規模】
参加企業 １社
三色えのぐの保育園
（NPO法人ワーカーズ・コレクティブこそだてつるみ）

【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎044-244-8609 部門コード45♯
※ハローワーク川崎ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

警備業

面接会

面接会

面接会

保 育

運転手



【神奈川労働局職業安定部】
８月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年７月２８日）

名称 日時 概要

介護職のしごと
入門セミナー

8月5日（金）

14時00分
～15時30分

受付 13時45分

【内容】
介護業界のことを知りたい！という方のために、
経験豊かな施設長が介護業界の話をします。
興味のある方、話だけでも聞きにきてみてくださ
い。公演後に直接話すこともできます。
（協力事業所：社会福祉法人よつば会 生田広場）
【場所】
ハローワーク川崎北 溝ノ口庁舎 4階会議室
（川崎市高津区久本3-5-7）
【規模】
定員 ２０名（予約制／定員になり次第締切）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎北 人材確保対策コーナー
☎044－777－8609 部門コード47♯
※ハローワーク川崎北ＨＰをご覧ください。

警備のしごと
セミナー

8月9日（火）

10時30分
～11時30分

受付 10時10分～

【内容】
警備の仕事を知りたい方、ブランクのある方々へ
パワーポイントを使った仕事内容説明やDVD上映
を行って多彩な警備の仕事をご案内します。
【場所】
ハローワーク川崎 ６階大会議室
（川崎市川崎区南町17ｰ2）
【規模】
定員 ２５名（予約制／定員になり次第締切）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎044-244-8609 部門コード45♯
※ハローワーク川崎ＨＰをご覧ください。

生涯現役★就職
支援セミナー

8月9日（火）

10時10分
～12時00分

開場 10時00分

【60歳以上対象】

【内容】
60歳以上の方が就職活動する中で特にシニアの方
が注意する点や応募企業とのマッチングを重視し
た応募書類作成方法、面接対策についてお話しし
ます。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜３－２４－８）
【規模】
定員 １４名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 職業相談第２部門
☎045－474－1221 部門コード42♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局
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セミナー

福祉・介護
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就職氷河期
世代歓迎



【神奈川労働局職業安定部】
８月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年７月２８日）

名称 日時 概要

就職支援セミ
ナー

8月10日（水）

9時30分
～11時30分

【内容】
効果的な履歴書・職務経歴書の書き方や就職に繋
がる面接対策など就職ノウハウ獲得の機会となる
セミナーです。
【場所】
ハローワーク戸塚 会議室
（横浜市戸塚区戸塚3772番地）
【規模】
定員 12名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク戸塚 職業相談第１部門
☎045－864－8609 部門コード41♯
※ハローワーク戸塚ＨＰをご覧ください。

就職支援セミ
ナー
就活準備編

8月10日（水）

13時30分
～15時30分

受付13時15分～

【対象59歳以下】

【内容】
59歳以下の方を対象とした就活準備セミナーです。
就活の心構えや自己分析、目標設定、求人票の見
方などをご案内します。
【場所】
ハローワーク大和 ２階会議室
（大和市深見西３－３－２１）
【規模】
定員 １２名 ※先着順（受付～8月9日まで）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク大和 職業相談部門
☎０４６－２６０－８６０９ 部門コード41♯
※ ハローワーク大和HPをご覧ください。

ミドルエイジセ
ミナー

8月12日（金）

10時30分
～12時00分

開場 10時20分

【40・50歳代対象】

【内容】
求職活動にあたり自己分析、応募書類の作成、面
接対策など早期再就職を希望している40代・50
代を対象としてお話しします。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜３－２４－８）
【規模】
定員 １４名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 職業相談第２部門
☎045－474－1221 部門コード42♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

応募対策

セミナー

応募対策

セミナー

応募対策



【神奈川労働局職業安定部】
８月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年７月２８日）

名称 日時 概要

ハローワークセ
ミナー
「運輸業」編

8月15日（月）

10時30分
～11時30分

開場10時20分

【内容】
「運送の仕事とは？」、「私の免許証でどんな車
が運転できるの？」など、運輸業の仕事について
お話しします。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜３－２４－８）
【規模】
定員１４名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎045-474-1221 部門コード49♯
※参加申込みは、職業相談窓口のみで行います。
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

介護・看護のし
ごとを知るセミ
ナー ＆
就職相談・面接
会

8月19日（金）

・セミナ－
9時30分

～10時30分

・就職相談・面接会
10時40分

～12時00分

【内容】
事業所の方が講師となって「訪問介護」を中心に
介護の仕事についてお話しします。公演後は個別
就職相談・面接会に参加できます。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜３－２４－８）
【規模】
定員１４名（要事前予約）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎045－474－1221 部門コード49♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

ミニ面接会 8月23日（火）

9時30分
～11時30分

【予約制】

【内容】
ハローワークで企業面接が受けられます。書類選
考もなく会社担当者と直接話せるチャンスです。
【場所】
こだまファンタジアビル２階
（横浜市港北区新横浜３－２４－８）
【規模】
参加企業 2社
・ALSOK介護 株式会社
・社会福祉法人緑樹会 介護老人福祉施設 大樹の郷
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎045－474－1221 部門コード49♯
※ハローワーク港北ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

セミナー

福祉・介護
看護
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看護
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●お問い合わせ先 職業相談企画部門 ０４４－２４４－８６０９ 部門コード４５

＃ 

募集職種：①警備・交通誘導員(フルタイム) ②警備・交通誘導員(パート) 

求人番号：①14140-7736321②14140-7738921  

必要な経験：不 問 

年   齢：18 歳以上 

必要な免許／経験 ：不問  

 お気軽にご参加下さい！ 

【力仕事なし！６０～７０歳代の方が活躍中！】 

仕事内容・特徴  

 ◆シンプルな交通誘導のお仕事をお任せします 

  ・｢こちらをお通りください｣｢ご協力ありがとうございます｣など交通量が少ない現場でのお声かけとご案内 

 ◆とってもシンプルな作業なので年齢のハンデなくお仕事可能 

・定年後に入社した６０～７０歳代のスタッフも長く活躍中！ 

・外国籍の方も簡単な日本語が話せればＯＫ！ 

 ◆現場の都合で早上がりの場合でも日給を保証します 

 ◆給料は月２回払い 

 ◆｢Ｗワークとして｣｢年金の足しにしたい｣といった理由で入社したスタッフも。 

 

社員教育について   

 ◆警備業法による法定新任研修を受講していただきます(２０時間／２１，０００円支給) 

 ◆車の誘導方法など、交通誘導の基本からしっかりお教えします。 

 ◆現場に出てからも困ったときは、すぐに周りに確認できる環境です。 

 ◆わからないことはその都度、解決しながらステップアップしていきましょう！ 

 

皆様とお会いできる事を楽しみにしています。是非、ミニ面接会にお越しください！ 

もちろん、お話だけでも結構です。お仕事内容や業界のこと、詳しくお話しさせていただきます！ 

 

 

 

HPも 

ご覧下さい！ 
（QR コードをクリックで

表示します） 
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●お問い合わせ先 職業相談企画部門 ０４４－２４４－８６０９ 部門コード４５＃ 
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当社は横浜で約６０年の実績があり 

安定したタクシー会社です。 

タクシードライバーで楽しく仕事を！ 

 

１ヶ月１２回の勤務態勢で充実した余暇を過ごせます。 

未経験者の方へ 

普通一種免許（１年以上）お持ちであれば応募できます。 

親切、丁寧に、自立まで一緒に指導します。 

乗務開始から６ヶ月間、給与３２万円の保証があり、安心して

働けます。お気軽にご応募ください、お待ちしています。 

求 人 番 号：①14010-30981621②14010-30987221 

      ③14010-30995221 

募 集 職 種：①タクシー運転手（養成可） 正社員 

②タクシー運転手（昼のみ） パート 

      ③タクシー運転手（夜間勤務）パート 

年   齢：①１８～６０歳以下 ②不問 ③１８歳以上 

必要な経験：①②③不 問 

必要な免許：①②③普通自動車第一種免許（１年以上）必須 
 

 
お気軽にご参加下さい！ 



 

募 集 職 種：①保育士（フルタイム）②保育士（パート）  

求 人 番 号：①14040-11007221  ②14040-11008521 

必要な経験：①②保育業務経験（ブランクのある方もご安心下さい） 

年   齢：①②不問  

必要な免許・経験：①保育士 ②保育士あれば尚可。 

 お気軽にご参加下さい！ 

←企業ＨＰはこちらから 
(QRコードをｸﾘｯｸで 
表示します) 

 

●お問い合わせ先 職業相談企画部門 ０４４－２４４－８６０９  部門コード ４５＃ 

《小規模である強み》 

１人１人の子どもと向き合える 

（定員１９名、内０歳児は 

定員 3名） 

《欲しい人材》 

チームワークを大切に仕事ができる方 

《休みがとりやすく働きやすい職場です》 

有給消化率 100％ 
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特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブこそだてつるみ  

三色えのぐの保育園 

２０12年運営開始、定員最大 19名の少人数での環境で一人ひとりに寄り添った保育を行っています。 

また、アットホームな職場でスタッフ同士の仲も良く、お休みもとりやすいため働きやすい保育園です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】「一人ひとりの個性を大切に強く優しく生きるちからを育てる」を理念とし、保育士が自分の子どもを

預けたいと思える保育園を目指しています。０～２歳児専門の小規模保育で、子どもたちが基本的生活習慣を

身につけられるよう保育・保護者支援をしています。一時保育の他、ベビーマッサージ、身体測定、看護師相

談、給食試食なども行っております。 

 

【ＰＲポイント】 

・有給休暇の取得率は 100％ 事前に希望の休みを聞いて 

シフト作成するため計画的にお休みが取りやすい環境です。 

 

・生活クラブ生協の食材を利用したおいしく安全なランチを 

300円程度で提供いたします。 

 

・性別や年齢問わずご応募 

いただけます。ブランクの 

ある方もサポート体制があ 

りますので安心です。 

 

                   

 

 

                    

・事務作業は専用ソフト CoDMON（コドモン）を使用。スマホが使え 

る方なら問題なく必要な業務ができます。ワードやエクセルなどのパソ

コンスキルは不要です。 

・パートタイムのお仕事は保育士資格をお持ちでない方も応募できます。 

ハローワーク川崎 



皆様は「介護」という仕事にどんなイメージを持っていますか？
人によっては，大変というイメージを持っている方もいるのではと思います。
歳を重ねたり病気によって、自身の力が低下した為に生活障害を抱えてしまい、
自身の力のみでは自分らしく生き抜くことが難しくなった方々に対して、必要なサ
ポ－トするのが「介護」です。
高齢者の場合は、人生の最終章にたどり着いた方々の「生きることを支える」価
値のある仕事です。最近は、女性だけでなく男性や転職の就職者も増えていま
す。様々な職場があり、働き方もいろいろです。具体的にどんなことをするのか、
初心者の資格取得、労働条件等々について分かりやすくお話します。
共に力を発揮してみようかなと思われる方、興味がある方、話だけでも聞いてみ
ようかなと思う方、経験がある方、等々どなたでも是非おいでください。

～よつば会施設長より～

氷河期世代
歓迎

開
催
場
所

ハローワーク川崎北
溝ノ口庁舎 ４階会議室

申
込
方
法

予約制 先着20名
窓口でもお電話でも受け付けています。

当日はマスク着用をお願いします。発熱・せき等、風邪の症状がある場合には参加を見合わせて
ください。また、新型コロナウイルス感染防止等のため開催を中止することがあります。

問合せ先 ハローワーク川崎北 044-777-8609 (47#) 人材確保対策コーナー

介護業界のことを知りたい
ご経験豊かな施設長からお話しを聞けます

８/５ 金

開
催
日
時

令和
４年

開催時間
14：00～15：30
（受付13：45～）

協力事業所 社会福祉法人よつば会 生田広場

◎雇用保険の活動実績になります！

◎講演終了後、事業所の方と直接お話しいただくことも可能です。

介護のしごと入門セミナー



 

 

 

警備のしごと 

セミナ  

ニーズがどんどん増えている 

警備の業界で働いてみませんか？ 
 

警備のお仕事を知りたい方、 

希望職種を検討中の方、 

ブランクのある方、 

警備業への就業を検討中の方へ！ 

定員：25名 ※要予約（定員になり次第締切）  

場所：ハローワーク川崎 ６階大会議室 

内容：警備の多彩な仕事をご案内します 

①雇用情勢の説明 

②パワーポイントによる仕事の説明 

③DVD上映

 

令和４年 

８／９（火） 
１０：３０～１１：３０ 
（受付１０：１０～） 

警備のしごと 

セミナ  

  

お問合せ先：ハローワーク川崎  

職業相談企画部門 人材確保対策コーナー 

☎０４４－２４４－８６０９（部門コード４５♯） 

●お申込みは ハローワーク川崎 各相談窓口へ。 
※雇用保険受給中の方は、「求職活動実績」になります 

当日はマスク着用、手指の消毒、検温にご協力願います。 

新型コロナ感染状況によっては中止になる可能性があります。 



生涯現役支援コーナーでは、６０歳以上の方を対象に、職業
相談・職業紹介、応募書類の相談・面接対策、シニア対象
のセミナー・面接会等を行っています。

60歳以上の就職活動でも応募書類の作成
や面接対策は重要なポイントです。本セミ
ナーでは、特にシニアの方が注意する点も
含め、応募先の企業や公共団体等とのマッ
チングを重視した応募書類の作成方法や
面接対策についてお話しします。

【セミナー申込み方法について】
参加ご希望の方は、直接職業相談窓口でのお申込みとなります。

☎ ０４５－４７４－１２２１ ４２＃

定員：１４名
時間：１０：１０～１２：００ 【開場：１０：００】
場所：「こだまファンタジアビル２階」（裏面参照）

シルバー人材センターのご案内
当セミナーでは、横浜市シルバー人材センターの方から、当センターの
概要・仕事内容等のご案内があります。

８月９日（火）

お問い合わせ先： ハローワーク港北 職業相談第２部門

（早期再就職を希望している６０歳以上の方対象）



＜ 会 場 案 内 図 ＞

新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をお願いします。

正面玄関からは入場できません。

横の駐車場入り口を進み、奥に

ある階段をご利用ください。

・セミナーに参加するにはハローワークでの求職登録が必要です。

・申込み、セミナー参加時はハローワーク受付票をご用意ください。

・参加済のセミナーへの複数回の受講はご遠慮いただきますようお願いします。

・キャンセルの際は必ずご連絡をお願いします。

・新型コロナウイルス感染拡大状況によりセミナーは中止になる場合があります。



ハローワーク戸塚では、ハローワークで就職活動をしている求職者の方を対

象に就職活動に役立つ就職支援セミナーを開催しています。

就職ノウハウの獲得の機会として、皆様の積極的な参加をお待ちしています。

※このセミナーは、当所会議室にお越しいただき受講していただく

対面式セミナーです。

参加される方へお願い

◆当日は、開始１０分前までに当所会議室にお越し下さい。
＊マスク着用 ＊手指の消毒 ＊体調不良の時の参加はご遠慮ください。
コロナ感染拡大防止のため、ご協力よろしくお願いいたします。

問い合わせ先：ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎０４５－８６４－８６０９（４１♯）

日 時 ： 令和 ４ 年 8月 10日 （水）

９：３０～１１：３０

定 員 ： １２名

対象者 ： ハローワークで求職登録している方

申込み方法 ： ハローワーク戸塚職業相談第一部門まで

来所または電話にてお申し込みください。

（※既にハローワーク就職支援セミナー受講済みの方は、ご遠慮ください）

～セミナー内容～

◆効果的な履歴書・職務経歴書の書き方

◆就職に繋がる面接対策

《グループワーク・ロールプレイングはありません》



 雇用保険 求職活動実績対象講座                                         8月 
ハローワーク大和  

就職支援セミナー 
就活準備編  ～ Ｌｅｔ‘ｓ ｄｏ it！ ～ 

【内 容】  

●就職活動の進め方・心構え（ワーク形式あり）  ●自分を知る（自己分析）／目標設定 

●求人票の見方（希望条件と自分の価値観） など 
 

●対 象 者 ハローワークで、求職活動をしている方 

●日  時 8月 10日（水） １３：３０～１５：３０ （受付 13：15～） 約２時間程度 

●場  所  ハローワーク大和 ２階会議室  ●定員数 12名  ★59歳以下 

●持 ち 物 筆記用具  ハローワークの求人票１枚  

●募集期間 7月 7日（木）～8月 9日（火）先着順（定員数超過の場合、キャンセル待ち） 

●申込みは下記に必要事項を記入のうえ、ハローワーク大和受付 または 下記☎ にて、お申し込みください。  

 

【注 意】  

   ・セミナー実施中、進行を妨げ、他の参加者へ迷惑行為を行う方には、退場をお願いする場合があります。 

   ・講師が解説を交え講義進行を行うため、途中の入退室はご遠慮ください。 

   ・キャンセル・日程変更を行う場合は、必ずご連絡ください。 

   ・応募多数で、以前参加いただいた方は、お断りさせていただく場合があります。 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のために・・・参加される皆様へお願い～】 

・当日はマスク等着用の上、ご参加ください。（着用いただけない場合、ご参加いただけません。） 

・当日、発熱・風邪等の症状がある方は参加をお控えください。（受付時に検温させていただきます。） 

 

☎046-260-8609 部門コード 41＃ 職業相談部門 



内 容
○ 今の求職活動はどのように進める？（求職活動の概要）

○ 自分に合った仕事を見つけるには？（自己分析と職業理解）

○ 書類選考を突破するには？（応募書類作成）

○ 就職を勝ち取る面接の受け方は？（面接対策）

先が見えない不安への対策と10年後、 20年後のなりたい自分をどのよう

に見いだすかを、お話しします。

【セミナー申し込み方法について】
申込みは職業相談窓口での事前受付となります。

問い合わせ先☎ ０４５－４７４－１２２1 42＃

（早期再就職を希望している４０代・５０代の方が対象）

日付：8月12日（金）

定員：１４名

時間：10：30～12：00 【開場：10：20～】

場所：「こだまファンタジアビル２階」

（裏面参照）

お問い合わせ先 ： ハローワーク港北 職業相談第２部門 ☎045-474-1221 42#

※セミナー受講後希望する方は 、講師による担当者制個別支援

を受けられます。セミナーの不明点・書類の添削・面接対策など

何でもご相談ください。



・セミナーに参加するにはハローワークでの求職登録が必要です。

・申込み、セミナー参加時はハローワーク受付票をご用意ください。

・参加済のセミナーへの複数回の受講はご遠慮いただきますようお願いします。

・キャンセルの際はご連絡をお願いします。

・新型コロナウイルス感染拡大状況によりセミナーは中止になる場合があります。

＜ 会 場 案 内 図 ＞

正面玄関からは入場できません。
横の駐車場入り口を進み、奥にあ
る階段をご利用ください。

新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をお願いします。



会 場：こだまファンタジアビル2階

開催時間：10時30分～11時30分
（開場：10時20分～）

●参加対象者 ： ハローワークに求職登録があり、
運輸業の仕事に興味のある方。

●参加受付人数 ： 14名

●当日のお持物 ： 「ハローワーク受付票」または「受給資格者証」、
筆記用具

※参加申込は職業相談窓口のみで行います。窓口で「セミナー参加
希望」の旨をお申し出ください。

※セミナー受講後、ご希望の方は、講師による担当者制個別支援を受ける
ことが出来ます。セミナーの不明点・応募書類作成・面接対応等何でも
ご相談ください。

★ お問い合わせ先 ★ ハローワーク港北 人材確保対策コーナー
☎045-474-1221 部門コード49＃ 平日 8:30～17:15

『 運 輸 業 』編

★ 未経験の仕事理解 ★

★参加に関するお願い★
新型コロナウィルス感染防止のため、セミナーに参加される場合は、マスクの着用・手指の消毒等の
ご協力をお願いいたします。また、体調の悪い方は参加をお控えいただきますようお願いいたします。

今後の新型コロナウィルス感染拡大状況によりセミナーは中止になる場合もあります。
中止の場合は事前にホームページ等で告知いたします。

令和4年8月15日（月）

運送の仕事とは？ 私の免許証でどんな車が運転できるの？
運輸業の仕事に興味がある方、是非ご参加ください。
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介護・看護のしごとを
知るセミナー（訪問介護編）
＆ 就職相談・面接会

問い合わせ・申し込み先 横浜市港北区新横浜３－２４－６

ハローワーク港北 人材確保対策コーナー

☎ 045-474-1221（部門コード49＃）
受付時間 平日 ９：００-１６：３０

セミナー内容は「訪問介護」を中心に介護のしごと
についてのお話です。事業所の方が講師となります。
※個別相談・面接のみの参加も可能です！
※セミナーのみの参加はできません

セントケア神奈川
株式会社

令和４年８月１９日（金）
セミナー：９時30分～10時30分
就職相談・面接会：10時40分～12時

参加受付人数：１４名（要事前予約）
会場：こだまファンタジアビル2階



職種 雇用形態 年齢 資格・経験 求人番号

介護
デイサービス

正社員 64歳以下 普通自動車免許必須
14150-

12294721

介護
デイサービス

パート 不問 普通自動車免許必須
14150-

12295821

サービス提供
責任者

正社員 64歳以下
ヘルパー1級以上

普通自動車免許必須
14150-

12296221

訪問介護
ヘルパー

パート 不問 ヘルパー2級以上
14150-

12297521

正看護師
准看護師

パート 不問 正看護師/准看護師
14150-

12298421

送迎
ドライバー

パート 不問 普通自動車免許必須
14150-

12299321

＜ 会 場 案 内 図 ＞

新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をお願いします。

求人の詳細はこちらのリンク先から確認できます→→



令和４年８月２３日（火）
9時30分～11時30分（予約制）
会場：こだまファンタジアビル2階

厚生労働省・神奈川労働局・ハローワーク港北

問い合わせ・申し込み先 港北区新横浜３－２４－６

ハローワーク港北 人材確保対策コーナー

☎ 045-474-1221（部門コード49＃）
受付時間 平日 9：00 - 16：30

ミ ニ 面 接 会



ご予約頂いた方は当日「人材確保対策コーナー」に
お越しください。コーナー担当者が会場へご案内します。

職種 年齢 必要な資格 求人番号

介護／北新横浜
（正社員）

18～64歳以下 ヘルパー2級以上
14150-

10928821

介護／北新横浜
（パート）

18歳以上 不問
14150-
9496521

介護／横浜三保
（パート）

18歳以上 初任者あれば尚可

介護／横浜小机
（パート）

18歳以上 初任者あれば尚可

介護／横浜荏田東
（パート）

18歳以上 初任者あれば尚可

介護／横浜市が尾
（パート）

18歳以上 初任者あれば尚可

<
会

場

地

図

>

新型コロナウイルス
感染防止のご協力を

お願いします。

介護付有料老人ホームすこや家・北新横浜 ： 港北区北新横浜２－3－1 ４階

グループホームみんなの家・横浜三保 ： 緑区三保町２２６－３

グループホームみんなの家・横浜小机 ： 港北区小机２１７０

グループホームみんなの家・横浜荏田東 ： 都筑区荏田東４－１４－１２

グループホームみんなの家・横浜市ヶ尾 ： 青葉区鉄町１２２４

事業所の方と直接
お話できるチャンス
です。ご相談のみで
も参加可能です！

求

人

番

号

調

整

中



令和４年８月２３日（火）
9時30分～11時30分（予約制）
会場：こだまファンタジアビル2階

厚生労働省・神奈川労働局・ハローワーク港北

問い合わせ・申し込み先 港北区新横浜３－２４－６

ハローワーク港北 人材確保対策コーナー

☎ 045-474-1221（部門コード49＃）
受付時間 平日 9：00 - 16：30

ミ ニ 面 接 会



ご予約頂いた方は当日「人材確保対策コーナー」に
お越しください。コーナー担当者が会場へご案内します。

職種 雇用形態 年齢 必要な資格 求人番号

看護師 正社員 59歳以下
看護師／
准看護師

14150-
11828621

看護師 パート 不問 看護師

准看護師 パート 不問 准看護師

介護職 正社員 18～59歳 不問

介護職 パート 不問
介護系資格
あれば尚可

介護職
時間指定

パート 不問
介護系資格
あれば尚可

<
会

場

地

図

>

新型コロナウイルス
感染防止のご協力を

お願いします。

事業所の方と直接話
ができるチャンスで
す。ご相談のみでも
参加可能です。

求人の詳細はこちらのリンク先から確認できます→→

就業場所：青葉区恩田町2282（長津田駅より送迎あり）

求

人
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号

調

整

中
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