
【神奈川労働局職業安定部】
９月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年８月２９日）

名称 日時 概要

【介護・看護】
オンライン見学
＆面接会

9月２日（金）

10時00分
～12時00分

【内容】
オンライン会議システムZoomを使って求人福祉
施設の見学会と面接会を行います。
【参加条件】
・Zoomが使用できる環境を準備できる方
・オンライン面接会利用規約に同意できる方 等
【規模】
参加企業 １社 定員10名
医療法人社団 大樹会

介護老人保健施設 ふれあいの桜
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク藤沢 人材確保対策コーナー
☎0466－23－8609 部門コード41#
※ハローワーク藤沢HPをご覧ください。

みなみ就職塾
〈書類対策〉
〈面接対策〉

〈書類対策〉
９月２日（金）

14時00分
～15時15分

〈面接対策〉
９月１６日（金）

14時00分
～15時15分

【内容】
就職活動に必要な履歴書・職務経歴書の書き方の
基本、面接で聞かれる質問等をキャリアコンサル
タントが説明します。
【場所】
ハローワーク横浜南 ２階会議室
（横浜市金沢区寺前１－９－６）
【規模】
定員 １２名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜南

職業相談部門、専門援助部門
☎０４５－７８８－８６０９ 部門コード41＃
※ ハローワーク横浜南HPをご覧ください。

60歳以上
シニア就職面接
会

9月2日（金）

9時30分
～12時00分

【対象60歳以上】

【内容】
ハローワークの会議室で求人企業の面接が受けら
れます。また、横浜市シルバー人材センター相談
コーナー（予約制）を併設しますので興味のある
方はご参加ください。
【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 3社 定員 各企業5名まで
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク港北 生涯現役支援窓口
☎０４５－４７４－１２２１（４2＃）
※ ハローワーク港北HPをご覧ください。

神奈川労働局

介護・看護

見学・面接会

応募対策

セミナー

面接会

オンライン



【神奈川労働局職業安定部】
９月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年８月２９日）

名称 日時 概要

【介護・看護】
オンライン見学
＆面接会

9月5日（月）

13時30分
～15時30分

【内容】
オンライン会議システムZoomを使って求人福祉
施設の見学会と面接会を行います。
【参加条件】
・Zoomが使用できる環境を準備できる方
・オンライン面接会利用規約に同意できる方 等
【規模】
参加企業 １社 定員10名
セントケア神奈川株式会社

セントケア看護小規模鵠沼
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク藤沢 人材確保対策コーナー
☎0466－23－8609 部門コード41#
※ハローワーク藤沢HPをご覧ください。

生涯現役★就職
支援セミナー

9月7日（水）

10時10分
～12時00分

【対象60歳以上】

【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 12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。

就職支援セミ
ナー
就活準備編

9月7日（水）

13時30分
～15時30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～9月6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。

神奈川労働局

オンライン介護・看護

見学・面接会

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】
９月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年８月２９日）

名称 日時 概要

福祉施設
見学＆面接会

9月8日（木）
13時30分

～15時30分

【内容】
介護職の経験が無い方や勤務する現場を見ておき
たい方等、実際の施設見学ができます。
その後希望者にはその場で面接も行えます。
【場所】
株式会社 らいふ
（厚木市愛甲３－６－７）
【交通】
小田急線 愛甲石田駅下車 徒歩12分

【申込み先・問合せ先】
ハローワーク厚木 職業相談第一部門
☎046－296－8609 部門コード41#
※詳細はハローワーク厚木HPをご覧ください。

解体工事業
事業所説明会
＆面接会

9月13日（火）

説明会
13時00分～

面接会
13時35分～

【内容】
解体工事の現場で働いてみませんか！
解体工事業のこと、説明します！
求人企業と直接面接できます！
【場所】
ハローワーク横浜
（横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル2階）
【規模】
参加企業 1社 株式会社 浦山工務店
定員 10名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜 人材確保対策コーナー
☎045-663-8609 部門コード45♯
※ハローワーク横浜HPをご覧ください。

いろいろな
介護のしごと
面接＆相談会

9月15日（木）

13時30分
～16時00分

【内容】
訪問介護、デイサービス、グループホーム
3つの施設がハローワーク横浜に集合します！
自分にあった働き方を見つけてください。
【場所】
ハローワーク横浜
（横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル3階）
【規模】
参加企業３社 ニチイ・ふるさと・ALSOK
定員 各施設5名
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜 人材確保対策コーナー
☎045-663-8609 部門コード45♯
※ハローワーク横浜HPをご覧ください。

神奈川労働局

福祉・介護

見学・面接会

建設業

説明・面接会

福祉・介護

面接・相談会



【神奈川労働局職業安定部】
９月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年８月２９日）

名称 日時 概要

デモンストレー
ション

＆
企業説明会

9月15日（木）

説明 ＆ デモンスト
レーション

9時30分
～10時30分

個別相談・面接
10時30分

～11時30分
（希望者のみ）

【対象44歳以下】

【内容】
実物の機材を使用して入浴介助のデモンストレー
ションを行います。目の前で入浴介助を見てみま
せんか。希望者は企業と直接、個別相談・面接も
行えます。
【場所】
ハローワーク横須賀
（横須賀市平成町2－14－19 ３階）
【規模】
参加企業 1社 アサヒサンクリーン株式会社
※予約不要
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横須賀 職業相談部門
☎046-824-8609 部門コード41♯
※ハローワーク横須賀HPをご覧ください。

横須賀合同企業
就職面接・説明
会

9月15日（木）

13時00分
～16時00分

【事前申込不要】
【入退場自由】

【内容】
横須賀市内の企業や横須賀市内に就業場所がある
企業約20社を集めた合同就職面接・説明会です。
【場所】
横須賀商工会議所
（横須賀市平成町2－14－4）
【規模】
参加企業 約20社
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横須賀 職業相談部門
☎046-824-8609 部門コード41♯・43♯
※ハローワーク横須賀HPをご覧ください。

ミドルエイジセ
ミナー

9月16日（金）

10時30分
～12時00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

福祉・介護

見学会

面接会

面接会

説明会

セミナー

応募対策



【神奈川労働局職業安定部】
９月の職業安定部・ハローワークの取組⑤

（令和４年８月２９日）

名称 日時 概要

介護の仕事
説明会・相談会

9月16日（金）

13時30分
～16時00分

【内容】
《第１部 説明会》
介護の仕事・資格の説明や介護の現場からの声な
どをお送りします。（ハローワーク川崎会場は、
Zoomによるビデオ視聴となります。）
《第２部 相談会》
６施設が参加する個別相談・面接。
【場所】
①ハローワーク川崎会場 ６階大会議室
（川崎市川崎区南町17-2）
②エポックなかはら会場 ６階研修室
（川崎市中原区上小田中6-22-5）
【規模】
参加企業 ６社
定員 各会場２５名
【申込み先・問合せ先】
上記会場①は、A へ、②は、B へ
A ハローワーク川崎 人材確保対策コーナー
☎044-244-8609 部門コード45♯
B 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・川崎北HPをご覧ください。

「看護師の
働き方」

～セミナー
＆ 相談会～

9月20日（火）

セミナー
13時30分

～14時55分

相談会
15時00分

～16時20分

【内容】
セミナーでは、神奈川ナースセンターの方が講師
となり、いま求められている働き方についてお話
しします。また、実際の病院の採用担当者が、求
められる人物像を説明します。セミナー後は求人
企業と直接話せる相談会を行います。
【場所】
ハローワーク戸塚 別棟会議室
（横浜市戸塚区戸塚町3722）
【規模】
参加企業 2社
セミナー定員 20名
※面談・相談会は当日参加も可です。
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎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。

神奈川労働局

福祉・介護

説明会

相談会

看護職

セミナー

相談会



【神奈川労働局職業安定部】
９月の職業安定部・ハローワークの取組⑥

（令和４年８月２９日）

名称 日時 概要

県央
障害者就職面接
会

9月16日（金）

13時00分
～16時15分

【内容】
障害者を対象とした各ハローワーク合同の就職面
接会です。
29社の企業が参加予定です。
コロナ禍のため、完全予約制となりますので、参
加希望の方は事前申込みをお願いします。
【場所】
相模原ギオンアリーナ
（相模原市南区麻溝台2284－1）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク相模原 042-776-8609 43#
ハローワーク厚木 046-296-8609 45#
ハローワーク大和 046-260-8609 42#
ハローワーク町田 042-732-7316

2022
かわさき
障害者合同面接
会

10月6日（木）
13時00分

～16時00分

応募予約受付期間
9月12日（月）

～9月27日（火）

【内容】
障害者を対象とした各ハローワーク合同の面接会
です。
40社の企業が参加予定です。
コロナ禍のため、完全予約制となりますので、参
加希望の方は事前申込みをお願いします。
【場所】
カルッツかわさき
（川崎市川崎区富士見1－1－4）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク川崎 044-244-8609 44#
ハローワーク川崎北 044-777-8609 44#

2022
よこはま
障害者就職面接
会

10月25日（火）
12時00分

～16時00分

応募予約受付期間
9月26日（月）
～10月14日（金）

【内容】
障害者を対象とした各ハローワーク合同の面接会
です。
60社の企業が参加予定です。
コロナ禍のため、完全予約制となりますので、参
加希望の方は事前申込みをお願いします。
【場所】
横浜武道館
（横浜市中区翁町2－9－10）
【申込み先・問合せ先】
ハローワーク横浜 045-663-8609 46#
ハローワーク横浜南 045-788-8609 42#
ハローワーク港北 045-474-1221 44#

神奈川労働局

障害者の方

障害者の方

障害者の方

面接会

面接会

面接会



【介護･看護】オンライン見学＆面接会

福祉施設での就職を希望される方へ（介護職・看護師）

ハローワーク藤沢 人材確保対策コーナー
住所 ：藤沢市朝日町５－１２
ＴＥＬ：０４６６－２３－８６０９（４１＃）
受付時間：８：３０～１７：１５（毎週月～金曜日 ※土・日曜・祝日休み）

【所在地】藤沢市遠藤４４６－１

＊辻堂駅からバス
「湘南ライフタウン」バス停下車 徒歩５分

＊湘南台駅からバス「小出一本松」下車１分
又は「湘南ライフタウン」下車５分

未経験の方やブランクのある方も大歓迎です！

令和４年９月２日（金）10:00～12:00（受付開始は 9:45～）

予約のお申込みやお問合せ先

医療法人社団 大樹会

No. 職種 区分 年齢 経験 必要資格 求人番号

１ 介護職 フルタイム 18～59歳 不問 不問 14080-11371321

2 介護職 パ－トタイム 不問 不問 不問 14080-11372621

３ 看護師 フルタイム 18~59歳 不問
看護師、又は

准看護師

14080-11373921

４ 看護師 パートタイム 不問 不問 14080-11374121

雇用保険受給中の方は求職活動実績に
なります。（オンライン参加の場合、
当日参加が確認できた場合のみ）

介護老人保健施設

介 護

見学のみ可ZOOM（オンライン）開催 経験不問
定員:10名

事前
予約制

藤沢市

施設からのメッセージ

看 護辻 堂

開設11年目の介護老人保健施設です。
スタッフは他職種と連携して業務を行い、
風通しもよい職場です。その人らしさや個
別性を尊重したサービスの提供に努めてい
ます。
未経験、ブランクのある方も歓迎します！

求職者を対象に、オンライン会議システム zoom を使った「見学＆面接会」を開催します！
当日は施設とハローワーク藤沢、参加者を zoom で接続し、施設内を見学後、面接ができます。
また、リアルタイムで担当者に直接の質問も可能です。

●当日の面接は【１名最大20分、３名まで】 ※【応募書類】は前日までに 施設へ郵送 して下さい。

湘南台



オンライン参加条件について

オンライン面接会利用規約

藤沢公共職業安定所のオンライン面接会利用規約

藤沢公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。」）が実施するオンライン面
接会（WEBカメラを含む通信による就職面接会のこと。以下同じ。）を利用するため
には、この利用規約への同意が必要となります。

第１条（目的）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ハローワークへの来所を希望し
ない、あるいは控えざるを得ないなどの求職者を対象にオンライン面接会を実施し、
ハローワークに来所しなくても、就職面接会等の機会を提供します。

第２条（対象者）
オンライン面接会を利用できるのは、次の全ての条件を満たす方です。

（１）ハローワークへの求職登録が完了している方
（２）WEBカメラによる通信が可能な端末（スマートフォン、ＰＣ等）を所有し、第

３条の通信に使用するアプリケーションソフトなどオンライン面接会に必要な
環境を準備できる方

（３）原則として、ハローワークの個別支援担当職員による継続的な職業相談を希望
する方

第３条（通信に使用するアプリケーション）

オンライン面接会では、オンライン通信のアプリケーションソフトとして
「Zoom」を使用します。

第４条（求職者の利用申込み等）

（１）オンライン面接会は、原則として、前日までに予約が完了した方が利用できま
す。予約申込みの際に、次の事項をお伝えいただきます。
① 氏名
② 求職番号
③ 参加希望の面接会の名称

（２）予約申込みを受けて、ハローワークにより、オンライン面接会のミーティング
ＩＤ、パスコードをご連絡します。

（３）キャンセルの場合は、電話にてご連絡をお願いします。なお、連絡がないまま
実施日時を経過した場合は、キャンセルとみなします。連絡がないままキャン
セルした場合は、今後のオンライン面接会の利用をお断りする場合があります。

第５条（利用の記録等）

（１）ハローワークは、オンライン面接会の運用管理、利用状況の把握及び利用者の
利便性向上のために、オンライン面接会の利用時間帯、サイト等へのアクセス
履歴及び利用者が使用した端末装置等の識別情報を記録することがあります。

（２）ハローワークは前項の定めにより記録した情報を、個々の端末装置が特定でき
る形式で公開しないものとします。ただし、法令に基づき、官公庁、捜査機関
等から開示又は提供を要求された場合はこの限りではありません。

第６条（個人情報保護）
利用者の個人情報は、職業安定法第５条の４に基づき保護されます。

第７条（免責事項）
（１）オンライン面接会の利用に関し、利用者が使用した通信に関する環境（端末、
回線、ソフト等の一切を含む。）に起因して発生した利用者の損害及び利用者が第三
者に与えた被害について、ハローワークは一切責任を負わず、損害賠償する義務はな
いものとします。
（２）通常講ずべきセキュリティ対策を講じても防止できない外部からのサイバー攻
撃や災害、停電など、ハローワークの責任に帰すべき事由によらず利用者に損害が発
生してもハローワークは一切責任を負わず、損害賠償する義務はないものとします。

第８条（損害賠償）
利用者が、本規約に違反した結果、ハローワークが損害を被った場合、その損害は

利用者が負担するものとします。

第９条（法令等遵守）
利用者は、オンライン面接会利用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、

省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。

第10条（その他留意事項）
（１）脅迫や暴言、就職目的以外の利用等適正なオンライン面接会の遂行に支障があ
ると判断した場合には、オンライン面接会を中止又はお断りすることがあります。
（２）オンライン面接会の録画・録音はその方法を問わず禁止とさせていただきます。
（３）オンライン面接会の際には、秘密保持のため、個室又は周囲に他人がいない環
境を整えてください。通訳、介助者等の同席が必要な場合には、予めお教えください。
（４）オンライン面接会に先立ち、第３条に規定するアプリケーションを使用可能な
状態にして おいてください。また、通信環境がオンライン面接会に支障がないこと
の確認を済ませて下さい。その他、オンライン面接会に利用する端末等について以下
のとおりとしてください。
・OSはサポート期間中のものを用い、最新のセキュリティ対策パッチを適用してく
ださい。サポートが終了したOSを搭載した端末は利用しないでください。

・パーソナルファイアウォール（Windowsファイアウォール等）の機能を有効にし、
必要なサービスの許可だけを最小限に設定してください。

・本サービスにおいて利用するブラウザやソフトウェアについては常に最新のバー
ジョンに更新し、最新のパッチを適用してください。

（５）オンライン面接会を受講するための通信にかかる費用は、全て利用者のご負担
となります。特に、従量制の料金設定としている場合など十分ご留意ください。

第11条（本規約の変更）
ハローワークは、利用者の承諾なしに、本規約を変更することができるものとします。
本規約の変更後に本サービスを利用した場合、利用者は当該変更について同意したも
のとみなします。

第12条（準拠法及び合意管轄裁判所）
本利用規約には、日本法が適用されるものとします。本サービスの利用に関する紛

争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

藤沢公共職業安定所長

介護職・看護職いずれかの仕事に興味がある求職者で、かつ以下の条件を満たしている方が対象です。

■ ハローワークでの求職登録がある方

■ 「オンライン面接会利用規約」（下記参照）に同意していただいた方

■ オンライン会議システム zoom が使用できる環境をご準備いただける方

お申込み方法

お申込みは、【お電話】又は【ハローワーク藤沢へのご来所】にて受付けます。

お申込み時に「お名前」と「求職番号」をお伝え下さい。面接ご希望の方はお知らせください。

※ お申込み後、参加者全員に「zoom参加用 “ミーティングID” “パスコード” 」「資料一式」を
郵送等にてお送りします。

※ 開催中の録音・録画は禁止といたします。インターネット環境の不具合などが生じた場合、
ご参加いただけない場合もありますのでご了承ください。



 

               

 

 

 

 

就職活動に必要な履歴書・職務経歴書の書き方や、面接対策について当所のキャリアコン

サルタントが説明いたします。初めての就職活動や、見直しをしたい方、ご参加お待ちし

ています！ 

※ 託児がありませんので、小さなお子様のご同伴はご遠慮いただいております 

 

日程 コース名 内容 

9／2（金） 書類対策 
応募書類の作成の基本につ

いてお話しします 

9／16（金） 面接対策 
面接で聞かれる質問を中心

にお話します 

☆ 先着１2名の予約制です 

☆ 希望者多数の場合、複数のセミナー参加の方は調整させていただく場合がございます 

 

場所：ハローワーク横浜南 2 階会議室 

時間：受付 １３時 45 分から 

 セミナー １4時 00分～１５時 15分 

＊新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、下記の取り組みを実施致します＊ 

１：マスクは必ず着用・手指の消毒にご協力ください 

２：発熱や風邪症状の方は、参加をお控えください 

３：ゴミは各自お持ち帰りください 

４：当日は受付で検温を実施いたします 

 

＊感染拡大状況によっては、セミナーが中止になる場合があります＊ 

 

※ 雇用保険受給中の方は、求職活動１回に該当します。 

※ お申し込みは、各職業相談窓口またはお電話で。 

０４５-７８８－８６０９（41＃） 
横浜南公共職業安定所 ①職業相談部門・②専門援助部門 



面接受付は、

各事業所５名まで
完全予約制

「横浜市シルバー人材センター」相談コーナー
シルバー人材センターってどんなところ？ どんな仕事があるの？

★面接会参加・シルバー人材センターの相談予約★
＜問い合わせ先＞

ハローワーク港北 生涯現役支援窓口
☎ 045-474-1221 部門コード 42#

ハローワークを通じて
面接予約

ハローワークで
紹介状を受け取る

面接会当日
予約時間の１０分前に

会場へ

紹介状、応募書類（履歴書等）、筆記用具

シルバー人材センター担当者と相談できます。

面接会当日の持ち物

面接会参加方法

予約制（電話にて事前予約）

同時開催



＜ 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。

事業所名 就業場所 職種 求人番号

特定非営利活動法人
つばき駅前保育園

大倉山駅
徒歩１分

保育園
給食補助

14150-13205421

三和レンタル
株式会社

川和町駅
徒歩10分

神奈川・都内

建設機械 配送運転
建設機械 点検整備

14150-13206321
14150-13208921

社会福祉法人兼愛会
しょうじゅの里三保

中山駅
バス+徒歩10分
シャトルバス

営繕・送迎
調理補助
清掃職員

14150-13210821
14150-13209121
14150-13735121

◆◆求人一覧◆◆ 『書類選考』なしで、『面接』ができます！



【介護･看護】オンライン見学＆面接会

求職者を対象に、オンライン会議システム zoom を使った「見学＆面接会」を開催します！
当日は施設とハローワーク藤沢、参加者を zoom で接続し、施設内を見学後、面接ができます。
また、リアルタイムで担当者に直接の質問も可能です。

●当日の面接は【１名最大20分、３名まで】 ※【応募書類】は前日までに 施設へ郵送 して下さい。

福祉施設での就職を希望される方へ（介護職・看護師）

ハローワーク藤沢 人材確保対策コーナー
住所 ：藤沢市朝日町５－１２
ＴＥＬ：０４６６－２３－８６０９（４１＃）
受付時間：８：３０～１７：１５（毎週月～金曜日 ※土・日曜・祝日休み）

【所在地】藤沢市鵠沼藤が谷４－１９－５７

＊小田急江ノ島線 本鵠沼駅から 徒歩６分
＊江ノ島電鉄線 柳小路駅から 徒歩８分

未経験の方やブランクのある方も大歓迎です！

令和４年９月５日（月）13:30～15:30（受付開始は 13:15～）

予約のお申込みやお問合せ先

セントケア神奈川株式会社

No. 職種 区分 年齢 経験 資格 車免許 求人番号

１ 介護職 フルタイム 18～64歳 不問 不問 必要 14080-11375021

2 介護職 パ－トタイム 不問 不問 不問 あれば 14080-11377821

３ 看護師 ／夜勤なし フルタイム 64歳以下 不問 看護師 必要 14080-11379521

４ 看護師 ／夜勤なし パートタイム 不問 不問 看護師 あれば 14080-11380321

雇用保険受給中の方は求職活動実績に
なります。（オンライン参加の場合、
当日参加が確認できた場合のみ）

看護小規模多機能型居宅介護

介 護

見学のみ可ZOOM（オンライン）開催 経験不問
定員:10名

事前
予約制

藤沢市 本鵠沼 柳小路

施設からのメッセージ

おひとりおひとりに寄り添った少人数ケア
が魅力の施設です。
無資格・未経験でも無理なく始められ、豊
富な研修と資格取得支援でキャリアアップ
も可能です！
※セントケア神奈川は、神奈川県内に７２
の総合福祉サービス事業を展開しています。

【併設】

セントケアホーム鵠沼
（グループホーム）

看 護



オンライン参加条件について

オンライン面接会利用規約

藤沢公共職業安定所のオンライン面接会利用規約

藤沢公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。」）が実施するオンライン面
接会（WEBカメラを含む通信による就職面接会のこと。以下同じ。）を利用するため
には、この利用規約への同意が必要となります。

第１条（目的）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ハローワークへの来所を希望し
ない、あるいは控えざるを得ないなどの求職者を対象にオンライン面接会を実施し、
ハローワークに来所しなくても、就職面接会等の機会を提供します。

第２条（対象者）
オンライン面接会を利用できるのは、次の全ての条件を満たす方です。

（１）ハローワークへの求職登録が完了している方
（２）WEBカメラによる通信が可能な端末（スマートフォン、ＰＣ等）を所有し、第

３条の通信に使用するアプリケーションソフトなどオンライン面接会に必要な
環境を準備できる方

（３）原則として、ハローワークの個別支援担当職員による継続的な職業相談を希望
する方

第３条（通信に使用するアプリケーション）

オンライン面接会では、オンライン通信のアプリケーションソフトとして
「Zoom」を使用します。

第４条（求職者の利用申込み等）

（１）オンライン面接会は、原則として、前日までに予約が完了した方が利用できま
す。予約申込みの際に、次の事項をお伝えいただきます。
① 氏名
② 求職番号
③ 参加希望の面接会の名称

（２）予約申込みを受けて、ハローワークにより、オンライン面接会のミーティング
ＩＤ、パスコードをご連絡します。

（３）キャンセルの場合は、電話にてご連絡をお願いします。なお、連絡がないまま
実施日時を経過した場合は、キャンセルとみなします。連絡がないままキャン
セルした場合は、今後のオンライン面接会の利用をお断りする場合があります。

第５条（利用の記録等）

（１）ハローワークは、オンライン面接会の運用管理、利用状況の把握及び利用者の
利便性向上のために、オンライン面接会の利用時間帯、サイト等へのアクセス
履歴及び利用者が使用した端末装置等の識別情報を記録することがあります。

（２）ハローワークは前項の定めにより記録した情報を、個々の端末装置が特定でき
る形式で公開しないものとします。ただし、法令に基づき、官公庁、捜査機関
等から開示又は提供を要求された場合はこの限りではありません。

第６条（個人情報保護）
利用者の個人情報は、職業安定法第５条の４に基づき保護されます。

第７条（免責事項）
（１）オンライン面接会の利用に関し、利用者が使用した通信に関する環境（端末、
回線、ソフト等の一切を含む。）に起因して発生した利用者の損害及び利用者が第三
者に与えた被害について、ハローワークは一切責任を負わず、損害賠償する義務はな
いものとします。
（２）通常講ずべきセキュリティ対策を講じても防止できない外部からのサイバー攻
撃や災害、停電など、ハローワークの責任に帰すべき事由によらず利用者に損害が発
生してもハローワークは一切責任を負わず、損害賠償する義務はないものとします。

第８条（損害賠償）
利用者が、本規約に違反した結果、ハローワークが損害を被った場合、その損害は

利用者が負担するものとします。

第９条（法令等遵守）
利用者は、オンライン面接会利用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、

省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。

第10条（その他留意事項）
（１）脅迫や暴言、就職目的以外の利用等適正なオンライン面接会の遂行に支障があ
ると判断した場合には、オンライン面接会を中止又はお断りすることがあります。
（２）オンライン面接会の録画・録音はその方法を問わず禁止とさせていただきます。
（３）オンライン面接会の際には、秘密保持のため、個室又は周囲に他人がいない環
境を整えてください。通訳、介助者等の同席が必要な場合には、予めお教えください。
（４）オンライン面接会に先立ち、第３条に規定するアプリケーションを使用可能な
状態にして おいてください。また、通信環境がオンライン面接会に支障がないこと
の確認を済ませて下さい。その他、オンライン面接会に利用する端末等について以下
のとおりとしてください。
・OSはサポート期間中のものを用い、最新のセキュリティ対策パッチを適用してく
ださい。サポートが終了したOSを搭載した端末は利用しないでください。

・パーソナルファイアウォール（Windowsファイアウォール等）の機能を有効にし、
必要なサービスの許可だけを最小限に設定してください。

・本サービスにおいて利用するブラウザやソフトウェアについては常に最新のバー
ジョンに更新し、最新のパッチを適用してください。

（５）オンライン面接会を受講するための通信にかかる費用は、全て利用者のご負担
となります。特に、従量制の料金設定としている場合など十分ご留意ください。

第11条（本規約の変更）
ハローワークは、利用者の承諾なしに、本規約を変更することができるものとします。
本規約の変更後に本サービスを利用した場合、利用者は当該変更について同意したも
のとみなします。

第12条（準拠法及び合意管轄裁判所）
本利用規約には、日本法が適用されるものとします。本サービスの利用に関する紛

争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

藤沢公共職業安定所長

介護職・看護職いずれかの仕事に興味がある求職者で、かつ以下の条件を満たしている方が対象です。

■ ハローワークでの求職登録がある方

■ 「オンライン面接会利用規約」（下記参照）に同意していただいた方

■ オンライン会議システム zoom が使用できる環境をご準備いただける方

お申込み方法

お申込みは、【お電話】又は【ハローワーク藤沢へのご来所】にて受付けます。

お申込み時に「お名前」と「求職番号」をお伝え下さい。面接ご希望の方はお知らせください。

※ お申込み後、参加者全員に「zoom参加用 “ミーティングID” “パスコード” 」「資料一式」を
郵送等にてお送りします。

※ 開催中の録音・録画は禁止といたします。インターネット環境の不具合などが生じた場合、
ご参加いただけない場合もありますのでご了承ください。



（早期再就職を希望している60歳以上の方対象）

60歳以上の就職活動でも面接対策は重要です。 本セミナー当セミ
ナーでは、面接のポイント説明及び、実際
に課題に沿ったアピールを通した、実践のロール
プレイングを行います。
課題：面接時に２分程度で以下の課題を１つをスピーチして頂きます。

１. 仕事をする上でのポリシー(大切にしてきた事)
２. 今までで一番やり遂げたこと（苦労話とともに）
３. その他自己アピール（得意なこと、人には負けない事）

（課題は、生涯現役支援窓口で、ご一緒に相談できます）

※面接には慣れも必要です。挨拶や自己アピールの方法
を体験し、早期の就職にお役立てください。

【セミナー申込み方法について】

参加ご希望の方は、

直接ご来所の上、職業相談窓口でのお申込みとなります。

定員：１２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」

令和４年９月７日（水）

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、講師による担当者制個別支援を受け

られます（ご希望する方）。 早期再就職をご希望の方、

効率の良い求職活動をご希望の方、セミナーでのご不明

点、応募書類の作成、面接対策等何でもご相談ください。



＜ 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。

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。

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。



 雇用保険 求職活動実績対象講座                                         ９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 ★59歳以下の方 

●日  時 令和４年９月７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   

●持 ち 物 筆記用具  ハローワークの求人票１枚  

●募集期間 令和4年8月12日（金）～9月6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。 

・60歳以上の方は生涯現役就職セミナーが月一度開催されます。そちらをご利用下さい。 

 

【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 



令和４年９月８日(木)13時30分～15時30分

☎０４６－２９６－８６０９（41♯）
ハローワーク厚木
職業相談第1部門 芳賀・小島

株式会社 らいふ
ホームステーションらいふ愛甲石田
（厚木市愛甲３－６－７）

見学のみの参加可現地集合

★介護職、学歴・経験・資格 不問求人あり★

◆予約制・・ご希望の方はお電話または窓口でご予約お願いします

～事業所からの一言～
介護のやりがいや悩みを共有できる仲間がいます！
私たちと一緒に働きませんか？

★当日検温の上、マスク着用の上ご来場下さい。
又 到着後にも検温のご協力をお願いします。

★当日、発熱・風邪の症状がある方は参加をお控えください。

小田急線
愛甲石田駅
徒歩１２分



対象求人一覧

職 種 必要な経験 必要な資格 年 齢 求 人 番 号

1ヘルパー（正社員） 不問 介護系必須 １８～５９歳 13040-91553521

2サポートスタッフ（パート） 不問 不問 ６０歳以上 13040-91563321

3
夜勤専従ヘルパー
（パート）

不問 あれば尚可 １８歳以上 13040-91402921

４ヘルパー（パート） 不問 あれば尚可 不問 13040-91456221





感染予防対策にご協力をお願いします

マスク着用 手指の消毒 検温 人数制限

◆雇用保険の求職活動実績になります
◆面接をご希望の方は履歴書をお持ち下さい。

募集中の職種
は裏面をご覧
下さい

予約制
各施設

定員5名

３つの施設がハローワーク横浜に集合します！

デイサービスふるさと本牧
他、近隣に複数の施設があります

場
所

お
申
込

ハローワーク横浜３階大会議室
横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル

ハローワーク横浜

人材確保対策コーナー
☎045(663)8609 部門コード45♯

日
時 木

13:30
▼

16:00

令
和
４
年

わたしにぴったりの
働き方を見つける

複数面談可

まずは相談して
応募をご検討
ください

いろいろな

ニチイケアセンター
反町・片倉・大口などに拠点があります

求職中
の方へ

グループホームみんなの家
横浜市内に25カ所の施設があります



◆募集中求人の一例◆

職種
雇用形態 必要な

経験
必要な資格 賃金

年齢

サービス提供
責任者

正社員 訪問介
護業務

介護福祉士
介護職員実務者研修

いずれか

月額235,630円
59歳以下

訪問介護業務
パート

不問
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

時給1,326円
～1,596円不問

(株)ニチイ学館 川崎支店
ニチイケアセンター

反町・片倉・大口など複数拠点があります

職種
雇用形態 必要な

経験
必要な資格 賃金

年齢

グループホー
ムの介護職

正社員
不問 介護職員初任者研修

（応相談）

月額183,600円
～214,000円18歳～64歳

パート
不問 介護職員初任者研修

あれば尚可

時給1,040円
～1,090円不問

ＡＬＳＯＫ介護(株) グループホームみんなの家
横浜市内に25カ所の施設があります

＊別途、各種手当および処遇改善加算等あり

職種
雇用形態 必要な

経験
必要な資格 賃金

年齢

デイサービス
介護職員

正社員
不問 普通自動車免許

月額243,250円
～249,250円64歳以下

パート
不問

普通自動車免許
あれば尚可

時給1,259円
～1,349円不問

送迎
ドライバー

パート
不問 普通自動車免許 時給1,279円

不問

清掃
職員

パート
不問 不問 時給1,079円

不問

(株)ふるさと デイサービスふるさと本牧
他、近隣に複数施設があります！



開 催 日 時 概 要 職 種 求 人 番 号

９月１５日(木)

9:30～10:30
説明＆
デモンストレーション

訪問入浴
介護職員

１４１４０-１０４１４０２１
※年齢制限有り（４４歳以下）

２２０１０-１１８２８
※新規学卒者（大学・短大・専門
学校卒）、既卒概ね３年以内10:30～11:30

個別相談・面接
（希望者のみ）

★新型コロナウイルス感染拡大防止について
・マスクの着用・手指の消毒にご協力ください。・非接触型体温計により検温を実施させていただきます。
・発熱症状が認められた場合は、参加をお断りする場合があります。・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。・コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる場合があります。

職業相談部門 046-824-8609 部門コード41#

会 場：ハローワーク横須賀 ３階
開催概要：入浴介助のデモンストレーションの後、希望者のみ

個別相談・面接を行います。
※会場の都合により、浴槽にはお湯を入れずに行います。

「ハローワーク受付票または受給資格者証」をご持参ください。

当日、９時３０分までにハローワーク横須賀 １階 総合受付へ

お越しください。予約不要です。

雇用保険受給中の方は求職活動実績となります。

ア サ ヒ サ ン ク リ ー ン

株 式 会 社

デモンストレーション＆企業説明会

仕事内容のご質問やご相談
のみでも参加可能です！
お気軽にご参加ください！

４４歳以下の方対象です！
学生の方も大歓迎です！





【ソフトウエア】

株式会社　ステップ

TEL　（　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　）

昭和 ・ 平成　　　　年　　　月　　　日

求職番号

番
号

　　　求職活動中　　　　　・　　　　　在職中

　　　週所定労働時間は、　　　２０時間以上　　・　２０時間未満

 ※参加申込書の個人情報は、今回の就職面接・説明会のみに使用し、その他目的には一切使用いたしません。
 ※ハローワークに登録されていない方が採用となった場合は、本情報をもとにデータ入力させていただきます。

参加申込書は当日受付にご提出ください

　※面接会当日、非接触型体温計により検温を実施させていただきます。体調の悪い方は参加をお控えください。

　※新型コロナウィルス感染症防止のため、マスクの着用・手指の消毒にご協力ください。

　※駐車場は有料です。公共交通機関をご利用ください。

　※新型コロナウィルスの感染状況により、中止となる場合があります。

参加予定企業 　[業種別］横須賀市内企業または市内に就業場所がある企業

企業名 企業名

【製造】 【福祉】

株式会社　青木製作所　　　

社会福祉法人　阿部睦会　共楽荘ＡＮＡテック　株式会社

社会福祉法人　海風会　海風学園

株式会社　デリカウェーブ 社会福祉法人　心の会

【建設】 社会福祉法人　みなと舎

東建設　株式会社

社会福祉法人　よこすか黎明会　横須賀ヘーメット株式会社　大神

社会福祉法人　ユーアイ二十一

　※参加企業の詳しい求人内容（求人票）は、８月上旬にハローワーク横須賀のホームページで公開します。

株式会社　不二テクノ　

太南工業　株式会社

大東建託　株式会社　横須賀支店

株式会社　花和産業

有限会社　三和保険事務所

アクサ生命保険　株式会社　横須賀営業所

【保険業】

現在在職中の方

荻野化成　株式会社

【その他】

ハローワーク受付票
有
・
無

現在の状況

住　所

連絡先

生年月日 年　齢 性　別

ふりがな

氏　名

株式会社　ティー・エム・シー

【お願い】

雇用保険受給中の方は求職活動実績になります！参加申込書

キ リ ト リ



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に直接お越しいただいての事前

受付となります。

（早期再就職を希望している４０代・５０代の方が対象）

日付：９月１６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。



 

主催：ハローワーク川崎 ハローワーク川崎北 共催：川崎市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

                      

☆ 介護セミナーの再受講は不可。 

☆ 当日体調不良の方は参加を 

ご遠慮下さい。 

☆ 当日はマスク着用で参加を 

お願いします。 

 

対象者 ハローワークに登録が 

あり福祉職での就職をご検討中の方。 
定 員 各会場 2５名（要予約） 

会 場 ①ハローワーク川崎 ６階大会議室 

    ②エポックなかはら 川崎市総合福祉センター 

     6階研修室（川崎市中原区上小田中 6-22-5） 

      JR 武蔵中原駅 徒歩１分 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の仕事 

説明会・相談会  
 

日時：令和 4 年 9 月 16 日（金） 

１3：3０～１6：００  
（１３：0０～受付開始） 

 

★お申込みは各相談窓口へ★ 
①ハローワーク川崎会場：ハローワーク川崎 

②エポックなかはら会場：ハローワーク川崎北 
（お申込み後欠席される場合は必ずお知らせください） 

◆お問い合わせは◆ 

相談会の参加施設は決定次第、各ハローワークのホームページやツイッターなどでお知らせします。 

①ハローワーク川崎会場：ハローワーク川崎 人材確保対策コーナー 

電話 ０４４－２４４－８６０９（４５♯）まで 

②エポックなかはら会場：ハローワーク川崎北 人材確保対策コーナー 
電話 ０４４－７７７－８６０９（４７♯）まで 

 

●第一部 説明会 
（ハローワーク川崎会場では ZOOMによる

ビデオ視聴になります） 

介護の仕事・資格の説明や介護の現場

からの声などをお送りします。 

その後、各会場で当日の相談会参加 

施設の紹介があります。 

●第二部 相談会 

紹介状・履歴書不要 服装自由 
 

各参加施設のブースで 

個別に相談・面接ができます。 

6 施設が参加予定です。 
 

 

 当日の流れ 説明会だけの参加も歓迎！ 

※このセミナー参加は求職活動になります。 

就職氷河期世代の方もお気軽にご参加ください 



主催：ハローワーク戸塚／神奈川県看護協会ナースセンター
【お問い合わせ・予約受付】ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎０４５（８６４）８６０９ 部門コード４１＃

・子育てや介護でブランクのある方
・家庭と仕事の両立をお考えの方
・セカンドキャリアについて
考えているシニア世代の方など

「看護師資格がある方」であれば
どなたでも参加歓迎です♪

看護師免許をお持ちの方、「ハローワーク戸塚」に集合！

「看護師の働き方」
～セミナー＆相談会～

9月20日（火）

ハローワーク戸塚 別棟会議室場所

参加対象者

第１部 セミナー
（13：30～14：55）

【１】

「今、求められる看護職の働き方」（45分）
講師：神奈川県ナースセンター

【２】
職場環境づくりを進めている事業所の採用担当者より
事業内容及び今後求められる人物像について説明します

・社会福祉法人 国際親善総合病院（20分）
・医療法人財団 東戸塚記念病院（20分）

定員：２０名

要事前予約

第２部 面談・相談会
（15：00～16：20）

社会福祉法人 国際親善総合病院
医療法人社団 東戸塚記念病院

☆応募希望の方は履歴書をお持ちください。
後日、施設見学及び面接ができます。

☆採用担当者と直接お話ができるチャンスです！
お気軽にご参加ください♪

これからの

事前予約優先

当日参加可！

ワークライフバランスを大切
にしながら、多様な働き方が
今求められています。
自分らしい働き方を
見つけてみませんか？

13:30～14：55（セミナー）

15:00～16：20（相談会）

※セミナーのみ参加歓迎 参加費無料 「求職活動実績」になります

セミナーのみ参加可



社会福祉法人　親善福祉協会　国際親善病院

年齢 資格 経験

不問
看護師
（正） ３年以上

医療法人財団　明理会　東戸塚記念病院

年齢 資格 経験

59歳
以下

看護師
（正）

病棟での勤務

18歳
～
59歳

看護師
（正）

急性期病棟での
勤務

（あれば尚可）

不問
看護師
（正）

病棟での勤務 14030-7216021

看護師（日勤）
フルタイム 14030-7212321

看護師
フルタイム

病棟、外来、手術室での
看護業務
（救急外来含む）

看護師
パート

病棟、外来、手術室での
看護業務

14030-7214921

病棟、外来、手術室での
看護業務

◆◆◆求人一覧◆◆◆

求人番号

職　　種

看護師
パート

求人番号

14030-7195721

仕事の内容

♣求人の詳細は求人番号からご参照ください♣

職　　種 仕事の内容

外来看護業務

【就業場所】

泉区西が岡１－２８－１（マイカー通勤可）

相鉄線 弥生台駅 徒歩６分

【就業場所】

戸塚区品濃町５４８ー７（マイカー通勤可）

ＪＲ横須賀線 東戸塚駅 徒歩5分

マイカー通勤可駅近

勤務時間相談可

託児所あり

弥生台駅6分

マイカー通勤可 託児所あり駅近

東戸塚駅5分 単身寮あり

★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、マスクの着用・手指消毒等にご協力を

お願いします。また体調の悪い場合は参加をお控えください。
！



令和4年

　※　令和５年３月新規学校卒業予定の方は、参加できません。

9月16日

相模原

厚 木

大 和

町 田

開催日時

開催場所

金

相模原ギオンアリーナ
相模原市南区麻溝台2284-1

13時～16時15分

■完全予約制です。下記ハローワークに

お申し込みの上、参加してください。

■面接会当日お持ちいただくもの

○履歴書等応募書類（面接事業所部数）

○ハローワーク発行の紹介状

○「障害者手帳（身体障害者手帳・療育

手帳・精神保健福祉手帳）」

（確認のためご提示いただくことがあ

ります。）
※同行者は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため会場にて所属・氏名をご記入いた

だきます。

求人は８月１６日よりハローワーク

インターネットサービスで公開予定。

お問い合わせ
（お申し込み）

ハローワーク相模原 ハローワーク厚木 ハローワーク大和 ハローワーク町田

TEL042-776-8609(43#)
FAX042-759-1871

TEL046-296-8609(45#)
FAX046-223-2016

TEL046-260-8609(42#)
FAX046-264-0966

TEL042-732-7316
FAX042-732-8724

主催／ハローワーク相模原・厚木・大和・町田 共催／相模原市・神奈川県

★駐車場は車椅子の方優先となります。

○相武台前駅(２番乗場)から相模原駅(又は北里大学)行き「総合体育館前」下車徒歩１分

○相模大野駅北口(３番乗場)から女子美術大学行き(大60)「総合体育館前」下車徒歩１分

○相模原駅南口(２番乗場)から相武台前駅行き(相27)「総合体育館前」下車徒歩１分

バスをご利用の方

相模原

原
当
麻

相
模
大
野

相
武
台
前

JR横浜線 至横浜至橋本

相
模
線

至橋本

至茅ヶ崎

至新宿

至小田原

小
田
急
線

相模原
沈殿池

友愛病院

北里大学病院

南清掃工場

県立相模原公園

女子美術大学
グリーンタワー

麻溝
農協

J
R

相模原ギオンアリーナ

受付時間は面接予約時間の１５分前

待ち合い場所がありませんので気をつけてください。



主催 ハローワーク川崎・川崎北（公共職業安定所）神奈川労働局
共催 神奈川県・川崎市 ※裏面もご覧ください。

2022かわさき

障害者合同面接会

応募予約受付 9月12日(月)～9月27日(火)
★ただし受付開始日は求人ごとに異なります。ご注意ください。

★応募人数が定員に達した場合、早めに応募を締め切る場合があります。

★事前予約が必要です。：応募社数 最大２社
★事前予約の受付時間は平日の８時３０分～17時までとなります。

★事前予約なく当日参加することはできません。

★必ず予約前に住所地管轄ハローワークに求職登録してください。

すでに登録済みの方は必要ありません。

開催場所 カルッツかわさき
（川崎市スポーツ・文化総合センター）
川崎市川崎区富士見1-1-4

開催日時

木

１３時～16時

電車：JR川崎駅(東口・北口東)・京急川崎駅より徒歩15分
バス：川崎駅東口バスターミナルより乗車5分『教育文化会館前』
●川崎市営バス（系統番号：川04・川05・川07・川10・川13・川15）
●臨港バス （系統番号：川02・川03）

※主なバス乗り場：
1
1141

111 1
112 1

113 1
115

ハローワーク川 崎（専門援助部門） 川崎市川崎区南町17-２
電話044-244-8609 44# FAX044-244-5912

ハローワーク川崎北（専門援助部門） 川崎市高津区久本3-5-7
電話044-777-8609 44# FAX044-833-5311



①最寄りのハローワーク障害者担当窓口で希望求人の面接予約をしてください。

予約時の窓口や電話での混雑を緩和させるため、受付開始日は求人ごとに異なり

ます。（面接時間の指定はできません）

②応募人数が定員に達した場合は、早めに締め切る場合があります。

③予約した面接をキャンセルする場合は、速やかに求人票裏面の担当者欄の窓口に

ご連絡ください。

④面接会当日は、予約した面接時間の30分前から入場が可能です。

⑤面接時間はおおむね１人15分です。

⑥面接予約のない方の入場はできません。（支援員の同行は面接予約時に申し出が

必要です）

★面接会当日の持ち物：紹介状・応募書類・体調チェックシート

★駐車場は車いすの方および下肢障害の方のみの利用とさせていただきます。

（駐車スペースに限りがあるため、ご利用いただけない場合もございます）

★感染予防のため、手指消毒、マスク着用および検温にご協力をお願いいたします。

★ご自分の面接がすべて終了した方は、速やかにご退場いただくようお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる場合があります。

面接会の参加予約について

＊求人公開予定日 8月中旬 ハローワークインターネットサービスに公開されます。
求人一覧表はハローワーク窓口もしくはハローワーク川崎のHPより入手してください。

＜検索方法＞希望の求人番号を入力またはフリーワード【かわさき障害者面接会】

応募したい求人票の裏面
予約受付期間を
ご確認ください。

●求人特記事項欄に補足事項が記載
されていますので、ご確認ください。

●予約受付期間
○月○日～○月○日



 

〒231-0023 横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル

★支援機関やご家族の同行（１名のみ可）を希望される場合は、予約時に必ずお申し出ください。

★手話通訳を希望される聴覚障害者の方は、予約時にお申し出ください。

★駐車場は車椅子及び下肢障害の方のみのご利用とさせていただきます。予約時にお申し出ください。
（駐車スペースに限りがあるため、ご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。）

※求人ごとに予約開始日が異なりますのでご注意ください。また、面接枠の定員に達した時点で
　受付を早期に締め切りますのでご了承ください。

【新型コロナ感染防止対策のため、完全予約制での開催となります。予約がない方はご入場いただけません。】

★予約できる事業所数は１人２社までです。最寄りのハローワークにご来所の上、窓口を通じて予約してください。

★予約は、求人ごとに予約開始日が異なりますのでご注意ください。面接時間は選択できません。

★予約が定員に達した事業所の求人については、予約受付を早期に締め切ります。

★予約にはハローワークでの障害者求職登録が必要です。登録がお済みでない方は、住所地管轄ハローワークで
　お早めに登録してください。（登録に必要な書類等は、住所地管轄ハローワークにご確認ください。）

　　　　　主催：ハローワーク横浜・横浜南・港北　神奈川労働局
　　　　　共催：神奈川県・横浜市健康福祉局　後援：神奈川障害者職業センター

ハローワーク横浜南（専門援助部門）
〒236-8609 横浜市金沢区寺前1-9-6

TEL．045-788-8609(42#)　　　　FAX．045-782-9087

ハローワーク港　北（専門援助部門）
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6

TEL．045-474-1221(44#)　　　　FAX．045-474-0878

★求人一覧は、９月１４日以降、神奈川労働局及び主催所ホームページにて公開予定です。

★感染拡大状況により面接会の開催を急遽中止する場合があります。

ハローワーク横　浜（みどりのコーナー）
TEL．045-663-8609(46#)　　　　FAX．045-671-0055

横浜文化

体育館跡

大通り公園
市営地下鉄

伊勢佐木長者町駅
市

営

地

下

鉄

関
内
駅

(南口）

ＪＲ

関
内
駅

横浜

スタジアム

横浜武道館

横浜武道館会場地図

横浜市中区翁町
2-9-10



 求人公開予定日　9月14日（水）

応募したい求人の求人票裏面をチェックしてください。

①求人に関する特記事項欄に補足事項が記載されていますのでご一読ください。

②選考に関する特記事項欄に予約受付期間が記載されていますのでご確認ください。
（予約受付期間内であっても定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。）

③予約した面接をキャンセルする場合は、速やかに担当者欄の窓口にご連絡ください。

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により面接会の開催を急遽中止する場合があります。

＊このチラシの表面も必ずご確認ください。

＊最寄りのハローワーク窓口で、紹介状の交付を受けてご参加ください。

面接会求人の面接予約について

＊面接会当日の持ち物については予約時にご案内いたします。

①

②

③
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