
【神奈川労働局職業安定部】
11月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年10月27日）

名称 日時 概要

2022よこはま
介護
就職ウィーク

11月4日（金）
～

11月17日（木）

※時間はイベント毎
ご確認ください。

【内容】
この期間を「介護就職ウィーク」として面接会や
セミナー等のイベントを横浜市内4ヶ所のハロー
ワークで開催します。
詳細は、各リーフレットをご確認ください。
【場所・問合先】
ハローワーク横 浜

☎045-663-8609（部門コード45#）
ハローワーク港 北

☎045-474-1221（部門コード49#）
ハローワーク戸 塚

☎045-864-8609（部門コード41#）
ハローワーク横浜南

☎045-788-8609（部門コード41#）
※各ハローワークのHPをご覧ください。

介護就職ｄａｙ

福祉関係
就職面接会

11月7日（月）
～

11月11日（金）

9:30～12:00

【内容】
この１週間を介護デイとして、毎日面接会を開催
します。
入退場自由な面接会ですのでお気軽に参加してく
ださい。相談のみでもかまいません。
【場所】
ハローワーク川崎 1階（11日のみ６階会議室）
【規模】
参加企業 10社
【問合先】
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#）
※ハローワーク川崎のHPをご覧ください。

オンラインセミ
ナー
介護のしごと
入門編

11月1日（火）

10:30～11:30

【内容】
介護の仕事に関心や興味を持っている方に入門編
として介護の仕事についてオンライン（Zoom）
によりご案内します。
※ご自身でZoom接続・操作ができることが条件
となります。
【申込先】インターネットからの受付
【問合先】
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#）
※ハローワーク川崎のHPをご覧ください。

神奈川労働局

福祉・介護

福祉・介護

福祉・介護

オンライン

面接会

面接会

セミナー

セミナー



【神奈川労働局職業安定部】
11月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年10月27日）

名称 日時 概要

介護就職DAY
2022
就職相談

・面接会

ハローワーク
川崎北 溝の口庁舎

11月10日（木）
11月11日（金）
① 13:30～15:00
② 15:30～17:00

ハローワークプラザ
新百合ヶ丘

11月15日（火）
14:00～16:00

【内容】
この３日間を介護デイとして、就職相談・面接会
を開催します。
溝の口庁舎では、各日午前午後に２社ずつの計８
企業、新百合ヶ丘は、午後1社が参加予定となり
ます。
質問や相談だけでもかまいません。
【場所】
ハローワーク川崎北 溝の口庁舎 会議室
（川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル4階）
ハローワークプラザ新百合ヶ丘
（川崎市麻生区万福寺1-2-2

新百合トウェンティワン1階）
【申込先・問合先】
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のHPをご覧ください。

ハローワーク
大和 介護の日
介護就職面接会

11月14日（月）

① 19:30～11:30
② 14:00～16:00

【内容】
この日を介護デイとして、就職面接会を開催しま
す。相談のみでもかまいません。
また、同日14時～福祉のしごと相談会も開催しま
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】
参加企業 ４社（午前・午後入替制）
【申込先・問合先】
ハローワーク大和 職業相談部門

☎046-260-8609（部門コード41#）
※ハローワーク大和のHPをご覧ください。

福祉関係
就職面接会

11月21日（月）

9:30～11:30

【内容】
介護・保育の仕事に限定した面接会です。事前申
込みの必要はなく入退場自由です。相談だけでも
大丈夫ですのでお気軽にご参加ください。
【場所】
ハローワーク横須賀 3階会議室
（横須賀市平成町2-14-19）
【規模】
参加企業 ５社
【問合先】
ハローワーク横須賀 職業相談部門

☎046-824-8609（部門コード41#）

神奈川労働局

福祉・介護

福祉・介護

福祉・介護

面接会

面接会

面接会



【神奈川労働局職業安定部】
11月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年10月27日）

名称 日時 概要

シニア
就職面接会

11月11日（金）

① 10:00～12:00
② 14:00～16:00

【対象60歳以上】

【内容】
60歳以上の方を対象とした就職面接会です。企業
の担当者と直接面接できるチャンスです。
【場所】
ハローワーク藤沢 ４階会議室
（藤沢市朝日町5-12 藤沢総合労働庁舎）
【規模】
参加企業 4社（午前２社、午後２社）
【申込先・問合先】
ハローワーク藤沢 生涯現役支援窓口

☎0466-23-8609（部門コード41#）
※ハローワーク藤沢のHPをご覧ください。

シニア面接会 11月14日（月）

13:00～16:00

【対象60歳以上】

【内容】
60歳以上を対象とした就職面接会です。企業と直
接面接できるチャンスです。
シルバー人材センター相談コーナーも併設します。
【場所】
ハローワーク戸塚 会議室
（横浜市戸塚区戸塚町3722）
【規模】
参加企業 １社
【申込先・問合先】
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#）
※ハローワーク戸塚のHPをご覧ください。

シニア
就職面接会

11月17日（木）

13:00～16:00

【対象60歳以上】

【内容】
60歳以上を対象とした就職面接会です。企業と直
接面接を行えるチャンスです。
【場所】
ハローワーク相模原 地下１階会議室
（相模原市中央区富士見6-10-10

相模原地方合同庁舎 B１F）
【規模】
参加企業 ３社
【申込先・問合先】
ハローワーク相模原 職業相談第二部門

生涯現役支援窓口
☎042-776-8609（部門コード42#）

※ハローワーク相模原のHPをご覧ください。

神奈川労働局

面接会

面接会

面接会

生涯現役
支援

生涯現役
支援

生涯現役
支援



【神奈川労働局職業安定部】
11月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年10月27日）

名称 日時 概要

よこすか
障害者面接会

11月11日（金）

14:00～16:00

【内容】
障害者を対象とした就職面接会です。求人企業担
当者と直接会えるチャンスです。
【場所】
ハローワーク横須賀 ３階会議室
（横須賀市平成町2-14-19）
【規模】
参加企業 ５社
【申込先・問合先】
ハローワーク横須賀 専門援助部門

☎046-824-8609（部門コード43#）
※ハローワーク横須賀のHPをご覧ください。

ミニ面接会 11月11日（金）

13:30～16:30

【内容】
企業の面接をハローワークの会議室で受けられま
す。就職氷河期世代の方も是非ご参加ください。
【場所】
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3階）
【規模】
参加企業 １社
【申込先・問合先】
ハローワーク横浜 職業相談企画部門

☎045-663-8609（部門コード48#）
※ハローワーク横浜のHPをご覧ください。

事業所説明会
＆面接会

11月21日（月）

事業所説明会
13:00～
（定員10名）

面接会
13:30～

【内容】
求人事業所担当者が仕事内容を説明します。説明
会後には、直接面接することができます。
説明を聞くだけでもかまいません。
【場所】
ハローワーク横浜 2階小会議室
（横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル2階）
【事業所名】
株式会社 池田興業
【申込先・問合先】
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#）
※ハローワーク横浜のHPをご覧ください。

神奈川労働局

面接会

障害者の方

面接会

就職氷河期
世代歓迎

面接会

説明会



【神奈川労働局職業安定部】
11月の職業安定部・ハローワークの取組⑤

（令和４年10月27日）

名称 日時 概要

就職氷河期世代
対象セミナー

①
11月 8日（火）
11月18日（金）

14:30～15:30

②
11月10日（木）
11月25日（金）

14:30～16:00

【内容】
①「現在の自分を見つめて、仕事との相性を調べ
よう」と題し、興味検査から価値観・仕事観を見
つめ直すセミナーです。
②「応募書類作成を通して、自分らしさを伝えよ
う」と題し応募書類作成の基礎知識を学びます。
【場所】
ハローワーク相模原
相模大野職業相談コーナー5階セミナースペース
（相模原市南区相模大野3-11-7

相模大野B&Vビル５階）
【規模】
定員：①各日 4名 ②各日 5名
【申込先・問合先】
ハローワーク相模原相模大野職業相談コーナー

☎042-862-0040 就職氷河期専門窓口
※ハローワーク相模原のHPをご覧ください。

早期就職
応援セミナー

11月9日（水）

10:00～11:30

【内容】
早期再就職を希望されている方を対象に、自己理
解により採用につながる応募書類の書き方を勉強
するオンラインセミナーです。（Zoom使用）
※ご自身でZoomの接続・操作ができることが必
要です。
【規模】
定員：15名
【申込先・問合先】
ハローワーク港北 職業相談第三部門
☎045-474-1221（部門コード43#）

トライアル
雇用制度

周知セミナー

会場受講方式
11月11日（金）

14:00～1時間程度

オンライン方式
（Zoom使用）
11月18日（金）

14:00～1時間程度

【内容】
未経験者を育成する時代が来ています。トライア
ル雇用制度を使って未経験者を採用してみません
か。
【場所（会場受講方式）】
ハローワーク相模原 地下１階会議室
（相模原市中央区富士見6-10-10

相模原地方合同庁舎 B１F）
【規模】
ハローワーク相模原 事業所部門
☎042-776-8609（部門コード31#）
※ハローワーク相模原のHPをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

応募対策

就職氷河期
世代対象

セミナー

セミナー

応募対策

オンライン

事業主対象



福祉・介護のしごと面接＆相談会

面接＆相談会、セミナー、DVD上映会、体験イベントへの参加は雇用保険の求職活動実績になります

介護のお仕事体験イベント

福祉・看護職セミナー 展　　示

福祉の仕事DVD上映会

ハローワークに

行ってみよう

参加無料
予約優先

服装
自由

無資格・
未経験OKの
求人あり！

横浜市内４つのハローワーク
に福祉施設36社（予定）が大
集合！短期間に色々な施設を
知ることができます。

訪問入浴介助のデモンストレー
ションをご覧いただけます。見
学後、面接もできます。

介護の仕事、看護の仕事につ
いて理解を深めるセミナーを
開催します。

福祉に関するパネル展示、グッ
ズをハローワーク横浜に設置
しています。

福祉の仕事内容や働いている
方のインタビューなどをご視
聴いただけます。

厚生労働省において、高齢者や障
害者等に対する介護に関し、国民
へ啓発を重点的に実施するための
日として11月11日を介護の日と定め
ています。ハローワークでは、こ
の日の前後の期間に福祉業界への
就職を重点的に支援します。

11月11日は

介護の日

イベントに関するお問合せは各ハローワークへ
ハローワーク横　浜　　☎045（663）8609	 部門コード45#
ハローワーク港　北　　☎045（474）1221	 部門コード49#
ハローワーク戸　塚　　☎045（864）8609	 部門コード41#
ハローワーク横浜南　　☎045（788）8609	 部門コード41#

主催：ハローワーク横浜・ハローワーク戸塚・ハローワーク横浜南・ハローワーク港北
協力：社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会・介護労働安定センター神奈川支部・神奈川県看護協会

2022
よこはま
介護就職
ウィーク

詳しいスケジュールは裏面へ

福祉の仕
事に出会

うなら

ハローワ
ーク！



ハローワーク
横浜会場

ハローワーク
横浜南会場

ハローワーク
戸塚会場

ハローワーク
港北会場

11/ 8 火

11/11金

11/ 8 火

11/ 4 金
11/ 7 月
11/10木
11/11金

11/15火
　▶

11/16水

11/10木 11/11金

11/14月
　▶

11/16水

11/17木

・介護職DVD上映会
・看護職セミナー
　神奈川県看護協会協力

・介護職セミナー
　介護労働安定センター神奈川支部協力
・福祉・介護のしごと
　面接＆相談会

　介護職セミナー
　＆事業所説明会

　看護職セミナー

　介護職DVD上映会

　障がい者支援DVD上映会

　福祉・介護のしごと
　面接＆相談会

　福祉・介護のしごと
　面接＆相談会

・介護職セミナー
　介護労働安定センター神奈川支部協力
・訪問入浴実演会

　福祉・介護のしごと
　面接＆相談会

　福祉・介護のしごと
　面接＆相談会

　福祉・介護のしごと
　ミニ面接会

◆�イベント期間中、福祉のパネルや啓発グッズを庁舎内に展示し
ます（神奈川県社会福祉協議会協力）

JR関内駅・石川町駅徒歩６分
市営地下鉄関内駅徒歩８分
MM線日本大通り駅徒歩８分

京急金沢文庫駅徒歩12分
京急金沢八景駅徒歩15分
シーサイドライン海の公園南口駅　徒歩10分

JR／市営地下鉄戸塚駅　徒歩12分

JR新横浜駅徒歩12分
市営地下鉄新横浜駅徒歩10分

人材確保対策コーナー
☎045（663）8609　部門コード45#

職業相談部門
☎045（788）8609　部門コード41#

人材確保対策コーナー
☎045（864）8609　部門コード41#

人材確保対策コーナー
☎045（474）1221　部門コード49#

アクセス

アクセス

アクセス

アクセス

お問合せ

お問合せ

お問合せ

お問合せ

イベント一覧
お申込み・お問合せは各イベント会場のハローワークへ

【URL】https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/marumaru/kyushokusha/_120116_00010.html 

詳しくは特設ページにて順次公開！

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 座席の制限



ハローワークに
行ってみよう

日時:１１月１４日(月)・１１月１５日(火)・１１月１６日(水)
場所:ハローワーク横浜３階大会議室
定員:各ブース６名
★複数面談可 ★相談のみ可 ★面接希望の方は履歴書をお持ちください
★参加事業所は裏面をご覧ください

JR関内駅・石川町駅徒歩６分
市営地下鉄関内駅徒歩８分
MM線日本大通り駅徒歩８分

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#

☎お問合せ

アクセス

日時:１１月８日(火)
10:00▶11:00

場所:ハローワーク横浜
３階大会議室

定員:35名（予約制）
★介護職の働き方や職員インタビューを
ご覧いただけます。

介護の仕事ＤＶＤ上映会

ハローワーク横浜会場 イベント一覧

日時:１１月８日(火)
14:00▶15:15

場所:ハローワーク横浜
３階大会議室

定員:35名（予約制）
対象：看護師・准看護師資格をお持ちの方
★テーマ『看護師として働き続けるために』
講師:神奈川県看護協会

看護職セミナー

日時:１１月１０日(木)
10:00▶11:15

場所:ハローワーク横浜
３階大会議室

定員:35名（予約制）
★テーマ『介護の資格とキャリアアップ』
講師:介護労働安定センター神奈川支部

介護職セミナー

日時:１１月１０日(木)
14:30▶15:45

場所:ハローワーク横浜
３階大会議室

定員:20名（予約制）
協力：セントケア神奈川㈱
★訪問入浴のデモンストレーションを
ご覧いただいた後、採用担当者と個
別に就職相談もできます。

訪問入浴実演会＆相談会

福祉・介護のしごと面接＆相談会

裏面をご覧
ください

裏面をご覧
ください

参加無料 事前予約制 対象：福祉職に興味がある方（経験の有無は問いません）



No. 事業所名 サービス形態 就業場所

1 (株)ニチイ学館 横浜支店 有料、ＧＨ、訪問 市内複数拠点あり

2 (社福)同塵会 特養 港南区・磯子区・南区

3
(医社)早雲会
サリューブルあさひ壱番館

ＧＨ 旭区

4
(社福)関西中央福祉会
介護老人福祉施設 ヴィラ南本宿

特養 旭区

福祉・介護のしごと面接＆相談会 出展一覧

11.14
(月) 

14:00
▼

16:30

11.15
(火) 

9:30
▼

12:00

11. 16
(水) 

14:00
▼

16:30

11.16
(水) 

9:30
▼

12:00

11.15
(火) 

14:00
▼

16:30

予約制
各ブース

定員
６名

複数
面談可

相談
のみも

可

求人番号は順次公開します。
ＨＰからもご覧いただけます➡

特養=特別養護老人ホーム
老健=介護老人保健施設
有料=有料老人ホーム
ＧＨ=グループホーム
訪問=訪問介護

ハローワーク横浜会場

No. 事業所名 サービス形態 就業場所

5 (株)ツクイ 居宅系・居住系全般 市内複数拠点あり

6 (社福)横浜社会福祉協会 特養・救護施設 南区・保土ケ谷区

7 (社福)みはらし 障がい者地域活動ホーム 中区

8
(公財)日本海員掖済会
老健 えきさい横浜

老健 中区

No. 事業所名 サービス形態 就業場所

9
(社福)ふるさと自然村
特養 磯子自然村

特養 磯子区

10 (社福)同愛会 障がい者支援・ＧＨ 市内複数拠点あり

11 (株)アスモ介護サービス港南 訪問（訪問先=有料） 港南区

12 (株)エクセレントケアシステム関東支社 有料 南区

No. 事業所名 サービス形態 就業場所

13 (医)紺医会 老健 神奈川苑 老健・デイケア 神奈川区

14 ＳＯＭＰＯケア(株)神奈川オフィス 有料 市内複数拠点あり

15 (社福)峰延会 特養・デイ 磯子区

16 (社福)こうよう会 知的障がい者ＧＨ・就労支援 港南区

No. 事業所名 サービス形態 就業場所

17
(社福)白梅福祉会
特養 白梅野毛山ホーム

特養 西区

18 (医社)愛友会 老健 ハートケア横浜 老健 西区

19 (社福)伸こう福祉会 ＧＨ・特養 南区・栄区他

20 セントケア神奈川(株) 訪問・デイ・ＧＨ 市内複数拠点あり



かなわ福祉人材センター
介護労働安定センター神奈川支所
神奈川県看護協会

11.4 11.16

問合せ先 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

なり施設の特徴や働き方をお伝えします。

• 11.  4（金） 10：00 ▶ 11：30

介護施設での看護師の働き方（※要看護師資格）

看護のしごと（福祉編）：セミナー

• 11.  7（月） 10：00 ▶ 11：30

介護のしごとの特徴と働き方

介護のサービスの種類と職務の特徴：セミナー

• 11.10（木） 13：30 ▶ 15：00

障がい者支援の特徴と働き方

障がい者支援のしごとを知ろう：セミナー

• 11. 11（金）～11.16（水）9：30 ▶ 12：30

港北、緑、青葉、都筑区の事業所９社が参加。その場で

面接ができます。相談のみも参加可能。ぜひ事業所担当

者に色々聞いてみませんか？（各事業所定員：６名）

福祉・介護のしごと 面接＆相談会

予約制

参加無料

無資格ＯＫ

未経験ＯＫ

服装自由

申し込み
方法は裏面へ



社会福祉法人兼愛会

しょうじゅの里三保

社会福祉法人一乗谷友愛会

青葉あさくら苑

セントケア神奈川

株式会社

医療法人山本記念会

山本記念病院

社会福祉法人ワゲン福祉会

ワゲン新横浜

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

第三地域本部

医療法人社団明芳会

江田記念病院

社会福祉法人清光会

新横浜さわやか苑

株式会社Ｂｒａｉｎ

さくらの郷

詳細は特設サイト
にて順次公開！

◆雇用保険の求職活動実績になります。
◆全てのイベントは予約制です。定員
になり次第受付を終了します。
◆新片コロナウィルス感染拡大の状況
により、開催方法が変更または中止と
なる可能性があります。

福祉・介護のしごと面接＆相談会 参加事業所

【会場：こだまファンタジアビル2階】

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

11/11 11/11 11/11

11/15 11/15 11/15

11/16 11/16 11/16

【申し込み方法】定員：セミナー14名・面接＆相談会各6名
セミナー ：来所のみの受付

面接・相談会：電話または来所にて受付

特設サイト
QRコード



★介護の仕事について知りたい方へ★

★参加に関するお願い★
コロナ禍の中、感染予防（マスク着用等）にご協力をお願いします。！

ハローワーク戸塚 別棟会議室

「介護職」 セミナー

ハローワーク戸塚

11月８日（火）
【１回目】 13:00～14:30
【2回目】 15:00～16:30

シニア世代
歓迎♪

参加費
無料

「求職活動実績」
になります

各回 １５名 ※ 要予約

【1回目】13:00～14:30 （受付：12：45～）

【2回目】15:00～16:30 （受付：14：45～）

「資格がなくても働けるの？」 「施設に違いは？」
「未経験でも仕事はできる？」 など、
介護の仕事について分かりやすく説明します。
初心者向けのセミナーです。お気軽にご参加ください。

事前予約制

♣ セントケア神奈川 株式会社
♣ 特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜
♣ 特別養護老人ホーム 田谷の里

場 所

定 員

時 間

※入替制

対象者 ハローワークに求職登録があり、

介護の仕事にご興味のある方

未経験者
歓迎♪

◆お申込み・お問い合わせは◆
ハローワーク戸塚 人材確保対策コーナー
☎ ０４５－８６４－８６０９（４１＃）

90分

無資格・未経験者を積極採用
している事業所３社の

ＰＲタイムあり



個別ブースで企業の担当者と直接、面談ができます。

相談だけの参加も大歓迎です。お気軽にご参加ください。

合同面接会

いい日、 いい日

１１月１１日は介護の日！ 介護職にチャレンジしませんか？

ハローワーク戸塚

令和４年１１月１１日 （金） 13:00～

書類選考
なし！

経験不問
資格不問

「求職活動実績」
になります

シニア世代
歓迎

複数社面接
ＯＫ♪

相談のみの参加
OK！

服装自由

♣ セントケア神奈川 株式会社 セントケア上郷

♣ セントケア神奈川 株式会社 セントケアホーム東戸塚

♣ 社会福祉法人 寿 特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜

♣ 社会福祉法人 愛生福祉会 特別養護老人ホーム 田谷の里

♣ 参加事業所 ♣

◆場所：ハローワーク戸塚 別棟会議室

◆時間：１３：００～１６：３０ （開場：１２：５０～）

◆参加には事前申込みが必要です （電話申込み可）

※複数応募可能 面接時間は１人約30分

◆対象者：ハローワークに求職登録があり、介護職に就職を希望される方

◆面接希望の方は履歴書をご持参ください

※ 求人の詳細は裏面をご参照ください。

◆お申込み・お問い合わせは◆
ハローワーク戸塚 人材確保対策コーナー
☎ ０４５－８６４－８６０９（４１＃）

※参加にあたってのお願い※
コロナ禍の中、感染予防（マスク着用等）に
ご協力お願いします。



セントケア神奈川株式会社　セントケアホーム東戸塚

資格 経験

不問 不問

不問 不問

セントケア神奈川株式会社　セントケア上郷

資格 経験

不問 不問

不問 不問

不問 不問

普通自動車運転免許 不問

普通自動車運転免許 不問

社会福祉法人　寿　
特別養護老人ホーム　グリーンヒル泉・横浜

資格 経験

不問 不問

不問 不問

不問 不問

社会福祉法人　愛生福祉会　特別養護老人ホーム　田谷の里

資格 経験

不問 不問

不問 不問

不問 不問

不問 不問

不問 不問

看護師・准看護師 不問

14030-8940621

介護（デイサービス） 正社員 64歳以下

14030-8967921

14030-8968121

介護（デイサービス）

不問

パート 不問

送迎ドライバー介護補助 パート

看護師

介護職（食事係）

介護職

介護職

パート 不問

不問パート

職　　種

介護補助（洗濯場）

年齢

介護補助（居宅清掃・リネン）

14030-8448621

18歳～59歳

不問

パート

パート

正社員

パート

14030-8438421

14030-8439321

14030-8440121

不問

不問

求人番号区分

14030-8450721

14030-8449921

◆◆◆求人一覧◆◆◆

♣求人の詳細は求人番号からご参照ください♣

職　　種

介護 14030-8441021

14030-8963521

求人番号

年齢区分

年齢

職　　種

介護

求人番号

介護

区分

介護夜勤専門

パート

14030-8442721

14030-8444221

パート

正社員

64歳以下

18歳～64歳

18歳～64歳

14030-8964421介護（ショートステイ） 正社員 18歳～64歳

不問

職　　種 区分 年齢

14030-8946221

14030-8944721介護

パート 不問

正社員 18歳～64歳

介護（ショートステイ）

求人番号

パート

【就業場所】

戸塚区川上町７６０ (マイカー通勤可）

東戸塚駅～徒歩１１分

【就業場所】

栄区田谷町１３６４ー２（マイカー通勤可）

戸塚駅・大船駅～「田谷」バス停下車徒歩4分

【就業場所】

泉区和泉町２３１２（マイカー通勤可）

いずみ中央駅・ゆめが丘駅～徒歩15分

【就業場所】

栄区上郷町１６０－１ (マイカー通勤可）

大船駅・港南台駅～「稲荷森」バス停下車１分



ハローワーク戸塚 人材確保対策コーナー
ＴＥＬ：０４５－８６４－８６０９（４１＃）

予約のお申込みやお問合せ先

求職活動実績になります 相談のみの参加ＯＫ！

※コロナ禍の中、感染予防のご協力お願いします。

服装自由

令和４年１１月１７日 （木）13：00～
経験不問

お気軽にご参加ください！

会場：ハローワーク戸塚 ２Ｆ会議室
時間：１３：００～１６：20

（面談時間は１人約20分）

◆参加には事前申込みが必要です。
◆相談のみの参加も大歓迎です。
◆面接希望の方は履歴書をご持参ください

職種 区分 年齢 資格 経験 求人番号

介護職員 パート 不問 不問 不問 13040-14616422

介護職員 正社員 59歳以下 介護職員初任者研修
普通自動車免許

不問 13040-14538422

職種 区分 年齢 資格 経験 求人番号

介護職員 パート 不問 不問 不問 13040-14623122

介護職員 正社員 59歳以下 介護職員初任者研修
普通自動車免許

不問 13040-15723422

【パナソニックエイジフリーケアセンター瀬谷】 瀬谷区二ツ橋町３８６－４ 三ツ境駅～徒歩１０分

【パナソニックエイジフリーケアセンター港南台】 港南区港南台１－７－10 港南台駅～徒歩１２分

【パナソニックエイジフリーケアセンター大和南林間】 大和市下鶴間3015 南林間駅～徒歩6分

職種 区分 年齢 資格 経験 求人番号

介護（デイ） パート 不問 不問 不問 13040-14689022

介護（デイ） 正社員 59歳以下 介護職員初任者研修
普通自動車免許

不問 13040-14645522

介護（ショート） パート 18歳以上 不問 不問 13040-14777322

介護（夜勤専門） パート 18歳以上 不問 不問 13040-14825222

電話でのご予約も可能です♪







介護就職

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＃

DAY2022

開催：11/10 ・11/11
時間：1部/13:30-15:00・2部/15:30-17:00

場所：ハローワーク川崎北 溝の口庁舎 会議室

ご予約はハローワーク窓口またはお電話にて！
◆複数申し込み可
◆雇用保険の活動実績対象

就職相談・面接会

質問・相談のみでも可！無資格・未経験の方も歓迎！ 氷河期世代歓迎！

事前
予約制

11/15 火

14：00-16：00

プラザ新百合ヶ丘

プラザでも開催！

小田急沿線 事業所

1社参加予定

木

※各日1部、2部で企業入替制

2日間で8社参加予定

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。
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。

金



１１月１０日（木）

事業所名 職種
就業

場所（区）
求人番号 形態 経験 資格

介護職員 多摩 14140-12384921 フル 必須 尚可

介護職員（入浴介助専従） 多摩 14140-12385121 パート 必須 尚可

デイサービスケアスタッフ 中原 14140-12389221 パート 不問 尚可

デイサービス管理者候補 中原 14140-12388821 フル 必須 必須

事業所名 職種
就業

場所（区）
求人番号 形態 経験 資格

特養介護職 多摩 14140-12392121 フル 尚可 必須

デイサービス介護職 多摩 14140-12390621 フル 尚可 必須

介護職員（小規模多機能施設） 麻生 14140-12397521 フル 不問 不問

介護職員（介護老人保健施設たかつ） 高津 14090-13125021 フル 不問 尚可

１１月１１日（金）　　　　　　　　　　　　

事業所名 職種
就業

場所（区）
求人番号 形態 経験 資格

介護職 麻生 14140-12328721 フル 必須 尚可

ホームペルパー 麻生 14140-12327021 パート 尚可 必須

グループホーム　ケアスタッフ 麻生 14140-12406121 フル 不問 尚可

グループホーム　ケアスタッフ（夜勤専門正社員） 多摩 14140-12408721 フル 不問 尚可

事業所名 職種
就業

場所（区）
求人番号 形態 経験 資格

介護職員 宮前 14140-12377121 パート 尚可 必須

介護職員 宮前 14140-12376921 フル 尚可 必須

介護職員（老健施設：免許・資格不問） 宮前 14140-12657921 フル 不問 不問

介護職員（老健施設：介護福祉士） 宮前 14140-12372521 フル 不問 必須

１１月１５日（火）　　　　　
１４：００　～　１６：００

事業所名 職種
就業

場所（区）
求人番号 形態 経験 資格

特別養護老人ホーム介護職 麻生 14140-12370821 フル 尚可 尚可

介護補佐 麻生 14140-12364521 パート 不問 不問

※ 上記以外にも多数の求人がありますので、相談窓口でのお問い合わせをお待ちしております。
溝の口庁舎内にて、「求人一覧表」（閲覧用）をご覧いただけます。

社会福祉法人　鈴保福祉会

令和4年度　介護就職デイ面接会　求人一覧

１３：３０　～　１５：００

１３：３０　～　１５：００

１5：３０　～　１7：００

１5：３０　～　１7：００

開催場所：ハローワーク川崎北　溝の口庁舎

社会福祉法人　読売光と愛の事業団

医療法人社団　早雲会

株式会社青空

社会福祉法人　桝形鳳翔会

社会福祉法人　一廣会

医療法人　桃潤会 ろうけん宮前

開催場所：プラザ新百合ヶ丘　

セントケア神奈川株式会社

社会福祉法人　子の神福祉会



 

 

 

○1 ・○2 各２社 参加事業所 入替制 

☆☆同日１４時～福祉のしごと相談会（１人２０分、個別事前予約制）も開催！！☆☆ 

＊新型コロナ感染予防対策のため、事前予約制になります。 

● 雇用保険求職活動実績証明交付   

 

 

 

 

 

 

 

～ あなたのその手で 目に見えない あったかいもの 触れてみませんか？ ～ 

 

 

 

 
相談のみ 

でも大丈夫！ 



＊ 参加事業所のご案内 ＊ 

●午前の部 ９：３０～１１：３０  

 ◆医療法人赤枝会 介護老人保健施設 しょうじゅの里大和●大和市上和田 2633                                       

●介護職員/常勤 資格・経験不問        〇求人番号：14160-6368221 

●看護師（正・准）/契約社員 資格要        〇求人番号：14160-6367821 

●介護職員(パート)/資格あれば尚可         ○求人番号：14160-6369521 

◆社会福祉法人  たつき会 ●大和市上和田 1021-1 

    ●介護職【夜勤なし】/初任者研修終了者/正社員・経験不問    〇求人番号：14160-6366721 

●介護職/初任者研修終了者/正社員/経験不問            〇求人番号：14160-6365021 

●介護職【夜勤なし】/正社員/資格・経験不問               〇求人番号：14160-6362621 

●介護職/正社員/資格・経験不問                       〇求人番号：14160-6363921 

 

●午後の部 １４：００～１６：００【同時間開催：福祉介護相談】 

 ◆社会福祉法人 二津屋福祉会 ロゼホームつきみ野  ●大和市下鶴間 418-2  

●介護支援専門員/居宅介護支援事業所/未経験歓迎/正社員 〇求人番号：14160-6361321 

●総合相談支援業務/地域包括支援センター/正社員         〇求人番号：14160-6360421 

●ケアワーカー/特別養護老人ホーム/正社員/資格・経験不問     〇求人番号：14160-6359821 

●介護職/特別養護老人ホーム/パート/資格・経験不問           〇求人番号：14160-6357021 

 

  ◆株式会社川島コーポレーション サニーライフ綾瀬弐番館 ●綾瀬市上土棚中2丁目１３-22 

●介護職/正社員/資格要/経験あれば尚可/   〇求人番号 14160-6447221         

 

面接を行うだけではなく、未経験の方、興味がある方、介護職に関する質問もできます。                          

この機会に介護職への扉を叩いてみませんか！ 

◆同日１４時から福祉のしごと相談会（個別相談）開催、事前予約制◆   

◆参加予定事業所 および 募集求人  

１０月 17日現在の予定求人です。一覧表は１０月中旬 ハローワーク大和 にて配布予定  

◆参加希望の方は、事前予約制につき、ハローワーク大和職業相談部門に、ご連絡をお願いします 

◆応募、面接の場合には、紹介状が必要です。 

●問い合わせ先：ハローワーク大和職業相談部門 福井又は田川まで 

電話：046-260-8609（４１＃） 



福祉関係就職面接会
令和４年１１月２１日（月）
9：30～11：30（受付 9：00～)
横須賀公共職業安定所 ３階会議室

介護・保育のお仕事に限定した面接会です！
ハローワーク受付票をお持ちの方はご持参ください。
面接希望の方は応募書類をご持参ください。
雇用保険を受給中の方は求職活動実績になります！

主催:横須賀商工会議所・横須賀市・ ハローワーク横須賀

お問合せ ハローワーク横須賀 職業相談部門 046-824-8609 41＃

事前申込
不要

入退場自由
相談だけでも
大丈夫！

未経験の方も
歓迎！

★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。
・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。

★なお、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。詳細はＨＰに掲載いたします。



福祉関係就職面接会 参加企業一覧

※参加企業の詳しい求人内容については、1０月下旬よりハローワーク横須賀において

求人一覧表の配布及びＨＰに掲載いたします。

ブース

№ 事業所名

1 社会福祉法人 阿部睦会 共楽荘

2 社会福祉法人 ユーアイ二十一

3 社会福祉法人 隆徳会

4 社会福祉法人 恵徳会 恵徳苑

5 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

参加申込書 雇用保険受給中の方は求職活動実績になります！

参加申込書は当日受付にご提出ください



６０歳以上の求職者の方対象

就職面接会
シニア

月 日(金)

午前の部 10：00～12：00
午後の部 14：00～16：00

会場 ハローワーク藤沢 ４階会議室

６０歳以上の方が企業の採用担当者と直接面接できるチャンスです！

問合せ先：ハローワーク藤沢
☎0466-23-8609 41# 担当：生涯現役支援窓口

詳細は裏面をご覧下さい



●午前の部（10：00～12：00）

●午後の部（14：00～16：00）

東京スリーブ株式会社 日本ハウズイング株式会社

・軽作業（パート）
勤務地：鎌倉市
14080-14271521

・マンション清掃（パート）
勤務地：藤沢市
14080-14313621

申込方法

最寄りのハローワークを通して面接会参加をご予約の上、
紹介状を受け取ってください。
当日は求人票記載の応募書類と筆記用具をご持参下さい。

※感染拡大防止対策について※
検温、マスク着用の上ご参加ください。

新型コロナウィルスの感染状況により、面接会の開催を中止させて頂
く場合がありますので予めご了承ください。

ハローワーク藤沢

ハローワーク藤沢
0466-23-8609 41#

担当：生涯現役支援窓口

〒251-0054
藤沢市朝日町5-12
藤沢労働総合庁舎

いすゞビルメンテナンス株式会社 株式会社ダスキン藤沢

・清掃（パート）
勤務地：藤沢市
14080-14301221

・ルートレンタルスタッフ
（パート）
勤務地：湘南エリア中心
14080-14291621

・家事代行サービス（パート）
勤務地：湘南エリア
14080-14294021



ハローワーク戸塚

11/14（月）
令和 ４年

13:00～16:00

場所：ハローワーク戸塚 会議室

参加事業所

★職種＊施設警備

＊交通誘導警備

★参加ご希望の方はハローワークまで
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＃

＊当日は、マスク着用の上ご参加ください。
また、体調不良の方は参加をご遠慮ください。

シルバー人材センター
相談コーナーもあります！



求人番号 職種名 就業場所 免許 賃金

1
14030-

9168821
施設警備員

（１）横浜市鶴見区大黒町（生麦駅徒歩２０分）
（２）神奈川区宝町（新子安駅徒歩１６分）
（３）中区錦町（横浜駅からバス）
（４）横須賀市夏島町（追浜駅徒歩２０分）

不問 1071円

2
14030-

9174721
施設警備員

（神奈川区、日勤のみ）

横浜市神奈川区宝町
（新子安駅徒歩１５分）

不問 1071円

3
14030-

9182721
施設警備員
（鶴見区）

横浜市鶴見区大黒町
（生麦駅徒歩１５分）

不問 1071円

4
14030-

9179321
施設警備員
（大黒町）

横浜市鶴見区大黒町
（生麦駅車１０分）

不問 1071円

5
14030-

9191821
施設警備員

（川崎市川崎区）
川崎市川崎区日進町
（川崎駅徒歩７分）

不問 1071円

6
14030-

9177521
施設警備員

（川崎市中原区）
川崎市中原区今井上町
（武蔵小杉駅徒歩１５分）

不問 1071円

7
14030-

9175821
施設警備員

（川崎市高津区）
川崎市高津区下野毛
（武蔵新城駅徒歩１５分）

不問 1071円

8
14030-

9187321
施設警備員
（緑区）

横浜市緑区白山
（鴨居駅徒歩１５分）

不問 1071円

9
14030-

9169221
交通誘導警備

（横浜市港南区）
横浜市港南区港南台
（臼杵バス停徒歩１分）

不問 1071円

10
14030-

9295021
施設警備
（生麦）

横浜市鶴見区生麦（生麦駅徒歩５分） 不問 1071円
R4年10月17日

追加

※詳細は求人票でご確認ください



  

 
 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

参加事業所 

 

                          

 

 

 

 

 

 

令和4年 11月 17 日（木）  

13：00～16：00 

 会場：相模原地方合同庁舎 地下 1階会議室 

（神奈川県相模原市中央区富士見 6-10-10） 

 

基本的な就活セミナーです。 

これからのお仕事探しに重要な視点や求人の探し方 

同じ世代の方の再就職状況など 

皆様の今後の就職と働き方に役立つ情報を 

アドバイザーの観点からご案内します。 

 

◆対象者：60歳以上 

◆事前予約制の面接会となります。最寄りのハローワークの紹介窓口からハローワーク職員を介して

申し込みを行ってください。 

◆当日は、履歴書（写真貼付）・紹介状をご持参ください。 

※お願い※ 

 新型コロナウィルス感染予防として、マスク着用・検温にご協力いただき、発熱等の体調に不安の 

ある方は参加を見合わせてください。 

 
    

*面接会のお問い合わせ* 

ハローワーク相模原 職業相談第２部門 

（生涯現役支援窓口） 

☎042-776-8609（部門コード42＃） 

 

◆◆山村倉庫（株）◆◆ 
 

【職種】 

ガラスびんの測定業務 

ガラス原料清掃 

一般作業 

金型の準備・保管作業 

◆◆（有）イチコウ◆◆ 
 

【職種】 

機械加工作業員 

◆（株）ＡＰＯ－ＣＯＭＩ◆ 
 

【職種】 

マンション清掃代勤：横浜・川崎 

マンション日常清掃（2件） 

マンション定期清掃スタッフ 

 

参加事業所 

か 完全予約制 

 



よ こ す か

障 害 者

面 接 会
日時 令和４年１１月１１日（金）

時間 １４：００～１６：００

会場 ハローワーク横須賀〔３階会議室〕

参加方法 予約制（締切11月9日（水））

【参加企業】

かながわ信用金庫

湘南信用金庫

社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院

株式会社ノジマ

ジョブサポートパワー株式会社

詳細は１階２番窓口専門援助部門へお尋ねください







11月 8日（火）

18日（金）

14：30～15：30

定員：４名 (各日共）

※事前予約制

現在の自分を見つめて、仕事との相性を調べよう

～厚生労働省 日本版Ｏ－ＮＥＴ活用セミナー～

価値観・仕事観を見つめ直していくために興味・価値観検査を

実施します。また、統計資料等を用いて労働市場を学ぶ座学

を行います。

『仕事探しに不安がある』 『自分の興味・価値観を知りたい』

『どんな職種があるか知りたい』など、今後の方向性に迷いを感

じている方におすすめです。

※セミナー受講後または後日セミナーの結果を個別にフィードバックしますの

で、専門窓口の相談予約を同時にお願いします。

11月 10日（木）

25日（金）

14：30～16：00

定員：5名(各日共）

※事前予約制

応募書類作成を通して、自分らしさを伝えよう

～効果的な応募書類作成セミナー～

応募書類（履歴書・職務経歴書）の書き方や意義など、応

募書類作成における基礎知識を学び、自分らしさを発揮できる、

納得のいく書類を作るための準備を行います。

『応募書類の作り方がわからない』『効果的な書類を作りたい』

『書類選考が通らない』『自分らしさをアピールしたい』方におす

すめです。

※個別の書類添削を希望の方は専門窓口の相談予約をお願いします。

対 象：就職氷河期世代専門窓口利用者

場 所：ハローワーク相模原相模大野職業相談コーナー（５階 セミナースペース）

持ち物：筆記用具・ハローワーク受付票（または雇用保険受給資格者証）

◇キャンセルの場合は必ず連絡をお願いします。

当日は受付での検温とマスク着用での参加をお願いいたします。

また通常時より熱がある、体調が悪いなどの場合は、

参加を見合わせてください。

◇途中入室はできませんので、時間に余裕をもってお越しください。

《お問い合わせ・お申し込み》

相模大野職業相談コーナー 就職氷河期専門窓口あて ☎０４２－８６２－００４０

※相模大野職業相談コーナーの相談窓口から直接お申し込みも可能です。



＜対象者＞

再就職を早期（３ヶ月以内）に希望している求職者
ハローワークに求職登録されている方
オンラインセミナーに参加可能な環境を、ご自身で準備
できる方（Zoom使用）

※過去6か月以内に同様のセミナーを受講された方は
原則として申込みできません。

＜申し込み方法＞

参加申込は、窓口受付のみです。ご希望の方は、総合案内にて、
「オンラインセミナーに申し込みたい」旨を伝えていただき、相談窓口へお越しください。
申し込みに当たっては「利用規約」に同意の上、「利用申込書」に署名をお願い
いたします。

定員： 15名 ※キャンセルの場合はお早めにご連絡ください。

職業相談第三部門 ｔｅｌ：045-474-1221(43#)

ハローワーク港北2022年度

～ 自己理解と採用につながる履歴書・職務経歴書の書き方 ～

日程： 令和4年 11月9日（水）

開催時間： 午前 １０：００ ～１１：３０ （午前9:30 ～入室可）
当日の準備： お申し込みの際、詳細をお伝えします

＜次回セミナーのご案内＞

令和4年 11月22日（火）9：30～11：30
「自己理解／面接対策」
※申込みは 11月7日(月)より窓口で受付開始します
※こちらはオンラインではなく集合形式での開催となります

オンライン開催



オンラインで開催してもらえたので、感染対策な
ど安心して受けることができてよかった。

2022年 就職応援セミナー
～ 参加者の声 ～

とても集中して、またリラックスして、お話を聞く
ことができました。

ハローワークの具体的な活用方法も知ることができ、
以前よりハローワークを身近に感じられるようになった
と思います。

オンライン形式でしたが説明がわかりやすく参
考になりました。

自分の特徴などを見つめ直すきっかけになりました。

少人数で分かりやすいお話で良かった。落ちても自己否
定しない事の大切さを学びました。

書類の作成等即実践できることや自己理解の深め方
を知りました。

応募までの手順と自己ＰＲ等のやり方が学べました。

オンラインセミナー参加者アンケートより抜粋



ハローワークのトライアル雇用制度、試してみませんか！！！【事業主対象】 

求人を出しても応募者があつまらない。今や経験者は争奪戦です。 

事業活動の発展には、未経験者を戦力として育成する時代が来ています。 

そうはいっても、面接だけで適性をはかるのは難しい。採用活動はリスクも伴います。 

そこで、ミスマッチを防ぐために「トライアル雇用制度」を活用してみませんか。 

トライアル雇用とは、原則３ヶ月の有期雇用契約を締結し、適性を確認した上で、 

期間の定めのない雇用への移行を目指す制度です。 

ハローワーク相模原がわかりやすく説明いたします。 

※トライアル雇用制度及び助成金のご利用には事業主要件があります。  

◀ 事業主向け「トライアル雇用助成金のご案内」（厚労省HPリンク）        

 

●開催方式／開催日時／場所 

（１）会場受講セミナー方式 参加企業１５社（１企業１名まで） 

   令和４年１１月１１日（金）１４時～ （１時間程度） 

   ハローワーク相模原 地下会議室 （相模原市中央区富士見６－１０－１０） 

（２）オンラインセミナー方式（ＺＯＯＭ） 参加企業３０社程度（１企業１アカウントまで） 

   令和４年１１月１８日（金）１４時～ （１時間程度） 

●対象者 相模原市内に就業場所のある事業主。 

なお、定員を超えるお申し込みがあった場合は、ハローワークへ求人実績のある事業所 

及び先着順とします。 

●申込方法 

別紙「「トライアル雇用制度周知セミナー」参加申込書」（ハローワーク相模原HP「イベント

情報」掲載）によりお申し込みください（e-mail／郵送／FAX可）。 

●申込み期限  

令和４年11 月 4日（金）１７：００ ※ただし、事前に締め切る場合があります。 

主催：ハローワーク相模原 事業所部門 Tel０４２－７７６－８６０９（部門コード３１＃） 

                                                                                       2022/10/17 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-sagamihara/_102181/01_00006.html#info01
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-sagamihara/_102181/01_00006.html#info01
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