
【神奈川労働局職業安定部】
１２月の職業安定部・ハローワークの取組①

（令和４年１１月２８日）

名称 日時 概要

かわさき新規大
卒者等合同企業
説明会in専修大
学

12月1日（木）
13時30分

～16時00分

【内容】
令和5年3月新規大学等卒業予定者及び既卒者の方
を対象とした合同企業説明会です。企業の人事担
当者から、会社概要や仕事内容の説明を受けるこ
とができます。

事前予約不要・入退場自由・服装自由
※専修大学以外の学生も参加可
【場所】
専修大学サテライトキャンパス
（川崎市多摩区登戸2130-2

アトラスタワー向ヶ丘遊園2F）
【規模】
参加企業 15社
【問合せ先】
ハローワーク川崎 新卒応援ハローワーク
☎044－244－8609（49＃）
※川崎新卒応援ハローワークHPをご覧ください。

パソコン講習
＋

就職支援セミ
ナー

12月1日（木）
12月2日（金）

10時00分
～15時00分

【内容】
マザーズハローワーク相模原ご利用者で早期就職
を希望している方に、エクセル・ワード基本操作
のパソコン講習とセミナーを２日間行います。
【場所】
相模大野職業相談コーナー
（相模原市南区相模大野3-11-7

相模大野B&Vビル５F）
【規模】
定員5名（託児枠2名あり※条件あり）
【問合先・申込先】
マザーズハローワーク相模原
☎042-862-0042
※ハローワーク相模原HPをご覧ください。

企業説明会
＆

相談面接会

12月6日（火）

9時30分
～11時30分

【内容】
動画を使って、プラント建設現場監督について求
人企業が直接説明します。個別相談や面接も行い
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17-2）
【問合先】
ハローワーク川崎 職業相談企画部門
☎044-244-8609 （45#）
※ハローワーク川崎HPをご覧ください。

大学生等

神奈川労働局

企業説明会

セミナー
託児サービスあり

説明会

面接会



【神奈川労働局職業安定部】
１２月の職業安定部・ハローワークの取組②

（令和４年１１月２８日）

名称 日時 概要

復職支援セミ
ナー＆就職相談
会

12月6日（火）

10時00分
～12時00分

【内容】
神奈川県ナースセンターと共催して開催する看護
職への復職などを支援するためのセミナー＆相談
会です。
【場所】
ハローワーク平塚 会議室
（平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎）
【規模】
定員12名
【問合先・申込先】
ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー
☎0463-24-8609（41#）
※ハローワーク平塚HPをご覧ください。

えびな障がい者
就職面接会

12月6日（火）

13時00分
～16時15分

【内容】
障がい者の方を対象とした完全予約制の就職面接
会です。
【場所】
海老名市役所 ４階 401会議室
（海老名市勝瀬175-1）
【規模】
参加企業数 ８社
【問合先】
ハローワーク厚木 専門援助部門
☎046-296-8609（45#）
※ハローワーク厚木HPをご覧ください。

ミニ面接会 12月6日（火）

9時00分
～12時00分

【内容】
社会福祉法人 一燈会の４施設で募集している介護
スタッフ等の面接をハローワーク内の会議室で受
けられます。
【場所】
ハローワーク松田 松田町分庁舎1階 会議室
（足柄上郡松田町松田惣領2037）
【規模】
定員5名
【問合先・申込先】
ハローワーク松田 職業相談部門
☎0465-82-8609
※ハローワーク松田HPをご覧ください。

神奈川労働局

セミナー

相談会

看護職

面接会

障害者の方

面接会

福祉・介護



【神奈川労働局職業安定部】
１２月の職業安定部・ハローワークの取組③

（令和４年１１月２８日）

名称 日時 概要

就職支援セミ
ナー
就活準備編

12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
【申込先・問合先】
ハローワーク大和 職業相談部門
☎046-260 -8609（41♯）
※ハローワーク大和HPをご覧ください。

トラック運転手
セミナー＆面接
会

12月9日（金）

第１部：セミナー
13時30分

～14時30分

第２部：面接会
14時35分

～16時25分

【内容】
第１部では、神奈川県トラック協会の方を講師に
迎え、物流業の基礎知識についてお話しします。
第２部では、求人企業２社による面接会を開催し
ます。
【場所】
ハローワーク戸塚
（横浜市戸塚区戸塚町3722）
【規模】
定員20名（セミナー）
【問合先・受付先】
ハローワーク戸塚 職業相談第一部門
☎045-864-8609（41#）
※ハローワーク戸塚HPをご覧ください。

ミニ面接会 12月9日（金）

14時00分
～16時30分

【内容】
株式会社ダイサン 神奈川サービスセンターで募集
している２職種の面接をハローワーク内の会議室
で受けられます。
【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）
【問合先・申込先】
ハローワーク相模原 事業所部門
☎042-776-8609（31#）
※ハローワーク相模原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

面接会

運輸業

面接会

建設業



【神奈川労働局職業安定部】
１２月の職業安定部・ハローワークの取組④

（令和４年１１月２８日）

名称 日時 概要

ミニ面接会 12月16日（金）

13時30分
～16時30分

【内容】
ハローワーク内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】
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）
【規模】
参加企業 １社
日新産業株式会社
【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（48♯）
※ハローワーク横浜ＨＰをご覧ください。

ミニ面接会 12月16日（金）

13時30分～

【内容】
ハローワーク内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。
来春新規開設の新しい職場です。
【場所】
ハローワーク平塚 会議室
（平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎）
【規模】
参加企業 １社
医療法人 徳洲会（仮称）大磯徳洲会病院
【申込先・問合先】
ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー
☎0463-24-8609（41#）
※ハローワーク平塚ＨＰをご覧ください。

神奈川労働局

面接会

就職氷河期
世代歓迎

面接会

看護職



 

かわさき新規大卒者等 

合同企業説明会  
in 専修大学 

令和５年（２０２３年）３月卒業見込みの方向け  

入場無料・事前予約不要・入退場自由・服装自由 
新規大学等卒業予定者及び既卒者の方を対象とした合同企業説明会を開催します。 

参加者が企業の個別ブースを訪問していただき、企業の説明を受けられます。 

ハローワーク川崎 新卒応援ハローワーク 

☎044-244-8609(#49)  

 

 ハローワーク川崎  で検索！ 
https://jsite.mhiw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-kawasaki_shinsotsu.html 

専修大学サテライトキャンパス 
川崎市多摩区登戸 2130-2 
アトラスタワー向ヶ丘遊園 2F 

小田急線向ヶ丘遊園駅北口徒歩１分 

参加企業１５社 
参 加 企 業 は 決 定 次

第、川崎新卒応援ハロ

ーワークのホームペー

ジに掲載いたします。 

 

実施方法  １３：３０～１３：５０に企業担当者より１分

間ＰＲがあります。その後の時間帯はブースを訪問して

個別に説明を受けていただきます。 

参加方法  履歴書の持参は不要です。会場に「エント

リーカード」を用意いたしますので、説明の後、選考を希

望する企業に提出してください。 

対象者    令和５年３月 大学院・大学・短期大学・

高等専門学校・専修学校（専門課程）・職業能力開発

校（高卒２年課程）を卒業予定の学生  

※令和６年卒業見込みの方は参加できません。 

開催場所 

 
実施方法 

 

参加方法 

 

対 象 者 

 

お問い合わせ 

 

主催 

 ハローワーク川崎・専修大学 



番号 事業所名 事業所番号 募集職種 求人番号

1
株式会社 キョクレイオペレー
ション

1404-616364-6 貨物取扱業務 14040-101728

2 株式会社　インボイス 1304-229807-7 総合職 13040- 557928

3 三田飲料 株式会社 1307-106319-8 総合職（製造部門他） 13070- 307928

営業事務（店頭営業） 13060- 19328

訪問営業（ルートセールス） 13060- 20628

システムエンジニア 13010- 627828

ＩＴサポートエンジニア 13010- 628028

システム運用エンジニア 13010-630428

総合職（営業部門／技術部門） 13010-931528

エリア総合職（営業部門） 13010- 985128

7 中央液化ガス　株式会社 1409- 1694-4 総合職 14090- 73228

8 株式会社　ヤグチ 1304- 4788-2 総合職（営業職） 13040- 186928

9 株式会社　エー・アール・シー 1304-253657-0
ネットワーク／サーバー／システム開発エ
ンジニア 13040- 163728

10
株式会社
アスパーク　東京オフィス

1304-643722-3 人材コンサルタント職 13040- 308728

管理部門職 13010- 1082828

マーケティングリサーチ 13010- 1133328

ネットワークシステムエンジニア 13200-18428

ハードウェアエンジニア 13200-20528

メカトロ営業職（東京工場） 13200- 67428

13 富士シティオ　株式会社 1401- 6566-7 販売 14010- 46128

14 丸文　株式会社 1302-300686-1 基幹職：技術営業、技術、事務 13010-555828

営業（機械部品卸）／本社 13010-158428

営業事務
15 株式会社　カントー 1302-411994-0

6 ヨシモトポール　株式会社 1301-211836-9

11

「かわさき新規大卒者等合同企業説明会in専修大学」　参加予定事業所

令和４年１２月１日（木）開催・専修大学サテライトキャンパス

※専修大学以外の学生も歓迎いたします

川崎公共職業安定所（川崎新卒応援ハローワーク）

12 株式会社　ワイ・デー・ケー 1320-4615-1

1302-308846-0
株式会社
富士経済グループ本社

5
ナビオコンピュータ株式会社
東京本社

1301-622189-2

1306-215902-1日産部品中央販売　株式会社4



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：００～１５：００（12：00～13：00昼休憩） 

会場：（講習） ５Ｆ 相模大野職業相談コーナー 

    （託児） ６Ｆ マザーズハローワーク相模原 

住所：相模原市南区相模大野３－１１－７ 相模大野Ｂ＆Ｖビル 

内容：エクセル・ワード基本操作のパソコン講習 

定員：5名（託児枠２名：満 6 ヶ月以上～就学前） 

① マザーズハローワーク相模原に登録している方 

② ２０歳未満のお子様のいる方 

③ ３ヶ月以内の就職を目指している方 

④ ２日間とも参加できる方 

相模原市南区相模大野３-１１-７ 相模大野Ｂ＆Ｖビル６Ｆ 

☎０４２－８６２－００４２ （平日 9：30～18：00） 

受講資格は①～④すべてに該当する方 

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催いたします。参加の際には、検温・消毒・マスク 

着用にご協力をお願いいたします。 

※今回は新型コロナウイルス感染防止対策のため、通常は来所のみで受付しているところ、 

 電話での受付を可能といたしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン講習+就職支援セミナーは託児サービスを行います。 

託児サービスの概要は次の通りです。 

お預かりの対象となるお子様２名 ： 満６ヶ月～未就学 

お預かりする時間 ： 10：00～15：00（昼 12：00～13：00は除く）） 

お預かりする場所 ： マザーズハローワーク相模原 

             ６Ｆセミナールーム 

※パソコン講習の会場は、同ビルの５Ｆ相模大野職業相談コーナー内です。 
 
※持ち物はパソコン講習参加申込時に、別途お知らせいたします。 

【注意事項】 

●パソコン講習の定員は５名で、託児希望者の優先枠はありません。 

 定員を超えた場合は、全ての申込希望者を対象とし、厳正な抽選の上、決定いたします。 

 

●託児を希望される場合には、受託業者に対してお子様の情報を伝える必要があります 

 ので、お申し込み時にお子様のお名前、年齢をご記入いただきます。 

 なお、ご記入いただいた内容は、パソコン講習で実施する託児のみに使用します。 

 

●パソコン講習の受講申し込みの際に、持ち物等をお知らせする文書、託児サービス 

 利用申込書をお渡しします。受講決定者には電話でご連絡いたします。 

 

●託児をする受託業者から、以下に該当するお子様は 

お預かりできない旨を提示されています。 

（受託業者：株式会社 明日香） 

 

 ・当日、３７.５℃以上の発熱をしているお子様 

 ・病児、病後のお子様 

 ・投薬が必要なお子様 

 ・集団保育が難しいお子様 
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会 
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日 

時 

ハ ロ ー ワ ー ク 川 崎 

６ 階 大 会 議 室 

 
12／6（火）９:３０～１１:３０ 

アサヒ工業 株式会社 

業 

種 

開催時間内出入り自由！ 

建設業 

プラント建設現場監督 

および監督補佐 

社是「誠実・調和・創造」 

モットー「現場第一主義」 
当社は主に工業活動に必要な素材や資源を作り出す生産設備であるプラントに関わる配管工事

や保守保全を行ってる会社です。社会インフラに必要不可欠なプラント現場でやりがいを持っ

て働いてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土日祝は 

ほぼお休み！ 

経験者はもちろん未経験者も

応募できます。ベテラン社員

が同じ目線で指導します！ 

お誕生日プレゼント等あり！

福利厚生も充実！ 

関連資格取得費用 

を会社が負担 



 

 

 

 

 

募 集 職 種：①プラント建設現場管理及び監督補佐（東神奈川支店・経験不問） 

      ②プラント建設現場管理及び監督補佐（東神奈川支店・経験者） 

求 人 番 号：①14040-19480321 

②14040-19479521 

：①４４歳以下  

②５９歳以下 

：①不問  

②建設業界就業経験（プラント現場経験）１０年以上現場監督経験 

：①②普通自動車運転免許必須 

★感染症対策のため企業担当者も求職者もマスク着用（必須）で行います。 

★当日、体調がすぐれない場合は参加をお控え下さい。 

★コロナウィルス感染拡大状況等により中止になる場合があります。 

予めご了承ください。 

●開催概要 

①動画による企業説明（開催時間内９：３０～１１：３０出入り自由） 

②もっと知りたい方は個別ブースにて相談可能 

③求人への応募面接も行っています 

 

参加方法：直接会場へお越しください。（マスク着用必須） 

持 ち 物：面接希望の方 ･･･紹介状と応募書類 

説明会参加の方･･･筆記用具 

受付でお名前と求職番号を伝え、会場へお入りください。 
     

※雇用保険受給中の方は、「求職活動実績」になります。 

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

ハロ-ワ-ク川崎 マスコットキャラクター 

「はなさきちゃん」 

アサヒ工業株式会社 

企 業 H P は 

こ ち ら か ら 
(クリックで表示します） 

 

https://a-sa-hi.co.jp/


アサヒ工業株式会社 

 

当社は主に、石油・石油化学・化学・製鉄・医薬・環境保全などの幅広い産業分野でプラン

ト建設に関わる配管工事やプラントの保守保全を行い、社会インフラ事業を担っている会

社です。２０２１年に創業６０周年を迎え、更なる発展を果たすべく邁進しています。 

 

★社是「誠実・調和・創造」／現場第一主義 

・顧客のニーズに合わせ、安全と品質を確保しコストダウン

も実現し高評価を得ています。 

・自社工場でプラント向けの配管加工をプレハブ化し、現場

思考メンバーが効率よく作業できるよう出荷をしています。 

・ＨＰに社員専用ページを設け、全社員との情報共有を行っ

ています。 

・社長へのホットラインも気軽に利用できる風通しがよい社風です。 

★社員教育制度について ～人が人を育てる会社～ 

・経験の有無を問わず①社内ルールと関連業法②図形の見方や作成研修③配管加工作業と

品質管理をＯＪＴ(企業内実践研修)で実施。ベテラン社員が同じ目線で指導します。 

・未経験者には固定トレーナー制で個人に合わせたカリキュラムを実施しています。 

・関連する資格取得費用を会社負担しています。 

★福利厚生 ～社員が働きやすい環境作りに向け努力しています～ 

・社員の皆様に誕生日プレゼント 

・関連する資格取得費用を会社負担します。 

・永年勤続(10・２０・３０年)表彰を実施。記念品を贈呈しています。 

・育児(男女とも)／介護休暇制度  など 

 

社長より求職者の皆様へメッセージ 

おかげさまで昨年に創業６０周年を迎えました。７０周年に向け、社長として『社員が何か

しらのリーダーである』と捉え、情報を共有し仲間と共感しながら一緒に進んでいきます！ 

 

採用担当者より--求職者様へ当社のココをアピールします！ 

・人が人を育てるという社風で非常に風通しが良い会社と自負

しています。 

・年休も取りやすく建設業ですが土日はほぼお休みです！リフ

レッシュ休暇取得も推奨しています。 

・現場内勤とも女性の活躍を応援。女性活躍推進法に基づく行動

計画を策定しています(詳細は右のQR コードからご覧いただけます→)。 

 

ミニ面接会では、あらためて会社案内、また採用～入社～研修～配属まで詳しくお話しさせ 

ていただければと考えています。ご参加をお待ちしています！ 

(クリックで表示します） 

 

 

ハローワーク川崎 

https://a-sa-hi.co.jp/pages/66
https://a-sa-hi.co.jp/
https://a-sa-hi.co.jp/pages/29/#block479-619
https://a-sa-hi.co.jp/pages/6/#block481-621


今こそ、あなたの看護の力が必要です。
看護職の活躍の場はたくさん。看護師
（等）として再就職をしてみませんか。

看
護 職 神奈川県ナースセンター・ハローワーク平塚 共催

令和4年12月6日（火）10～12時

ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー
℡ 0463-24-8609（41＃）Fax 0463-23-7924

お申込み
お問い合わせ

（電話受付OK）

復職支援セミナー＆就職相談会
＠ハローワーク平塚（平塚市浅間町10-22） 会議室

～看護職のキャリア形成と働き方～「看護のしごとを続けるわたし」

当日は、感染防止のため、マスクの
着用・手指の消毒・体温測定等のご
協力をお願いします。当日の2週間前
迄に、発熱・風邪の症状があった方
は、参加をお控えください。

10：00～10：05
看護職 復職支援セミナー開催
10：05～10：30
神奈川県ナースセンタ－相談員より
・神奈川県ナースセンターについてご紹介
・神奈川県内の看護職の就業状況・求人市場 など

10：30～11：40
セミナー 看護職のキャリア形成と働き方
「看護のしごとを続けるわたし」

11：40～11：45
セミナーに関する質疑応答
ハローワーク平塚・人材確保対策コーナーから
のご案内
11：45～12：00
神奈川県ナースセンター相談員による個別面談
※個別面談は先着3名迄で事前予約制です。
※セミナー終了後の個別面談を希望しない方は質疑応答
終了後に退場いただけます。

12：00
イベント終了
※進行状況により終了時間が前後する場合があります。
※終了後アンケートへの回答のご協力をお願いします。

当日プログラム

■求職活動実績
になります■

参加に関するお願い

■予約制■

対象：ハローワーク登録のある
看護師さん（申込時に登録可）

参加定員：12名
※参加希望の方は、「ハローワーク
平塚 人材確保対策コーナー」へ
事前のお申し込みが必要です。



えびな障がい者就職面接会

2022年12月6日(火）13：00～16：15

【会場】 海老名市役所
海老名市勝瀬175-1 4F(401会議室）

【持ち物】◆履歴書等応募書類（面接事業所部数分）

◆障害者手帳
（確認のためご提示いただく場合があります）

【問合せ】ハローワーク厚木 専門援助部門
046-296-8609（部門コード：45＃）

「ひろがれ！つながれ！雇用の輪」



ブース 事業所名 職種
フルタイム・パート

（雇用形態）
求人番号

① アンリツ　株式会社 使用済製品解体、分別作業
フルタイム

（嘱託社員）
14100-11261121

社会医療法人

ジャパンメディカルアライアンス
事務（総務他）

パートタイム

（パート）
14100-11231521

社会福祉法人　ケアネット

特別養護老人ホーム　さつき
生活介助業務の補助

パートタイム

（パート）
14100-11284321

③
富士フイルムビジネスエキスパート

株式会社　神奈川事業所
清掃、棚卸、軽作業

パートタイム

（パート）
14110-4175321

④ 株式会社　日本色材工業研究所 化粧品ライン作業

フルタイム　又は

パートタイム

（パート）

13040-20456522

②



ブース 事業所名 職種
フルタイム・パート

（雇用形態）
求人番号

⑤ 神奈川スバル　株式会社 品出し
フルタイム

（契約社員）
14150-18836021

⑥
社会福祉法人　聖和むつみ会

メイサムホール
介護補助

パートタイム

（パート）
14100-11260921

⑦ ユニオンチーズ　株式会社 食品製造業
フルタイム

（契約社員）
14100-11255721

工場内軽作業
フルタイム

（正社員）
14100-11262021

一般事務
フルタイム

（正社員）
14100-11263721

株式会社　牧野フライス製作所

厚木事業所
⑧



【えびな障がい者就職面接会の注意事項】

完全予約制です。参加にはハローワークでの求職登録の上、事前に「ハローワーク
厚木 専門援助部門」へ予約をとってください。

お一人2件まで応募が可能です。

当日は予約した面接時間の10分前に、
受付前にお越しください。

新型コロナウイルス感染防止のため、
当日はマスク着用をお願いいたします。

当日の発熱および体調不良の場合は無理をせず、
「ハローワーク厚木 専門援助部門」にご連絡
ください。 海老名市役所前

【会場案内図】



ミニ面接会のお知らせ

日　時
　令和4年１２月６日（火）
　　　　　９：００～１２：００

場　所
　ハローワーク松田
　　松田町分庁舎1F　会議室

参　 加
事業所 社会福祉法人　一燈会

募集求人一覧は裏面をご覧ください。

ミニ面接会のお知らせ

就業場所のご案内

２４ヘルパーステーション開成

はなの路 トレイランド

トゥモローランド燈かり

５名

限定



年齢

64歳以下

不問

18～64歳

不問

不問 不問 18～64歳 14060-8870821

　①　はなの路 　足柄上郡開成町延沢６８５－１

社会福祉法人 一燈会　　求人募集施設一覧
名　　　　　称 住　　　　　所

　②　トレイランド 　足柄上郡開成町みなみ１－４－１

　③　２４ヘルパーステーション開成 　足柄上郡開成町みなみ５－４－１７

　④　トゥモローランド 燈かり 　足柄上郡開成町延沢６８６－１

募集求人一覧

求人番号

14060-8869121

14060-8871221

支援員 不問 普通自動車免許あれば尚可

支援員（パート） 不問 普通自動車免許あれば尚可

②トレイランド

職種 必要な経験 必要な免許・資格

①はなの路

介護スタッフ

③２４ヘルパーステーション開成

介護スタッフ 不問
ホームヘルパー２級、介護福祉士、
介護職員初任者研修修了者のいずれ
か必須、普通自動車免許あれば尚可

18～64歳 14060-8873421

④トゥモローランド　燈かり
14060-8868921支援員 不問 普通自動車免許　必須

【注意事項】

・ 面接は完全予約制で１人３０分以内となります。

・ 事前にハローワークで相談し、ハローワーク松田 職業相談部門へ面接予約をしてください。
  （※ 面接には紹介状が必要です）

・ 面接会当日は、予約した面接時間の５分前にハローワーク松田１階　受付へお越しください。

・ 来所の際には、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、マスクの着用をお願いします。

・ 面接会当日に頭痛・発熱などの症状がある方は、参加をとりやめ下記担当あてご連絡ください。
　
                                                                          ハローワーク松田　職業相談部門
                                                                                       ０４６５－８２－8609

14060-8872521支援員（パート） 不問 普通自動車免許あれば尚可



 雇用保険 求職活動実績対象講座                                        １２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１２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１１月１０日（木）～１２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 



【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＃）

主催：ハローワーク戸塚 ／ 神奈川県トラック協会
ハローワーク戸塚は、トラック運転手 を応援します！

トラック運転手
セミナー＆面接会

12月9日(金)

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。！

（13：30 ～ 14：30）

定員：２０名 事前予約制 セミナーのみ参加歓迎

【１】「物流業の基礎知識」他 講師：神奈川県トラック協会

【２】「面接会参加事業所２社による事業所ＰＲ」 ※就職活動実績になります

（14：35 ～ 16：25）
◆参加企業

・横浜環境保全 株式会社
・株式会社 イワハシエキスプレス ※ 求人の概要は裏面を参照ください

◆申込方法
事前予約制（複数応募可能）
面接希望の方は履歴書・ハローワーク受付票を持参ください

◆神奈川県トラック協会の相談ブースもあります

セミナーのみの参加も歓迎(60分)

会場：ハローワーク戸塚

第１部 セミナー

面接会のみの参加（相談のみも）大歓迎です！

第２部 面接会

13:30 ～ 14：30（セミナー）
14:35 ～ 16：25 （面接会）



◆ ◆ ◆ 求人一覧 ◆ ◆ ◆

＊求人票の詳細は求人番号からご参照ください＊

横浜環境保全 株式会社 就業場所：瀬谷区、金沢区

事業所からのアピールポイント

朝は早いですが、そのぶん業務は早く終了します

年間休日：１１０日

残業時間も少なめですから仕事とプライベートの両立が図れます

廃棄物処理業として横浜市内業者では最大手と自負しています

リサイクルの時流に合わせ、さまざまな資源化事業を展開し社会に貢献しています

私たちと一緒に横浜のリサイクルを進めてくれる方を求めています

経験は不問です、ぜひ私たちの仲間になりませんか？

職 種 区分 年齢 必要な経験
必要な資格
※特記事項

求人番号

廃棄物収集運転手
（瀬谷区）

正社員
59歳
以下

不問 中型自動車免許必須 14010-53100921

廃棄物収集運転手
（金沢区）

正社員
59歳
以下

不問 中型自動車免許必須 14010-53098721

株式会社 イワハシエキスプレス 就業場所：戸塚区

【求人に関する特記事項】より一部抜粋

《採用後の流れ》

＊試用期間１４日 → 準社員（最長２ヶ月）業務の適性を判断し、その後正社員

《正社員の場合》

＊月額２３万円～３５万円

＊昇給あり：５００円～５，０００円／月（前年度実績）

＊賞与は業績による

＊定年制あり：６０歳、勤務延長あり：６５歳まで

＊地方の方、住宅転居費用負担制度有

＊中型・大型免許取得費用制度あり ＊無料駐車場あり

職 種 区分 年齢 必要な経験
必要な資格
※特記事 項

求人番号

２ｔ運転手 準社員 不問 不問 準中型自動車免許必須 14030-9981121

中型ドライバー 正社員
59歳
以下

不問 準中型自動車免許必須 14030-9986521



ミニ面接会開催（予約制）

参加事業所：株式会社ダイサン
神奈川サービスセンター

◇ 事前予約の上、紹介状・応募書類をご持参ください。

担 当：相模原公共職業安定所 事業所部門 矢部
連絡先：042-776-8609(31#)

職種：足場の組立解体スタッフ（フルタイム）
求人番号 【 １４０９０-１４８０３０２１ 】

職種：建設足場部材の整理・搬入出（パート）

求人番号 【 １４０９０-１４８９７７２１ 】

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1409014803021&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1409014897721&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=




予約
優先制

オープニングスタッフ 説明を聞くだけの参加OK

新規開設ブランク歓迎求人あり

住所：中郡大磯町月京21-1

ハローワーク平塚 職業相談部門
人材確保対策コーナー

℡ 0463-24-8609（41＃）Fax 0463-23-7924

お申込み
お問い合わせ
（電話受付OK）

場所：ハローワーク平塚 会議室
※予約優先制です。定員に達した時点で申し込みを締め切ります。
※予約が定員に達しない場合は当日参加も受付しますが事前にお問い合わせください。
※一人20分程度を予定。 ※説明を聞くだけの方は履歴書等不要（紹介状は発行します）。

現場担当者から、
仕事について詳しい
説明が聞けるチャンス

■求職活動実績になります■

！

マスク着用の上、ご参加くだ
さい。当日の2週間前迄に、

発熱・風邪の症状があった
方は、参加をお控えください。

●看護師 求人番号：14060 – 9069421 （正看護師／フルタイム）
求人番号：14060 – 9071121 （正看護師／パートタイム）

●薬剤師 求人番号：14060 – 9072021 （フルタイム）
●リハビリスタッフ 求人番号：14060 – 9073721 （理学療法士／フルタイム）

求人番号：14060 – 9074821 （作業療法士／フルタイム）
求人番号：14060 – 9075221 （言語聴覚士／フルタイム）

●視能訓練士 求人番号：14060 – 9076521 （フルタイム）
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