
休日 他

※普通自動車免許
（ＡＴ限定可）あれ
ば尚可

¥170,000 (1) 7時00分～16時00分

年間
休日

107日

～

選考
方法

面接

年齢 18歳～59歳

有限会社　和らぎ 【１１／８介護就職面
接会】 介護職員（正
社員）

月給 賞与あり
・グループホーム「和らぎ」における介護業務及び付随業務 ・入
浴、排泄、食事の介護・洗濯、掃除等の家事援助等 ・歩行訓練、
日常生活訓練等の機能訓練 ・レクリエーション業務にて外出あり
＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので、 　お気軽にご連絡
ください。（見学のみも可）  ＊就業時間（４）１６：３０～９：３０　休憩
６０分 

変形（１ヶ月単位）

(2) 9時00分～18時00分

¥170,000 (3)10時30分～19時30分
就業場所 神奈川県南足柄市

神奈川県南足柄市中沼１１４ 正社員
14110- 4930281

神奈川県足柄上郡松田町寄３０９０番地１ 正社員
14110- 4951681

(2) 7時30分～16時30分

¥340,500 (3)11時00分～20時00分
就業場所 神奈川県足柄上郡松田町

選考
方法

社会福祉法人　宝珠会　特
別養護老人ホーム　レストフ
ルヴィレッジ

【１１／８介護就職面
接会】 介護職（正社
員）

月給 賞与あり
＊特別養護老人ホームの介護業務全般 ・食事介助、入浴介助、
排泄介助 ・レクリエーション   ＊この求人票には画像情報（会社案
内）があります。 　求人検索パソコンで【事業所情報表示】をクリッ
クして 　いただくと画像情報を見ることができます。

～

変形（１ヶ月単位）
休日 他

¥185,700 (1) 8時30分～17時30分

年間
休日

115日

面接

年齢 18歳～44歳

¥166,300 (1) 7時00分～16時00分

年間
休日

116日

～

(2)10時00分～19時00分

¥230,000 (3)13時00分～22時00分

社会福祉法人　寿徳会 【１１／８介護就職面
接会】 介護スタッフ
（正社員）

月給 賞与あり
＊特別養護老人ホーム「はだの松寿苑」での 　入居者に対しての
介護（食事、入浴、排泄等の介助） 　及び入居者の外出の付添
い、レクリエーションなどの 　関連業務をして頂きます。  ＊入居者
１００名、スタッフがチームで１０名の入居者を 　みます。※ユニット
ケアの実践施設です。 ＊未経験の方にも先輩職員が丁寧に指導
いたします。  ＊就業時間（４）２２：００～７：００（休憩６０分） ＊就
業時間（１）～（４）はシフト制です。

変形（１年単位）
休日 他

選考
方法

面接

年齢 18歳～59歳
神奈川県秦野市戸川３８１－１２ 正社員

14110- 4926681

就業場所

50音順

ハローワーク松田
ＴＥＬ　０４６５－８２－８６０９

求人者名 職種名・求人番号 賃金・年齢制限 仕事の内容　（※表記が多い場合一部のみ表示されます） 就業時間 休日・選考方法 学歴・必要な経験 必要な免許資格

有限会社　和らぎ 【１１／８介護就職面
接会】 介護職員（正
社員）

月給 賞与あり
・介護付有料老人ホーム「和らぎ」における介護業務 　及び付随業
務 ・入浴、排泄、食事の介助・洗濯、掃除等の家事援助等 ・歩行
訓練、日常生活訓練等の機能訓練 　 ＊未経験の方にも丁寧に指
導いたしますので、 　お気軽にご連絡ください。（見学のみも可） 
＊就業時間（４）１６：３０～９：３０　　休憩６０分 

変形（１ヶ月単位）
休日 他

就業場所 神奈川県南足柄市

神奈川県南足柄市中沼１１４ 正社員
14110- 4934681

※普通自動車免許
（ＡＴ限定可）あれ
ば尚可

¥170,000 (1) 7時00分～16時00分

年間
休日

107日

～

(2) 9時30分～18時30分

¥170,000 (3)10時00分～19時00分

選考
方法

面接

年齢 18歳～59歳

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。   



不問神奈川県南足柄市中沼１１４ パート労働者 14110- 4931181

有限会社　和らぎ 【１１／８介護就職面
接会】 介護職員【有
料老人ホーム】

時給 賞与なし 介護付有料老人ホーム「和らぎ」における介護業務 及び付随業務
・身体介助・食事介助・排泄介助・入浴介助  ＊未経験の方にも丁
寧に指導いたしますので、お気軽に 　ご連絡ください。  ＊この求
人票には画像情報（会社案内）があります。 　求人検索パソコンで
【事業所情報表示】をクリックして 　いただくと画像情報を見ること
ができます。

(1) 7時00分～16時00分 休日 他
¥983 (2) 9時00分～18時00分 シフト制　（１）～（３） 休憩　各６

０分週
所定

週3日～5日程度

～

(3)10時00分～19時00分
¥983

就業場所 神奈川県南足柄市 選考
方法

面接 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

年齢

(1) 8時00分～17時00分 休日 他
¥983

週
所定

週3日程度

～

¥983
選考
方法

面接 普通自動車免許（ＡＴ限定可） 

年齢 不問

不問神奈川県南足柄市中沼１１４ パート労働者 14110- 4928581

有限会社　和らぎ 【１１／８介護就職面
接会】 介護職員【デ
イサービス】

時給 賞与なし ＊デイサービスでのヘルパー業務　　　　　　　　　　　 ・身体介助・
食事介助・排泄介助・入浴介助  ＊勤務時間によっては送迎の場
合あり ＊未経験の方も一から指導します。  ＊この求人票には画
像情報（会社案内）があります。 　求人検索パソコンで【事業所情
報表示】をクリックして 　いただくと画像情報を見ることができま
す。 

就業場所 神奈川県南足柄市
神奈川県南足柄市中沼１１４ パート労働者 14110- 4929481

有限会社　和らぎ 【１１／８介護就職面
接会】 介護職員【グ
ループホーム】

時給 賞与なし グループホームのヘルパー業務 ・身体介助・食事介助・排泄介
助・入浴介助　  ＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので、お
気軽に 　ご連絡ください。 ＊就業時間（４）１６：３０～９：３０　休憩
６０分 　　　　　　応募は年齢１８歳以上 ＊この求人票には画像情
報（会社案内）があります。 　求人検索パソコンで【事業所情報表
示】をクリックして 　いただくと画像情報を見ることができます。

(1) 7時00分～16時00分 休日 他
¥983 (2) 8時30分～17時30分 シフト制　（１）～（４） 休憩　各６

０分 日勤のみ、夜勤専従応相談週
所定

週3日～5日程度

～

(3)10時30分～19時30分
¥983

就業場所 神奈川県南足柄市 選考
方法

面接 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

年齢

(1) 8時30分～17時30分 休日 他
¥1,090 (2) 7時30分～16時30分 ・就業時間選択可 　各休憩６０分

週
所定

週3日～5日程度

～

(3)11時00分～20時00分
¥1,530

選考
方法

面接
年齢 不問

不問神奈川県秦野市戸川３８１－１２ パート労働者 14110- 4927981

社会福祉法人　宝珠会　特
別養護老人ホーム　レストフ
ルヴィレッジ

【１１／８介護就職面
接会】 介護職（パー
ト）

時給 賞与あり ＊特別養護老人ホームの介護業務全般 ・入浴介助、食事介助、
排泄介助・レクリェーション  ＊この求人票には画像情報（会社案
内）があります。 　求人検索パソコンで【事業所情報表示】をクリッ
ク 　していただくと画像情報を見ることができます。  

就業場所 神奈川県足柄上郡松田町
神奈川県足柄上郡松田町寄３０９０番地１ パート労働者 14110- 4949281

社会福祉法人　寿徳会 【１１／８介護就職面
接会】 介護スタッフ
（パート）

時給 賞与なし 特別養護老人ホーム「はだの松寿苑」は入居者に対して の介護
（食事、入浴、排泄等の介助）及び入居者の外出の 付添い、レクリ
エーションなどの関連業務をしていただき ます。 ＊入居者１００
名、スタッフがチームで１０名の入居者を 　みます。※ユニットケア
の実践施設です。 ＊未経験の方にも先輩職員が丁寧に指導いた
します。  

(1) 7時00分～16時00分 休日 他
¥1,000 (2)10時00分～19時00分 ・就業時間（１）～（３）は　原則シ

フト制ですが、選択 　も可能です週
所定

週3日程度

～

(3)13時00分～22時00分
¥1,200

就業場所 又は 7時00分～22時00分
の間の4時間以上

選考
方法

面接
年齢

50音順

ハローワーク松田
ＴＥＬ　０４６５－８２－８６０９

求人者名 職種名・求人番号 賃金・年齢制限 仕事の内容　（※表記が多い場合一部のみ表示されます） 就業時間 休日・選考方法 学歴・就業時間について・資格免許等

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。   


