
法人名 社会福祉法人 富士美 法人電話 046（856） 法人FAX 046（858）

法人所在地 〒240-0103 神奈川県横須賀市佐島3丁目 法人設立年月 1997/03/20

事業所名 高齢者総合福祉センターヒューマン 電話 046（856）

FAX 046-858-2777所在地 横須賀市佐島3丁目12番15号

従業員数 74 常勤従業員数 38 パート従業員数 36

事業内容 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

（予防）短期入所生活介護

地域密着型通所介護

居宅介護支援事業

仕事内容
高齢者の日常生活支援全般

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 無

就業時間 早番6：30～15：30、日勤8：30～17：30、遅番11：00～20：00、

夜勤17：30～10：30、準夜15：00～24：00、深夜0：00～9：30等

定年制 60歳 再雇用 有 65歳

週所定労働時間 5日

時間外 有 概ね3時間/月

休憩時間 60分～

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 中小企業退職金共済加入

基本給 147,700円/月（例：介護系専門学校新卒者）～

月給・時給 月給

定期的手当 特殊業務手当15,000円～20,000円/月・調整手当（基本給＋扶養ｘ10％）/月・特定処遇改善加算手当

4,000円～8,000円/月・資格手当（介護福祉士）3,000円/月

・通勤手当（当会規程により上限40,000円まで）

・夜勤手当10,000円/回、深夜手当6,000円/回、準夜手当4,000円/回

・住居手当（世帯主等）20,000円/月・扶養手当（配偶者）15,000円/月、扶養手当（第2子まで）

5,000円/月、扶養手当（他）1,000円/月

賃金計 263,470円 ＋ 交通費

（試用期間等満了後、介護福祉士・一人暮らし・夜勤5回で算定した場合）

賃金支払日 末締め、翌15日払い

求人番号 20006 横須賀市市町

採用職種補足



賞与 有 勤務実績及び目標管理の成績に応じ算出。（昨年度実績、6月、12月、3月の3回支給計基本給2.5

月～4.5月）

休日 4週8休を基調に月次に作成される勤務表により特定 年間休日数 112日

通勤手当 マイカー通勤可能（無料駐車場有）当会規程により距離に応じ算定。（上限4万円/月）

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 介護福祉士、初任者研修、実務者研修等あれば尚可

選考方法 書類選考の上、面接

選考日時 随時 選考結果 面接後10日程度

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格免許の写し等

特記事項 京急逗子・葉山駅から送迎バスあり（日勤固定）

施設内保育 期間限定で設置

通勤方法 最寄り駅 逗子駅より京急バス、芦名で下車徒歩15分

車通勤 可能（無料駐車場有） 通勤その他

http//www.human-fujimi.jp 申込先メール fh-narishima@human-fujimi.jp

採用担当者 森・成島・佐々木 申込電話 046-856-7088

ホームページ



法人名 社会福祉法人 興寿会 法人電話 046-852-1301 法人FAX 046-852-2004

法人所在地 神奈川県横須賀市池上6-5-21 法人設立年月 平成１３年

事業所名 特別養護老人ホーム 興寿苑 電話 046-852-1301

FAX 046-852-2004所在地 横須賀市池上6-5-21

従業員数 109 常勤従業員数 81 パート従業員数 28

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護支援、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護

仕事内容
車両による利用者の送迎他

就業形態 パート 雇用形態 非常勤職

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定め無し

転勤 無年齢制限 定年一律60歳

就業時間 交代制 ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 ③10:00～19:00 他応相談

定年制 60歳 再雇用 有 施設長及び理事長が特に認めた場合

週所定労働時間 1～5日/週 応相談

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 時給1,011円～  ヘルパー2級以上 時給1,070円～

介護福祉士 時給1,170円～

月給・時給 時給

定期的手当 無

賃金計 時給1,011円～1,170円

賃金支払日 毎月末

求人番号 20007 横須賀市市町

特養、デイ採用職種補足



賞与 有 前年度実績年4回（処遇改善，特定処遇改善一時金を含む）

休日 交代シフト制による週休二日以上 年間休日数 121日以上

通勤手当 実費支給

試用期間 有 3ヶ月以上

必要な能力 不問

必要な資格 普通自動車免許（AT限定可）

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付、職歴あれば職歴を記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 京急汐入駅より京急バス 池上六丁目バス停下車 【徒歩2分】

車通勤 可 通勤その他

http://kojukai.or.jp/ 申込先メール Har43200@Star.odn.ne.jp

採用担当者 原田 真臣事務部 申込電話 046-852-1301

ホームページ



法人名 社会福祉法人 興寿会 法人電話 046-852-1301 法人FAX 046-852-2004

法人所在地 神奈川県横須賀市池上6-5-21 法人設立年月 平成１３年

事業所名 特別養護老人ホーム 興寿苑 電話 046-852-1301

FAX 046-852-2004所在地 横須賀市池上6-5-21

従業員数 109 常勤従業員数 81 パート従業員数 28

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護支援、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護

仕事内容
介護スタッフ

就業形態 パート 雇用形態 非常勤職

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定め無し

転勤 無年齢制限 定年一律60歳

就業時間 交代制 ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 ③10:00～19:00 他応相談

定年制 60歳 再雇用 有 施設長及び理事長が特に認めた場合

週所定労働時間 1～5日/週 応相談

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 時給1,011円～  ヘルパー2級以上 時給1,070円～

介護福祉士 時給1,170円～

月給・時給 時給

定期的手当 無

賃金計 時給1,011円～1,170円

賃金支払日 毎月末

求人番号 20008 横須賀市市町

特養、デイ採用職種補足



賞与 有 前年度実績年4回（処遇改善，特定処遇改善一時金を含む）

休日 交代シフト制による週休二日以上 年間休日数 121日以上

通勤手当 実費支給

試用期間 有 3ヶ月以上

必要な能力 不問

必要な資格 普通自動車免許（AT限定可）

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付、職歴あれば職歴を記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 京急汐入駅より京急バス 池上六丁目バス停下車 【徒歩2分】

車通勤 可 通勤その他

http://kojukai.or.jp/ 申込先メール Har43200@Star.odn.ne.jp

採用担当者 原田 真臣事務部 申込電話 046-852-1301

ホームページ



法人名 社会福祉法人 興寿会 法人電話 046-852-1301 法人FAX 046-852-2004

法人所在地 神奈川県横須賀市池上6-5-21 法人設立年月 平成１３年

事業所名 特別養護老人ホーム 興寿苑 電話 046-852-1301

FAX 046-852-2004所在地 横須賀市池上6-5-21

従業員数 109 常勤従業員数 81 パート従業員数 28

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護支援、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護

仕事内容
介護スタッフ

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定め無し

転勤 無年齢制限 定年一律60歳

就業時間 交代制 ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 ③10:00～19:00

       ④17:00～10:00

定年制 60歳 再雇用 有 施設長及び理事長が特に認めた場合

週所定労働時間 5日/週

時間外 有 月平均2時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 138,000円～

月給・時給 月給

定期的手当 特殊業務手当、処遇改善手当、夜勤手当、住宅手当、資格手当等 おおむね57,300円/月程度

賃金計 195,300円～

賃金支払日 毎月末

求人番号 20009 横須賀市市町

特養、デイ採用職種補足



賞与 有 前年実績 4.0月分のほか、処遇改善・特定処遇改善一時金を支給

休日 4週8休/月 程度 年間休日数

通勤手当 実費支給

試用期間 有 おおむね3か月

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付、職歴あれば職歴を記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 京急汐入駅より京急バス 池上六丁目バス停下車 【徒歩2分】

車通勤 可 通勤その他

http://kojukai.or.jp/ 申込先メール Har43200@Star.odn.ne.jp

採用担当者 原田 真臣事務部 申込電話 046-852-1301

ホームページ



法人名 社会福祉法人 湘南遊愛会 法人電話 045-717-7750 法人FAX 045-820-1379

法人所在地 〒244-0805 横浜市 戸塚区 川上町84-1 法人設立年月 平成3年3月

事業所名 特別養護老人ホーム ゆうあいの郷衣笠 電話 046-874-7401

FAX 046-874-7402所在地 横須賀市衣笠町44-7

従業員数 77 常勤従業員数 45 パート従業員数 32

事業内容 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護（ショートステイ）

仕事内容
利用者様の生活支援業務

ユニット型特別養護老人ホームでの介護業務全般

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定めなし

転勤 無年齢制限 18歳～64歳（65歳定年の為）

就業時間 交代制 ①7：00～16：00、②9：00～18：00③10：30～19：30、

④16：30～翌日10：00

定年制 一律65歳 再雇用 有 70歳まで

週所定労働時間 5日／週

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 60分（夜勤 120分）

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 162,300円～200,600円

月給・時給 月給

定期的手当 ・特殊業務手当（介護福祉士：30,000円、その他：20,000円）

・処遇改善手当（10％）

・夜勤手当（1回：5,000円）

・住宅手当（条件あり）

・扶養手当（条件あり）

賃金計 200,153円～252,666円（処遇による）

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20010 横須賀市市町

採用職種補足



賞与 有 （年２回：昨年実績3.4ヶ月）

休日 シフト制により週休２日 年間休日数 114日

通勤手当 実費支給 上限あり（月額35,000円まで）

試用期間 有 ３か月

必要な能力 介護経験あれば尚可

必要な資格 不問（あれば尚可）

選考方法 面接、書類選考

選考日時 随時（要事前連絡） 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば記載）等

特記事項 ・年次有給休暇、加入保険は雇用条件により法定通りとする。

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 JR衣笠駅 ・バス10分

車通勤 可 通勤その他 無料駐車場有

https://shonanyuuaikai.or. 申込先メール

採用担当者 小林、齋藤事務主任、介護長 申込電話 046-874-7401

ホームページ



法人名 社会福祉法人 湘南遊愛会 法人電話 045-717-7750 法人FAX 045-820-1379

法人所在地 〒244-0805 横浜市 戸塚区 川上町84-1 法人設立年月 平成3年3月

事業所名 特別養護老人ホーム ゆうあいの郷衣笠 電話 046-874-7401

FAX 046-874-7402所在地 横須賀市衣笠町44-7

従業員数 77 常勤従業員数 45 パート従業員数 32

事業内容 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護（ショートステイ）

仕事内容
利用者様の生活支援業務

ユニット型特別養護老人ホームでの介護業務全般

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定めあり

転勤 無年齢制限 18歳～64歳（65歳定年の為）

就業時間 交代制 ① 7：00～16：00、②9：00～18：00、③ 10：30～19：30

労働時間、曜日については応相談（１日４時間以上）

定年制 一律65歳 再雇用 有 70歳まで

週所定労働時間 週２日以上（労働日数について相談可）

時間外 無

休憩時間 60分 労働時間により変更有

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生（労働 その他 労働時間、日数による

基本給 時給1,011円～1,011円

月給・時給 時給

定期的手当 ・処遇改善手当（前年度年1回の支給実績あり）

・夜勤手当（1回：5,000円）

賃金計 労働時間・日数による

賃金支払日 毎月15日

求人番号 20011 横須賀市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制により週休２日、その他 年間休日数 114日

通勤手当 実費支給 上限あり（１日2,000円まで）

試用期間 有 １か月

必要な能力 不問（介護経験あれば尚可）

必要な資格 不問（あれば尚可）

選考方法 面接、書類選考

選考日時 随時（要事前連絡） 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば記載）等

特記事項 年次有給休暇、加入保険は雇用条件により法定通りとする。

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 JR衣笠駅 ・バス10分

車通勤 可 通勤その他 無料駐車場有

https://shonanyuuaikai.or. 申込先メール

採用担当者 小林事務主任 申込電話 046-874-7401

ホームページ



法人名 社会福祉法人 百鷗 法人電話 046-878-8900 法人FAX 046-878-8901

法人所在地 〒240-0115 三浦郡葉山町上山口1669番 法人設立年月 1990/02/28

事業所名 グループホームびゃくしんの苑 電話 046-875-8925

FAX 046-875-9880所在地 三浦郡葉山町長柄62-4

従業員数 15 常勤従業員数 2 パート従業員数 12

事業内容 グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

仕事内容
清掃スタッフ（ケアプランに基づいたご利用者への介護業務になります）

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有

転勤 有 葉山町、逗子市内に所在する当法人施設年齢制限 無

就業時間 交代制①7：00～16：00②8：30～17：30③10：00～19：00

④（夜勤）17：00～9：00

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2日～5日

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 労災 その他

基本給 時間額1,038円～（無資格）、1,058円～（初任者研修・ヘルパー2級）、1,100円～（介護福祉士）、

夜勤額（1勤務）：17,530円～（無資格）、18,530円～（初任者研修・ヘルパー2級）、19,700円～

（介護福祉士）

月給・時給 時給

定期的手当 早出手当540円、休祭日手当540円、年末年始2,100円

賃金計

賃金支払日 毎月15日

求人番号 20012 葉山町市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 10,000円～45,000円

休日 ローテーションによる休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限40,000円

試用期間 無

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）

特記事項 勤務日数及び勤務時間は応相談（短時間でも可）、有給休暇法定通り、介護職員実務者研修受講費全

額補助

施設内保育 無 ※提携保育園有（葉山町内）

通勤方法 最寄り駅 JR逗子駅又は、京急逗子・葉山駅 バス15分

車通勤 可（駐車場は無料） 通勤その他

http://www.hakuou.or.jp/ 申込先メール honbu-saiyo@hakuou.or.jp

採用担当者 北川 緑事務長 申込電話 046-878-8900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 百鷗 法人電話 046-878-8900 法人FAX 046-878-8901

法人所在地 〒240-0115 三浦郡葉山町上山口1669番 法人設立年月 1990/02/28

事業所名 介護老人福祉施設 逗子清寿苑 電話 046-873-8902

FAX 046-873-8980所在地 逗子市久木8－1290－1

従業員数 115 常勤従業員数 48 パート従業員数 67

事業内容 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所

仕事内容
介護スタッフ（ケアプランに基づいたご利用者への介護業務になります。）

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有

転勤 有 葉山町、逗子市内に所在する当法人施設年齢制限 無

就業時間 交代制①7：00～16：00②8：30～17：30③10：30～19：30

      ④（夜勤）17：00～9：00

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2日～5日

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 労災 その他

基本給 時間額1,038円～（無資格）、1,058円～（初任者研修・ヘルパー2級）、1,100円～（介護福祉士）、

夜勤額（1勤務）：17,530円～（無資格）、18,530円～（初任者研修・ヘルパー2級）、19,700円～

（介護福祉士）

月給・時給 時給

定期的手当 早出手当540円、休祭日手当540円、年末年始2,100円

賃金計 1,038円～（無資格）、1,058円～（初任者研修・ヘルパー2級）、1,100円～（介護福祉士）、夜勤額

（1勤務）：17,530円～（無資格）、18,530円～（初任者研修・ヘルパー2級）、19,700円～（介護福

祉士）

賃金支払日 毎月15日

求人番号 20013 逗子市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 10,000円～45,000円

休日 ローテーションによる休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限40,000円

試用期間 無

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）

特記事項 勤務日数及び勤務時間は応相談（短時間でも可）、有給休暇法定通り、介護職員実務者研修受講費全

額補助

施設内保育 無 ※提携保育園有（葉山町内）

通勤方法 最寄り駅 JR逗子駅又は、京急逗子・葉山駅 バス20分

車通勤 可（駐車場は無料） 通勤その他

http://www.hakuou.or.jp/ 申込先メール honbu-saiyo@hakuou.or.jp

採用担当者 坂本 江里係長 申込電話 046-873-8902

ホームページ



法人名 社会福祉法人 百鷗 法人電話 046-878-8900 法人FAX 046-878-8901

法人所在地 〒240-0115 三浦郡葉山町上山口1669番 法人設立年月 1990/02/28

事業所名 介護老人福祉施設 逗子清寿苑 電話 046-873-8902

FAX 046-873-8980所在地 逗子市久木8－1290－1

従業員数 115 常勤従業員数 48 パート従業員数 67

事業内容 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所

仕事内容
介護スタッフ（ケアプランに基づいたご利用者への介護業務になります。また、各委員会（食事・入

浴・排泄・環境・行事）活動を通し、より良いサービス提供の検討と実施を行っております。）

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有 葉山町、逗子市内に所在する当法人施設年齢制限 有 定年制（65歳）のため

就業時間 交代制①7：00～16：00②8：30～17：30③10：30～19：30

      ④（夜勤）17：00～9：00

定年制 一律65歳 再雇用 有 期間は要相談

週所定労働時間

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 60分

加入保険 労災・雇用・健康・厚生 その他 神奈川県福利協会退職共済制度

基本給 168,000円（高校新卒）～220,000円※前歴加算有

月給・時給 月給

定期的手当 フルシフト手当5,000円、介護福祉士10,000円、夜勤手当１回6,000円、ヘルパー2級・初任者研修

2,000円

賃金計 173,000円～238,000円＋夜勤手当

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20014 逗子市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 計3.17月分

休日 毎週交代シフト制による週休二日 年間休日数 122日（R2）

通勤手当 実費支給 上限40,000円

試用期間 有 雇用3ヶ月間

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 ホームヘルパー2級又は介護職員初任者研修

選考方法 書類選考、面接、作文、適性

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）、資格

特記事項 有給休暇初年度12日（うち6日については採用日から付与）。新人研修（4月と10月実施）その後配属

先にてOJTによる研修を実施。介護職員実務者研修受講費全額補助。職員厚生会（毎年レクリエーショ

ン実施）。

施設内保育 無 ※提携保育園有（葉山町内）

通勤方法 最寄り駅 JR逗子駅又は、京急逗子・葉山駅 バス15分

車通勤 可（駐車場は無料） 通勤その他

http://www.hakuou.or.jp/ 申込先メール honbu-saiyo@hakuou.or.jp

採用担当者 北川 緑事務長 申込電話 046-878-8900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 百鷗 法人電話 046-878-8900 法人FAX 046-878-8901

法人所在地 〒240-0115 三浦郡葉山町上山口1669番 法人設立年月 1990/02/28

事業所名 介護老人福祉施設 葉山清寿苑 電話 046-878-8900

FAX 046-878-8901所在地 葉山町上山口1669番

従業員数 100 常勤従業員数 48 パート従業員数 52

事業内容 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所(休止中）、地域包括支援

センター（葉山町受託事業）

仕事内容
介護スタッフ（ケアプランに基づいたご利用者への介護業務になります。）

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有

転勤 有 葉山町、逗子市内に所在する当法人施設年齢制限 無

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②7：30～16：30 ③8：30～17：30

 ④10：00～19：00

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2日～5日

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 労災 その他

基本給 時間額1,038円～（無資格）、1,058円～（初任者研修・ヘルパー2級）、1,100円～（介護福祉士）、

夜勤額（1勤務）：17,530円～（無資格）、18,530円～（初任者研修・ヘルパー2級）、19,700円～

（介護福祉士）

月給・時給 時給

定期的手当 早出手当540円、休祭日手当540円、年末年始2,100円

賃金計

賃金支払日 毎月15日

求人番号 20015 葉山町市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 10,000円～45,000円

休日 ローテーションによる休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限40,000円

試用期間 無

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）

特記事項 勤務日数及び勤務時間は応相談（短時間でも可）、有給休暇法定通り、介護職員実務者研修受講費全

額補助

施設内保育 無 ※提携保育園有（葉山町内）

通勤方法 最寄り駅 JR逗子駅又は、京急逗子・葉山駅 バス20分

車通勤 可（駐車場は無料） 通勤その他

http://www.hakuou.or.jp/ 申込先メール honbu-saiyo@hakuou.or.jp

採用担当者 北川 緑事務長 申込電話 046-878-8900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 百鷗 法人電話 046-878-8900 法人FAX 046-878-8901

法人所在地 〒240-0115 三浦郡葉山町上山口1669番 法人設立年月 1990/02/28

事業所名 介護老人福祉施設 葉山清寿苑 電話 046-878-8900

FAX 046-878-8901所在地 葉山町上山口1669番

従業員数 100 常勤従業員数 48 パート従業員数 52

事業内容 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所(休止中）、地域包括支援

センター（葉山町受託事業）

仕事内容
介護スタッフ（ケアプランに基づいたご利用者への介護業務になります。また、各委員会（食事・入

浴・排泄・環境・行事）活動を通し、より良いサービス提供の検討と実施を行っております。）

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有 葉山町、逗子市内に所在する当法人施設年齢制限 有 定年制（65歳）のため

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②7：30～16：30 ③8：30～17：30

       ④10：00～19：00  ⑤（夜勤）17：00～9：00

定年制 一律65歳 再雇用 有 期間は要相談

週所定労働時間

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 60分

加入保険 労災・雇用・健康・厚生 その他 神奈川県福利協会退職共済制度

基本給 基本給（月額平均）又は時間額a168,000円（高校新卒）～220,000円※前歴加算有

月給・時給 月給

定期的手当 フルシフト手当5,000円、介護福祉士10,000円、夜勤手当１回6,000円、ヘルパー2級・初任者研修

2,000円

賃金計 173,000円～238,000円＋夜勤手当

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20016 葉山町市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 計3.17月分

休日 毎週交代シフト制による週休二日 年間休日数 122日（R2）

通勤手当 実費支給 上限40,000円

試用期間 有 雇用3ヶ月間

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 ホームヘルパー2級又は介護職員初任者研修

選考方法 書類選考、面接、作文、適性

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）、資格

特記事項 有給休暇初年度12日（うち6日については採用日から付与）。新人研修（4月と10月実施）その後配属

先にてOJTによる研修を実施。介護職員実務者研修受講費全額補助。職員厚生会（毎年レクリエーショ

ン実施）。

施設内保育 無 ※葉山町内提携保育園有

通勤方法 最寄り駅 JR逗子駅又は、京急逗子・葉山駅 バス20分

車通勤 可（駐車場は無料） 通勤その他

http://www.hakuou.or.jp/ 申込先メール honbu-saiyo@hakuou.or.jp

採用担当者 北川 緑事務長 申込電話 046-878-8900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 百鷗 法人電話 046-878-8900 法人FAX 046-878-8901

法人所在地 〒240-0115 三浦郡葉山町上山口1669番 法人設立年月 1990/02/28

事業所名 グループホーム葉山の里 電話 046-875-8936

FAX 046-875-8961所在地 三浦郡葉山町長柄253-1

従業員数 23 常勤従業員数 2 パート従業員数 21

事業内容 グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

仕事内容
清掃スタッフ（ケアプランに基づいたご利用者への介護業務になります）

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有

転勤 有 葉山町、逗子市内に所在する当法人施設年齢制限 無

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②8：30～17：30 ③10：00～19：00

       ④（夜勤）17：00～9：00

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2日～5日

時間外 有

休憩時間 60分

加入保険 労災 その他

基本給 時間額1,038円～（無資格）、1,058円～（初任者研修・ヘルパー2級）、1,100円～（介護福祉士）、

夜勤額（1勤務）：17,530円～（無資格）、18,530円～（初任者研修・ヘルパー2級）、19,700円～

（介護福祉士）

月給・時給 時給

定期的手当 b早出手当540円、休祭日手当540円、年末年始2,100円

賃金計

賃金支払日 毎月15日

求人番号 20017 葉山町市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 10,000円～45,000円

休日 ローテーションによる休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限40,000円

試用期間 無

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）

特記事項 勤務日数及び勤務時間は応相談（短時間でも可）、有給休暇法定通り、介護職員実務者研修受講費全

額補助

施設内保育 無 ※提携保育園有（葉山町内）

通勤方法 最寄り駅 JR逗子駅又は、京急逗子・葉山駅 バス15分

車通勤 可（駐車場は無料） 通勤その他

http://www.hakuou.or.jp/ 申込先メール honbu-saiyo@hakuou.or.jp

採用担当者 北川 緑事務長 申込電話 046-878-8900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 鎌倉静養館 法人電話 0467-22-8021 法人FAX 0467-22-8053

法人所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-4-30 法人設立年月 昭和40年10月

事業所名 特別養護老人ホーム 特養鎌倉静養館 電話 0467-22-8021

FAX 0467-22-8053所在地 鎌倉市由比ガ浜4-4-30

従業員数 39 常勤従業員数 21 パート従業員数 18

事業内容 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護

仕事内容
施設の入所者、短期入所利用者の介護業務

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有 一年毎に更新

転勤 無し年齢制限 無し

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②9：00～18：00 ③10：00～19：00

  ④10：30～19：30 ⑤16：45～9：45 ※短時間勤務 応相談

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 日数、勤務時間帯については応相談

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 基本給：1030円/時間

介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）：1080円 介護福祉士：1130円

月給・時給 時給

定期的手当 夜勤手当：5000円、 処遇改善手当：年2回支給

賃金計 1030円～1220円

賃金支払日 月末締め翌日10日

求人番号 20018 鎌倉市市町

採用職種補足



賞与 有 週40時間の方のみ0.8か月

休日 契約条件による 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限40000円

試用期間 有 3か月

必要な能力 高齢者介護業務（年数は問いません）

必要な資格 介護職員初任者研修終了（ヘルパー2級以上）、無資格の方も応相談

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、前歴があれば職歴を記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅：江ノ電和田塚駅 【徒歩５分】

車通勤 早出出勤者要相談 通勤その他

http://www.seiyokan.jp/ 申込先メール jimucho@kamakuraseiyokan.or.jp

採用担当者 菅原 扶事務室 事務長 申込電話 0467-22-8021

ホームページ



法人名 社会福祉法人 鎌倉静養館 法人電話 0467-22-8021 法人FAX 0467-22-8053

法人所在地 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-4 法人設立年月 昭和40年10月

事業所名 特別養護老人ホーム 特養鎌倉静養館 電話 0467-22-8021

FAX 0467-22-8053所在地 鎌倉市由比ガ浜4-4-30

従業員数 39 常勤従業員数 21 パート従業員数 18

事業内容 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護

仕事内容
施設の入所者、短期入所利用者の介護業務

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定め無し

転勤 無し年齢制限 有 定年制（60歳）

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②9：00～18：00 ③10：00～19：00

        ④10：30～19：30 ⑤16：45～9：45 のシフト制

定年制 60歳 再雇用 有 期間は要相談

週所定労働時間 40時間

時間外 有 月平均5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 退職金共済

基本給 165,000円～ 初任者研修（3,000円）、社会福祉主事任用資格（3,000円）、

介護福祉士（9,000円）、社会福祉士（9,000円）

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当：5000円、 処遇改善手当：年2回支給、特殊業務手当、夜勤職場手当：各13,200円、

資格手当

賃金計 194,400円～258,200円

賃金支払日 当月25日

求人番号 20019 鎌倉市市町

採用職種補足



賞与 有 4.4ヶ月（前年度実績）

休日 シフト制による4週8休。夏季、年末年始、祝日分 年間休日数 119日 （令和2年度）

通勤手当 実費支給 上限40000円

試用期間 有 3か月

必要な能力 高齢者介護業務（年数は問いません）

必要な資格 介護職員初任者研修終了（ヘルパー2級以上）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、前歴があれば職歴を記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅：江ノ電和田塚駅 【徒歩５分】

車通勤 早出出勤者要相談 通勤その他

http://www.seiyokan.jp/ 申込先メール jimucho@kamakuraseiyokan.or.jp

採用担当者 菅原 扶事務室 事務長 申込電話 0467-22-8021

ホームページ



法人名 社会福祉法人 多心会 法人電話 046-201-0310 法人FAX 046-201-0312

法人所在地 神奈川県大和市上和田3467-1 法人設立年月 2006/12/01

事業所名 特別養護老人ホーム ひまわりの郷 電話 046-201-0310

FAX 046-201-0312所在地 大和市上和田3467-1

従業員数 100 常勤従業員数 60 パート従業員数 40

事業内容 介護老人福祉施設

（予防）短期入所生活介護（予防）通所介護

居宅介護支援センター

仕事内容
高齢者の生活支援が中心のお仕事になります。当施設の特徴としては理念である「その人らしい生き

方や思いを大切に介護し、安心して暮らせる施設を目指します」を念頭に集団生活の中で少しでもご

自宅で過ごしていた生活が継続できるように支援しております。特にレクリエーションが多く、利用

者様からは好評いただいています。

就業形態 フル 雇用形態 正社員ま

採用職種 介護職

雇用期間 定めなし

転勤 無年齢制限 60歳を定年とし、以降は契約社員

就業時間 ≪交代制≫ 早番07：00～16：00 日勤10：00～19：00

遅番13：00～22：00 夜勤22：00～07：00

定年制 有 再雇用 有

週所定労働時間 5日

時間外 有 凡そ10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 164,300円～225,600円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当：20,700〜24,400円 住宅手当：10,000円

資格手当：20,000円（介護福祉士）職務手当：10,000～20,000円

家族手当：5,000～20,000円  夜勤手当：4,000円/回

賃金計 185,000～250,000円 別途夜勤：月4～5回程度16,000円～20,000円

賃金支払日 翌月25日

求人番号 20020 大和市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績3.0か月

休日 4週8休 （別途）誕生日休暇+有給休暇 年間休日数 １０９日

通勤手当 上限20,000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考及び面接

選考日時 1週間以内 選考結果 手紙もしくは電話

応募書類等 履歴書 可能であれば職務経歴書

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 高座渋谷駅 徒歩12分 大和駅よりバス20分 【徒歩1分】

車通勤 無料駐車場あり 通勤その他

https:/himawarinosato.jp 申込先メール info@himawarinosato.jp

採用担当者 増田介護部門長 申込電話 046-201-0310

ホームページ



法人名 社会福祉法人 たつき会 法人電話 046-267-3818 法人FAX 046-267-1578

法人所在地 神奈川県大和市上和田1021-1 法人設立年月 平成26年10月

事業所名 介護老人福祉施設スミール桜ヶ丘 電話 046-267-3818

FAX 046-267-1578所在地 大和市上和田1021-1

従業員数 78 常勤従業員数 49 パート従業員数 29

事業内容 ユニット型特別養護老人ホームの運営

○特別養護老人ホーム（定員100名）

○ショートステイ（定員10名）

仕事内容
社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム（ユニット型）での介護職

ご入居者が快適に生活できるよう、以下のような業務をおこないます。

○食事の介助（調理はしません）／排泄の介助／入浴の介助／起床・就寝の介助／口腔ケア／健康管

理／身体機能の維持・回復をサポート／記録／イベント／会議・委員会

ご入居者と信頼関係を作り、その人の個性や好みを把握しながら、チームで連携して日々の日常生活

をサポートしていきます。

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 59歳以下（定年年齢60歳のため）

就業時間 ①7：00～16：00 ②12：00～21：00 ③20：55～7：05

④9：00～18：00

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 5日／週

時間外 有 月平均1時間

休憩時間 60分 ③は130分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 158,800円～214,400円

月給・時給 月給

定期的手当 ○職務手当（15,000円～30,000円）

○処遇改善手当（15,000円）

賃金計 188,800円～259,400円

賃金支払日 毎月10日

求人番号 20021 大和市市町

採用職種補足



賞与 年 2回（6月・12月）計3.80ヶ月分

休日 シフト制（月9日休み） 年間休日数 108日

通勤手当 実費支給（上限27,500円／月）

試用期間 有 3ヶ月・労働条件等変更なし）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書

特記事項 介護福祉士手当（10,000円/月）／夜勤手当（5,000円/回）／扶養手当（配・子）／保育手当／住居手

当／年末年始手当 あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急桜ヶ丘駅 【徒歩5分】

車通勤 可（無料駐車場あり） 通勤その他

http://www.tatsuki.co/ 申込先メール tatsuki2015@outlook.jp

採用担当者 岡田 健生施設長 申込電話 046-267-3818

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 えびな南高齢者施設 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市杉久保南3-31-6

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 24,560円～31,248円

賃金計 178,060円～226,548円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20022 海老名市市町

夜勤無採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計0.5月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）

計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。（計画年休5日+公休2日）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 海老名駅から無料送迎バスあり

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 コミュニティケアおおや 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市大谷南3-5-32

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 24,560円～31,248円

賃金計 178,060円～226,548円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20023 海老名市市町

夜勤無採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計0.5月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。有給休暇：20日（4月1日在籍

者。原則として有給休暇は完全消化）計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。

（計画年休5日+公休2日）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 海老名駅から無料送迎バスあり

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 えびな北高齢者施設 電話 046-231-5888

FAX 046-231-6396所在地 海老名市上今泉4-8-28

従業員数 121 常勤従業員数 37 パート従業員数 84

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 2021年3月31日まで

転勤 無年齢制限 無

就業時間 7：00～17：00の間で1日2時間～8時間、週2～4日就業可。

勤務曜日は固定です。

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2～4日 応相談

時間外 原則無

休憩時間 就業時間による

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 1,012円～1,346円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,012円～1,346円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20024 海老名市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 2～4日（就業曜日による） 年間休日数

通勤手当 日額上限1,000円を限度に実費支給

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線座間駅・相鉄線かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 中心荘第一老人ホーム 電話 046-231-7152

FAX 046-231-5449所在地 海老名市上今泉4-7-1

従業員数 31 常勤従業員数 15 パート従業員数 16

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 2021年3月31日まで

転勤 無年齢制限 無

就業時間 7：00～17：00の間で1日2時間～8時間、週2～4日就業可。

勤務曜日は固定です。

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2～4日 応相談

時間外 原則無

休憩時間 就業時間による

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 1,012円～1,346円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,012円～1,346円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20025 海老名市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 2～4日（就業曜日による） 年間休日数

通勤手当 日額上限1,000円を限度に実費支給

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線座間駅・相鉄線かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 えびな北高齢者施設 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市上今泉4-8-28

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 ③17：00～11：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 30,700円～39,060円  （夜勤2回/月の場合 ＠7,000円×2回＝14,000円）

賃金計 184,200円～234,360円（夜勤2回/月の場合 198,200円～248,360円）

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20026 海老名市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計3.0月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）

計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。（計画年休5日+公休2日）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 座間駅・かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 中心荘第一・第二老人ホーム 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市上今泉4-7-1

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 ③17：00～11：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 30,700円～39,060円  （夜勤2回/月の場合 ＠7,000円×2回＝14,000円）

賃金計 184,200円～234,360円（夜勤2回/月の場合 198,200円～248,360円）

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20027 海老名市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計3.0月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）

計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 座間駅・かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 中心荘第二老人ホーム 電話 046-231-7152

FAX 046-231-5449所在地 海老名市上今泉4-7-1

従業員数 43 常勤従業員数 17 パート従業員数 26

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 2021年3月31日まで

転勤 無年齢制限 無

就業時間 7：00～17：00の間で1日2時間～8時間、週2～4日就業可。

勤務曜日は固定です。

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2～4日 応相談

時間外 原則無

休憩時間 就業時間による

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 1,012円～1,346円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,012円～1,346円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20028 海老名市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 2～4日（就業曜日による） 年間休日数

通勤手当 日額上限1,000円を限度に実費支給

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線座間駅・相鉄線かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 えびな北高齢者施設 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市上今泉4-8-28

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 24,560円～31,248円

賃金計 178,060円～226,548円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20029 海老名市市町

夜勤無採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計0.5月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）

計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。（計画年休5日+公休2日）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 座間駅・かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 中心荘第一・第二老人ホーム 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市上今泉4-7-1

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 24,560円～31,248円

賃金計 178,060円～226,548円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20030 海老名市市町

夜勤無採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計0.5月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）

計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 座間駅・かしわ台駅【徒歩20分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 コミュニティケアおおや 電話 046-231-0603

FAX 046-234-7717所在地 海老名市大谷南3-5-32

従業員数 18 常勤従業員数 3 パート従業員数 15

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 2021年3月31日まで

転勤 無年齢制限 無

就業時間 7：00～17：00の間で1日2時間～8時間、週2～4日就業可。

勤務曜日は固定です。

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2～4日 応相談

時間外 原則無

休憩時間 就業時間による

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 1,012円～1,346円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,012円～1,346円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20031 海老名市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 2～4日（就業曜日による） 年間休日数

通勤手当 日額上限1,000円を限度に実費支給

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線海老名駅より無料送迎バスあり【15分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 えびな南高齢者施設 電話 046-238-7681

FAX 046-238-7682所在地 海老名市杉久保南3-31-6

従業員数 82 常勤従業員数 31 パート従業員数 51

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 2021年3月31日まで

転勤 無年齢制限 無

就業時間 7：00～17：00の間で1日2時間～8時間、週2～4日就業可。

勤務曜日は固定です。

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 2～4日 応相談

時間外 原則無

休憩時間 就業時間による

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 1,012円～1,346円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,012円～1,346円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20032 海老名市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 2～4日（就業曜日による） 年間休日数

通勤手当 日額上限1,000円を限度に実費支給

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線海老名駅より無料送迎バスあり【15分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 えびな南高齢者施設 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市杉久保南3-31-6

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 ③17：00～11：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 30,700円～39,060円  （夜勤2回/月の場合 ＠7,000円×2回＝14,000円）

賃金計 184,200円～234,360円（夜勤2回/月の場合 198,200円～248,360円）

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20033 海老名市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計3.0月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）

計画年休制度を導入しており、7日連続年間3回取得可。（計画年休5日+公休2日）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 海老名駅から無料送迎バスあり

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 中心会 法人電話 046-206-4427 法人FAX 046-206-4428

法人所在地 〒243-0431 海老名市上今泉4-7-1 法人設立年月 昭和28年8月

事業所名 コミュニティケアおおや 電話 046-206-4427

FAX 046-206-4428所在地 海老名市大谷南3-5-32

従業員数 295 常勤従業員数 103 パート従業員数 192

事業内容 社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・指定を受けて行っている福祉事業の複合施設で

す。（特別養護老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、訪問介護、小規模多機能事業所等）

仕事内容
特別養護老人ホーム、デイサービスにおいて、入浴・食事・排泄の介助。

マニュアルを使用して分かりやすく指導致します。

就業形態 フル 雇用形態 正規職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有(海老名市内４カ所）年齢制限 有 65歳定年のため

就業時間 1日8時間交代制①7：00～16：00 ②10：00～19：00 ③17：00～11：00 他

定年制 65歳 再雇用 有 70歳

週所定労働時間 4週8休制

時間外 有 10時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 153,500円～195,300円

月給・時給 日給月給制

定期的手当 30,700円～39,060円  （夜勤2回/月の場合 ＠7,000円×2回＝14,000円）

賃金計 184,200円～234,360円（夜勤2回/月の場合 198,200円～248,360円）

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20034 海老名市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績額年2回計3.0月分

休日 4週8休制 勤務表により指定（1ヶ月単位の変形労働制） 年間休日数 105日

通勤手当 有 「住宅手当」と併せて2万円を限度とします

試用期間 有 3か月（条件変更無）

必要な能力 不問（介護施設での就業経験あれば尚可）

必要な資格 不問（介護職員初任者研修以上あれば尚可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、職務経歴書

特記事項 定期的に支払われる手当の他に「住宅・扶養・夜勤・資格手当」有。

有給休暇：20日（4月1日在籍者。原則として有給休暇は完全消化）計画年休制度を導入しており、7日

連続年間3回取得可。（計画年休5日+公休2日）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 海老名駅から無料送迎バスあり

車通勤 可 通勤その他

http://www.chusinkai.net/ 申込先メール honb@chusinkai.jp

採用担当者 人事労務担当総務部 申込電話 046-206-4427

ホームページ



法人名 社会福祉法人 慈恵会 法人電話 046-256-3363 法人FAX 046-256-3364

法人所在地 〒252-0026 座間市新田宿151番地 法人設立年月 昭和56年3月

事業所名 特別養護老人ホーム 第二座間苑 電話 046-200-8338

FAX 046-200-8333所在地 座間市新田宿623番地

従業員数 66 常勤従業員数 49 パート従業員数 17

事業内容 特別養護老人ホーム

短期入所生活介護

仕事内容
施設で生活される利用者への食事、入浴、排泄等の介護及び、必要な生活支援

就業形態 フル 雇用形態 常勤

採用職種 介護職

雇用期間 なし

転勤 なし年齢制限 あり。定年制（65歳まで）の為

就業時間 交代制 ①7:00～16:00 ②9:00～18:00 ③10:00～19:00

④16:00～9:30

定年制 65歳 再雇用 有 非常勤として70歳以上も可能。

週所定労働時間 5日

時間外 有 概ね月１～3時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 152,500～195,500円

月給・時給 月給

定期的手当 職種手当：25,000円 処遇改善手当：10,000円

特定加算手当：10,000～40,000円 夜勤手当：6,500円/回（平均月4回）

資格手当：3,000円

賃金計 197,500～270,500円＋夜勤手当

賃金支払日 末日

求人番号 20035 座間市市町

採用職種補足



賞与 有 事業実績に応じる

休日 シフト制による 年間休日数 109日

通勤手当 実費支給

試用期間 有 3ヶ月間

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 3日以内

応募書類等 履歴書（写真、職歴、学歴など）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅：相模線入谷駅 【徒歩10～15分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.zamaen.or.jp 申込先メール dai1@zamaen.or.jp

採用担当者 小林 和礼施設長 申込電話 046-256-3363

ホームページ



法人名 社会福祉法人 三栄会 法人電話 046-257-1121 法人FAX 046-257-1803

法人所在地 座間市栗原1261-1 法人設立年月 平成10年

事業所名 特別養護老人ホーム ベルホーム 電話 046-257-1121

FAX 046-257-1803所在地 座間市栗原1261-1

従業員数 136 常勤従業員数 97 パート従業員数 39

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅・包括支援センター

仕事内容
介護スタッフ（食事・入浴・排泄介助等）

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定めなし

転勤 無し年齢制限 無

就業時間 ①7：00～16：00、②8：00～17：00、③10：30～19：30、

④16：30～翌9：30 他

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 5日

時間外 有

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 142,500円～180,400円

月給・時給 月給

定期的手当 特殊業務手当18,525～23,452円 処遇改善手当27,000～46,000円

特定処遇手当8,000～12,000円

賃金計 196,025円～261,852円

賃金支払日 25日

求人番号 20036 座間市市町

採用職種補足



賞与 有 前年実績 年3回 4.4か月

休日 シフト制 年間休日数 119日

通勤手当 上限20,000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 無

必要な資格 無

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急相武台前駅 【徒歩15分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.saneikai@bellhome.or. 申込先メール jimu@bellhome.or.jp

採用担当者 suda事務課 申込電話 046-257-1121

ホームページ



法人名 社会福祉法人 三栄会 法人電話 046-257-1121 法人FAX 046-257-1803

法人所在地 座間市栗原1261-1 法人設立年月 平成10年

事業所名 グループホーム すずの家 電話 046-257-1121

FAX 046-257-1803所在地 綾瀬市落合南2-1-5

従業員数 25 常勤従業員数 5 パート従業員数 20

事業内容 グループホーム

仕事内容
介護スタッフ（食事・入浴・排泄介助等）

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定めなし

転勤 無し年齢制限 無

就業時間 ①7：00～16：00 ②8：00～17：00 ③11：00～20：00、

④17：00～翌10：00 他

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 5日

時間外 有

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 141,000円～180,000円

月給・時給 月給

定期的手当 特殊業務手当18,300～23,400円 処遇改善手当50,000～75,000円

特定処遇手当8,000～12,000円

賃金計 217,300円～290,400円

賃金支払日 25日

求人番号 20037 綾瀬市市町

採用職種補足



賞与 有 前年実績 年3回 4か月

休日 シフト制 年間休日数 119日

通勤手当 上限20,000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 無

必要な資格 無

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ・バス 分 【徒歩15分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.saneikai@bellhome.or. 申込先メール jimu@bellhome.or.jp

採用担当者 suda事務課 申込電話 046-257-1121

ホームページ



法人名 社会福祉法人 プレマ会 法人電話 046-264-1000 法人FAX 046-264-1006

法人所在地 大和市上草柳164番5 法人設立年月 2003/11/04

事業所名 特別養護老人ホームみなみ風 電話 046-264-1000

FAX 046-264-1006所在地 大和市上草柳164番5

従業員数 120 常勤従業員数 60 パート従業員数 60

事業内容 特別養護老人ホーム（92名） 短期入所（8名） 通所介護（32名）

仕事内容
入居者の生活支援 夜勤あり

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 定めなし

転勤 希望による年齢制限 無

就業時間 早番（7：00～16：00）遅番（13：00～22：00） 夜勤（22：00～7：00）

Ａ勤（8：00～17：00）Ｂ勤（9：00～18：00） Ｃ勤（10：00～19：00）

定年制 無 再雇用 有

週所定労働時間 40時間

時間外 有

休憩時間 1時間

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 ・新卒（短大・専門）介護福祉士20歳 168,800円 ・大卒（福祉系）介護福祉士22歳 174,800円

・中途採用者 上記金額に前職職歴加算します

月給・時給 月給

定期的手当 ・資格手当 介護福祉士5000円～ ・家族手当10000円 ・調整手当

・法人調整手当（処遇改善金）28000~40000円

賃金計 222,800円～258,295円（2019年採用者実績）

賃金支払日 25日

求人番号 20038 大和市市町

採用職種補足



賞与 有 基本給の 4.1か月

休日 毎月9日 特休年6日（7日連休年2回） 有給は定期的に

取得

年間休日数 114日

通勤手当 実費20000円まで

試用期間 有 6か月

必要な能力 無

必要な資格 初任者研修以上

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 文書で通知（3日以

応募書類等 履歴書 資格証

特記事項 パートから正社員の転換制度有り

施設内保育 有 企業内保育所あり

通勤方法 最寄り駅 相鉄線相模大塚駅 【徒歩 5 分】

車通勤 職員駐車場有り 通勤その他 自転車通勤代800円～1300円

http://www.pureminami.jp 申込先メール pureminami＠jcom.home.ne.jp

採用担当者 古谷田 和子事務部長 申込電話 046-264-1000

ホームページ



法人名 社会福祉法人 くすのき 法人電話 046-220-1165 法人FAX 046-220-0641

法人所在地 〒243-0035 厚木市愛甲2208-1 法人設立年月 平成14年12月

事業所名 特別養護老人ホーム メイサムホール 電話 046-220-1165

FAX 046-220-0641所在地 厚木市愛甲2208-1

従業員数 68 常勤従業員数 37 パート従業員数 31

事業内容 【メイサムホール】特養（65床）、ショートステイ（14床）、デイサービス（定員40名）、居宅介護

支援【メイサムフレール】地域密着型特養（29床）、ショートステイ（15床）

【地域包括支援センター】【ライフサポート事業】

仕事内容
施設利用者の介護及び生活支援（食事介助・入浴介助・排泄介助 等）

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無し

転勤 有（市内事業所）年齢制限 有 64歳（定年年齢65歳のため）

就業時間 交代制 ①7:00～16:00、②8:30～17:30、③11:30～20:30、④13:30～22:30、⑤22:00～翌7:30

定年制 65歳 再雇用 有 1年更新、70歳迄

週所定労働時間 1ヶ月単位の変形労働制

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 60分 ※就業⑤90分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 167,000円～260,000円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当1,500円

専門業務手当（無資格者1,000円、介護福祉士以外の有資格者3,000円、介護福祉士5,000円）

賃金計 169,500円～266,500円

賃金支払日 月末締、翌月10日

求人番号 20039 厚木市市町

採用職種補足



賞与 有 （年2回）

休日 4週8休 年間休日数 124日

通勤手当 片道2㎞以上対象

試用期間 有 3ヶ月

必要な能力 介護職経験1年以上（※新規学卒者は不問）

必要な資格 介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付）、職歴があれば職務経歴書

特記事項 就業④遅番手当1回500円、就業⑤夜勤手当：1回3,500円

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線愛甲石田駅 【徒歩15～20分】

車通勤 可（駐車料徴収） 通勤その他

https://meisam.jp/ 申込先メール kusunoki@meisam.jp

採用担当者 吉田 靖子総務部 部長 申込電話 046-220-1165

ホームページ



法人名 社会福祉法人 くすのき 法人電話 046-220-1165 法人FAX 046-220-0641

法人所在地 〒243-0035 厚木市愛甲2208-1 法人設立年月 平成14年12月

事業所名 特別養護老人ホーム メイサムホール 電話 046-220-1165

FAX 046-220-0641所在地 厚木市愛甲2208-1

従業員数 68 常勤従業員数 37 パート従業員数 31

事業内容 【メイサムホール】特養（65床）、ショートステイ（14床）、デイサービス（定員40名）、居宅介護

支援【メイサムフレール】地域密着型特養（29床）、ショートステイ（15床）

【地域包括支援センター】【ライフサポート事業】

仕事内容
施設利用者の介護及び生活支援（食事介助・入浴介助・排泄介助 等）

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有（市内事業所）年齢制限 無

就業時間 交代制 ①7:00～16:00、②8:30～17:30、③11:30～20:30、④13:30～22:30、⑤22:00～翌7:30

定年制 無 再雇用

週所定労働時間 1ヶ月単位の変形労働制

時間外 無

休憩時間 60分 ※就業⑤90分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,012円～1,260円（資格・経験等による）

月給・時給 時給

定期的手当 無

賃金計 1,012円～1,260円

賃金支払日 月末締、翌月10日

求人番号 20040 厚木市市町

採用職種補足



賞与 無 （但し、介護職員処遇改善金として賞与を支給することがある）

休日 4週8休 年間休日数

通勤手当 片道2㎞以上対象

試用期間 有 3ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付）、職歴があれば職務経歴書

特記事項 就業④遅番手当1回500円、就業⑤夜勤手当：1回3,500円

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急線愛甲石田駅 【徒歩15～20分】

車通勤 可（駐車料徴収） 通勤その他

https://meisam.jp/ 申込先メール kusunoki@meisam.jp

採用担当者 吉田 靖子総務部 部長 申込電話 046-220-1165

ホームページ



法人名 社会福祉法人 康仁会 法人電話 046-225-8787 法人FAX 046-225-8711

法人所在地 神奈川県厚木市戸室5丁目9番地15号 法人設立年月 2010/07/21

事業所名 特別養護老人ホームはなの家とむろ 電話 046-225-8787

FAX 046-225-8711所在地 厚木市戸室5丁目9番地15号

従業員数 103 常勤従業員数 74 パート従業員数 29

事業内容 特別養護老人ホーム

ショートステイ

デイサービス

仕事内容
特別養護老人ホーム、ショートステイの利用者が快適に生活できるように支援する仕事です。利用者

の健康管理、身体機能の回復・維持、食事、排せつ、入浴など利用者に寄り添って支援します。

就業形態 フル 雇用形態 常勤

採用職種 介護職

雇用期間 無期

転勤 無年齢制限 有 定年制（60歳）の為

就業時間 シフト制 ①8：30～17：15 ②7：30～16：15 ③11：30～20：15

④18：00～翌10：00

定年制 60歳 再雇用 有 65歳定年

週所定労働時間 5日/週

時間外 有 概ね無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 ①介護福祉士 178,000円 資格手当10,000円

②無資格 158,800円

初任者研修修了者2,000円 実務者研修修了者3,000円

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当 ①介護福祉士 7,000円 ②左記以外 6,000円 処遇改善手当 6,000円

賃金計 164,800円～194,000円

賃金支払日 25日

求人番号 20041 厚木市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回

休日 毎週交代シフト制による週休2日 年間休日数 120日

通勤手当 有 3,000円～26,000円

試用期間 有 6ヵ月

必要な能力 不問

必要な資格 介護福祉士・初任者研修、実務者研修修了者歓迎

選考方法 面接、筆記試験、書類選考

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、資格証明書

特記事項 基本給は経験により優遇いたします

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 本厚木  バス10分 【徒歩3分】

車通勤 可 通勤その他 駐車場有（3,000円/月）

http://koujinkai.tomei.or.jp/ 申込先メール sugita@tomei.or.jp

採用担当者 杉田 章事務課 事務長 申込電話 046-225-8787

ホームページ



法人名 社会福祉法人 敬和会 法人電話 046-241-7771 法人FAX 046-242-6947

法人所在地 神奈川県厚木市下荻野2117-2 法人設立年月 昭和57年

事業所名 厚木市荻野地域包括支援センター 電話 046-241-5780

FAX 046-242-6188所在地 厚木市鳶尾2丁目25-10

従業員数 5 常勤従業員数 5 パート従業員数 0

事業内容 地域包括支援センター業務

仕事内容
総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント業務

介護予防ケアマネジメント等業務

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用期間の定めなし

転勤 無年齢制限 有 ～64歳 定年年齢一律65歳の為

就業時間 8時30分〜17時30分

定年制 一律65歳 再雇用 有 上限年齢70歳

週所定労働時間

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 退職金制度

基本給 186,900円～257,600円経験により優遇、その他各種手当

月給・時給 月給

定期的手当 住宅手当・扶養手当等 該当しなければなし（法人規定による）

賃金計 186,900円～257,600円

賃金支払日 21日

求人番号 20042 厚木市市町

社会福祉士採用職種補足



賞与 有 年2回 計 3.4ヶ月分（前年度実績）

休日 日曜日、祝日、その他 週休二日制 年間休日数 111日

通勤手当 実費支給（上限あり）月額 50,000円

試用期間 有 3か月

必要な能力 不問

必要な資格 社会福祉士・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 郵送・電話

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 本厚木駅・バス30分

車通勤 可 通勤その他

http://k-keiwakai.com/ 申込先メール ogino-houkatsu@gaea.ocn.ne.jp

採用担当者 篠原 千代管理者 申込電話 046-241-5780

ホームページ



法人名 社会福祉法人 珀寿会 法人電話 055-924-5665 法人FAX 055-924-6866

法人所在地 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮字下松沢 法人設立年月 平成19年3月

事業所名 特別養護老人ホーム 秦野陽光園 電話 0463-72-7642

FAX 0463-72-7643所在地 秦野市曽屋1177-1

従業員数 80 常勤従業員数 60 パート従業員数 20

事業内容 ユニット型特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス

仕事内容
利用者に係る入浴の介助・日常生活を営むための支援に係る業務など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制（65歳）の為

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②9：00～18：00 ③13：00～22：00

④22：00～翌日7：00

定年制 65歳 再雇用 有 67歳まで

週所定労働時間 1ヶ月21日または22日

時間外 有 月5時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格者 175,200円～249,600円（経験年数により）

有資格者 177,000円～281,200円（経験年数により）

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当 5,000円（1夜勤につき）・処遇改善手当 22,000円～26,000円有資格者 13,000円～

15,000円

賃金計 無資格者 197,200円～275,600円＋夜勤回数×5,000円

有資格者 212,000円～322,200円＋夜勤回数×5,000円

賃金支払日 毎月 末日

求人番号 20043 秦野市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 計3.8月分（勤務状況により変動あり）

休日 月9日（2月は8日） シフトによる 年間休日数 107日

通勤手当 公共機関は実費・車通勤は距離により支給

試用期間 有 3ヶ月間

必要な能力 不問 介護経験者尚可

必要な資格 不問 介護職員初任者研修修了・介護職員実務者研修・ホームヘルパー2級・介護福祉士優遇

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真付き・職歴があれば職歴を記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 秦野駅 ・バス 5～10分

車通勤 可 通勤その他

https://www.hakuju-kai.com/ 申込先メール hadanoyokoen@kir.biglobe.ne.jp

採用担当者 長谷川・松井事務局 申込電話 0463-72-7642

ホームページ



法人名 社会福祉法人 泉心会 法人電話 0463-92-6722 法人FAX 0463-92-6822

法人所在地 伊勢原市三ノ宮511番地の1 法人設立年月 平成2年

事業所名 高齢者総合支援センター泉心荘 電話 0463-92-6722

FAX 0463-92-6822所在地 伊勢原市三ノ宮511番地の1

従業員数 130 常勤従業員数 85 パート従業員数 45

事業内容 特別養護老人ホーム（従来型50床、ユニット型50床）、ショートステイ、デイサービス、認知症対応

型デイサービス、訪問介護、居宅介護支援、地域包括支援センター

仕事内容
高齢者の介護業務

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 無

就業時間 9:00～19:00の間の6時間程度（応相談）

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 3日～4日（応相談）

時間外 原則無し

休憩時間 最高60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 厚生（時間数による）

基本給 1,020円～1,100円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,020円～1,100円

賃金支払日 毎月28日

求人番号 20044 伊勢原市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制による休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 日額1,000円上限（車・バイクは距離換算）

試用期間 無

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 ホームヘルパー2級又は介護職員初任者研修修了 あれば尚可

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）

特記事項 勤務日数・時間は相談可、有給休暇は法定通り

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 伊勢原駅 ・バス 15分

車通勤 可 通勤その他 駐車場有

http://www.senshinso.or.jp 申込先メール info@senshinso.or.jp

採用担当者 吉田 美映子総務課長 申込電話 0463-92-6722

ホームページ



法人名 社会福祉法人 泉心会 法人電話 0463-92-6722 法人FAX 0463-92-6822

法人所在地 伊勢原市三ノ宮511番地の1 法人設立年月 平成2年

事業所名 高齢者総合支援センター泉心荘 電話 0463-92-6722

FAX 0463-92-6822所在地 伊勢原市三ノ宮511番地の1

従業員数 130 常勤従業員数 85 パート従業員数 45

事業内容 特別養護老人ホーム（従来型50床、ユニット型50床）、ショートステイ、デイサービス、認知症対応

型デイサービス、訪問介護、居宅介護支援、地域包括支援センター

仕事内容
高齢者の介護業務

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳のため

就業時間 交代制 ①7:00～16:00, ②9:00～18:00, ③13:00～22:00, ④21:45～7:15

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで継続雇用（70歳まで延長可）

週所定労働時間 5日

時間外 有 月平均4時間程度

休憩時間 60分（夜勤90分）

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 県福利協会加入

基本給 174,800円～212,900円

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当1回6,000円、介護福祉士手当7,000円、ヘルパー2級等2,000円、他扶養手当等あり

賃金計 174,800円～219,900円

賃金支払日 毎月28日

求人番号 20045 伊勢原市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 計4.0ヶ月分

休日 シフト制による週休2日 年間休日数 107日

通勤手当 実費支給 25,000円上限（車・バイクは距離換算）

試用期間 有 3ヶ月

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 ホームヘルパー2級又は介護職員初任者研修修了 あれば尚可

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴を記載）

特記事項 有給休暇は法定通り

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 伊勢原駅 ・バス 15分

車通勤 可 通勤その他 駐車場有

http://www.senshinso.or.jp 申込先メール info@senshinso.or.jp

採用担当者 吉田 美映子総務課長 申込電話 0463-92-6722

ホームページ



法人名 社会福祉法人 松友会 法人電話 0463-97-2002 法人FAX 0463-97-2112

法人所在地 神奈川県伊勢原市沼目6-1257 法人設立年月 1998/09/24

事業所名 特別養護老人ホーム らんの里 電話 0463-97-2002

FAX 0463-97-2112所在地 伊勢原市沼目6-1257

従業員数 179 常勤従業員数 102 パート従業員数 77

事業内容 介護老人福祉施設、短期入所、通所介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小

規模多機能型居宅介護、居宅介護支援事業など事業展開している。

仕事内容
食事介助・入浴介助・排泄介助・誘導・レクリエーション・各種会議他

就業形態 パート 雇用形態 非常勤

採用職種 介護職

雇用期間 1年間で更新有り

転勤 市内有り年齢制限 無

就業時間 早番7：00～16：00 日勤8：30～17：30 遅番10：00～19：00

夜勤17：00～9：00

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 4日・3日・2日

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,011円～

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,011円～

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20046 伊勢原市市町

採用職種補足



賞与

休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限 50,000円

試用期間 無

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 ホームヘルパー2級又は介護職員初任者研修 普通自動車免許あれば尚可

選考方法 面接 職場体験

選考日時 随時 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴記載） 資

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 伊勢原駅・バス20分 【バス下車 徒歩5分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.showyoukai.com/ 申込先メール jimu@showyoukai.com

採用担当者 頼住 稔子人事総務課 申込電話 0463-97-2002

ホームページ



法人名 社会福祉法人 松友会 法人電話 0463-97-2002 法人FAX 0463-97-2112

法人所在地 神奈川県伊勢原市沼目6-1257 法人設立年月 1998/09/24

事業所名 特別養護老人ホーム らんの里 電話 0463-97-2002

FAX 0463-97-2112所在地 伊勢原市沼目6-1257

従業員数 179 常勤従業員数 102 パート従業員数 77

事業内容 介護老人福祉施設、短期入所、通所介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小

規模多機能型居宅介護、居宅介護支援事業など事業展開している。

仕事内容
食事介助・入浴介助・排泄介助・誘導・レクリエーション・各種会議他

就業形態 フル 雇用形態 正職員・

採用職種 介護職

雇用期間 正職員は期間の定めなし

転勤 市内有り年齢制限 無

就業時間 早番7：00～16：00 日勤8：30～17：30 遅番10：00～19：00

夜勤17：00～9：00

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 5日（正・準正）

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 155,000円～190,000円

月給・時給 月給

定期的手当 特殊業務手当・資格手当（有資格者）・処遇改善加算（38,000円前）・夜勤手当・交通費 ・扶養手

当・住宅手当

賃金計 260,000円 ～ 338,000円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20047 伊勢原市市町

採用職種補足



賞与 有 前年度実績 年2回 4.5ヶ月

休日 月9公休・閏月8公休（正職員・準正職員） 年間休日数 120日

通勤手当 実費支給 上限 50,000円

試用期間 有 3か月

必要な能力 不問 未経験者歓迎

必要な資格 ホームヘルパー2級又は介護職員初任者研修 普通自動車免許あれば尚可

選考方法 面接 職場体験

選考日時 随時 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴記載） 資

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 伊勢原駅・バス20分 【バス下車 徒歩5分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.showyoukai.com/ 申込先メール jimu@showyoukai.com

採用担当者 頼住 稔子人事総務課 申込電話 0463-97-2002

ホームページ



法人名 社会福祉法人 竹生会 法人電話 0466-87-1710 法人FAX 0466-88-5326

法人所在地 〒252-0816 藤沢市遠藤35番地 法人設立年月 昭和61年11月

事業所名 芭蕉苑介護老人福祉施設 電話 0466-87-1710

FAX 0466-88-5326所在地 藤沢市遠藤35番地

従業員数 105 常勤従業員数 47 パート従業員数 58

事業内容 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援、地域包括支援センター、緊急通

報センター

仕事内容
特養入所者の生活支援全般

就業形態 フル 雇用形態 常勤（正

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 定年制（60歳）の為（65歳まで再雇用制

就業時間 5交代制①7：00-16：00②8：00-17：00③11：00-20：00④12：15-21：15

           ⑤夜勤21：00-7：00（9時間勤務）

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで（希望者は65歳から非常勤）

週所定労働時間 1日8時間（月10日公休）

時間外 有 月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 151,400円～209,240円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善交付費（月37,000円）+特定処遇改善交付費（月8,000円～16,000円）

賃金計 196,400円～262,240円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20048 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 計4.3ヶ月

休日 月10日 年間休日数 124日

通勤手当 全額支給

試用期間 有 原則3ヶ月

必要な能力 不問（人柄優先）

必要な資格 不問（介護福祉士尚可）

選考方法 面接、筆記（作文）

選考日時 随時（要電話連絡・当日履歴書持参） 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付）

特記事項 昇給有り、制服貸与、退職金制度加入、昼食1食300円で用意あり、他法定どおり

施設内保育 無

通勤方法 ○JR東海道線 辻堂駅北口 神奈中バス 慶応大学行き 刈込下車 徒歩5分

○小田急線 相鉄線 湘南台駅 神奈中バス茅ヶ崎駅行き 遠藤松原下車 徒歩5分

車通勤 可（無料駐車場有） 通勤その他

https://chikubukai.jp/ 申込先メール basyoen@shonanfujisawa.com

採用担当者 捧（ささげ）恵一施設長 申込電話 0466-87-1710

ホームページ



法人名 社会福祉法人 竹生会 法人電話 0466-87-1710 法人FAX 0466-88-5326

法人所在地 〒252-0816 藤沢市遠藤35番地 法人設立年月 昭和61年11月

事業所名 芭蕉苑介護老人福祉施設 電話 0466-87-1710

FAX 0466-88-5326所在地 藤沢市遠藤35番地

従業員数 105 常勤従業員数 47 パート従業員数 58

事業内容 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援、地域包括支援センター、緊急通

報センター

仕事内容
特養入所者・通所介護利用者の生活支援全般

就業形態 パート 雇用形態 非常勤

採用職種 介護職

雇用期間 有 6か月毎の契約更新

転勤 無年齢制限 無

就業時間 特養/①8：00-17：00②11：00-20：00③12：15—21：15

通所介護/8：30-17：00

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 週3日～5日

時間外 有 月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,020円～1,268円

月給・時給 時給

定期的手当 処遇改善交付費（時給換算118円～213円）+特定処遇改善交付費（時給換算46円）

賃金計 1,184円～1,527円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20049 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 ローテーションによる 年間休日数

通勤手当 全額支給

試用期間 無

必要な能力 不問（人柄優先）

必要な資格 不問（介護福祉士尚可）

選考方法 面接、筆記（作文）

選考日時 随時（要電話連絡・当日履歴書持参） 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付）

特記事項 昇給有り、制服貸与、昼食1食300円で用意あり、他法定どおり

施設内保育 無

通勤方法 ○JR東海道線 辻堂駅北口 神奈中バス 慶応大学行き 刈込下車 徒歩5分

○小田急線 相鉄線 湘南台駅 神奈中バス茅ヶ崎駅行き 遠藤松原下車 徒歩5分

車通勤 可（無料駐車場有） 通勤その他

https://chikubukai.jp/ 申込先メール basyoen@shonanfujisawa.com

採用担当者 捧（ささげ）恵一施設長 申込電話 0466-87-1710

ホームページ



法人名 社会福祉法人 いきいき福祉会 法人電話 0466-83-2929 法人FAX 0466-83-1769

法人所在地 神奈川県藤沢市稲荷345番地 法人設立年月 平成5年

事業所名 特別養護老人ホーム ラポール藤沢 電話 0466-83-4165

FAX 0466-97-3667所在地 藤沢市善行1-12-9

従業員数 68 常勤従業員数 37 パート従業員数 31

事業内容 特別養護老人ホーム ラポール藤沢

仕事内容
特別養護老人ホームにおける介護業務全般

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 ～2021年3月31日（原則更新）

転勤 無し年齢制限 無

就業時間 7：00～21：00の間の4時間以上（勤務時間はご相談ください）

定年制 無 再雇用

週所定労働時間 週3日～応相談

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 45分～1時間

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,015円～1,600円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,015円～1,600円

賃金支払日 27日

求人番号 20050 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 無し

休日 シフト制（4週8休） 年間休日数 112日

通勤手当 実費（上限なし）

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 不問 未経験者可

必要な資格 不問

選考方法 書類選考後、面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真添付）、職務経歴書（あれば尚可）、資

特記事項 介護福祉士・社会福祉士の方は1,250円～その他処遇改善一時金あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急江ノ島線 善行駅 【徒歩３分】

車通勤 応相談 通勤その他

http://www.rapport.jp/recruit 申込先メール saiyou@rapport.or.jp

採用担当者 市村慶子法人本部 申込電話 0466-83-4165

ホームページ



法人名 社会福祉法人 いきいき福祉会 法人電話 0466-83-2929 法人FAX 0466-83-1769

法人所在地 神奈川県藤沢市稲荷345番地 法人設立年月 平成5年

事業所名 特別養護老人ホーム ラポール藤沢 電話 0466-83-4165

FAX 0466-97-3667所在地 藤沢市善行1-12-9

従業員数 68 常勤従業員数 37 パート従業員数 31

事業内容 特別養護老人ホーム ラポール藤沢

仕事内容
特別養護老人ホームにおける介護業務全般

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用の定め無し

転勤 有年齢制限 59歳以下

就業時間 シフト制

（①7：00～16:00、②12：00～21：00、③夜勤21：00～翌7：00）

定年制 一律60歳 再雇用 有 1年ごとの更新

週所定労働時間 21日/月

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 1時間

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 175,200円～290,000円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善一時金（月平均14,000円）

賃金計 189,000円～304,000円

賃金支払日 27日

求人番号 20051 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回（計2か月分）

休日 シフト制（4週8休） 年間休日数 112日

通勤手当 実費（上限なし）

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 不問 未経験者可

必要な資格 不問

選考方法 書類選考後、面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真添付）、職務経歴書（あれば尚可）、資

特記事項 夜勤手当7,000円/回、扶養手当、住宅手当を支給

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急江ノ島線 善行駅 【徒歩３分】

車通勤 応相談 通勤その他

http://www.rapport.jp/recruit 申込先メール saiyou@rapport.or.jp

採用担当者 市村慶子法人本部 申込電話 0466-83-4165

ホームページ



法人名 社会福祉法人 いきいき福祉会 法人電話 0466-83-2929 法人FAX 0466-83-1769

法人所在地 神奈川県藤沢市稲荷345番地 法人設立年月 平成5年

事業所名 特別養護老人ホーム ラポール三ツ沢 電話 045-337-3366

FAX 045-337-2266所在地 横浜市保土ヶ谷区峰沢町325-1

従業員数 44 常勤従業員数 33 パート従業員数 11

事業内容 特別養護老人ホーム ラポール三ツ沢

仕事内容
特別養護老人ホームにおける介護業務全般

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 雇用の定め無し

転勤 有年齢制限 59歳以下

就業時間 シフト制

（①7：00～16:00、②12：00～21：00、③夜勤21：00～翌7：00）

定年制 一律60歳 再雇用 有 1年ごとの更新

週所定労働時間 21日/月

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 1時間

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 175,200円～290,000円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善一時金（月平均14,000円）

賃金計 189,000円～304,000円

賃金支払日 27日

求人番号 20052 横浜市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回（計2か月分）

休日 シフト制（4週8休） 年間休日数 112日

通勤手当 実費（上限なし）

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 不問 未経験者可

必要な資格 不問

選考方法 書類選考後、面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真添付）、職務経歴書（あれば尚可）、資

特記事項 夜勤手当7,000円/回、扶養手当、住宅手当を支給

施設内保育 無

通勤方法 横浜市営地下鉄ブルーライン・三ツ沢上町駅から徒歩約17分、又はJR・私鉄各線・横浜駅(西口)から

バス：浜11系統「釜台住宅第3行き」または「上星川駅行き」に乗車→「三ツ沢池」下車→徒歩4分

車通勤 応相談 通勤その他

http://www.rapport.jp/recruit 申込先メール saiyou@rapport.or.jp

採用担当者 鈴木 正貴法人本部 申込電話 045-337-3366

ホームページ



法人名 社会福祉法人 いきいき福祉会 法人電話 0466-83-2929 法人FAX 0466-83-1769

法人所在地 神奈川県藤沢市稲荷345番地 法人設立年月 平成5年

事業所名 特別養護老人ホーム ラポール三ツ沢 電話 045-337-3366

FAX 045-337-2266所在地 横浜市保土ヶ谷区峰沢町325-1

従業員数 44 常勤従業員数 33 パート従業員数 11

事業内容 特別養護老人ホーム ラポール三ツ沢

仕事内容
特別養護老人ホームにおける介護業務全般

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 ～2021年3月31日（原則更新）

転勤 無し年齢制限 無

就業時間 7：00～21：00の間の4時間以上（勤務時間はご相談ください）

定年制 無 再雇用

週所定労働時間 週3日～応相談

時間外 有 月平均5時間

休憩時間 45分～1時間

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,015円～1,600円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,015円～1,600円

賃金支払日 27日

求人番号 20053 横浜市市町

採用職種補足



賞与 無し

休日 シフト制（4週8休） 年間休日数 112日

通勤手当 実費（上限なし）

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 不問 未経験者可

必要な資格 不問

選考方法 書類選考後、面接

選考日時 随時 選考結果 5日以内

応募書類等 履歴書（写真添付）、職務経歴書（あれば尚可）、資

特記事項 介護福祉士・社会福祉士の方は1,250円～その他処遇改善一時金あり

施設内保育 無

通勤方法 横浜市営地下鉄ブルーライン・三ツ沢上町駅から徒歩約17分、又はJR・私鉄各線・横浜駅(西口)から

バス：浜11系統「釜台住宅第3行き」または「上星川駅行き」に乗車→「三ツ沢池」下車→徒歩4分

車通勤 応相談 通勤その他

http://www.rapport.jp/recruit 申込先メール saiyou@rapport.or.jp

採用担当者 鈴木 正貴法人本部 申込電話 045-337-3366

ホームページ



法人名 社会福祉法人 慶寿会 法人電話 0467-52-8711 法人FAX 0467-52-8712

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾1835-2 法人設立年月 昭和54年

事業所名 特別養護老人ホームカトレアホーム 電話 0467-52-8711

FAX 0467-52-8712所在地 茅ヶ崎市下寺尾1835-2

従業員数 49 常勤従業員数 29 パート従業員数 20

事業内容 介護老人福祉施設

仕事内容
高齢者の入浴、食事、排泄介助等

夜勤業務あり

入所者50名 短期入所2名

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 なし

転勤 なし年齢制限 59歳以下 ( 年齢制限の理由 ) 定年年齢

就業時間 早出7：00～16：00 日勤9：30～18：30 夜勤16：30～翌10：30

定年制 有 再雇用 有

週所定労働時間

時間外 1ヶ月に1.5時間

休憩時間 1時間 夜勤時2時間

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 退職金（福利協会・中小企業退職共済）

基本給 172,000円～208,000円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当て時給210円（平均月35,000）

賃金計 207,000～243,000

賃金支払日 25日

求人番号 20054 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 6月12月3.25月分

休日 シフトによる 年間休日数 104

通勤手当 就業規則により距離等で計算 1.8万円まで

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 特になし

必要な資格 普通運転免許 あれば尚可 2級ヘルパー 初任者研修 介護福祉士

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 1週間後

応募書類等 履歴書（写真付 職歴があれば職歴を記載）

特記事項 夜勤、早番勤務は研修6か月後位から 資格取得段階でも歓迎 応募前の施設見学歓迎です。

処遇改善手当あり 2019/10～特定処遇改善加算取得予定 エプロン貸与あり 職場は緑に囲まれた環

境で富士山も望めます、セレクト20取得、 勤続年数が長い職員も多く20代～60代までアットホーム

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅

車通勤 応相談 通勤その他

http://chigasaki-keijukai. 申込先メール kattleya_home@chigasaki.jp

採用担当者 上原 小百合事務長 申込電話 0467-52-8711

ホームページ



法人名 社会福祉法人 慶寿会 法人電話 0467-52-8711 法人FAX

法人所在地 茅ヶ崎市下寺尾1835-2 法人設立年月 昭和５４年

事業所名 居宅介護支援センター松林（松林ケアセンター） 電話 0467-50-1521

FAX 0467-50-3040所在地 茅ヶ崎市松林3-9-28

従業員数 50 常勤従業員数 10 パート従業員数 40

事業内容 ケアマネジメント業務 居宅介護支援

仕事内容
居宅介護支援業務 （居宅ケアマネジャーとして利用者支援）

就業形態 パート 雇用形態 パートタ

採用職種 介護職

雇用期間 １年更新

転勤 なし年齢制限 無

就業時間 8：30-17：30

定年制 無 再雇用 有

週所定労働時間 週４日または５日

時間外 有 概ね月２時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1520円～

月給・時給 時給

定期的手当 被服費手当5,000円など。勤務実績による

賃金計 1,520円～

賃金支払日 ２５日

求人番号 20055 茅ヶ崎市市町

介護支援専門員 主任介護支援専門員採用職種補足



賞与 無

休日 日曜日 週休２日 年末年始12/30-1/3 年間休日数 １１０日

通勤手当 あり距離計算

試用期間 有

必要な能力 不問

必要な資格 介護支援専門員または主任介護支援専門員資格

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 即日

応募書類等 履歴書（写真貼付）職務経歴書、資格証

特記事項 無料駐車場有 instagraｍご覧ください

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 JR辻堂 バス１０分 【松林ケアセンター前下車徒歩１分】

車通勤 可 通勤その他 無料駐車場有

https://chigasaki-keijukai. 申込先メール shorin1521@chigasaki.jp

採用担当者 平本 申込電話 0467-50-1521

ホームページ



法人名 社会福祉法人 慶寿会 法人電話 0467-52-8711 法人FAX

法人所在地 茅ヶ崎市下寺尾1835-2 法人設立年月 昭和５４年

事業所名 居宅介護支援センター松林（松林ケアセンター） 電話 0467-50-1521

FAX 0467-50-3040所在地 茅ヶ崎市松林3-9-28

従業員数 50 常勤従業員数 10 パート従業員数 40

事業内容 通所介護・訪問介護・居宅介護支援併設

仕事内容
通所介護介護職員（軽自動車を用いた送迎 レクリエーションの提供 食事介助 排泄介助などの簡

単な介護業務全般）

就業形態 パート 雇用形態 パートタ

採用職種 介護職

雇用期間 １年更新

転勤 なし年齢制限 無

就業時間 8：30-17：30

定年制 無 再雇用 有

週所定労働時間 週４日または５日

時間外 有 概ね月２時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 介護福祉士 1,061円～ 無資格者1,011円～

月給・時給 時給

定期的手当 処遇改善手当170円/時間 ほか特定処遇改善手当 勤務時間数による 被服費手当5,000円など。勤務

実績による

賃金計 介護福祉士1,231円～

賃金支払日 ２５日

求人番号 20056 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 日曜日 週休２日 年末年始12/29-1/3 年間休日数 １１０日

通勤手当 あり距離計算

試用期間 有

必要な能力 不問

必要な資格 普通自動車免許

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 即日

応募書類等 履歴書（写真貼付）職務経歴書、資格証

特記事項 無料駐車場有 instagraｍご覧ください

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 JR辻堂 バス１０分 【松林ケアセンター前下車徒歩１分】

車通勤 可 通勤その他 無料駐車場有

https://chigasaki-keijukai. 申込先メール shorin1521@chigasaki.jp

採用担当者 平本 申込電話 0467-50-1521

ホームページ



法人名 社会福祉法人 輝星会 法人電話 0463-84-6565 法人FAX 0463-84-7378

法人所在地 神奈川県秦野市平沢入窪2426-1 法人設立年月 平成13年11月

事業所名 特別養護老人ホーム 湖 電話 0463-84-6565

FAX 0463-84-7378所在地 秦野市平沢入窪2426-1

従業員数 90 常勤従業員数 59 パート従業員数 31

事業内容 特別養護老人ホーム（従来型）ショートステイ・デイサービス

仕事内容
介護業務

・食事、入浴、移乗、など生活上の利用者に対する介護支援

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有（市内事業所）年齢制限 ６５歳定年制のため、６５歳以上は再雇

就業時間 日勤8：30～17：30 早番7：00～16:00 遅番10：30～19：30（他勤務帯あり）夜勤16：30～9：00

定年制 65歳 再雇用 有

週所定労働時間 月間変形労働時間制による、月間労働時間177

時間外 有

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 158,000円～276,000円

月給・時給 月給

定期的手当 資格手当7,000円（ホームヘルパー２級、介護職員初任者研修）18,000円（介護福祉士） 介護手当

6,000円～13,000円住宅手当5,000円勤労手当7,000円  b

賃金計 183,000円～319,000円

賃金支払日

求人番号 20057 秦野市市町

採用職種補足



賞与 年２回

休日 シフト制における週休２日 年間休日数 110日

通勤手当 車通勤の場合は距離により支給。公共交通機関は実費。

試用期間 有 ３か月

必要な能力 介護経験者

必要な資格 ホームヘルパー２級、介護職員初任者研修、介護福祉士 通勤は要普免

選考方法 書類選考の後、面接

選考日時 火曜日 選考結果 ７日程度

応募書類等 履歴書・資格証明書の写し

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急小田原線 渋沢駅・施設運営バス15分 【徒歩25分】

車通勤 可 通勤その他

http://www.hadano.or.jp/ 申込先メール kiseikai@hadano.or.jp

採用担当者 細川有限会社しえん 申込電話 042-386-6360

ホームページ



法人名 社会福祉法人 つちや社会福祉会 法人電話 0463-58-6677 法人FAX 0463-58-0429

法人所在地 神奈川県平塚市土屋２１９６－１ 法人設立年月 昭和49年

事業所名 特別養護老人ホーム ローズヒル 電話 0463-58-6677

FAX 0463-58-0429所在地 平塚市土屋２１９８－７

従業員数 47 常勤従業員数 32 パート従業員数 15

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
特別養護老人ホームにおける

＊日常生活支援

＊入浴・食事・排泄など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有（平塚市内）年齢制限 有 64歳以下

就業時間 シフト制①７:３０～１６:３０ ②９：３０～１８：３０

③１０：３０～１９:３０ ④１６：３０～翌１０:００

定年制 65歳 再雇用 有

週所定労働時間 ５日／週

時間外 有 2時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 164,890円～206,750円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当 17,000～27,000円

特定処遇改善手当 10,000～20,000円

その他手当は特記事項参照

賃金計 191,890～253,750円

賃金支払日 毎月２５日

求人番号 20058 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有 年２回 前年度実績 3.1

休日 シフト制による週休２日（１月単位の変形労働制） 年間休日数 １２１日

通勤手当 規定による 上限３０，０００円

試用期間 有 原則３か月

必要な能力 経験３年以上（応相談）

必要な資格 介護福祉士、介護職員実務者研修修了、介護職員初任者研修終了いずれか所持

選考方法 書類選考・面接

選考日時 随時 選考結果 ７日以内

応募書類等 写真付き履歴書・（有資格者：資格証コピー）

特記事項 その他手当

扶養手当 （配偶者）10,000円 （その他）4,000又は8,000円

住宅手当 （持ち家）30,00円（賃貸・寮）15,000円

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ平塚駅・バス ３０分 土沢中学校前下車 【徒歩 １分】

車通勤 可 通勤その他

http://rosehill.or.jp 申込先メール saiyou＠rosehill.or.jp

採用担当者 石井（問合せ窓口 西村）法人事務局次長 申込電話 0463-58-6677

ホームページ



法人名 社会福祉法人 つちや社会福祉会 法人電話 0463-58-6677 法人FAX 0463-58-0429

法人所在地 神奈川県平塚市土屋２１９６－１ 法人設立年月 昭和49年

事業所名 特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡 電話 0463-75-8710

FAX 0463-25-5005所在地 平塚市東八幡４－１９－１４

従業員数 81 常勤従業員数 49 パート従業員数 32

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
特別養護老人ホームにおける

＊日常生活支援

＊入浴・食事・排泄など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有（平塚市内）年齢制限 有 64歳以下

就業時間 シフト制①７：００～１６：００②９：００～１８：００

③１３：００～２２：００④２２：００～翌７：００

定年制 65歳 再雇用 有

週所定労働時間 ５日／週

時間外 有 2時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 164,890円～206,750円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当 17,000～27,000円

特定処遇改善手当   9,000～22,000円

その他手当は特記事項参照

賃金計 190,890～255,750円

賃金支払日 毎月２５日

求人番号 20059 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有 年２回 前年度実績 2.7

休日 シフト制による週休２日（１月単位の変形労働制） 年間休日数 １２１日

通勤手当 規定による 上限３０，０００円

試用期間 有 原則３か月

必要な能力 経験３年以上（応相談）

必要な資格 介護福祉士、介護職員実務者研修修了、介護職員初任者研修終了いずれか所持

選考方法 書類選考・面接

選考日時 随時 選考結果 ７日以内

応募書類等 写真付き履歴書・（有資格者：資格証コピー）

特記事項 その他手当

扶養手当 （配偶者）10,000円 （その他）4,000又は8,000円

住宅手当 （持ち家）30,00円（賃貸・寮）15,000円

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ平塚駅・バス ７分 泉蔵院前下車【徒歩 ５分】

車通勤 応相談 通勤その他

http://rosehill.or.jp/ 申込先メール saiyou＠rosehill.or.jp

採用担当者 石井 （問合せ窓口 西法人事務局 申込電話 0463-58-6677

ホームページ



法人名 社会福祉法人 つちや社会福祉会 法人電話 0463-58-6677 法人FAX 0463-58-0429

法人所在地 神奈川県平塚市土屋２１９６－１ 法人設立年月 昭和49年

事業所名 特別養護老人ホーム ローズヒル 電話 0463-58-6677

FAX 0463-58-0429所在地 平塚市土屋２１９８－７

従業員数 47 常勤従業員数 32 パート従業員数 15

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
特別養護老人ホームにおける

＊日常生活支援

＊入浴・食事・排泄など

就業形態 パート 雇用形態 パート労

採用職種 介護職

雇用期間 10/1～1年、原則更新

転勤 無年齢制限 無

就業時間 ９：００～１６：００ その他応相談

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 ３～５日／週

時間外 有 2時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 契約に応じて

基本給 1,020円～1,150円

月給・時給 時給

定期的手当 処遇改善手当 60円～120円、特定処遇改善手当 109～169円、その他手当は特記事項参照

賃金計 1,189～1,439円

賃金支払日 翌月２５日

求人番号 20060 平塚市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制による週休２日（１月単位の変形労働制） 年間休日数

通勤手当 規定による 上限３０，０００円

試用期間 有 原則１か月

必要な能力 高齢者施設での経験あれば尚可

必要な資格 介護福祉士、介護職員実務者研修修了、介護職員初任者研修終了いずれかあれば優遇

選考方法 書類選考・面接

選考日時 随時 選考結果 ７日以内

応募書類等 写真付き履歴書・（有資格者：資格証コピー）

特記事項 その他手当

資格手当（介護福祉士）勤務時間により1,500又は3,000円 祝日勤務手当50円／ｈ×勤務時間

＊賞与について週30時間以上勤務者は、年2回金一封支給あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ平塚駅・バス ３０分 土沢中学校前下車 【徒歩 １分】

車通勤 可 通勤その他

http://rosehill.or.jp 申込先メール saiyou＠rosehill.or.jp

採用担当者 石井（問合せ窓口 西村）法人事務局次長 申込電話 0463-58-6677

ホームページ



法人名 社会福祉法人 つちや社会福祉会 法人電話 0463-58-6677 法人FAX 0463-58-0429

法人所在地 神奈川県平塚市土屋２１９６－１ 法人設立年月 昭和49年

事業所名 特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡 電話 0463-75-8710

FAX 0463-25-5005所在地 平塚市東八幡４－１９－１４

従業員数 81 常勤従業員数 49 パート従業員数 32

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
特別養護老人ホームにおける

＊日常生活支援

＊入浴・食事・排泄など

就業形態 パート 雇用形態 パート労

採用職種 介護職

雇用期間 10/1～1年、原則更新

転勤 無年齢制限 有 64歳以下

就業時間 シフト制①７：００～１６：００②９：００～１８：００

③１３：００～２２：００ その他応相談

定年制 無 再雇用 無

週所定労働時間 ５日／週

時間外 有 2時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,012円～1,030円

月給・時給 時給

定期的手当 処遇改善手当56円～87円、特定処遇改善手当 109円～169円、その他手当は特記事項参照

賃金計 1,177～1,286円

賃金支払日 翌月２５日

求人番号 20061 平塚市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制による週休２日（１月単位の変形労働制） 年間休日数

通勤手当 規定による 上限３０，０００円

試用期間 有 原則１か月

必要な能力 高齢者施設での経験あれば尚可

必要な資格 介護福祉士、介護職員実務者研修修了、介護職員初任者研修終了いずれかあれば優遇

選考方法 書類選考・面接

選考日時 随時 選考結果 ７日以内

応募書類等 写真付き履歴書・（有資格者：資格証コピー）

特記事項 その他手当

資格手当（介護福祉士）勤務時間により1,500又は3,000円 祝日勤務手当50円／ｈ×勤務時間

＊賞与について週30時間以上勤務者は、年2回金一封支給あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ平塚駅・バス ７分 泉蔵院前下車 【徒歩 ５分】

車通勤 応相談 通勤その他

http://rosehill.or.jp 申込先メール saiyou＠rosehill.or.jp

採用担当者 石井（問合せ窓口 西村）法人事務局次長 申込電話 0463-58-6677

ホームページ



法人名 社会福祉法人 湘南曽寿会 法人電話 0463-36-0632 法人FAX 0463-36-1681

法人所在地 平塚市南豊田85-1 法人設立年月 平成10年2月

事業所名 特別養護老人ホーム 豊田敬愛ホーム 電話 0463-36-0632

FAX 0463-36-1681所在地 平塚市南豊田85-1

従業員数 87 常勤従業員数 52 パート従業員数 35

事業内容 特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業、

地域包括支援センター

仕事内容
特別養護老人ホームにおける入所者様への生活援助全般。行事の計画・実行等。

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制（60歳）の為

就業時間 1か月の変形労働時間制 （従来型）①7：30～16：30 ②9：00～18：00 ③10：00～19：00

④17：00～翌日10：00

（ユニット型）①7：00～16：00 ②13：00～22：00 ③22：00～7：00

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 1日8時間、1週40時間

時間外 有 月1時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 168,800円～234,400円

月給・時給 日給月給

定期的手当 調整手当（基本給×6%）、業務手当（1年目：基本給×5%、2年目～：基本給×10％）、夜勤手当（1回

4,000円）、介護職員処遇改善手当（4ケ月毎、年3回支給（前年度年間54万円支給））、通勤手当（片

道2㎞以上）、住居手当（世帯主の場合）、家族手当（世帯主の場合）

賃金計 252,368円～325,184円

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20062 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有 年3回、（前年度実績）年間4.95か月

休日 毎週交代シフト制による週休2日制 年間休日数 123日

通勤手当 上限25,000円

試用期間 有 3ヶ月、条件に変更なし。

必要な能力 無

必要な資格 介護福祉士

選考方法 面接、性格検査

選考日時 随時 選考結果 1週間以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）、資格証（写）、職歴がある場合

特記事項 無料駐車場有、他の手当（年末年始手当）、施設内外研修等有お気軽にお問合せ下さい♪

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅又は伊勢原駅・バス20分 バス停から徒歩3分

車通勤 可（無料駐車場有） 通勤その他

http://www.kanagawa-roushikyo. 申込先メール sojukai@carrot.ocn.ne.jp

採用担当者 金子 申込電話 0463-36-0632

ホームページ



法人名 社会福祉法人 和心知会 法人電話 0463-79-8660 法人FAX 0463-79-8659

法人所在地 〒259-1213 平塚市片岡833-10 法人設立年月 平成24年10月

事業所名 特別養護老人ホームわしんち元気・平塚 電話 0463-79-8660

FAX 0463-79-8659所在地 平塚市片岡833-10

従業員数 89 常勤従業員数 46 パート従業員数 43

事業内容 特別養護老人ホーム わしんち元気・平塚

仕事内容
・ユニット型特別養護老人ホームでの介護業務

・入浴、排泄、食事などの日常介護や個別ケアに基づいた入居者の支援

就業形態 フル 雇用形態 常勤職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有（定年60歳を上限とする労働基準法等

就業時間 シフト制  ①6：00～16：00 ②8：30～17：30 ③10：30～19：30

          ④17：00～9：00(夜勤）

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 5日/週（1ヶ月単位の変形労働時間制）

時間外 有 概ね1～2時間/月

休憩時間 60分（夜勤時120分）

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 基本給140,000円～

月給・時給 月給

定期的手当 ・職務手当30,000円 ・資格手当(介護福祉士)5,000円 ・夜勤手当5,000円/回

・処遇改善加算手当 ・特定処遇改善加算手当 ・年末年始手当

賃金計 227,800円～（資格手当、夜勤手当(5回)、処遇改善加算手当、特定改善加算手当含む）

賃金支払日 毎月10日

求人番号 20063 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有

休日 シフト制により決定 年間休日数 108日

通勤手当 実費支給（上限あり）

試用期間 有 3ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 1週間以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴記載）

特記事項 年間休日の他に別途夏季休暇(3日)、冬季休暇(3日）あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅 ・バス20分 【徒歩3分】

車通勤 可（駐車場あり） 通勤その他

http://www.washinchi.jp 申込先メール info@washinchi.jp

採用担当者 白鳥・本間・梅田 申込電話 0463-79-8660

ホームページ



法人名 社会福祉法人 和心知会 法人電話 0463-79-8660 法人FAX 0463-79-8659

法人所在地 〒259-1213 平塚市片岡833-10 法人設立年月 平成24年10月

事業所名 特別養護老人ホームわしんち元気・平塚 電話 0463-79-8660

FAX 0463-79-8659所在地 平塚市片岡833-10

従業員数 89 常勤従業員数 46 パート従業員数 43

事業内容 特別養護老人ホーム わしんち元気・平塚

仕事内容
・ユニット型特別養護老人ホームでの介護業務

・入浴、排泄、食事などの日常介護や個別ケアに基づいた入居者の支援

就業形態 パート 雇用形態 非常勤職

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 なし

就業時間 シフト制 ①6：00～16：00 ②8：30～17：30 ③10：30～19：30

④17：00～9：00(夜勤）

※就労時間応相談 時短勤務可

定年制 無 再雇用 なし

週所定労働時間 2～5日

時間外 有

休憩時間 60分（夜勤時120分）

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 無

基本給 1,011円～ ※資格、経験に応じて考慮します

月給・時給 時給

定期的手当 夜勤手当5,000円、処遇改善加算手当、年末年始手当

賃金計 1,011円～

賃金支払日 毎月10日

求人番号 20064 平塚市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制により決定 年間休日数

通勤手当 実費支給（上限あり）

試用期間 有 3ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 1週間以内

応募書類等 履歴書（写真付き、職歴があれば職歴記載）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅 ・バス20分 【徒歩3分】

車通勤 可（駐車場あり） 通勤その他

http://www.washinchi.jp 申込先メール info@washinchi.jp

採用担当者 白鳥・本間・梅田 申込電話 0463-79-8660

ホームページ



法人名 社会福祉法人 茅徳会 法人電話 0467-82-9911 法人FAX 0467-82-9918

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市西久保596 法人設立年月 2003/11/01

事業所名 特別養護老人ホーム かつらはら 電話 0466-20-5175

FAX 0466-20-5178所在地 藤沢市葛原255-1

従業員数 65 常勤従業員数 41 パート従業員数 24

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
ユニット型特養介護業務（定員80名）

ご入居者の食事・入浴・排泄の介助等

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制（60歳）

就業時間 シフト制

① 8:30～17:00 ②6:30～15:00 ③13:30～22:00 ④22:00～6:30

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週休2日制

時間外 有 概ね1～2時間／月

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 151,062円、介護福祉士 168,198円

月給・時給 月給

定期的手当 資格手当4,000円～（介護福祉士）、介護業務手当17,000円、地域手当15,000円～25,000円、夜勤手当

9,000円、早・遅手当700円

75,000円～89,000円（夜勤4回、早・遅番10回の想定）

賃金計 226,062円～257,198円

賃金支払日 末締め翌28日

求人番号 20065 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有

休日 毎週交代シフト制による週休二日 年間休日数 110日

通勤手当 有 上限50,000円まで

試用期間 有 6ヵ月

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 面接、書類選考

選考日時 随時 選考結果 10日以内に通知

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 湘南台駅（小田急）・バス13分【徒歩13分】

車通勤 可（駐車場無料） 通勤その他

http://www.chitokukai. 申込先メール katsurahara@bz04.plala.or.jp

採用担当者 石黒紳輔事務部 申込電話 0466-20-5175

ホームページ



法人名 社会福祉法人 三つ葉会 法人電話 0466-47-0580 法人FAX 0466-47-0093

法人所在地 〒252-0825 藤沢市獺郷218 法人設立年月 2009/10/11

事業所名 介護老人保健施設ガーデニア・ごしょみ 電話 0466-47-0580

FAX 0466-47-0093所在地 藤沢市獺郷218

従業員数 85 常勤従業員数 46 パート従業員数 39

事業内容 介護老人保健施設・(介護予防）短期入所療養介護・(介護予防）通所リハビリテーション・居宅介護

支援事業

仕事内容
介護老人保健施設での介護スタッフ

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 1年毎の契約更新

転勤 無年齢制限 無

就業時間 シフト制 ①6時45分～15時45分 ②7時～16時 ③8時30分～17時30分

         ④10時30分～17時30分 ⑤11時～20時 ⑥17時～9時。

時短について応相談。

定年制 無 再雇用

週所定労働時間 週1～可能

時間外 有

休憩時間 日勤60分、夜勤120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 時給1,012円～1,100円 夜勤(1回）24,000円～26,000円

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,012円～1,100円 夜勤(1回）24,000円～26,000円

賃金支払日 翌月25日

求人番号 20066 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有 処遇改善金年3回

休日 年間休日数

通勤手当 上限20,000円

試用期間 有 採用した日から3カ月間

必要な能力 不問 経験者は歓迎

必要な資格 不問 介護福祉士、実務者研修、初任者研修のいずれかの資格あれば尚可

選考方法 書類選考、面接

選考日時 電話連絡の上、調整。 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書(写真貼付)、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 湘南台駅・バス30分（湘南台西口～宮原） 【徒歩 2～3分】

車通勤 可 通勤その他 自転車・バイク通勤可

http://gardenia.or.jp 申込先メール gardenia@gardenia.or.jp

採用担当者 江頭 琢磨副施設長 申込電話 0466-47-0580

ホームページ



法人名 社会福祉法人 三つ葉会 法人電話 0466-47-0580 法人FAX 0466-47-0093

法人所在地 〒252-0825 藤沢市獺郷218 法人設立年月 2009/10/11

事業所名 介護老人保健施設ガーデニア・ごしょみ 電話 0466-47-0580

FAX 0466-47-0093所在地 藤沢市獺郷218

従業員数 85 常勤従業員数 46 パート従業員数 39

事業内容 介護老人保健施設・(介護予防）短期入所療養介護・(介護予防）通所リハビリテーション・居宅介護

支援事業

仕事内容
介護老人保健施設での介護スタッフ

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年65歳まで

就業時間 シフト制 ①6時45分～15時45分 ②7時～16時 ③8時30分～17時30分

           ④10時30分～17時30分 ⑤11時～20時 ⑥17時～9時

定年制 65歳 再雇用 有

週所定労働時間 40時間

時間外 有

休憩時間 日勤60分、夜勤120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 介護福祉士186,100円 実務者研修180,500円

初任者研修175,600円 無資格170,000円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善金10,000円、

住宅手当(世帯主）9,000円、(世帯主除く）6,000円、

家族手当：配偶者10,000円(無収入のみ）子ども扶養の場合、2人まで1人当たり3,000円、

夜勤手当：1回7,000円

資格手当：介護福祉士10,000円、実務者研修,5000円、初任者研修3,000円

賃金計 180,000 ～

賃金支払日 翌月25日

求人番号 20067 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回・その他、処遇改善金年3回

休日 4週8休／夏季休暇3日／冬期休暇5日間 年間休日数 112日

通勤手当 上限20,000円

試用期間 有 採用した日から3カ月間

必要な能力 不問 経験者は歓迎

必要な資格 不問 介護福祉士、実務者研修、初任者研修のいずれかの資格あれば尚可

選考方法 書類選考、面接

選考日時 電話連絡の上、調整。 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書(写真貼付)、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 湘南台駅・バス30分（湘南台西口～宮原） 【徒歩 2～3分】

車通勤 可 通勤その他 自転車・バイク通勤可

http://gardenia.or.jp 申込先メール gardenia@gardenia.or.jp

採用担当者 江頭 琢磨副施設長 申込電話 0466-47-0580

ホームページ



法人名 社会福祉法人 カメリア会 法人電話 03-6304-2641 法人FAX 03-6304-2642

法人所在地 東京都渋谷区本町2-14-2 法人設立年月 平成18年12月

事業所名 特別養護老人ホームカメリア藤沢SST 電話 0466-30-0890

FAX 0466-30-0891所在地 藤沢市辻堂元町6丁目17-2

従業員数 121 常勤従業員数 82 パート従業員数 39

事業内容 特別養護老人ホーム・ショートステイ

仕事内容
特別養護老人ホームでの相談員業務

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無し

転勤 場合により年齢制限 有（定年制60歳の為）

就業時間 8：30～17：30（月1回程度11：00～20：00）

定年制 60歳 再雇用 65歳迄（1年毎の更新）

週所定労働時間 20～22日/月

時間外 有 概ね5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 高卒185,000円～、専門・短大卒195,000円～、4大卒205,000円～

月給・時給 月給

定期的手当 職務手当20,000円 業務手当（社会福祉士）

20,000円（社会福祉主事）10,000円

賃金計 高卒205,000円～、専門・短大卒215,000円～）、4大卒225,000円～

賃金支払日 25日

求人番号 20068 藤沢市市町

生活相談員採用職種補足



賞与 有 （年2回）

休日 シフト制（月8～10日） 年間休日数 110日

通勤手当 実費支給（上限5万円）

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 相談員経験あれば尚可

必要な資格 介護福祉士

選考方法 書類・面接・適性検査

選考日時 7日程度 選考結果 書面または電話

応募書類等 履歴書（写真付き）・職務経歴書・資格証写し

特記事項 カメリア特別休暇3日

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 藤沢駅からバス10分 【徒歩5分】

車通勤 可 通勤その他

http://fujisawa.camellia-kai.com/ 申込先メール recruit@camellia-kai.com

採用担当者 採用担当カメリア藤沢SST 申込電話 0466-30-0890

ホームページ



法人名 社会福祉法人 カメリア会 法人電話 03-6304-2641 法人FAX 03-6304-2642

法人所在地 東京都渋谷区本町2-14-2 法人設立年月 平成18年12月

事業所名 特別養護老人ホームカメリア藤沢SST 電話 0466-30-0890

FAX 0466-30-0891所在地 藤沢市辻堂元町6丁目17-2

従業員数 121 常勤従業員数 82 パート従業員数 39

事業内容 特別養護老人ホーム・ショートステイ

仕事内容
特別養護老人ホームでの看護業務

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 看護師

雇用期間 無し

転勤 無し年齢制限 有（定年制60歳の為）

就業時間 ①8：30～17：30②17：00～翌9：30

定年制 60歳 再雇用 65歳迄（1年毎の更新）

週所定労働時間 20～22日/月

時間外 有 概ね5時間程度

休憩時間 ①60分②120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 （正看護師）240,000円～（准看護師）225,000円～

月給・時給 月給

定期的手当 業務手当（正看護師）50,000円（准看護師）35,000円 夜勤手当1回につき12,000円

賃金計 正看護師350,000円～（夜勤手当5回含む。） 准看護師320,000円～（夜勤手当5回含む。）

賃金支払日 当月25日

求人番号 20069 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有 （年2回）

休日 シフト制（月8～10日） 年間休日数 110日

通勤手当 実費支給（上限5万円）

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 高齢者施設での経験あれば尚可

必要な資格 正看護師・准看護師

選考方法 書類・面接・適性検査

選考日時 7日程度 選考結果 書面もしくは電話

応募書類等 履歴書（写真付き）・職務経歴書・資格証写し

特記事項 カメリア特別休暇3日

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 藤沢駅からバス10分 【徒歩5分】

車通勤 可 通勤その他

http://fujisawa.camellia-kai.com/ 申込先メール recruit@camellia-kai.com

採用担当者 採用担当カメリア藤沢SST 申込電話 0466-30-0890

ホームページ



法人名 社会福祉法人 カメリア会 法人電話 03-6304-2641 法人FAX 03-6304-2642

法人所在地 東京都渋谷区本町2-14-2 法人設立年月 平成18年12月

事業所名 特別養護老人ホームカメリア藤沢SST 電話 0466-30-0890

FAX 0466-30-0891所在地 藤沢市辻堂元町6丁目17-2

従業員数 121 常勤従業員数 82 パート従業員数 39

事業内容 特別養護老人ホーム・ショートステイ

仕事内容
特別養護老人ホームでの介護業務

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無し

転勤 場合により年齢制限 有（定年制60歳の為）

就業時間 シフト制（早番7：00～16：00、日勤8：30～17：30、遅番13：00～22：00 夜勤22：

00～翌7：00）

定年制 60歳 再雇用 65歳迄（1年毎の更新）

週所定労働時間 20～22日/月

時間外 有 概ね10時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 高卒185,000円～、専門卒・短大卒195,000円～、4大卒205,000円～

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当20,000円 業務手当（介護福祉士）10,000円 夜勤手当1回8,500円

賃金計 高卒239,000円～、（夜勤手当4回含む。）、専門卒・短大卒249,000円（夜勤手当4回含む。）4大卒卒

259,000円（夜勤手当4回含む。）

賃金支払日 25日

求人番号 20070 藤沢市市町

採用職種補足



賞与 有 （年2回）

休日 シフト制（月8～10日） 年間休日数 110日

通勤手当 実費支給（上限5万円）

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 介護の実務経験あれば尚可

必要な資格 不問

選考方法 書類・面接・適性検査

選考日時 7日程度 選考結果 メールまたは電話

応募書類等 履歴書（写真付き）・職務経歴書・資格証写し

特記事項 カメリア特別休暇3日

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 藤沢駅からバス10分 【徒歩5分】

車通勤 可 通勤その他

http://fujisawa.camellia-kai.com/ 申込先メール recruit@camellia-kai.com

採用担当者 採用担当カメリア藤沢SST 申込電話 0466-30-0890

ホームページ



法人名 社会福祉法人 喜楽会 法人電話 042-778-7211 法人FAX 042-778-7200

法人所在地 〒252-0336 相模原市南区当麻490-1 法人設立年月 昭和53年5月

事業所名 特別養護老人ホーム よもぎの里愛の丘 電話 042-778-7211

FAX 042-778-7200所在地 相模原市南区当麻490-1

従業員数 106 常勤従業員数 27 パート従業員数 79

事業内容 特別養護老人ホームの運営

仕事内容
特別養護老人ホームよもぎの里愛の丘入居者に対して、食事や排せつ、入浴などの介護サービスを提

供していただきます。

就業形態 フル 雇用形態 正職員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 市内の運営施設への異動の可能性有年齢制限 定年制（60歳）のため

就業時間 交代制 ①7：00～16：00、②10：00～19：00、③13：00～22：00、④22：00～7：00

定年制 満60歳 再雇用 有 満65歳まで可

週所定労働時間 40時間

時間外 有 5時間程度/月

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 （無資格者）175,000円～ （介護福祉士）190,100円～

月給・時給 月給

定期的手当 （共通）拘束手当 4,000円/月

（介護福祉士）資格手当10,000円/月、介護福祉士加算10,000円/月

賃金計 （無資格者）179,000円～、（介護福祉士）214,100円～

賃金支払日 毎月10日

求人番号 20071 相模原市市町

採用職種補足



賞与 有 （年3回予定）

休日 週休2日制（1年単位のシフト制） 年間休日数 105日

通勤手当 実費支給（上限40,000円/月）

試用期間 有 1ヶ月～3ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 無。福祉系資格があれば尚可

選考方法 面接、書類選考、作文

選考日時 随時（面接を受ける場合は要電話連絡） 選考結果 1週間以内

応募書類等 履歴書（写真貼付けしたもの）、資格証の写し

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ相模線原当麻駅 【徒歩14分】

車通勤 可 通勤その他 無料駐車場有

https://www.kirakukai.or.jp/ 申込先メール jimukyoku1@kirakukai.or.jp

採用担当者 中島 義博総務課・課長 申込電話 042-778-7211

ホームページ



法人名 社会福祉法人 則信会 法人電話 0463-51-2900 法人FAX 0463-51-2288

法人所在地 〒254-0019 神奈川県平塚市西真土4-23 法人設立年月 平成11年3月

事業所名 ケアハウスういすたりあ 電話 0463-51-2900

FAX 0463-51-2288所在地 平塚市西真土4-23-35

従業員数 32 常勤従業員数 13 パート従業員数 19

事業内容 ケアハウス、特定施設入居者生活介護、デイサービス、訪問介護

仕事内容
入居者の入浴・排泄・食事の介助・口腔ケア・レクリエーション・洗濯・掃除・介護に関する記録記

入やデータ入力・書類作成や整理・体調不良者の医療機関付き添い・担当者会議や職員会議への出

席・ご家族や関係機関との連絡調整・その他、介護に付帯する業務

就業形態 フル 雇用形態 正社員・

採用職種 介護職

雇用期間 無（非常勤は有）

転勤 無年齢制限 有 定年制（65歳）のため。

就業時間 交代制 ①7：00～15：30 ②8：30～17：00 ③11：00～19：30

④（夜勤を希望する場合、17：00～翌8：30）

定年制 65歳 再雇用 有（希望により非常勤職員として雇用）

週所定労働時間 5日／週

時間外 有 一ヶ月概ね３時間

休憩時間 60分（夜勤は120分）

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 180,000円～242,000円 （資格・経験・能力・行動により評価）

月給・時給 月給

定期的手当 特殊勤務手当16,000円、資格手当5,000円、責任者手当5,000円、扶養手当配偶者13,000円、18歳未満

6,500円、住宅所有者手当15,000円、借家手当10,000円、夜勤手当19：30～翌8：30は12,800円、17：

00～翌8：30は16,000円、6・12月の年2回介護処遇改善一時金を実績に応じて支給

賃金計 196,000円～ ＋該当する手当

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20072 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 計2か月分

休日 交代シフト制による４週８休制 年間休日数 107日

通勤手当 上限31,600円（通勤手当は規程のとおり、車通勤でも可）

試用期間 有 ３か月

必要な能力 不問 介護系の経験者優遇 ＰＣスキルが多少あれば尚可

必要な資格 運転免許必要。介護福祉士、初任者研修、実務者研修修了あれば尚可

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 ３日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）、資格保有者は資格証のコピー

特記事項 資格取得奨励制度、退職金共済、定期健診、予防接種助成等あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ東海道線平塚駅からバス20分【今里バス停より徒歩５分】

車通勤 可（駐車場代2,500円/月） 通勤その他 自転車バイク可駐輪無料

http://www.wistaria.jp 申込先メール sokusinkai@msf.biglobe.ne.jp

採用担当者 石田、江藤ケアハウス・管理者 申込電話 0463-51-2900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 則信会 法人電話 0463-51-2900 法人FAX 0463-51-2288

法人所在地 〒254-0019 神奈川県平塚市西真土4-23 法人設立年月 平成11年3月

事業所名 デイサービス・センターういすたりあ 電話 0463-51-2828

FAX 0463-51-2288所在地 平塚市西真土4-23-35

従業員数 32 常勤従業員数 13 パート従業員数 19

事業内容 ケアハウス、特定施設入居者生活介護、デイサービス、訪問介護

仕事内容
利用者の送迎・入浴・排泄・食事の介助・口腔ケア・レクリエーション・洗濯・掃除・介護に関する

記録記入やデータ入力・書類作成や整理・各委員会や職員会議への出席・その他、介護に付帯する業

務

就業形態 フル 雇用形態 正社員・

採用職種 介護職

雇用期間 無（非常勤は有）

転勤 無年齢制限 有 定年制（65歳）のため。

就業時間 8：30～17：00

定年制 65歳 再雇用 有（希望により非常勤職員として雇用）

週所定労働時間 5日／週

時間外 有 一ヶ月概ね３時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 180,000円～242,000円 （資格・経験・能力・行動により評価）

月給・時給 月給

定期的手当 特殊勤務手当16,000円、資格手当5,000円、責任者手当5,000円、扶養手当配偶者13,000円、18歳未満

6,500円、住宅所有者手当15,000円、借家手当10,000円、6・12月の年2回介護処遇改善一時金を実績に

応じて支給

賃金計 196,000円～ ＋該当する手当

賃金支払日 毎月25日

求人番号 20073 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 計2か月分

休日 交代シフト制による４週８休制 年間休日数 109日

通勤手当 上限31,600円（通勤手当は規程のとおり、車通勤でも可）

試用期間 有 ３か月

必要な能力 不問 介護系の経験者優遇 ＰＣスキルが多少あれば尚可

必要な資格 運転免許必要。介護福祉士、初任者研修、実務者研修修了あれば尚可

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 ３日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）、資格保有者は資格証のコピー

特記事項 資格取得奨励制度、退職金共済、定期健診、予防接種助成等あり

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 ＪＲ東海道線平塚駅からバス20分【今里バス停より徒歩５分】

車通勤 可（駐車場代2,500円/月） 通勤その他 自転車バイク可駐輪無料

http://www.wistaria.jp 申込先メール sokusinkai@msf.biglobe.ne.jp

採用担当者 石田、江藤ケアハウス・管理者 申込電話 0463-51-2900

ホームページ



法人名 社会福祉法人 平塚あさひ会 法人電話 0463-50-3465 法人FAX 0463-50-3468

法人所在地 〒254-0906 平塚市公所７０５－１ 法人設立年月 平成16年9月

事業所名 特別養護老人ホームれんげの郷 電話 0463-50-3465

FAX 0463-50-3468所在地 平塚市公所７０５－１

従業員数 30 常勤従業員数 14 パート従業員数 16

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
食事介助、排泄介助、入浴介助など 介護職全般

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 無

就業時間 ①7：30～16：30 ②9：30～18：30 ③11：00～20：00 ④16：30～翌9：30

定年制 65歳まで 再雇用 有

週所定労働時間 応相談

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,012円

月給・時給 時給

定期的手当 資格手当（介護福祉士以上）2000円／月

賃金計 1,012円 ＋ 手当2,000/月

賃金支払日 毎月５日

求人番号 20074 平塚市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限30000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 初任者研修修了者

選考方法 面接

選考日時 随時（電話にて予約） 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅 バス２０分

車通勤 可 通勤その他

http://www.rengenosato.com 申込先メール rengenosato@tea.ocn.ne.jp

採用担当者 柳川 清美副施設長 申込電話 0463-50-3465

ホームページ



法人名 社会福祉法人 平塚あさひ会 法人電話 0463-50-3465 法人FAX 0463-50-3468

法人所在地 〒254-0906 平塚市公所７０５－１ 法人設立年月 平成16年9月

事業所名 特別養護老人ホームれんげの郷 電話 0463-50-3465

FAX 0463-50-3468所在地 平塚市公所７０５－１

従業員数 30 常勤従業員数 14 パート従業員数 16

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
食事介助、排泄介助、入浴介助など 介護職全般

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 無

就業時間 ①7：30～16：30 ②9：30～18：30 ③11：00～20：00 ④16：30～翌9：30

定年制 65歳まで 再雇用 有

週所定労働時間 ５日／週

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 退職金共済

基本給 180,000円

月給・時給 月給

定期的手当 資格手当（介護福祉士以上）5000円／月

賃金計 180,000円＋ 手当5,000円/月

賃金支払日 毎月５日

求人番号 20075 平塚市市町

採用職種補足



賞与 有

休日 毎週交代シフト制による週休２日 年間休日数 １１４日

通勤手当 実費支給 上限30000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 初任者研修修了者

選考方法 面接

選考日時 随時（電話にて予約） 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅 ・バス２０分

車通勤 可 通勤その他

http://www.rengenosato.com 申込先メール rengenosato@tea.ocn.ne.jp

採用担当者 柳川 清美副施設長 申込電話 0463-50-3465

ホームページ



法人名 社会福祉法人 平塚あさひ会 法人電話 0463-50-3465 法人FAX 0463-50-3468

法人所在地 〒254-0906 平塚市公所７０５－１ 法人設立年月 平成16年9月

事業所名 特別養護老人ホームれんげの郷 電話 0463-50-3465

FAX 0463-50-3468所在地 平塚市公所７０５－１

従業員数 7 常勤従業員数 2 パート従業員数 5

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
バイタルチェック、医療的処理など 看護職全般

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 看護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 無

就業時間 8：00～20：00の間の６時間程度

定年制 65歳まで 再雇用 有

週所定労働時間 応相談

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,600円

月給・時給 時給

定期的手当 無

賃金計 1,600円

賃金支払日 毎月５日

求人番号 20076 平塚市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限30000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 不問

必要な資格 看護師、准看護師

選考方法 面接

選考日時 随時（電話にて予約） 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅 ・バス２０分

車通勤 可 通勤その他

http://www.rengenosato.com 申込先メール rengenosato@tea.ocn.ne.jp

採用担当者 柳川 清美副施設長 申込電話 0463-50-3465

ホームページ



法人名 社会福祉法人 平塚あさひ会 法人電話 0463-50-3465 法人FAX 0463-50-3468

法人所在地 〒254-0906 平塚市公所７０５－１ 法人設立年月 平成16年9月

事業所名 特別養護老人ホームれんげの郷 電話 0463-50-3465

FAX 0463-50-3468所在地 平塚市公所７０５－１

従業員数 15 常勤従業員数 0 パート従業員数 15

事業内容 特別養護老人ホーム

仕事内容
調理、配膳、片付けなど 調理全般

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 調理

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 無

就業時間 ①6：00～12：30 ②8：00～14：00 ③9：00～15：00

定年制 65歳まで 再雇用 有

週所定労働時間 応相談

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,012円

月給・時給 時給

定期的手当 無

賃金計 1,012円

賃金支払日 毎月５日

求人番号 20077 平塚市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 年間休日数

通勤手当 実費支給 上限30000円

試用期間 有 ３ヶ月

必要な能力 調理経験者

必要な資格 不問

選考方法 面接

選考日時 随時（電話にて予約） 選考結果 10日以内

応募書類等 履歴書（写真付き）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 平塚駅 ・バス２０分

車通勤 可 通勤その他

http://www.rengenosato.com 申込先メール rengenosato@tea.ocn.ne.jp

採用担当者 柳川 清美副施設長 申込電話 0463-50-3465

ホームページ



法人名 社会福祉法人 宝珠会 法人電話 0465-88-2910 法人FAX 0465-88-2940

法人所在地 〒258-0001 足柄上郡松田町寄3090-1 法人設立年月 平成１９年４月

事業所名 特別養護老人ホーム レストフルヴィレッジ 電話 0465-88-2910

FAX 0465-88-2940所在地 足柄上郡松田町寄3090-1

従業員数 72 常勤従業員数 38 パート従業員数 34

事業内容 特別養護老人ホーム レストフルヴィレッジ 短期生活介護 レストフルヴィレッジ

通所介護 レストフルヴィレッジ 居宅介護支援センター やどりき

仕事内容
・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

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制（60歳）の為

就業時間 ①7：30～16：30 ②11：00～20：00 ③16：30～翌9：30（休憩２時間）

定年制 60歳 再雇用 有

週所定労働時間 ５日

時間外 有 月平均２時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 財形

基本給 153,200円 ～ 220,400円

月給・時給 月給

定期的手当 住宅・固定 手当 8,000円 ～  8,000円 職能手当 5,000円 ～ 50,000円

資格手当 11,000円 ～ 20,000円      処遇改善 手当 31,500円 ～ 31,500円

賃金計 208,700円 ～ 329,900円

賃金支払日 末日

求人番号 20078 松田町市町

採用職種補足



賞与 有 年3回（前年度実績） 賞与月数 計2.30カ月分（前年度実績）

休日 週休2日 シフト制による月9日の休み（2月は8日）夏季

冬季休暇（各4日）

年間休日数 115

通勤手当 実費支給 上限５万円

試用期間 有 ３か月

必要な能力 無

必要な資格 初任者研修修了以上

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 面接後５日以内

応募書類等 履歴書・職務経歴書

特記事項 介護福祉士手当は月20,000円 介護経験者優遇

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 小田急新松田駅から・バス30分 寄終点下車【徒歩2分】

車通勤 可（無料駐車場有） 通勤その他

http://www.houjyukai.com 申込先メール isozaki.r.v@gmail.com

採用担当者 磯崎浩司総務部 事務長 申込電話 0465-88-2910

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの麗寿 電話 0467-85-1122

FAX 0467-85-1129所在地 茅ヶ崎市南湖1-6-15

従業員数 95 常勤従業員数 47 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における介護業務全般

・ご利用者様の食事、入浴、排泄、生活介助

・レクリエーションの企画、運営、サポート等

・事務作業

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①7時～16時 ②9時～18時 ③11時～20時

          ④16時45分～翌9時45分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 ①②③60分 ④120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 170,000円～ 初任者 173,000円～

実務者 174,000円～ 介護福祉士 175,000円～

※別途経験考慮有

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当 6000円/回（月4-5回程度）

被服手当 1000円

処遇改善手当 28000円

特定処遇手当 15000円

業務手当 18000円

賃金計 262,000円～

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20079 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 【徒歩 15 分】

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの森 電話 0467-54-9111

FAX 0467-54-1540所在地 茅ヶ崎市下寺尾1928

従業員数 84 常勤従業員数 31 パート従業員数 53

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における介護業務全般

・ご利用者様の食事、入浴、排泄、生活介助

・レクリエーションの企画、運営、サポート等

・事務作業

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①7時～16時 ②9時～18時 ③11時～20時

          ④16時45分～翌9時45分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 ①②③60分 ④120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 170,000円～ 初任者 173,000円～

実務者 174,000円～ 介護福祉士 175,000円～

※別途経験考慮有

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当 6000円/回（月4-5回程度）

被服手当 1000円

処遇改善手当 28000円

特定処遇手当 15000円

業務手当 18000円

賃金計 262,000円～

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20080 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの泉 電話 0467-46-9811

FAX 0467-42-7036所在地 鎌倉市今泉2-10-1

従業員数 103 常勤従業員数 42 パート従業員数 61

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における介護業務全般

・ご利用者様の食事、入浴、排泄、生活介助

・レクリエーションの企画、運営、サポート等

・事務作業

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①7時～16時 ②9時～18時 ③11時～20時

          ④16時45分～翌9時45分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 ①②③60分 ④120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 170,000円～  初任者 173,000円～

実務者 174,000円～  介護福祉士 175,000円～

※別途経験考慮有

月給・時給 月給

定期的手当 夜勤手当 6000円/回（月4-5回程度）

被服手当 1000円

処遇改善手当 28000円

特定処遇手当 15000円

業務手当 18000円

賃金計 262,000円～

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20081 鎌倉市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 大船駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの麗寿 電話 0467-85-1122

FAX 0467-85-1129所在地 茅ヶ崎市南湖1-6-15

従業員数 95 常勤従業員数 47 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における介護業務全般

・ご利用者様の食事、入浴、排泄、生活介助

・レクリエーションの企画、運営、サポート等

・事務作業

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 年度末に更新

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①7時～16時 ②9時～18時 ③11時～20時

          ④16時45分～翌9時45分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週2日～

時間外 無

休憩時間 ①②③60分 ④120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 1,100円～  初任者 1,150円～

実務者 1,200円～  介護福祉士 1,250円～

※別途経験考慮有

月給・時給 時給

定期的手当 夜勤手当 上記④1勤務につき、21500円～24000円

被服手当 1000円

賃金計 1,100円～1,250円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20082 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 稼動実績に応じて

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 【徒歩 15 分】

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの森 電話 0467-54-9111

FAX 0467-54-1540所在地 茅ヶ崎市下寺尾1928

従業員数 84 常勤従業員数 31 パート従業員数 53

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における介護業務全般

・ご利用者様の食事、入浴、排泄、生活介助

・レクリエーションの企画、運営、サポート等

・事務作業

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 年度末に更新

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①7時～16時 ②9時～18時 ③11時～20時

          ④16時45分～翌9時45分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週2日～

時間外 無

休憩時間 ①②③60分 ④120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 1,100円～ 初任者 1,150円～

実務者 1,200円～ 介護福祉士 1,250円～ ※別途経験考慮有

月給・時給 時給

定期的手当 夜勤手当 上記④1勤務につき、1,500円～24,000円、被服手当 1,000円

賃金計 1,100円～1,250円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20083 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 稼動実績に応じて

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの泉 電話 0467-46-9811

FAX 0467-42-7036所在地 鎌倉市今泉2-10-1

従業員数 103 常勤従業員数 42 パート従業員数 61

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における介護業務全般

・ご利用者様の食事、入浴、排泄、生活介助

・レクリエーションの企画、運営、サポート等

・事務作業

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 介護職

雇用期間 有 年度末に更新

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①7時～16時 ②9時～18時 ③11時～20時

          ④16時45分～翌9時45分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週2日～

時間外 無

休憩時間 ①②③60分 ④120分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 1100円～ 初任者 1150円～

実務者 1200円～ 介護福祉士 1250円～

※別途経験考慮有

月給・時給 時給

定期的手当 夜勤手当 上記④1勤務につき、21500円～24000円

被服手当 1000円

賃金計 1,100円～1,250円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20084 鎌倉市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 稼動実績に応じて

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの麗寿 電話 0467-85-1122

FAX 0467-85-1129所在地 茅ヶ崎市南湖1-6-15

従業員数 95 常勤従業員数 47 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
高齢者施設における送迎者の運転業務

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 ドライバー

雇用期間 有 年度末に更新

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 ①9時30分～11時 ②16時30分～18時

①②いづれかも可能

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週2日～

時間外 無

休憩時間 無

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,030円～

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,030円～

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20085 茅ヶ崎市市町

送迎ドライバー採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 【徒歩 15 分】

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの森 電話 0467-54-9111

FAX 0467-54-1540所在地 茅ヶ崎市下寺尾1928

従業員数 84 常勤従業員数 31 パート従業員数 53

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
高齢者施設における送迎者の運転業務

就業形態 パート 雇用形態 パート

採用職種 ドライバー

雇用期間 有 年度末に更新

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 ①8時15分～9時45分 ②15時15分～17時45分

①②いづれかも可能

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週2日～

時間外 無

休憩時間 無

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,030円～

月給・時給 時給

定期的手当

賃金計 1,030円～

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20086 茅ヶ崎市市町

送迎ドライバー採用職種補足



賞与 無

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 不問

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの麗寿 電話 0467-85-1122

FAX 0467-85-1129所在地 茅ヶ崎市南湖1-6-15

従業員数 95 常勤従業員数 47 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における看護業務全般

・ご利用者様の健康管理(バイタル・胃ろう管理等)

・他職種との連携、調整

・通院補助等 など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 看護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①8時～17時 ②9時～18時

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 239,000円～264,000円

月給・時給 月給

定期的手当 被服手当 1000円

業務手当 15000円

賃金計 255,000円～280,000円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20087 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 正看護師

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 【徒歩 15 分】

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの森 電話 0467-54-9111

FAX 0467-54-1540所在地 茅ヶ崎市下寺尾1928

従業員数 84 常勤従業員数 31 パート従業員数 53

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における看護業務全般

・ご利用者様の健康管理(バイタル・胃ろう管理等)

・他職種との連携、調整

・通院補助等 など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 看護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①8時～17時 ②9時～18時

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 239,000円～264,000円

月給・時給 月給

定期的手当 被服手当 1000円

業務手当 15000円

賃金計 255,000円～280,000円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20088 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 正看護師

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの麗寿 電話 0467-85-1122

FAX 0467-85-1129所在地 茅ヶ崎市南湖1-6-15

従業員数 95 常勤従業員数 47 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における看護業務全般

・ご利用者様の健康管理(バイタル・胃ろう管理等)

・他職種との連携、調整

・通院補助等 など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 看護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①8時～17時 ②9時～18時

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,550円～1,700円

月給・時給 時給

定期的手当 被服手当 1000円

賃金計 1,500円～1,700円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20089 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 稼動実績による

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 正看護師、准看護師

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 【徒歩 15 分】

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 特別養護老人ホームふれあいの森 電話 0467-54-9111

FAX 0467-54-1540所在地 茅ヶ崎市下寺尾1928

従業員数 84 常勤従業員数 31 パート従業員数 53

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
施設における看護業務全般

・ご利用者様の健康管理(バイタル・胃ろう管理等)

・他職種との連携、調整

・通院補助等 など

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 看護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 シフト制 ①8時～17時 ②9時～18時

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,550円～1,700円

月給・時給 時給

定期的手当 被服手当 1000円

賃金計 1,500円～1,700円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20090 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 稼動実績による

休日 シフト制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 正看護師、准看護師

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 茅ヶ崎市地域包括支援センターわかば 電話 0467-33-5410

FAX 0467-33-5411所在地 茅ヶ崎市芹沢846-3

従業員数 4 常勤従業員数 4 パート従業員数 0

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
地域包括支援センター併設の福祉相談室における初期相談業および包括的支援事業等への協力

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 8時30分～17時30分

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 200,000円～220,000円

月給・時給 月給

定期的手当 業務手当 18000円

資格手当 10000円

賃金計 228,000円～248,000円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20091 茅ヶ崎市市町

生活相談職採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制（原則土日休み） 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 社会福祉士

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 麗寿会 法人電話 0467-85-1148 法人FAX 0467-33-5605

法人所在地 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 法人設立年月 平成3年7月

事業所名 ケアハウスふれあいの里 電話 0467-54-2233

FAX 0467-54-2244所在地 茅ヶ崎市行谷582-1

従業員数 12 常勤従業員数 2 パート従業員数 10

事業内容 特別養護老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護、

居宅介護支援、地域包括支援センター、ケアハウス

仕事内容
ケアハウスにおける相談業務

・ご利用者様の受け入れ、調整

・ご利用者様の相談対応

・入退去時の相談対応

・各種書類、データの作成

・送迎業務

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 相談職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 定年制60歳の為

就業時間 9：00～18：00

18：00～9：00（宿直業務/週1回）

定年制 60歳 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週5日

時間外 有 概ね月5時間程度

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 212,000円

月給・時給 月給

定期的手当 業務手当 18,000円、資格手当10,000円

宿直手当  5500円/回 ※月4回程度

賃金計 252,000円

賃金支払日 毎月月末

求人番号 20092 茅ヶ崎市市町

採用職種補足



賞与 有 年2回 前年実績3.6ヶ月

休日 4週8休制 年間休日数 108

通勤手当 上限35000円迄（実費支給）

試用期間 有 6ヶ月 （条件変更無し）

必要な能力 不問

必要な資格 社会福祉士

選考方法 書類選考、面接

選考日時 随時 選考結果 7日以内

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証コピー

特記事項

施設内保育 有

通勤方法 最寄り駅 茅ヶ崎駅 バス 15 分

車通勤 可 通勤その他 バイク、自転車可能

http://www.reijukai.or.jp/ 申込先メール saiyo@reijukai.or.jp

採用担当者 青井人事課 主任 申込電話 0467-85-1148

ホームページ



法人名 社会福祉法人 憩 法人電話 0465-43-8011 法人FAX 0465-43-8023

法人所在地 神奈川県小田原市久野４４０６番１ 法人設立年月 2011/10/21

事業所名 特別養護老人ホーム いこい 電話 0465-43-8011

FAX 0465-43-8023所在地 小田原市久野４４０６番１

従業員数 67 常勤従業員数 42 パート従業員数 25

事業内容 第一種社会福祉事業（特別養護老人ホームの経営）並びに第二種社会福祉事業（老人短期入所事業の

経営）を事業としておこなう。

仕事内容
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、介護保険法及び老人福祉法に基づき、ご家庭での生活が

難しい要介護３以上の高齢者の方にご入居して頂く福祉サービスです。ご入居者様が快適に生活でき

るよう、介護職員が入浴・排泄・食事などの日常生活のお手伝い・援助をおこなうことはもちろん、

医師や看護職員と連携してご入居者様の健康管理や身体機能の維持・回復をサポートします。

また、ご入居者様のご家族に日々の状況をお伝えしたり、花見や納涼祭などのレクリエーションを通

じ、家庭的で目の行き届いたサービスを提供する仕事です。

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有 １８歳以上６４歳まで ※定年制

就業時間 １か月単位変形労働時間制 シフト制早番7:00～16:00、

日勤8:30～17:30、遅番10：30～19:30、夜勤16:30～翌9:30

定年制 65歳 再雇用 無

週所定労働時間 ５日／週（シフト制）

時間外 有 概ね５時間/月

休憩時間 ６０分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 158,700円/月～174,840円/月

月給・時給 月給

定期的手当 職務手当：20,000円/月

通勤手当：実費

賃金計 178,700円/月～194,840円/月

賃金支払日 毎月１５日

求人番号 20093 小田原市市町

採用職種補足



賞与 有 年3.6月

休日 ４週８休（シフト制）、夏季休暇、冬季休暇 年間休日数 110日

通勤手当 実費支給（上限25,000円／月）

試用期間 有 ３か月

必要な能力 ・介護の対象は高齢者となるため、「人」に対して尊厳をもって接することができ、「人」と関わる

ことが好きな方。

・介護現場で半年程度実務を経験されている方。

必要な資格 不問。初任者、実務者、介護福祉士の資格あれば尚可。

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 郵送、電話

応募書類等 履歴書、職務経歴書、資格証（資格ある方のみ）

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅：小田原駅 施設送迎により１５分

車通勤 可。無料駐車場あり。 通勤その他

http://i-koi.net/ 申込先メール info@i-koi.net

採用担当者 由井 聡事務長 申込電話 0465-43-8011

ホームページ



法人名 社会福祉法人 足柄福祉会 法人電話 0465-73-2552 法人FAX 0465-73-2553

法人所在地 神奈川県南足柄市班目460 法人設立年月 昭和53年3月

事業所名 特別養護老人ホーム 草の家 電話 0465-73-2556

FAX 0465-73-2502所在地 南足柄市班目460

従業員数 87 常勤従業員数 52 パート従業員数 35

事業内容 特別養護老人ホーム

短期入所生活介護

デイサービス

仕事内容
高齢者の介護、生活支援

食事、入浴、排泄介助、リハビリ介助

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 なし

転勤 なし年齢制限 あり 定年制（60歳）

就業時間 交代制 ①7：00～16：00 ②8：30～17：30 ③9：00～18：00

 ④9：30～18：30 ⑤10：00～19：00⑥13：00～22：00 ⑦16：00～9：00

 ⑧22：00～7：00

定年制 無 再雇用 有 65歳まで

週所定労働時間 週40時間

時間外 有

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 164,700～187,400円

月給・時給 月給

定期的手当 職務手当 10,000～15,000円

特別手当 10,000～36,600円

特定処遇手当 8,000～20,000円

資格手当 3,000～13,000円

賃金計 195,700円～272,000円

賃金支払日 毎月27日

求人番号 20094 南足柄市市町

採用職種補足



賞与 有 （年２回・3.8ヵ月）

休日 シフト制 年間休日数 120日

通勤手当 上限あり（40,000円）

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 無

必要な資格 介護職員初任者研修終了以上

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 電話・郵送

応募書類等 履歴書（写真貼付）・資格証の写し

特記事項 その他の手当（夜勤手当・扶養手当・住宅手当）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 大雄山駅 バス10分 【徒歩15分】

車通勤 可 通勤その他

http://kusanoie.com 申込先メール honbu@kusanoie.com

採用担当者 門井 孝志事務局長 申込電話 0465-73-2552

ホームページ



法人名 社会福祉法人 足柄福祉会 法人電話 0465-73-2552 法人FAX 0465-73-2553

法人所在地 神奈川県南足柄市班目460 法人設立年月 昭和53年2月

事業所名 特別養護老人ホーム 草の家 電話 0465-73-2556

FAX 0465-73-2502所在地 南足柄市班目460

従業員数 103 常勤従業員数 52 パート従業員数 35

事業内容 特別養護老人ホーム

短期入所生活介護

デイサービス

仕事内容
高齢者の介護、生活支援

食事、入浴、排泄介助、リハビリ介助

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 あり（更新あり）

転勤 なし年齢制限 無

就業時間 1日4時間以上 曜日・時間応相談

定年制 無 再雇用

週所定労働時間

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,012円～

月給・時給 時給

定期的手当 特別手当（時給上乗せ50円～）

賃金計 1,061円～

賃金支払日 27日

求人番号 20095 南足柄市市町

採用職種補足



賞与 有 （前年度実績：年1回・0～60,000円）

休日 シフト制 年間休日数

通勤手当 日額

試用期間 有 3ヵ月

必要な能力 無

必要な資格 無

選考方法 面接

選考日時 随時 選考結果 電話・郵送

応募書類等 履歴書（写真貼付）・資格証の写し

特記事項

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 大雄山駅 バス10分 【徒歩15分】

車通勤 可 通勤その他

http:/kusanoie.com 申込先メール honbu@kusanoie.com

採用担当者 門井 孝志事務局長 申込電話 0465-73-2552

ホームページ



法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会 法人電話 0465-64-1700 法人FAX 0465-64-1710

法人所在地 〒 259-0312 足柄下郡湯河原町吉浜120 法人設立年月 昭和53年11月

事業所名 介護老人福祉施設 シーサイド湯河原 電話 0465-64-1700

FAX 0465-64-1710所在地 足柄下郡湯河原町吉浜120-1

従業員数 62 常勤従業員数 47 パート従業員数 15

事業内容 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護

仕事内容
・特別養護老人ホームに入居されている本入所・短期入所者の生活介助です。

・ユニットケア（全室個室対応）の施設で、入居されている方の生活リズム

に合わせて、日々の生活介助を行っています。

※専属のトレーナーが指導・サポートをいたします。

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 有（町内の施設）年齢制限 有 定年制（65歳）の為 ・労働基準法

就業時間 変形労働時間制   (1)6：00～15：00 (2)9：00～18：00

(3)16：00～9：00

別途時間帯あり（面接時お問い合わせください。）

定年制 65歳 再雇用 有（上限70歳まで）

週所定労働時間

時間外 有 月平均3時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他 神奈川県福利協会

基本給 162,200円～162,200円

月給・時給 月給

定期的手当 処遇改善手当37,306円～37,306円

賃金計 199,506円～199,506円

賃金支払日 毎月10日

求人番号 20096 湯河原町市町

採用職種補足



賞与 有 年2回、計4.6ヶ月分（前年度実績）

休日 週休二日制 年間休日数 121日

通勤手当 実費支給（上限あり） 月額50,000円

試用期間 有 6ヶ月（試用期間中の労働条件 同条件）

必要な能力 不問

必要な資格 介護福祉士あれば尚可

選考方法 面接（予定1回）

選考日時 随時（面接を受ける場合は電話連絡必要） 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項 ・就業時間(3)は2日勤務扱い、休憩60分 ・夏季休暇は年次有給休暇使用

・資格取得支援制度有 ・制服貸与有

・マイカー通勤の場合、任意保険の加入要（駐車場無料）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 真鶴駅 【徒歩10分】

車通勤 可 通勤その他

https://www.seaside-yugawara.jp/ 申込先メール seaside@zc.wakwak.com

採用担当者 小松人事労務課 申込電話 0465-64-1700

ホームページ



法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会 法人電話 0465-64-1700 法人FAX 0465-64-1710

法人所在地 〒 259-0312 足柄下郡湯河原町吉浜120 法人設立年月 昭和53年11月

事業所名 介護老人福祉施設 シーサイド湯河原 電話 0465-64-1700

FAX 0465-64-1710所在地 足柄下郡湯河原町吉浜120-1

従業員数 62 常勤従業員数 47 パート従業員数 15

事業内容 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護

仕事内容
介護全般（ご入居者および短期入所ご利用者の介護）

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有（4ヶ月以上）

転勤 有（町内の施設）年齢制限 無

就業時間 (1)7：00～16：00 (2)8：30～17：30 (3)10：00～19：00

又は8：30～18：30の間の5時間以上

定年制 65歳 再雇用 有（上限70歳まで）

週所定労働時間 週3日～5日 労働日数について相談可

時間外 無

休憩時間 60分（6時間超勤務の場合）

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 1,012円～1,104円

月給・時給 時給

定期的手当 処遇改善手当232円～253円

特殊資格手当（介護福祉士）＊法人規程により支給

特殊業務手当 50円～55円

賃金計 1,244円～1,412円

賃金支払日 毎月10日

求人番号 20097 湯河原町市町

採用職種補足



賞与 有 年2回、24,000円～80,000円（前年度実績）

休日 週休二日制 年間休日数 121日

通勤手当 実費支給（上限あり） 月額50,000円

試用期間 有 6ヶ月（試用期間中の労働条件 同条件）

必要な能力 不問

必要な資格 介護福祉士あれば尚可

選考方法 面接（予定1回）

選考日時 随時（面接を受ける場合は電話連絡必要） 選考結果 面接後7日以内

応募書類等 履歴書（写真貼付）

特記事項 ・就業時間は5～8時間で応相談。・制服貸与・休憩時間 5時間勤務：なし 6時間超勤務：60分

・加入保険は雇用条件により適用されない場合があります。・有給休暇日数は法定どおり付与しま

す。・マイカー通勤の場合、任意保険の加入要（駐車場：無料）

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 真鶴駅 【徒歩10分】

車通勤 可 通勤その他

https://www.seaside-yugawara.jp/ 申込先メール seaside@zc.wakwak.com

採用担当者 小松人事労務課 申込電話 0465-64-1700

ホームページ



法人名 社会福祉法人 桜栄福祉会 法人電話 0467-46-0055 法人FAX 0467-46-0070

法人所在地 神奈川県鎌倉市山崎793番地 法人設立年月 平成30年3月

事業所名 特別養護老人ホーム ヒルズ桜栄鎌倉 電話 0467-46-0055

FAX 0467-46-0070所在地 鎌倉市山崎793番地

従業員数 97 常勤従業員数 49 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム

ショートステイ

仕事内容
担当ユニットにて、ご利用者様の食事・入浴・排泄の介助、移動時の付き添いや支援、生活記録の作

成などを行っていただきます。

ご利用者様やスタッフとの会話やコミュニケーションを大切にし、レクリエーションの企画・運営も

できる方大歓迎です。

就業形態 フル 雇用形態 正社員

採用職種 介護職

雇用期間 無

転勤 無年齢制限 有。深夜労働、定年制（60歳）の為

就業時間 交代制 ①7:00～16:00 ②9:00～18:00 ③11:00～20:00

        ④16:30～翌9:30

定年制 有 再雇用 有  ( 昇給、賞与、退職金無 )

週所定労働時間 4週8休

時間外 有 概ね15時間

休憩時間 60分

加入保険 ・労災・雇用・健康・厚生 その他

基本給 無資格 171,000円～、初任者研修 172,000円～、

実務者研修 177,000円～介護福祉士 185,000円～

月給・時給 月給

定期的手当 職務手当 5,000円 処遇改善固定手当 20,000円 資格手当 5,000円～10,000円

ユニットリーダー手当 7,000円 早番・遅番割増 200円/時（7～9時、18時～20時）

夜勤手当 8,000円/回 住宅手当 10,000円（規定有）家族手当 3,000円～10,000円（規定有）

賃金計 238,400円～309,400円夜勤5回、早番・遅番割増6回含む※超過分別途支給

賃金支払日 月末締め 翌月25日

求人番号 20098 鎌倉市市町

採用職種補足



賞与 有 年2/回 賞与月数 計2.70ヶ月分（前年度実績）

休日 週休2日制 シフト制（希望日考慮） 夏季・冬季休暇

（各3～5日）規定有

年間休日数 105日（夏季冬季別途）

通勤手当 実費支給（上限月額35,000円）

試用期間 有 3ヶ月 同条件

必要な能力 不問（あれば尚可）

必要な資格 不問（無資格可 初任者研修以上尚可 介護福祉士尚可）

選考方法 面接（1回）

選考日時 随時 選考結果 面接後1～5営業日以

応募書類等 履歴書（写真貼付）資格証のコピー（面接時に持参）

特記事項 ＊昇給・賞与は業績による

＊退職金規定あり

＊無資格の方もご相談ください

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 大船駅より10分！  湘南モノレール「湘南町屋」駅より徒歩3分）

車通勤 可（駐車場無料） 通勤その他 バイク、自転車通勤可

http://www.oafukushi.org 申込先メール info@oafukushi.org

採用担当者 清水事務課 申込電話 0467-46-0055

ホームページ



法人名 社会福祉法人 桜栄福祉会 法人電話 0467-46-0055 法人FAX 0467-46-0070

法人所在地 神奈川県鎌倉市山崎793番地 法人設立年月 平成30年3月

事業所名 特別養護老人ホーム ヒルズ桜栄鎌倉 電話 0467-46-0055

FAX 0467-46-0070所在地 鎌倉市山崎793番地

従業員数 97 常勤従業員数 49 パート従業員数 48

事業内容 特別養護老人ホーム

ショートステイ

仕事内容
担当ユニットにて、ご利用者様の食事・入浴・排泄の介助、移動時の付き添いや支援、生活記録の作

成などを行っていただきます。

ご利用者様やスタッフとの会話やコミュニケーションを大切にし、レクリエーションの企画・運営も

できる方大歓迎です。

就業形態 パート 雇用形態 パート職

採用職種 介護職

雇用期間 有 1年

転勤 無年齢制限 無

就業時間 交代制 ①7:00～16:00 ②9:00～18:00 ③11:00～20:00

又は7：00～20：00の間の2時間以上

定年制 無 再雇用

週所定労働時間 2～5日/週

時間外 無

休憩時間 60分

加入保険 労災（加入条件により法定通り適 その他

基本給 無資格 1,020円～、初任者研修 1,050円～

実務者研修 1,100円～、介護福祉士 1,200円～

月給・時給 時給

定期的手当 処遇改善手当 110円/時

早番・遅番割増 200円/時（7～9時、18時～20時）

賃金計 1,130円～1,310円

賃金支払日 月末締め 翌月25日

求人番号 20099 鎌倉市市町

採用職種補足



賞与 無

休日 週休2日制 シフト制（希望日考慮） 夏季・冬季休暇

（各3～5日）規定有

年間休日数 105日（夏季冬季別途）

通勤手当 実費支給（上限月額35,000円）

試用期間 有 3ヶ月 同条件

必要な能力 不問（あれば尚可）

必要な資格 不問（無資格可 初任者研修以上尚可 介護福祉士尚可）

選考方法 面接（1回）

選考日時 随時 選考結果 面接後1～5営業日以

応募書類等 履歴書（写真貼付）資格証のコピー（面接時に持参）

特記事項 ＊昇給・賞与は業績による

＊退職金規定あり

＊無資格の方もご相談ください

施設内保育 無

通勤方法 最寄り駅 大船駅より10分！

湘南モノレール「湘南町屋」駅より徒歩3分）

車通勤 可（駐車場無料） 通勤その他 バイク、自転車通勤可

http://www.oafukushi.org 申込先メール info@oafukushi.org

採用担当者 清水事務課 申込電話 0467-46-0055

ホームページ


