
　

病院、健診クリニック、介護老人保健施設、

訪問看護ステーション、デイサービス、

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、

小規模多機能施設の運営の運営

法人全体987名（2020年2月現在）

①早番　7:00～16:00

②日勤　8:30～17:30

③遅番　11:00～20:00

④夜勤　17:00～翌9:00

※休憩　60分

※夜勤月4～6回

※変形労働時間制:あり

4週8休ローテーション（月21日勤務）

※年間休日116日

有給休暇（初年度13日）、夏季

年末年始、慶弔、その他特別休暇

健康保険、厚生年金、確定給付年金、

労災保険、雇用保険

電話、メール、ホームページ、郵送

応募書類 〒236-0021

連絡先

電話　045-780-5210
送付先 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3 FAX　045-791-7671

採用担当 景翠会　法人本部人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

賞与 年2回、3.2か月（昨年実績） 福利厚生 通院見舞金制度、研修補助　ほか

応
募
・
選
考

見学会日時 別紙参照 選考日時 別途通知

説明会場所

第二新卒の応募 可

所在地に同じ 選考場所 所在地に同じ

応募書類 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接・作文

受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

受付方法

なし

昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）

計（税込） 204,070円

他手当
夜勤手当、日祝3000円、時間外手当

保険加入等
処遇改善手当（実績20,000円）

休日
職能給 8,770円

資格給 20,000円
休暇

交通費 全額支給 家賃補助

賃
金

(

現
行

)
区分/学歴 大学卒 支給例

賃金形態 月給制
夜勤月4回

処遇改善手当
日祝手当2回込

251,070円

基本給 175,300円

医療法人社団景翠会　金沢病院グループ

求　　人　　票 【介護職（大卒・介護福祉士取得見込）　・　2021年　3月卒】

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 入所者数 こもれび:140床　　ふるさと:140床

採
用
・
勤
務
条
件

職種 介護職　5名

勤務時間

職務内容

求
人
者

フリガナ イリョウホウジンシャダン　ケイスイカイ

事業内容社名
医療法人社団　景翠会
老健施設　こもれび　・　ふるさと
①こもれび

施設での介護業務

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 介護福祉士

神奈川県南部を担うトータルな医療・福祉サービス
　景翠会は、急性期病院から施設・在宅ケアまでトータルな医療福
祉サービスを展開しています。各セクションがしっかり連携をとることで、
利用者様の様々な状況に対応することが可能です。また、職員が働
きやすい環境も整えており、安心して勤務を続けることができます。
　①医療法人の特色を生かした教育・研修を実施
　②職員食堂・研修補助制度・通院見舞金制度・退職金制度
　③産休・育休実績豊富。
　④在宅復帰や看取りへの取り組み

介護老人保健施設　こもれび・ふるさと　　　（神奈川県横浜市金沢区）

こもれび:125名　　ふるさと:133名

②ふるさと

横浜市金沢区柴町391-10

代表者 理事⾧　富田春郎
診療科目

内科、外科、整形外科、眼科、糖尿病センター、

設立 1968年（昭和43年）1月

横浜市金沢区釜利谷東5-1-30

従業員数

脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

所在地



　

病院、健診クリニック、介護老人保健施設、

訪問看護ステーション、デイサービス、

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、

小規模多機能施設の運営の運営

法人全体987名（2020年2月現在）

勤務地による。以下シフト例。

【早番】　7:00～16:00（休憩60分）

【日勤】　9:00～18:00（休憩60分）

【遅番】　11:30～20:30（休憩60分）

【夜勤】　17:00～翌9:00（休憩120分）

※夜勤月4～6回（回数相談可）

※変形労働時間制:あり

4週8休シフト制＋祝日分

※年間休日120日

有給休暇（初年度13日）、夏季

慶弔、その他特別休暇

健康保険、厚生年金、確定給付年金、

労災保険、雇用保険

求　　人　　票 【介護職（大卒・介護福祉士取得見込）　・　2021年　3月卒】

医療法人社団景翠会　金沢病院グループ

在宅事業部【高齢者住宅・小規模多機能施設・訪問介護など】（横浜市金沢区・逗子市・横須賀市）

神奈川県南部を担うトータルな医療・福祉サービス
　景翠会は、急性期病院から施設・在宅ケアまでトータルな医療福
祉サービスを展開しています。各セクションがしっかり連携をとることで、
利用者様の様々な状況に対応することが可能です。また、職員が働
きやすい環境も整えており、安心して勤務を続けることができます。
　①医療法人の特色を生かした教育・研修を実施
　②職員食堂・研修補助制度・通院見舞金制度・退職金制度
　③産休・育休実績豊富。
　④在宅復帰や看取りへの取り組み

・介護施設（横浜市金沢区）

・有料老人ホーム（逗子市）

代表者 理事⾧　富田春郎
診療科目

内科、外科、整形外科、眼科、糖尿病センター、

設立 1968年（昭和43年）1月 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

所在地

・デイサービス（横浜市・逗子市・横須賀市）

・訪問介護（横浜市・逗子市）

従業員数

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 入所者数 ・高齢者住宅:43床　・小規模多機能:29名

採
用
・
勤
務
条
件

職種 介護職　5名

勤務時間

職務内容 施設での介護業務

求
人
者

フリガナ イリョウホウジンシャダン　ケイスイカイ

事業内容社名
医療法人社団　景翠会
在宅事業部

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 介護福祉士

賃
金

(

現
行

)
区分/学歴 大学卒 支給例

賃金形態 月給制

194,070円

他手当
夜勤手当、時間外手当、処遇改善手当

保険加入等
（実績3～4万円/月※事業所により異なる）

交通費 全額支給 家賃補助

夜勤月4回
処遇改善手当
日祝手当2回込

241,070円

基本給 175,300円
休日

職能給 8,770円

資格給 10,000円
休暇

計（税込）

なし

昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）

賞与 年2回、3.2か月（昨年実績） 福利厚生 通院見舞金制度、研修補助　ほか

応
募
・
選
考

見学会日時 別紙参照 選考日時 別途通知

説明会場所 所在地に同じ 選考場所 所在地に同じ

応募書類

FAX　045-791-7671
採用担当 景翠会　法人本部人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送 第二新卒の応募 可

応募書類 〒236-0021

連絡先

電話　045-780-5210
送付先 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接・作文

受付期間 随時 前年既卒者の応募 可



　

病院、健診クリニック、介護老人保健施設、

訪問看護ステーション、デイサービス、

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、

小規模多機能施設の運営の運営

法人全体990名（2020年5月現在）

【早番】7:00～16:00

【日勤】　8:30～17:30

【遅番】　11:00～20:00

【夜勤】　17:00～翌9:00

※休憩　60分

※夜勤月4～6回（回数相談可）

※変形労働時間制:あり

4週8休ローテーション（月21日勤務）

※年間休日116日

有給休暇（初年度13日）、夏季、年末年始

慶弔、その他特別休暇

健康保険、厚生年金、確定給付年金、

労災保険、雇用保険

応
募
・
選
考

見学会日時

医療法人社団景翠会　金沢病院グループ

電話　045-780-5210
送付先 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3 FAX　045-791-7671

採用担当 景翠会　法人本部人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

なし

昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）

賞与 年2回、3.2か月（昨年実績） 福利厚生 通院見舞金制度、研修補助　ほか

別紙参照 選考日時 別途通知
説明会場所 所在地に同じ

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接・作文　（筆記試験なし）
受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

応募書類 〒236-0021
連絡先

選考場所 所在地に同じ
応募書類

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送 第二新卒の応募 可

全額支給 家賃補助交通費

夜勤月4回
処遇改善手当
日祝手当2回込

250,320円

基本給 160,300円
休日

職能給 8,020円

資格給 20,000円
休暇

計（税込）

夜勤手当（6500円/1回）、時間外手
当、日祝手当（3000円/1回）、
処遇改善手当（実績30,000円/月）

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 入所者数 こもれび:140床　　ふるさと:140床

採
用
・
勤
務
条
件

職種 介護職　3名

勤務時間

職務内容 施設での介護業務

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 介護福祉士

賃
金

(

現
行

)
区分/学歴 2年制卒 支給例

賃金形態 月給制

188,320円

他手当 保険加入等

求　　人　　票　　【介護職（２年制・介護福祉士取得見込）　・　2021年　新卒】

介護老人保健施設　こもれび・ふるさと　　　（神奈川県横浜市金沢区）

神奈川県南部を担うトータルな医療・福祉サービス
　景翠会は、急性期病院から施設・在宅ケアまでトータルな医療福
祉サービスを展開しています。各セクションがしっかり連携をとることで、
利用者様の様々な状況に対応することが可能です。また、職員が働
きやすい環境も整えており、安心して勤務を続けることができます。
　①医療法人の特色を生かした教育・研修を実施
　②職員食堂・研修補助制度・通院見舞金制度・退職金制度
　③産休・育休実績豊富。
　④在宅復帰や看取りへの取り組み

求
人
者

フリガナ イリョウホウジンシャダン　ケイスイカイ

事業内容社名

代表者 理事⾧　富田春郎
診療科目

内科、外科、整形外科、眼科、糖尿病センター、

設立 1968年（昭和43年）1月 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

医療法人社団　景翠会
老健施設　こもれび　・　ふるさと

所在地

①こもれび

横浜市金沢区釜利谷東5-1-30

従業員数

こもれび:125名　　ふるさと:133名

②ふるさと

横浜市金沢区柴町391-10



　

病院、健診クリニック、介護老人保健施設、

訪問看護ステーション、デイサービス、

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、

小規模多機能施設の運営の運営

法人全体990名（2020年5月現在）

勤務地による。以下シフト例。

【早番】　7:00～16:00（休憩60分）

【日勤】　9:00～18:00（休憩60分）

【遅番】　11:30～20:30（休憩60分）

【夜勤】　17:00～翌9:00（休憩120分）

※夜勤月4～6回（回数相談可）

※変形労働時間制:あり

4週8休シフト制＋祝日分

※年間休日120日

有給休暇（初年度13日）、夏季、年末年始

慶弔、その他特別休暇

健康保険、厚生年金

基金型確定給付企業年金

労災保険、雇用保険

求　　人　　票　　【介護職（２年制・介護福祉士取得見込）　・　2021年　新卒】

医療法人社団景翠会　金沢病院グループ

神奈川県南部を担うトータルな医療・福祉サービス
　景翠会は、急性期病院から施設・在宅ケアまでトータルな医療福
祉サービスを展開しています。各セクションがしっかり連携をとることで、
利用者様の様々な状況に対応することが可能です。また、職員が働
きやすい環境も整えており、安心して勤務を続けることができます。
　①医療法人の特色を生かした教育・研修を実施
　②職員食堂・研修補助制度・通院見舞金制度・退職金制度
　③産休・育休実績豊富。
　④在宅復帰や看取りへの取り組み

求
人
者

フリガナ イリョウホウジンシャダン　ケイスイカイ

事業内容社名

代表者 理事⾧　富田春郎
診療科目

内科、外科、整形外科、眼科、糖尿病センター、

設立 1968年（昭和43年）1月 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

医療法人社団　景翠会
在宅事業部

所在地

・デイサービス（横浜市・逗子市・横須賀市）

・訪問介護（横浜市・逗子市）

従業員数・介護施設（横浜市金沢区）

・有料老人ホーム（逗子市）

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 入所者数 ・高齢者住宅:43床　・小規模多機能:29名

採
用
・
勤
務
条
件

職種 介護職　

勤務時間

職務内容 施設での介護業務

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 介護福祉士

賃
金

(

現
行

)
区分/学歴 2年制卒 支給例

賃金形態 月給制

178,320円

他手当
夜勤手当（6500円/1回）、時間外手
当、処遇改善手当（実績3～4万円/月
※事業所により異なる）

保険加入等

夜勤月4回
処遇改善手当
234,320円

基本給 160,300円
休日

職能給 8,020円

資格給 10,000円
休暇

計（税込）

なし

昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）

賞与 年2回、3.2か月（昨年実績） 福利厚生 通院見舞金制度、研修補助　ほか

交通費 全額支給 家賃補助

前年既卒者の応募 可

応
募
・
選
考

見学会日時 別紙参照 選考日時 別途通知
説明会場所 所在地に同じ 選考場所 所在地に同じ
応募書類

在宅事業部【高齢者住宅・小規模多機能施設・訪問介護など】（横浜市金沢区・逗子市・横須賀市）

FAX　045-791-7671
採用担当 景翠会　法人本部人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送 第二新卒の応募 可
応募書類 〒236-0021

連絡先
電話　045-780-5210

送付先 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接・作文　（筆記試験なし）
受付期間 随時



病院、健診クリニック、介護老人保健施設、
訪問看護ステーション、デイサービス、
居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、
小規模多機能施設の運営の運営

法人全体987名（2020年2月現在）

①早番　7:00～16:00
②日勤　8:30～17:30
③遅番　11:00～20:00
④夜勤　17:00～翌9:00
※休憩　60分
※夜勤月0～6回
※変形労働時間制:あり
4週8休ローテーション（月21日勤務）
※年間休日116日
有給休暇（初年度13日）、夏季
年末年始、慶弔、その他特別休暇
健康保険、厚生年金、確定給付企業年金

労災保険、雇用保険

応
募
・
選
考

医療法人社団景翠会　金沢病院グループ

FAX　045-791-7671
採用担当 景翠会　管理部人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送 奨学金制度の応募 可
応募書類 〒236-0021

連絡先
電話　045-780-5210

送付先 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接
受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

説明会日時 毎月開催 選考日時 別途通知
説明会場所 所在地に同じ 選考場所 所在地に同じ
応募書類

なし
昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）
賞与 年2回、3.2か月（昨年実績） 福利厚生 通院見舞金制度、研修補助ほか

交通費 全額支給 家賃補助

保険加入等

夜勤月4回
処遇改善手当
日祝手当2回

込
251,070円

基本給 175,300円
休日

職能給 8,770円
資格給 初任者研修　5,000円

休暇
計（税込）

　福祉業界にゼロから挑戦してみたい方。
　現場での経験がなければ、更なる高次の業務で活躍することはできませ
ん。　経験を積んだ後は、病院相談員、施設支援員、ケアマネ、運営、
経営企画など、キャリアプランに沿った挑戦が可能です。医療福祉のトー
タルなサービスを行う景翠会であなたの力を発揮してください。入職後は
介護福祉士の資格取得も強力にバックアップします。
【研修補助:介護職員初任者研修、実務者研修　受講費用法人負
担】

夜勤手当（6500円/1回）、日祝手当
（3000円/1回）、時間外手当、処遇改善手
当（実績30,000円/月）、実務者7,000円、
介護福祉士20,000円

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 入所者数 こもれび:140床　ふるさと:140床

採
用
・
勤
務
条
件

職種
介護福祉職　5名
・介護プロ　・ソーシャルワーカ　・事務管理

勤務時間
職務内容 施設での介護業務からスタート
雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 卒業前もしくは入職後　初任者研修取得

賃
金

(

現
行

)
区分/学歴 ４年制卒 支給例
賃金形態 月給制

189,070円

他手当

求　　人　　票 【介護福祉職（4年制卒・無資格）・　2021年　3月卒】
①介護プロフェッショナルコース　　②事務管理コース　③ソーシャルワーカーコース

老健こもれび・ふるさと　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県横浜市金沢区）

　医療福祉業界に挑戦したい方へ

求
人
者

フリガナ イリョウホウジンシャダン　ケイスイカイ

事業内容社名

代表者 理事⾧　富田春郎
診療科目

内科、外科、整形外科、眼科、糖尿病センター、
設立 1968年（昭和43年）1月 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

医療法人社団　景翠会
老健施設　こもれび　・　ふるさと

所在地

①こもれび
横浜市金沢区釜利谷東5-1-30

従業員数
こもれび:125名　　ふるさと:133名

②ふるさと
横浜市金沢区柴町391-10



病院、健診クリニック、介護老人保健施設、
訪問看護ステーション、デイサービス、
居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、
小規模多機能施設の運営の運営

※グループ全体968名(2019年8月現在)

①早番　7:00～16:00
②日勤　8:30～17:30
③遅番　11:00～20:00
④夜勤　17:00～翌9:00
※休憩　60分
※夜勤月0～6回
※変形労働時間制:あり
4週8休ローテーション（月21日勤務）
※年間休日116日
有給休暇（初年度13日）、夏季
年末年始、慶弔、その他特別休暇
健康保険、厚生年金、確定給付年金、

労災保険、雇用保険

求　　人　　票　　【介護福祉職（2年制卒・無資格）・　2020年　新卒】

医療法人社団景翠会　金沢病院グループ

老健こもれび・ふるさと　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県横浜市金沢区）

　医療福祉業界に挑戦したい方へ

　福祉業界にゼロから挑戦してみたい方。
　現場での経験がなければ、更なる高次の業務で活躍することはできませ
ん。　経験を積んだ後は、病院相談員、施設支援員、ケアマネ、運営、
経営企画など、キャリアプランに沿った挑戦が可能です。医療福祉のトー
タルなサービスを行う景翠会であなたの力を発揮してください。入職後は
介護福祉士の資格取得も強力にバックアップします。
【研修補助:介護職員実務者研修20万円まで法人が負担します】

求
人
者

フリガナ イリョウホウジンシャダン　ケイスイカイ

事業内容社名

代表者 理事⾧　富田春郎
診療科目

内科、外科、整形外科、眼科、糖尿病センター、
設立 1968年（昭和43年）1月 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

医療法人社団　景翠会
老健施設　こもれび　・　ふるさと

所在地

①こもれび
横浜市金沢区釜利谷東5-1-30

従業員数
こもれび:125名　　ふるさと:133名

②ふるさと
横浜市金沢区柴町391-10

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 入所者数 こもれび:140床　ふるさと:140床

採
用
・
勤
務
条
件

職種 介護福祉職　5名

勤務時間
職務内容 施設での介護業務からスタート
雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 卒業前もしくは入職後　初任者研修取得

賃
金

(

現
行

)
区分/学歴 2年制卒 支給例
賃金形態 月給制

173,320円

他手当
夜勤手当（6500円/1回）、日祝手
当（3000円/1回）、時間外手当、
処遇改善手当（30,000円/月）

夜勤月4回
処遇改善手当
日祝手当2回

込
235,320円

基本給 160,300円
休日

職能給 8,020円
資格給 5,000円

休暇
計（税込）

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接のみ（筆記試験なし）
受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

保険加入等

交通費 全額支給 家賃補助 なし
昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）
賞与 年2回、3.4か月（昨年実績） 福利厚生 通院見舞金制度、研修補助ほか

応
募
・
選
考

説明会日時 毎月開催 選考日時 別途通知
説明会場所 所在地に同じ 選考場所 所在地に同じ
応募書類

FAX　045-791-7671
採用担当 景翠会　総務部人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送 第二新卒の応募 可
応募書類 〒236-0021

連絡先
電話　045-780-5210

送付先 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3


