
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、グループホーム等の運営

※グループ全体995名（うちパート340名）

※変形労働時間制：あり

※残業月15時間程度

4週8休ローテーション＋祝日分

※年間休日120日

有給休暇（初年度13日）、夏季（2日）

年末年始（5日）、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　　【保育士（大学卒）　・　2022年　新卒】

医療法人社団 景翠会　金沢病院グループ

　（神奈川県横浜市金沢区）たんぽぽ保育園（院内保育園）

わたしたちは急性期医療から在宅終末期までトータルなケアに取り組む

医療法人です。たんぽぽ保育園は、定員23名の院内保育園。

グループ全23事業所・995名の職員のお子さんをお預かりしています。

保育という立場で地域の医療福祉への貢献というやりがいを感じながら、

安心で長く働ける環境があり、ワーク・ライフ・バランスを実現できます。

　①丁寧な研修・教育体制で着実にスキルアップ

　②年間休日120日。プライベートも充実

見学は随時受付中です。お気軽にご連絡ください。

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　カナザワビョウイングループ

事業内容社名 医療法人社団景翠会 金沢病院グループ

所在地
〒236-0021

神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

従業員数

たんぽぽ保育園：8名（常勤3名、パート5名）

交通
京浜急行線 金沢文庫駅または金沢八景

駅より徒歩13分

代表者 理事長　富田春郎 金沢病院

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

175,300円

他手当

職務内容 たんぽぽ保育園での保育業務、その他付帯業務

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 保育士免許

脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 病床数 162床（うち回復期リハビリ病棟45床）

職種 保育士　　1名

勤務時間

【日勤】7:30～20:00の内、6～9.5ｈ勤務

のシフト制（休憩1ｈ）

【夜勤】17:00～7:30（休憩2ｈ）

夜勤月0～2回

時間外別途

保険加入等夜勤手当5,000円／1回

交通費 全額支給（規定あり）

昇給 年1回 退職金制度

休日
職能給 8,770円

資格給 10,000円
休暇

計（税込） 194,070円

賃

金

(
現

行

)

区分/学歴 大学卒 支給例

賃金形態 月給制

夜勤月2回

204,070円

基本給

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接、作文

あり（勤続3年以上）

賞与 年2回、3.1カ月分（2021年実績） 職員食堂 あり（昼食1食300円、夜勤時の夕食無料）

応

募

・

選

考

説明会日時 随時開催 選考日時 別途通知

採

用

・

勤

務

条

件

医療職、福祉職を支える院内保育園

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 医療法人社団景翠会　人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送

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



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、グループホーム等の運営

※グループ全体995名（うちパート340名）

※変形労働時間制：あり

※残業月15時間程度

4週8休ローテーション＋祝日分

※年間休日120日

有給休暇（初年度13日）、夏季（2日）

年末年始（5日）、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　　【保育士（3年制）　・　2022年　新卒】

医療法人社団 景翠会　金沢病院グループ

　（神奈川県横浜市金沢区）たんぽぽ保育園（院内保育園）
医療職、福祉職を支える院内保育園

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　カナザワビョウイングループ

事業内容社名 医療法人社団景翠会 金沢病院グループ

所在地
〒236-0021

神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

従業員数

たんぽぽ保育園：8名（常勤3名、パート5名）

交通
京浜急行線 金沢文庫駅または金沢八景

駅より徒歩13分

代表者 理事長　富田春郎 金沢病院

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

164,800円

他手当

職務内容 たんぽぽ保育園での保育業務、その他付帯業務

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 保育士免許

脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 病床数 162床（うち回復期リハビリ病棟45床）

職種 保育士　　1名

勤務時間

【日勤】7:30～20:00の内、6～9.5ｈ勤務

のシフト制（休憩1ｈ）

【夜勤】17:00～7:30（休憩2ｈ）

夜勤月0～2回

時間外別途

保険加入等夜勤手当5,000円／1回

交通費 全額支給（規定あり）

昇給 年1回 退職金制度

休日
職能給 8,260円

資格給 10,000円
休暇

計（税込） 183,060円

賃

金

(
現

行

)

区分/学歴 3年制卒 支給例

賃金形態 月給制

夜勤月2回

193,060円

基本給

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 選考方法 面接、作文

あり（勤続3年以上）

賞与 年2回、3.1カ月分（2021年実績） 職員食堂 あり（昼食1食300円、夜勤時の夕食無料）

応

募

・

選

考

説明会日時 随時開催 選考日時 別途通知

採

用

・

勤

務

条

件

わたしたちは急性期医療から在宅終末期までトータルなケアに取り組む

医療法人です。たんぽぽ保育園は、定員23名の院内保育園。

グループ全23事業所・995名の職員のお子さんをお預かりしています。

保育という立場で地域の医療福祉への貢献というやりがいを感じながら、

安心で長く働ける環境があり、ワーク・ライフ・バランスを実現できます。

　①丁寧な研修・教育体制で着実にスキルアップ

　②年間休日120日。プライベートも充実

見学は随時受付中です。お気軽にご連絡ください。

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 医療法人社団景翠会　人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送

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



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、グループホーム等の運営

※グループ全体995名（うちパート340名）

※変形労働時間制：あり

※残業月15時間程度

4週8休ローテーション＋祝日分

※年間休日120日

有給休暇（初年度13日）、夏季（2日）

年末年始（5日）、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　　【保育士（２年制）　・　2022年　新卒】

京浜急行線 金沢文庫駅または金沢八景

駅より徒歩13分

代表者 理事長　富田春郎 金沢病院

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

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　カナザワビョウイングループ

事業内容社名 医療法人社団景翠会 金沢病院グループ

所在地
〒236-0021

神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

従業員数

昇給 年1回 退職金制度 あり（勤続3年以上）

計（税込） 183,040円

他手当
時間外別途

夜勤手当5,000円／1回

夜勤月2回

193,040円

基本給 160,300円
休日

職能給 8,020円

資格給 10,000円

休暇

賃

金

(
現

行

)

区分/学歴 ２年制卒 支給例

賃金形態

勤務時間

賞与 年2回、3.1カ月分（2021年実績） 職員食堂 あり（昼食1食300円、夜勤時の夕食無料）

応

募

・

選

考

説明会日時 随時開催 選考日時 別途通知

説明会場所

採

用

・

勤

務

条

件

職種 保育士　　1名

職務内容

受付期間 随時 前年既卒者の応募 可

受付方法 電話、メール、ホームページ、郵送

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

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 医療法人社団景翠会　人事課　採用担当 Eメール　saiyou_hospital@keisuikai.jp

医療法人社団 景翠会　金沢病院グループ

　（神奈川県横浜市金沢区）たんぽぽ保育園（院内保育園）
医療職、福祉職を支える院内保育園

わたしたちは急性期医療から在宅終末期までトータルなケアに取り組む

医療法人です。たんぽぽ保育園は、定員23名の院内保育園。

グループ全23事業所・995名の職員のお子さんをお預かりしています。

保育という立場で地域の医療福祉への貢献というやりがいを感じながら、

安心で長く働ける環境があり、ワーク・ライフ・バランスを実現できます。

　①丁寧な研修・教育体制で着実にスキルアップ

　②年間休日120日。プライベートも充実

見学は随時受付中です。お気軽にご連絡ください。

調整給 4,720円

【日勤】7:30～20:00の内、6～9.5ｈ勤務

のシフト制（休憩1ｈ）

【夜勤】17:00～7:30（休憩2ｈ）

夜勤月0～2回

保険加入等

交通費 全額支給（規定あり）

月給制

たんぽぽ保育園での保育業務、その他付帯業務

雇用形態 正職員（期間の定めなし）

必要な資格 保育士免許

脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科

ホームページ http://www.keisuikai.or.jp/ 病床数 162床（うち回復期リハビリ病棟45床）

たんぽぽ保育園：8名（常勤3名、パート5名）

交通


