
1人 月給 制 木日祝他

(1)9時00分～18時00分 (127日)

35歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 7人 ）

14080-  717111 就業場所 神奈川県鎌倉市 パソコンの基本操作
2人 月給 制 交替制あり 他

(1)10時00分～19時30分 (105日)

不問 (2)11時00分～20時30分

正社員 定年制

  (従業員数 14人 ）

14080-  607411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他 介護職員初任者研修修了者

(1)8時30分～17時30分 (110日) ホームヘルパー２級

不問

正社員 定年制

  (従業員数 14人 ）

14080-  623511 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)7時30分～16時00分 (110日)

30歳以下 (2)8時30分～17時00分

正社員 定年制 (3)11時00分～19時30分

  (従業員数 1,400人 ）

14080-  625011 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 交替制あり 日祝他 保育士

(1)7時00分～16時00分 (124日) 幼稚園教諭免許

64歳以下 (2)11時00分～20時00分 （専修・１種・２種）

正社員 定年制

  (従業員数 46人 ）

14080-  627611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日祝他 保育士

(1)7時00分～16時00分 (124日) 幼稚園教諭免許

64歳以下 (2)11時00分～20時00分 （専修・１種・２種）

正社員 定年制

  (従業員数 49人 ）

14080-  628911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 変形（1年単位） 日祝他

(1)8時00分～17時30分 (118日)

35歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 1人 ）

14080-  650311 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 日給 制 日他

(1)8時00分～17時00分 (80日)

不問

正社員 定年制

  (従業員数 9人 ）

14080-  543511 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 その他 制 変形（1年単位） 他 普通自動車第二種免許

(1)8時00分～1時24分 (77日)

18歳～60歳 (2)9時30分～2時54分

正社員 定年制

  (従業員数 233人 ）

14080-  577511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1年単位） 土日他 中型自動車免許

(1)8時00分～17時00分 (107日)

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 41人 ）

14080-  584211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 フレックス 土日祝他

(1)9時00分～17時30分 (125日)

59歳以下 (2)11時30分～15時30分

正社員 定年制 (3)7時00分～20時00分

  (従業員数 35人 ）

14080-  508811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)8時30分～17時30分 (120日)

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 4人 ）

14080-  457411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1年単位） 土日祝他 幼稚園教諭免許

(1)8時00分～17時30分 (147日) （専修・１種・２種）

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 12人 ）

14080-  528011 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 日他 看護師

(1)8時30分～17時30分 (122日)

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 25人 ）

14080-  297411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日祝他

(1)9時20分～18時50分 (113日)

不問 (2)9時20分～13時20分

正社員 定年制

  (従業員数 5人 ）

14080-  317811 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

218,000円～218,000円

雇用期間の定めなし
なし

フィットネス施設・接客ス
タッフ

株式会社　ＨＩＧＨＷＡ
ＶＥ

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北３－７
－１１

雇用・労災・
健康・厚生

290,000円～290,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

看護師 医療法人鳥伝白川会　ド
クターゴン鎌倉診療所

神奈川県鎌倉市笛田４丁目２５－２
アスクレピオン鎌倉Ｂ１

雇用・労災・
健康・厚生・

その他
176,000円～255,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

幼稚園教諭 学校法人勝田学園　鎌倉
いずみ幼稚園

神奈川県鎌倉市材木座３－３－７

雇用・労災・
健康・厚生

260,400円～260,400円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

地域包括支援センター業務
（主任介護支援専門員）／鎌
倉

社会福祉法人　八寿会
特別養護老人ホーム　み
どりの園

神奈川県藤沢市小塚３７０－１

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
225,000円～225,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

営業職（開発営業職） 大東建託　株式会社　鎌
倉支店

神奈川県鎌倉市小袋谷２丁目１５－
１０

雇用・労災・
健康・厚生

208,000円～238,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

廃棄物等の収集運搬 株式会社　神中運輸 神奈川県鎌倉市大町４－１－３５

雇用・労災・
健康・厚生

175,076円～175,076円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　61歳

タクシー業務 京急交通　株式会社 神奈川県鎌倉市小袋谷１－１７３－
３

雇用・労災・
健康・厚生

240,000円～424,000円

雇用期間の定めなし
なし

配管工（水道）・土木作業 有限会社　五葉工業 神奈川県鎌倉市笛田３－２－２２

雇用・労災168,000円～378,000円

雇用期間の定めなし
なし

造園工 徳増造園 神奈川県鎌倉市笛田３－１５－２２

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～278,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

又は7時00分～20時00分
の間の8時間

保育士 学校法人　吉沢学園　保
育園　アワーキッズ大船

神奈川県鎌倉市大船２丁目１６－４
９

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～278,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

又は7時00分～20時00分
の間の8時間

保育士 学校法人　吉沢学園　保
育園　アワーキッズ鎌倉

神奈川県鎌倉市寺分１丁目１３番５
号

雇用・労災・
健康・厚生

162,486円～225,522円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

医療事務 医療法人　沖縄徳洲会
湘南鎌倉総合病院

神奈川県鎌倉市岡本１３７０－１

雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～185,000円

雇用期間の定めなし
なし

介護職員（デイのおうち　森
のくまさん）

株式会社　オーレ 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎５－３０－
９

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～220,000円

雇用期間の定めなし
なし

靴の販売・陳列・仕入れ・
ネット販売等

株式会社　ヨコハマヤ 神奈川県鎌倉市大船１－２２－２９

雇用期間の定めなし
なし

休日
(年間休日数)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

歯科助手・受付 医療法人　ユピテル　ミ
キプラザ歯科医院

神奈川県鎌倉市梶原４－１－６　助
川ビル２０３

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～300,000円

職　種
採用人数
募集年齢
定年制有無

賃金形態
賃金額(月額）

求人者名 ・ 求人番号
所在地

就業場所従業員数
就業場所

就業時間

◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークへご来所ください。この他にも多数の求人を閲覧することができます。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ フルタイム求人の賃金は月額､パートタイム求人の賃金は時間給です｡また､労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります｡

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

藤沢市朝日町５－１２

ハローワーク藤沢
（藤沢公共職業安定所）

TEL 0466-23-8609

毎月第1・第3金曜発行 １月１５日号



休日
(年間休日数)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

職　種
採用人数
募集年齢
定年制有無

賃金形態
賃金額(月額）

求人者名 ・ 求人番号
所在地

就業場所従業員数
就業場所

就業時間

◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークへご来所ください。この他にも多数の求人を閲覧することができます。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ フルタイム求人の賃金は月額､パートタイム求人の賃金は時間給です｡また､労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります｡

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

藤沢市朝日町５－１２

ハローワーク藤沢
（藤沢公共職業安定所）

TEL 0466-23-8609

毎月第1・第3金曜発行 １月１５日号

2人 月給 制 日他 介護職員初任者研修修了者

(1)9時00分～18時00分 (107日) ホームヘルパー２級

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 38人 ）

14080-   43211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)7時00分～15時30分 (114日)

18歳～59歳 (2)8時30分～17時00分

正社員 定年制 (3)12時00分～20時30分

  (従業員数 344人 ）

14080-   52211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他

(1)9時00分～18時00分 (105日)

不問 (2)12時00分～21時00分

正社員 定年制 (3)17時30分～2時30分

  (従業員数 9人 ）

14080-  130711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 土日祝他

(1)8時30分～17時30分 (120日)

40歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 15人 ）

14080-  212211 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 看護師

(1)8時30分～17時00分 (127日)

18歳～59歳 (2)16時30分～9時00分

正社員 定年制

  (従業員数 322人 ）

14080-  224311 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護職員初任者研修修了者

(1)8時30分～17時00分 (127日) ホームヘルパー２級

18歳～59歳 (2)7時20分～15時50分 ホームヘルパー１級

正社員 定年制 (3)11時30分～20時00分

  (従業員数 322人 ）

14080-  225611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護支援専門員

(1)8時30分～17時00分 (114日) （ケアマネージャー）

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 45人 ）

14080-  232311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日祝他

(1)9時20分～18時50分 (113日)

不問 (2)9時20分～13時20分

正社員 定年制

  (従業員数 4人 ）

14080-  254211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 日祝他 二級建築士

(1)8時00分～17時30分 (112日) ２級建築施工管理技士

59歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 13人 ）

14080-15146301 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 日祝他

(1)8時00分～17時30分 (112日)

45歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 13人 ）

14080-15148901 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 交替制あり 日祝他 保育士

(124日)

59歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 18人 ）

14080-15158401 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 ホームヘルパー２級

(1)7時00分～15時00分 (103日) 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 (2)9時00分～17時00分 介護福祉士

正社員 定年制 (3)10時00分～15時00分

  (従業員数 25人 ）

14080-15173901 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 看護師

(1)8時30分～17時00分 (114日)

18歳～64歳 (2)16時30分～9時30分

正社員 定年制

  (従業員数 140人 ）

14080-15176701 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護支援専門員

(1)8時30分～17時00分 (114日) （ケアマネージャー）

64歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 45人 ）

14080-15105301 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 木日祝他 看護師

(1)8時30分～17時00分 (127日) 准看護師

不問 (2)8時30分～12時00分

正社員 定年制

  (従業員数 6人 ）

14080-15064501 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～270,000円

雇用期間の定めなし
なし

看護師（正・准） 医療法人とよた医院 神奈川県鎌倉市雪ノ下１－９－２１
トウセン鎌倉ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
235,000円～305,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

介護支援専門員（管理者）／
あっとほーむ鎌倉山

医療法人　光陽会　鎌倉
ヒロ病院

神奈川県鎌倉市材木座１－７－２２

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
194,500円～362,500円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

正看護師 医療法人　光陽会　鎌倉
ヒロ病院

神奈川県鎌倉市材木座１－７－２２

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
158,500円～218,500円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

訪問介護士／あっとほーむ鎌
倉山

医療法人　光陽会　鎌倉
ヒロ病院

神奈川県鎌倉市材木座１－７－２２

雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～230,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

又は6時45分～19時30分
の間の8時間

保育士 社会福祉法人　翠峰会
うちゅう保育園かまくら

神奈川県鎌倉市扇ガ谷１丁目１－３
１

雇用・労災・
健康・厚生

219,000円～345,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

現場管理及び積算 株式会社　ミスノ 神奈川県鎌倉市大船３丁目１４番地
３号

雇用・労災・
健康・厚生

282,000円～345,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

施工管理者 株式会社　ミスノ 神奈川県鎌倉市大船３丁目１４番地
３号

雇用・労災・
健康・厚生

218,000円～218,000円

雇用期間の定めなし
なし

フィットネス施設・接客ス
タッフ

株式会社　ＨＩＧＨＷＡ
ＶＥ

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北３－７
－１１

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
205,000円～245,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

介護支援専門員 医療法人　光陽会　鎌倉
ヒロ病院

神奈川県鎌倉市材木座１－７－２２

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
161,100円～234,800円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

ケアワーカー 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　鎌倉リハビリテー
ション聖テレジア病院

神奈川県鎌倉市腰越１－２－１

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
210,600円～290,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

看護師（病棟） 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　鎌倉リハビリテー
ション聖テレジア病院

神奈川県鎌倉市腰越１－２－１

雇用・労災・
健康・厚生

225,000円～250,000円
パソコン（エクセル・ワード）
が出来る方

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

一般事務 株式会社オキカ　ケアー
ズ訪問看護リハビリス
テーション鎌倉北

神奈川県鎌倉市岡本２丁目１９－１
５　田中ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

233,000円～530,000円

雇用期間の定めなし
なし

中華料理人及び見習・ラーメ
ン職人及び見習・ホール接客

有限会社　ケイ・エム・
ティー

神奈川県鎌倉市大船２－２－２０

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～190,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　60歳

看護助手 医療法人　湘和会　湘南
記念病院

神奈川県鎌倉市笛田２－２－６０

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
191,000円～191,000円

雇用期間の定めなし
あり　一
律　65歳

介護職（訪問介護ヘルパー） セントケア神奈川　株式
会社　セントケア大船

神奈川県鎌倉市大船３－４－１０
大樹生命ビル１Ｆ


