
1人 月給 制 日祝他 調理師

(1)8時00分～17時00分 (108日) 管理栄養士

59歳以下 栄養士

正社員 定年制

（従業員数 5人 ）

13010-15008711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

(107日) 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

39歳以下 高等学校教諭免許（専修・１種）

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

14150- 3353711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2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～16時00分 (120日) 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 52人 ）

13080- 9502311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他 ホームヘルパー２級

(1)8時30分～17時30分 (116日) 介護職員初任者研修修了者

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 32人 ）

14010- 8324411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(107日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 5人 ）

14150- 3288611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(97日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 9人 ）

13170- 2859711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 ホームヘルパー２級

(1)9時00分～18時00分 (108日) 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 (2)7時00分～16時00分

正社員 定年制 (3)17時45分～9時30分
（従業員数 20人 ）

14080- 2060111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護福祉士

(1)9時00分～18時00分 (108日)

18歳～64歳 (2)7時00分～16時00分

正社員 定年制 (3)17時45分～9時30分
（従業員数 20人 ）

14080- 2061711 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 普通自動車第二種免許

(1)8時00分～2時00分 (77日)

18歳～64歳 (2)8時00分～0時30分

正社員 定年制 (3)8時00分～1時00分
（従業員数 20人 ）

14080- 2067311 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 日給 制 土日祝他

(1)8時00分～17時00分 (120日)

18歳以上 (2)20時00分～5時00分

正社員以外 定年制

（従業員数 3人 ）

13190- 1264111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 交替制あり 他

(1)10時00分～18時00分 (105日)

59歳以下 (2)14時00分～22時00分

正社員 定年制 (3)9時00分～17時00分
（従業員数 49人 ）

14080- 2011111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 精神保健福祉士

(107日) 社会福祉士

59歳以下 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

14150- 3011911 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 保育士

(107日) 理学療法士

59歳以下 作業療法士

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

14150- 3069011 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 他

(1)9時00分～18時00分 (96日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

44010- 4172211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 他

(1)9時00分～18時00分 (120日)

59歳以下

正社員以外 定年制

（従業員数 8人 ）

44010- 4173511 就業場所 神奈川県鎌倉市

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

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～270,000円
経験者優遇

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

児童福祉施設での調理／鎌倉市 株式会社　東京天竜 東京都文京区本郷１丁目２８－１０
本郷ＴＫビル６階

雇用・労災・
健康・厚生

350,000円～350,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は9時30分～20時00分
の間の8時間

放課後等デイサービス教室長／ｔ
ｏｉｒｏ大船

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－
６－１３　新横浜ステーションビル７
階

雇用・労災・
健康・厚生

201,000円～206,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

【正社員（介護地域限定社員）】
「北鎌倉」駅徒歩１８分

株式会社　木下の介護 東京都新宿区西新宿６－５－１　新
宿アイランドタワー８階

雇用・労災・
健康・厚生

202,125円～250,125円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

ケアクルー（訪問介護）／鎌倉 株式会社　ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西１
－６－１
ゆめおおおかオフィスタワー１６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

440,000円～440,000円
直接支援経験をお持ちの方

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

放課後等デイサービス教室長兼児
発管／ｔｏｉｒｏ大船

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－
６－１３　新横浜ステーションビル７
階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
180,000円～300,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は7時00分～19時30分
の間の7時間以上

おこわ専門店でのお弁当製造・販
売スタッフ／ルミネ大船

株式会社　米八東日本 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目
３２－１　米八ビル

雇用・労災・
健康・厚生

184,700円～220,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

老人介護（鎌倉） 株式会社　グリーンズ片
塩

神奈川県茅ヶ崎市柳島１５７５－３５

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～256,000円
実務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

老人介護〔介護福祉士〕（鎌倉） 株式会社　グリーンズ片
塩

神奈川県茅ヶ崎市柳島１５７５－３５

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～190,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

又は8時00分～2時00分
の間の13時間以上

タクシー・ハイヤー乗務（隔日勤
務）

鎌倉スマイル　株式会社 神奈川県鎌倉市笛田２－１－２６
高橋ビル２Ｃ

雇用・労災・
健康・厚生

173,400円～230,520円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし

警備員＜鎌倉市＞ ホークスプラス　合同会
社

東京都町田市中町１－１９－４
町田多田ハウスビル３０２号室

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～190,000円
接客業務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

フィットネスインストラクター 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２８

雇用・労災・
健康・厚生

275,000円～275,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

放課後等デイサービス児童指導員
／ｔｏｉｒｏ大船

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－
６－１３　新横浜ステーションビル７
階

雇用・労災・
健康・厚生

310,000円～310,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は9時30分～20時00分
の間の8時間程度

放課後等デイサービス保育士・専
門／ｔｏｉｒｏ大船

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－
６－１３　新横浜ステーションビル７
階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

動物の管理（鎌倉・正社員・店長
候補）

オウル　株式会社 大分県大分市大字三芳１６３９番地
の３

雇用・労災・
健康・厚生

174,000円～200,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

動物の管理（鎌倉・準社員） オウル　株式会社 大分県大分市大字三芳１６３９番地
の３

◎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｡
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（藤沢公共職業安定所）

TEL 0466-23-8609

毎月第1・第3金曜発行 ２月１９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 ２月１９日号

1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他 社会福祉士  介護福祉士  

(1)10時00分～19時00分 (107日) 保育士

59歳以下 (2)9時00分～18時00分 介護施設・障害福祉施設・児童施設で

正社員 定年制

（従業員数 7人 ）

13010-13531411 就業場所 神奈川県鎌倉市 のある方）

2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～16時00分 (120日) 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 35人 ）

13080- 8968711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他 原動機付自転車免許

(1)1時15分～4時45分 (53日)

18歳～59歳 (2)13時30分～15時10分

正社員 定年制 (3)18時00分～19時30分
（従業員数 15人 ）

14080- 1946911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日祝他 歯科衛生士

(1)9時30分～19時00分 (131日)

59歳以下 (2)9時30分～17時30分

正社員 定年制

（従業員数 3人 ）

14080- 1975511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 土日祝他 会計（税理士）事務所勤務経験

(1)9時00分～17時00分 (120日) （年数不問）

64歳以下 または税理士試験の受験経験

正社員 定年制

（従業員数 5人 ）

14080- 1983411 就業場所 神奈川県鎌倉市 ワード・エクセルの入力等基本操作

1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他 保育士

(1)6時45分～15時45分 (120日)

34歳以下 (2)8時30分～17時30分

正社員 定年制 (3)10時15分～19時15分
（従業員数 26人 ）

14080- 1852211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 祝他

(1)10時00分～18時30分 (140日)

35歳以下

正社員 定年制

（従業員数 3人 ）

14080- 1873611 就業場所 神奈川県鎌倉市 パソコン操作（入力程度）

1人 月給 制 他 歯科衛生士

(1)10時00分～18時30分 (140日)

不問

正社員 定年制

（従業員数 3人 ）

14080- 1875111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 看護師

(110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 79人 ）

14010- 7321211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 准看護師

(110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 79人 ）

14010- 7331411 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 土日祝他

(1)8時45分～17時15分 (127日)

59歳以下

無期雇用派遣労働者 定年制

（従業員数 10人 ）

13080- 8079611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他 栄養士

(1)8時00分～17時00分 (117日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 10人 ）

13200- 2648511 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

281,183円～281,183円
合計５年以上の経験のある方
（うち３年は児童・障害福祉経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

児童発達支援管理責任者／鎌倉市 セントスタッフ　株式会
社

東京都中央区日本橋茅場町１－８
－３　郵船茅場町ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生

213,000円～218,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

【介護正社員】「北鎌倉」／「北
鎌倉」駅より徒歩１８分

株式会社　木下の介護 東京都新宿区西新宿６－５－１　新
宿アイランドタワー８階

雇用・労災・
健康・厚生

228,124円～228,124円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

新聞の配達・営業・集金 株式会社　ＭＡＳＡＹＡ 神奈川県鎌倉市大船２－６－２８

雇用・労災・
その他

250,000円～275,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

歯科衛生士 金子歯科医院 神奈川県鎌倉市大船１丁目２７－２
８　ＳＴＫビル２０１

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～400,000円


雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

税理士補助業務 後藤税理士法人 神奈川県鎌倉市大船１丁目１２－１
０
　湘南第五ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

197,640円～228,312円

雇用期間の定めなし
あり　一律
66歳

又は6時45分～19時15分
の間の8時間

保育士（佐助保育園） 社会福祉法人　真澄児童
福祉会　佐助保育園

神奈川県鎌倉市佐助１丁目１３－６

雇用・労災・
健康

180,000円～260,000円

雇用期間の定めなし
なし

歯科医院・受付 カマクラデントフェイ
シャルオーソピディクス
山本歯科・矯正

神奈川県鎌倉市小町１－５－２１
森ビル３階

雇用・労災・
健康

240,000円～280,000円

雇用期間の定めなし
なし

歯科衛生士 カマクラデントフェイ
シャルオーソピディクス
山本歯科・矯正

神奈川県鎌倉市小町１－５－２１
森ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

270,000円～293,800円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

又は8時00分～19時00分
の間の8時間

正看護師（正社員）／ラヴィーレ
鎌倉常盤

ＳＯＭＰＯケア株式会社
神奈川オフィス

神奈川県横浜市中区尾上町３丁目
３５番地
横浜第一有楽ビル６階

雇用・労災・
健康・厚生

240,000円～267,800円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

又は8時00分～19時00分
の間の8時間

准看護師（正社員）／ラヴィーレ
鎌倉常盤

ＳＯＭＰＯケア株式会社
神奈川オフィス

神奈川県横浜市中区尾上町３丁目
３５番地
横浜第一有楽ビル６階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～385,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

電子機器の試験業務／鎌倉市 プライムエンジニアリン
グ　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル３５階

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～240,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

栄養士／鎌倉市城廻／在籍出向 シダックス　株式会社 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番
地３


