
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 精神保健福祉士

(1)8時10分～17時10分 (113日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 90人 ）

14080- 4014311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日他

(1)8時30分～17時30分 (87日)

不問

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

14080- 4041111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日祝他 二級自動車整備士

(1)9時00分～18時00分 (105日) 三級自動車整備士

不問

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

14080- 4044211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 社会福祉士

(1)8時30分～17時00分 (114日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 344人 ）

14080- 4045511 就業場所 神奈川県鎌倉市 エクセル・ワード（必須）

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- 4046411 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（専修・１種・２種）

64歳以下 (2)11時00分～20時00分

正社員 定年制

（従業員数 49人 ）

14080- 4055311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他

(105日)

不問

正社員 定年制

（従業員数 9人 ）

14080- 4166511 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- 4173211 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- 4174511 就業場所 神奈川県鎌倉市
6人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 言語聴覚士

(1)8時30分～17時00分 (127日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 322人 ）

14080- 4175411 就業場所 神奈川県鎌倉市
12人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 作業療法士

(1)8時30分～17時00分 (127日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 322人 ）

14080- 4176011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 土日祝他 社会福祉士

(1)8時30分～17時00分 (127日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 322人 ）

14080- 4177311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 年俸制 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他 診療放射線技師

(1)8時30分～17時00分 (114日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 140人 ）

14080- 4200911 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（ケアマネージャー）

(1)8時30分～17時00分 (114日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 45人 ）

14080- 4203811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 年俸制 制 変形（1ヶ月単位） 他 看護師

(1)9時00分～17時30分 (114日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 45人 ）

14080- 4205511 就業場所 神奈川県鎌倉市

アパートの内装工事 株式会社　アンティー 神奈川県鎌倉市大船５－７－２７

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

精神保健福祉士 医療法人　森と海　メン
タルホスピタル　かまく
ら山

神奈川県鎌倉市鎌倉山１－２３－１

雇用・労災・
健康・厚生

227,500円～288,000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

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～300,000円
木工事・電気工事・水栓交換の
経験

雇用期間の定めなし
なし

医療機関での実務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～350,000円
自動車整備士経験

雇用期間の定めなし
なし

自動車整備士 有限会社　プロパーオー
ト

神奈川県鎌倉市大船２丁目１４－４

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～330,000円
ソーシャルワーク経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

メディカルソーシャルワーカー 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

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

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

223,000円～530,000円

雇用期間の定めなし
なし 又は9時00分～2時00分

の間の8時間

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・

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・

財形
213,700円～314,000円

言語聴覚士経験（年数不問）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

言語聴覚士 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
213,700円～314,000円

作業療法士経験（年数不問）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

作業療法士 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
222,700円～258,700円

病院医療ソーシャルワーカーの
経験３年以上

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

医療相談室ソーシャルワーカー 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
233,000円～420,500円

マンモグラフィーできる方は優
遇

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

診療放射線技師 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
225,000円～293,500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
416,666円～541,666円

訪問看護経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

訪問看護師（管理者） 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

◎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 ４月２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 ４月２日号

5人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 普通自動車第二種免許

(1)9時00分～23時00分 (149日)

18歳～64歳 (2)13時00分～23時00分

正社員 定年制

（従業員数 80人 ）

14080- 4230011 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 普通自動車第二種免許

(1)17時00分～1時15分 (77日)

18歳～64歳

正社員 定年制

（従業員数 60人 ）

14080- 4244811 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)8時00分～18時00分 (77日)

18歳～64歳 (2)18時00分～8時00分

正社員 定年制

（従業員数 60人 ）

14080- 4245211 就業場所 神奈川県鎌倉市 （タッチタイピングできる方）

2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 普通自動車第二種免許

(1)9時00分～23時00分 (149日)

18歳～64歳 (2)13時00分～23時00分

正社員 定年制

（従業員数 25人 ）

14080- 4247411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 普通自動車第二種免許

(1)7時00分～15時15分 (77日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 25人 ）

14080- 4248011 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 水他

(1)8時30分～18時00分 (110日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 7人 ）

14080- 4249311 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護福祉士

(1)8時00分～17時00分 (108日)

18歳～64歳 (2)10時00分～19時00分

正社員 定年制 (3)17時00分～9時00分
（従業員数 17人 ）

14080- 3949411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他

(1)10時00分～18時00分 (105日)

不問

正社員 定年制

（従業員数 6人 ）

14080- 3950611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 他 フォトショップ・イラスト

(1)9時00分～17時00分 (105日) レーター・ドリームウィー

不問 バーの使用経験

正社員 定年制

（従業員数 6人 ）

14080- 3951911 就業場所 神奈川県鎌倉市 写真撮影・動画撮影が出来る事必須

2人 月給 制 他

(1)10時00分～18時00分 (105日)

40歳以下

正社員 定年制

（従業員数 6人 ）

14080- 3952111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 交替制あり 土日祝他 保育士

(124日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 33人 ）

14080- 3875211 就業場所 神奈川県鎌倉市 入力程度の基本操作

1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 准看護師

(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- 3850511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2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)7時00分～16時00分 (107日) ホームヘルパー２級

18歳～64歳 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 30人 ）

14080- 3854611 就業場所 神奈川県鎌倉市
3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 (105日) 介護福祉士

64歳以下 介護職員実務者研修修了者

正社員 定年制

（従業員数 32人 ）

14080- 3767911 就業場所 神奈川県鎌倉市
2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)7時00分～16時00分 (111日) 介護職員実務者研修修了者

18歳～59歳 (2)9時00分～18時00分 介護福祉士

正社員 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 88人 ）

14080- 3715011 就業場所 神奈川県鎌倉市 Ｗｏｒｄなどで文字が打てる方歓迎

雇用・労災・
健康・厚生

228,000円～228,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

タクシー乗務員 グリンハイヤー　株式会
社

神奈川県鎌倉市常盤３０２番地

雇用・労災・
健康・厚生

251,000円～251,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

タクシー乗務員 鎌倉江之島ハイヤー　株
式会社

神奈川県鎌倉市常盤３０２番地

雇用・労災・
健康・厚生

178,500円～230,000円
簡単なパソコン操作

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

無線オペレーター 鎌倉江之島ハイヤー　株
式会社

神奈川県鎌倉市常盤３０２番地

雇用・労災・
健康・厚生

228,000円～228,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

タクシー乗務員 逗子葉山タクシー　株式
会社

神奈川県鎌倉市大町５－６－１５

雇用・労災・
健康・厚生

214,860円～214,860円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

タクシー乗務員（日勤／２４乗
務）

鎌倉タクシー　株式会社 神奈川県鎌倉市大町５－６－１５

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
224,000円～336,000円

洋菓子製造実務経験３年以上お
持ちの方

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

洋菓子の製造・パティシエ 株式会社　豊島屋 神奈川県鎌倉市小町２－１１－１９

雇用・労災・
健康・厚生

223,000円～270,000円
パソコン操作（定型ソフトで入
力ができること）

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護福祉士 ナラティブホーム＆ケア
株式会社（ファミリア鎌
倉材木座）

神奈川県鎌倉市材木座５丁目４番１
１

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～250,000円

雇用期間の定めなし
なし

ウェブデザイナーアシスタント 株式会社　エイチ・
ティー・ディー

神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎５－４－４

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～230,000円
エクセル・ワード等のパソコン操作
（入力程度）、スマホを使って

雇用期間の定めなし
なし

広報企画（イベント企画～空間デ
ザイン～ＨＰ更新）

株式会社　エイチ・
ティー・ディー

神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎５－４－４

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし
なし

社長秘書・業務サポート 株式会社　エイチ・
ティー・ディー

神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎５－４－４

雇用・労災・
健康・厚生

200,690円～231,650円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は7時00分～20時00分
の間の8時間

保育士 社会福祉法人　鎌倉新し
い芽の会　大船ひまわり
保育園

神奈川県鎌倉市台１－２－２５

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
186,000円～324,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

准看護師 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

217,500円～288,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

（正）介護職／イリーゼ鎌倉 ＨＩＴＯＷＡケアサービ
ス株式会社　イリーゼ鎌
倉

神奈川県鎌倉市大船１９１４－１

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～280,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

訪問介護員 いまここケア株式会社 神奈川県鎌倉市笛田３－１３－１－
２１１

雇用・労災・
健康・厚生

196,000円～222,000円
介護職経験者優遇
生活記録の入力作業があります。

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

介護職員（ヒルズ桜栄鎌倉） 社会福祉法人　桜栄福祉
会　特別養護老人ホーム
ヒルズ桜栄鎌倉

神奈川県鎌倉市山崎７９３番地


