
1人 月給 制 土日祝他 理学療法士  作業療法士

(1)9時00分～18時00分 (125日) 医療機関での経験５年以上

不問 終末期医療の経験３年以上

正社員 定年制

（従業員数 16人 ）

13010-33390511 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 土日他 中型自動車免許

(1)8時30分～17時30分 (115日) フォークリフト運転技能者

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 24人 ）

14080- 4807711 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

(1)8時30分～17時30分 (112日) 准看護師

18歳～64歳 (2)16時30分～9時30分

正社員 定年制

（従業員数 86人 ）

14080- 4713811 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30分 (112日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 86人 ）

14080- 4714211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他

(1)8時30分～17時00分 (114日) エクセル、ワード（必須）

59歳以下 パワーポイントできれば尚可

正社員 定年制

（従業員数 344人 ）

14080- 4717011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他 介護福祉士

(1)8時30分～17時30分 (116日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 32人 ）

14010-17796311 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 (116日)

59歳以下 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)9時30分～18時30分
（従業員数 32人 ）

14010-17800311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 日他

(1)8時00分～17時00分 (116日)

59歳以下 (2)8時30分～17時30分

正社員 定年制 (3)9時00分～18時00分
（従業員数 32人 ）

14010-17804711 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 月給 制 土日祝他

(1)8時45分～17時30分 (121日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 111人 ）

14080- 4591911 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 月給 制 土日祝他

(1)8時45分～17時30分 (121日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 111人 ）

14080- 4592111 就業場所 神奈川県鎌倉市 各種基板設計経験（年数不問）

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 (110日) 介護福祉士

59歳以下 (2)7時30分～16時00分

正社員 定年制 (3)10時30分～19時00分
（従業員数 1,400人 ）

14080- 4594811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他 ホームヘルパー２級

(1)8時30分～17時30分 (110日) 介護職員初任者研修修了者

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 37人 ）

14080- 4504511 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 (110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 37人 ）

14080- 4507311 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 日給 制 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- 4444311 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- 4449811 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

230,000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

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・
健康・厚生・

財形
223,000円～233,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

訪問入浴介護職員（ケアスタッ
フ）

セントケア神奈川　株式
会社　セントケア鎌倉

神奈川県鎌倉市大町１－１０－２１
カマクラガーデンハウス１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
191,000円～244,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

訪問介護員（ホームヘルパー） セントケア神奈川　株式
会社　セントケア鎌倉

神奈川県鎌倉市大町１－１０－２１
カマクラガーデンハウス１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

163,450円～196,600円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

看護助手 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・

財形
231,000円～350,000円

ＡＳＩＣ・ＦＰＧＡの論理回路
設計及び検証の実務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

ハードウェア設計 株式会社ＯＡ研究所 神奈川県鎌倉市台２丁目１５番地４
１号

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
231,000円～350,000円

＊仕事の内容欄参照

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

ソフトウェア設計 株式会社ＯＡ研究所 神奈川県鎌倉市台２丁目１５番地４
１号

雇用・労災・
健康・厚生

191,125円～239,125円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

ケアクルー（訪問入浴オペレー
ター）／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

186,125円～234,125円
介護経験あれば尚可

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は8時30分～18時30分
の間の8時間以上

ケアクルー（訪問入浴）／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

234,125円～282,125円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

サービス提供責任者／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

160,000円～320,000円
営業経験、調整業務経験者歓迎

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

総務 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

看護職員 医療法人社団　幸寿会
介護老人保健施設　鎌倉
幸寿苑

神奈川県鎌倉市関谷９１８番地

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～225,000円
未経験者可
相談業務・営業職経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

入所相談員兼介護支援専門員 医療法人社団　幸寿会
介護老人保健施設　鎌倉
幸寿苑

神奈川県鎌倉市関谷９１８番地

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

呼吸循環器系疾患への評価指標の使用
経験が２０症例以上

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

雇用・労災・
健康・厚生

245,000円～255,000円
看護実務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

作業員 株式会社テクノ・トラン
ス

神奈川県鎌倉市手広６丁目２番５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

理学療法士、作業療法士（訪問看
護ステーション）／鎌倉市

株式会社　ガイア 東京都中央区日本橋本町４丁目１１
－５
住友不動産日本橋本町ビル８階

雇用・労災・
健康・厚生

350,000円～400,000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

170,000円～250,000円

◎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１６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１６日号

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30分 (120日) 介護支援専門員（ケアマネージャー）

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 4人 ）

14080- 4450411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 水他

(1)8時00分～17時00分 (105日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 6人 ）

14080- 4452311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護職員初任者研修修了者

(1)16時30分～9時30分 (111日) 介護職員実務者研修修了者

18歳～59歳 介護福祉士

正社員 定年制

（従業員数 88人 ）

14080- 4487911 就業場所 神奈川県鎌倉市 Ｗｏｒｄなどで文字が打てる方歓迎。

1人 月給 制 他 調理師
(114日) 栄養士

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 3人 ）

13040-31344111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他 調理師

(114日) 栄養士

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 3人 ）

13040-31358011 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 日他

(1)8時30分～17時30分 (110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 38人 ）

14080- 4393811 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 日他

(1)8時30分～17時30分 (110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 38人 ）

14080- 4395511 就業場所 神奈川県鎌倉市
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 (110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- 4397011 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～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- 4409411 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- 4416511 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30分 (107日)

18歳～59歳 (2)16時00分～10時00分

正社員 定年制

（従業員数 14人 ）

13040-30352711 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 (113日)

18歳～64歳 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 38人 ）

13080-20145011 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 (113日)

18歳～64歳 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 42人 ）

13080-20413111 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 (113日)

18歳～64歳 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 26人 ）

13080-20416211 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 26人 ）

14080- 4277111 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

175,000円～200,000円
運輸、ホテル、デパート等接客
業経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は9時00分～20時00分
の間の8時間

接客サービス 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
212,000円～262,500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時間程度

安定のベネッセグループ／未経験
ＯＫ介護スタッフ／鎌倉駅

株式会社　ベネッセスタ
イルケア　キャリア人財
部

東京都新宿区西新宿２－３－１　新
宿モノリス５階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
212,000円～262,500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時間程度

安定のベネッセグループ／未経験
ＯＫ介護スタッフ／湘南深沢

株式会社　ベネッセスタ
イルケア　キャリア人財
部

東京都新宿区西新宿２－３－１　新
宿モノリス５階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
212,000円～262,500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時間程度

安定のベネッセグループ／未経験
ＯＫ介護スタッフ／大船駅

株式会社　ベネッセスタ
イルケア　キャリア人財
部

東京都新宿区西新宿２－３－１　新
宿モノリス５階

雇用・労災・
健康・厚生

275,500円～290,820円
ケアマネのご経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

【ミモザ白寿庵鎌倉】小規模多機
能／ケアマネ／正社員

ミモザ株式会社 東京都品川区南品川２－２－５　３
階

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

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・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

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
223,000円～233,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護職（訪問入浴ケアスタッフ） 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

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
232,000円～242,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護職（訪問入浴オペレーター） 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

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～280,000円
給食経験２年以上

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

又は5時00分～20時00分
の間の8時間程度

有料老人ホーム調理チーフ／鎌倉
市

ＨＩＴＯＷＡフードサー
ビス株式会社

東京都港区六本木１丁目４番５号
アークヒルズサウスタワー１８階

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～240,000円
何らかの飲食店での調理経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

又は5時00分～20時00分
の間の8時間程度

有料老人ホーム調理スタッフ／鎌
倉市

ＨＩＴＯＷＡフードサー
ビス株式会社

東京都港区六本木１丁目４番５号
アークヒルズサウスタワー１８階

雇用・労災・
健康・厚生

276,000円～305,000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

夜勤専門介護職員（正社員　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

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～300,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

家具配送トラック業務 株式会社　ファンタス 神奈川県鎌倉市大船４－１７－１８

雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～260,400円
居宅介護支援事業所又は地域包
括支援センターでの就労経験

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（社会
福祉士）／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


