
4人 時給 制 他

(1)7時30分～16時30分 (105日)

不問

正社員以外 定年制

（従業員数 59人 ）

14080- 5280811 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1年単位） 日他

(1)8時00分～17時00分 (107日)

18歳～64歳

正社員 定年制

（従業員数 41人 ）

14080- 5293311 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- 5323011 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

(1)10時00分～19時00分 (115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 0人 ）

14080- 5216511 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 栄養士

(1)8時00分～17時00分 (124日) 調理師

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 18人 ）

14080- 5240211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他 調理師

(1)5時30分～14時30分 (110日)

59歳以下 (2)6時30分～15時30分

正社員 定年制

（従業員数 17人 ）

13010-36700011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他 一級建築士

(1)10時00分～19時00分 (120日) 二級建築士

不問 (2)8時30分～17時30分 ２級建築施工管理技士

正社員 定年制

（従業員数 2人 ）

14080- 5193811 就業場所 鎌倉市及び文京区 建築設計ソフト
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)9時30分～18時30分 (107日)

65歳以下 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制

（従業員数 6人 ）

14080- 5194211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1年単位） 日祝他

(1)8時30分～17時30分 (105日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 9人 ）

14080- 5203911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 土日祝他 看護師

(1)9時00分～18時00分 (120日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 16人 ）

13010-35945611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 交替制あり 他 防火管理者（甲種・乙種）

(105日) 食品衛生管理者

不問

正社員 定年制

（従業員数 22人 ）

13070-23326111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日他 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1)8時30分～17時30分 (110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 38人 ）

14080- 5086711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 日給 制 土日祝他

(1)8時00分～17時30分 (125日)

不問

正社員以外 定年制

（従業員数 0人 ）

14080- 5035711 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)6時15分～15時15分 (105日)

不問 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 定年制

（従業員数 58人 ）

14080- 5059911 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)6時15分～15時15分 (105日)

不問 (2)9時30分～18時30分

正社員以外 定年制

（従業員数 58人 ）

14080- 5060711 就業場所 神奈川県鎌倉市

給排水衛生設備の点検・清掃・工
事

株式会社　神中運輸 神奈川県鎌倉市大町４－１－３５

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

洋菓子製造員（大船工房） 株式会社　鎌倉ニュー
ジャーマン

神奈川県鎌倉市小町１－５－２

雇用・労災・
健康・厚生

174,874円～174,874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

208,000円～238,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし

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

健康・厚生・
その他

195,000円～310,000円
学童・教育経験者優遇します。

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

バイリンガル学童保育のスタッフ
／正社員

Ｎ・Ｋ・Ｓ株式会社　Ｅ
ＣＣ鎌倉アフタースクー
ル（ＧＡＫＵＤＯ）

神奈川県鎌倉市大船３丁目１３－８

雇用・労災・
健康・厚生

210,000円～220,000円
給食調理の経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

栄養士もしくは調理師 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・

財形
169,444円～240,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳 又は7時00分～16時00分

調理師／鎌倉市／特別養護老人
ホーム　かまくら愛の郷

一般社団法人　徳洲会 東京都千代田区九段南１丁目３－１
東京堂千代田ビルディング
１４階

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～250,000円
設計、施工管理経験

雇用期間の定めなし
なし 又は8時00分～20時00分

の間の8時間程度

１．ギャラリー運営　２．設計・
施工管理

株式会社　ユニーク工務
店・リレーションシップ

神奈川県鎌倉市扇ガ谷４丁目１２番
９号

雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～300,000円
実務経験３年以上

雇用期間の定めなし
あり　一律
66歳

経理 株式会社　丸七 神奈川県鎌倉市大船１丁目２３－１
１　松岡大船ビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～230,000円
事務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

一般事務 株式会社　重一商事 神奈川県鎌倉市手広１丁目７番４５
号

雇用・労災・
健康・厚生

287,700円～420,000円
病棟での臨床経験５年以上（２
～３年もご相談ください）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

看護師／鎌倉市 株式会社　ガイアメディ
ケア

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

272,600円～431,700円
サービス業経験１年以上あれば尚可
中華料理経験あれば尚可

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は10時30分～22時30
分の間の8時間

ホールスタッフ【店長候補】／鎌
倉市／紅虎餃子房　鎌倉

際コーポレーション株式
会社

東京都目黒区大橋２－２２－８　い
ちご池尻ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
247,500円～269,500円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

ケアマネジャー（正社員） 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

その他240,000円～360,000円

雇用期間の定めなし
なし

塗装工 ヒサアートステーション 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東３－５
－１４

雇用・労災・
健康・厚生

214,000円～280,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし

ホールスタッフ（ゴルフ場内） 朝日観光株式会社　鎌倉
カントリークラブ

神奈川県鎌倉市今泉５丁目１０２６

雇用・労災・
健康・厚生

214,000円～280,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし

ゴルフ場スタート係（ゴルフ場
内）

朝日観光株式会社　鎌倉
カントリークラブ

神奈川県鎌倉市今泉５丁目１０２６

◎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 ５月７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 ５月７日号

2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(105日)

不問

正社員以外 定年制

（従業員数 58人 ）

14080- 5061811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 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 (110日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 37人 ）

14080- 5070211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他 調理師

(1)5時00分～14時00分 (108日)

59歳以下 (2)6時00分～15時00分

正社員 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 10人 ）

14080- 5080411 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 診療放射線技師

(1)8時30分～17時00分 (107日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 560人 ）

14080- 5027711 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～17時00分 (74日)

18歳以上

正社員 定年制

（従業員数 4人 ）

14080- 4931511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 看護師

(1)8時30分～17時00分 (110日)

18歳～59歳 (2)16時30分～9時00分

正社員 定年制

（従業員数 105人 ）

14080- 4937111 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 保育士

(1)7時00分～15時30分 (109日)

59歳以下 (2)8時30分～17時00分

正社員 定年制 (3)10時30分～19時00分
（従業員数 31人 ）

14080- 4962711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)8時00分～17時00分 (107日)

18歳以上 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制

（従業員数 8人 ）

13010-34018811 就業場所 鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市

1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 保健師

(1)8時30分～17時30分 (108日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 4人 ）

14080- 4922211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1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 19人 ）

14150- 6775811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(110日)

20歳～59歳

正社員 定年制

（従業員数 21人 ）

13070-22139211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 他 社会福祉士・精神保健福祉士

(1)8時30分～17時30分 (107日) 介護福祉士・介護支援専門員

不問 社会福祉主事もしくは

正社員以外 定年制

（従業員数 18人 ）

14010-18343011 就業場所 神奈川県鎌倉市 介護等業務従事者
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)6時00分～14時00分 (105日)

18歳以上 (2)9時00分～18時00分

正社員以外 定年制 (3)16時00分～23時00分
（従業員数 6人 ）

14010-18429811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 日他

(1)7時00分～16時00分 (104日)

64歳以下

正社員 定年制

（従業員数 4人 ）

14010-18500211 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 (124日) 介護福祉士

18歳～59歳 (2)10時30分～19時30分

正社員 定年制 (3)16時00分～9時45分
（従業員数 100人 ）

14080- 4876211 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

215,000円～280,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし 又は5時00分～17時00分
の間の8時間程度

ゴルフ場のコース管理スタッフ 朝日観光株式会社　鎌倉
カントリークラブ

神奈川県鎌倉市今泉５丁目１０２６

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
247,500円～269,500円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

ケアマネジャー（正社員） 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

210,000円～330,000円
病院給食

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は5時00分～20時00分
の間の8時間以上

調理師／ふれあい鎌倉ホスピタル 株式会社メディカルフー
ズ

神奈川県茅ヶ崎市西久保５００番地
湘南東部総合病院内　管理棟１階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
215,000円～260,000円

診療放射線技師の経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

診療放射線技師 社会医療法人財団互恵会
大船中央病院

神奈川県鎌倉市大船６丁目２－２４

雇用・労災・
健康・厚生

199,600円～445,600円

雇用期間の定めなし
なし

造園作業員 有限会社　京家 神奈川県鎌倉市大船５－１０－１

雇用・労災・
健康・厚生

217,080円～304,992円
看護師実務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

看護師（正） 医療法人沖縄徳洲会　介
護老人保健施設　
リハビリケア　湘南かま
くら

神奈川県鎌倉市山崎１２０２－１

雇用・労災・
健康・厚生

209,980円～259,280円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は7時00分～19時00分
の間の7時間以上

保育士 社会福祉法人　ピヨピヨ
の会　ピヨピヨ保育園

神奈川県鎌倉市常盤６６６

雇用・労災・
健康・厚生

182,750円～215,000円

雇用期間の定めなし
なし 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度

警備員／藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎
市（横須賀線沿線）

株式会社　第一警備東京 東京都中央区日本橋小網町１－４
淳和ビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

255,000円～285,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

地域包括支援センターふれあいの
泉の保健師

社会福祉法人　麗寿会 神奈川県茅ヶ崎市南湖１丁目６－１
５

雇用・労災・
健康・厚生

360,000円～360,000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児童発達支
援管理責任者／トイロ大船

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
200,000円～300,000円

飲食業経験者優遇
未経験者可

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

店舗スタッフ／洋麺屋五右衛門
大船ルミネウイング店

日本レストランシステム
株式会社

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

雇用・労災・
健康・厚生

231,405円～252,225円
介護保険施設又は通所事業所に
おける常勤2年（360日）以上の雇用期間の定めあり（４ヶ月以

上）

なし

生活相談員（スマイルデイサービ
ス鎌倉門前：契約社員）

株式会社　スマイル　営
業本部

神奈川県横浜市西区北幸１－１１－
１５　横浜ＳＴビル６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

147,000円～147,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

なし

（契約）路線バスの運行補助員
（鎌倉）

京急サービス　株式会社 神奈川県横浜市西区高島１－２－８
京急グループ本社１５階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～230,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

施設内の清掃責任者 株式会社　サード 神奈川県横浜市中区太田町４－４７
コーワ太田町ビルディング４０１号

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
187,900円～259,000円

福祉施設経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

介護職 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　七里ガ浜ホーム

神奈川県鎌倉市腰越１－２－３６


