
1人 月給 制 変形（1年単位） 他 幼稚園教諭免許
(1)8時10分～17時00分 (118日) （専修・１種・２種）

40歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 19人 ）
14080-14900301 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)9時00分～18時00分 (107日)

18歳～59歳 (2)18時00分～9時00分
正社員 定年制

  (従業員数 6人 ）
14080-14908501 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)9時00分～18時00分 (107日)

18歳～59歳 (2)18時00分～9時00分
正社員 定年制

  (従業員数 9人 ）
14080-14916501 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 (107日)

18歳～59歳 (2)18時00分～9時00分
正社員 定年制

  (従業員数 16人 ）
14080-14926301 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)8時45分～17時15分 (128日)

18歳～59歳 (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 163人 ）
14080-14932501 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 保育士
(1)8時45分～17時15分 (128日)

18歳～59歳 (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 163人 ）
14080-14938401 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護福祉士
(1)8時45分～17時15分 (128日)

18歳～59歳 (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 163人 ）
14080-14939701 就業場所 神奈川県鎌倉市

5人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 看護師
(1)8時45分～17時15分 (128日)

18歳～59歳 (2)10時00分～18時30分
正社員 定年制 (3)17時00分～9時00分

  (従業員数 163人 ）
14080-14940501 就業場所 神奈川県鎌倉市

2人 月給 制 土日祝他 幼稚園教諭免許
(1)7時30分～16時30分 (153日) （専修・１種・２種）

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 6人 ）
14080-14889901 就業場所 神奈川県鎌倉市

5人 月給 制 変形（1年単位） 水他 宅地建物取引士
(1)10時00分～19時00分 (105日) （旧：宅地建物取引主任者）

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 89人 ）
14080-14836301 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 月給 制 変形（1年単位） 水他
(1)9時00分～18時00分 (105日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 89人 ）
14080-14837601 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 日給 制 日他 準中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分 (81日)

18歳～59歳 (2)21時00分～5時00分
正社員 定年制

  (従業員数 30人 ）
14080-14838901 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)9時00分～18時00分 (108日) （ケアマネージャー）

64歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 16人 ）
14080-14841201 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)9時00分～18時00分 (108日) 准看護師

64歳以下 (2)9時00分～17時00分
正社員 定年制

  (従業員数 16人 ）
14080-14843001 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 16人 ）
14080-14844301 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00分 (114日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 344人 ）
14080-14731601 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 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 (124日)
59歳以下

正社員 定年制

  (従業員数 100人 ）
14080-14757601 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)7時00分～16時00分 (124日)

59歳以下 (2)8時30分～17時30分
正社員 定年制 (3)10時00分～19時00分

  (従業員数 15人 ）
14080-14759101 就業場所 神奈川県鎌倉市

施設長候補（デイサービス）／材
木座

アンダンテ株式会社　い
こい家　材木座

神奈川県鎌倉市雪ノ下６３６－１０　立花
大倉ビル

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

幼稚園教諭 学校法人　片岡学園　片
岡幼稚園

神奈川県鎌倉市手広一丁目１１番３２号

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～228,000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

384,000円～384,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

雇用・労災・健
康・厚生

384,000円～384,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

施設長候補（デイサービス）／今
泉

アンダンテ株式会社
いこい家　今泉

神奈川県鎌倉市岩瀬１－１７－５
アイパレス大船　１階

雇用・労災・健
康・厚生

384,000円～384,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

施設長候補（デイサービス）／い
こい家北鎌倉

アンダンテ　株式会社
いこい家　北鎌倉

神奈川県鎌倉市小袋谷２－１７－２　第２
サニーハイツヒライ１０２

雇用・労災・健
康・厚生

177,200円～284,800円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

児童指導員 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　鎌倉療育医療セン
ター小さき花の園

神奈川県鎌倉市腰越１丁目２－１

雇用・労災・健
康・厚生

177,200円～284,800円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

保育士 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　鎌倉療育医療セン
ター小さき花の園

神奈川県鎌倉市腰越１丁目２－１

雇用・労災・健
康・厚生

177,200円～284,800円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

介護福祉士 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　鎌倉療育医療セン
ター小さき花の園

神奈川県鎌倉市腰越１丁目２－１

雇用・労災・健
康・厚生

254,700円～355,400円
病院、介護施設等の勤務経験（年数
不問）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

看護師 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　鎌倉療育医療セン
ター小さき花の園

神奈川県鎌倉市腰越１丁目２－１

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～300,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

幼稚園教諭 学校法人　聖ミカエル学
院幼稚園

神奈川県鎌倉市常盤４４５

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～350,000円
不動産営業経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

不動産コンサルティング業務・不
動産売買営業

株式会社　シー・エフ・
ネッツ

神奈川県鎌倉市大船２丁目１９－３５　ＣＦ
ネッツ鎌倉ビル

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～350,000円
ＳＥ経験者優遇

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

社内ＳＥ（ＩＴ戦略を支える重要
な業務）

株式会社　シー・エフ・
ネッツ

神奈川県鎌倉市大船２丁目１９－３５　ＣＦ
ネッツ鎌倉ビル

雇用・労災・健
康・厚生

236,000円～472,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

土木作業員 山内建設　株式会社 神奈川県鎌倉市上町屋７９４－１

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～270,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護支援専門員 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１１

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～300,000円
臨床経験（１年以上）

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

看護師・准看護師 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１１

雇用・労災・健
康・厚生

223,000円～253,000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１１

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～320,000円
人事経験者歓迎

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

人事 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

185,100円～234,000円
施設、または在宅のプラン作成等の
経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

介護支援専門員（入所） 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

雇用・労災・健
康・厚生

193,000円～240,000円
保育業務経験者

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8時間

保育士 社会福祉法人　鎌倉静養
館　鎌倉おなり保育園

神奈川県鎌倉市御成町２－５

◎ 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 １２月１８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 １２月１８日号

1人 月給 制 水日祝他
(1)8時30分～17時00分 (137日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 9人 ）
14080-14691001 就業場所 神奈川県鎌倉市

2人 日給 制 変形（1ヶ月単位） 他
(1)7時00分～16時00分 (105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 23人 ）
14080-14693601 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 月給 制 日他 中型自動車免許
(1)7時30分～17時00分 (105日)

35歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 7人 ）
14080-14394201 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
(1)8時30分～17時30分 (124日)

45歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 8人 ）
14080-14414501 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 月給 制 土日祝他
(1)9時00分～17時30分 (120日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 12人 ）
14080-14469901 就業場所 神奈川県鎌倉市 ワード・エクセル基本操作

1人 月給 制 変形（1年単位） 火他
(1)9時30分～19時00分 (112日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 14人 ）
14140-12817001 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 月給 制 変形（1年単位） 火他
(1)9時30分～19時00分 (112日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 14人 ）
14140-12781401 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 月給 制 変形（1年単位） 火他 三級自動車整備士
(1)9時30分～19時00分 (112日)

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 14人 ）
14140-12794001 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～16時00分 (110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 82人 ）
14010-55828101 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)7時00分～16時00分 (110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 82人 ）
14010-55829401 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～16時00分 (110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 87人 ）
14010-55831501 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 水他 二級ガソリン自動車整備士
(1)9時45分～18時25分 (110日) 二級ジーゼル自動車整備士

59歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 14人 ）
14010-55455101 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 月給 制 他 栄養士
(1)5時00分～14時00分 (105日) 管理栄養士

59歳以下 (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 0人 ）
14010-54766601 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 月給 制 交替制あり 日祝他 その他の福祉・介護関係資格
(125日) 児童発達支援管理責任者講習受講済者

65歳以下 実務経験が５年以上
正社員 定年制

  (従業員数 10人 ）
14010-54842201 就業場所 神奈川県鎌倉市 児童関係の経験が３年以上ある方

1人 月給 制 交替制あり 他 調理師
(1)5時00分～14時00分 (105日)

59歳以下 (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 13人 ）
14010-54851501 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 (105日)

59歳以下 (2)9時00分～18時00分
正社員 定年制

  (従業員数 0人 ）
14010-54916001 就業場所 神奈川県鎌倉市 不問

1人 月給 制 交替制あり 他 栄養士
(1)5時00分～14時00分 (105日) 管理栄養士

59歳以下 (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 0人 ）
14010-54917301 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45分～17時45分 (115日)

44歳以下
正社員 定年制

  (従業員数 6人 ）
14010-54451701 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～225,000円
建設業経理事務経験（年数不問）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

経理総務事務員 芙蓉建設工業株式会社 神奈川県鎌倉市大船五丁目２番４号

雇用・労災・健
康・厚生

185,056円～185,056円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護職員（ヘルパー） 有限会社　アートプロ
ジェクト　グループホー
ム　鎌倉常盤の家

神奈川県鎌倉市常盤６１５－３

雇用・労災・健
康・厚生

258,750円～431,250円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

造園土木 株式会社　源苑 神奈川県鎌倉市十二所１９１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,000円～290,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

ルートサービス・営業職 ナショナルベンディング
株式会社　
湘南第二営業所

神奈川県鎌倉市植木５３１－２

雇用・労災・健
康・厚生

222,000円～343,000円
Ｃ言語での業務経験３年以上

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

システムエンジニア・プログラマ 株式会社　アートウェア 神奈川県鎌倉市大船１－２６－２７　ニッ
セイ大船ビル

雇用・労災・健
康・厚生・財形

224,727円～362,841円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

営業スタッフ（鎌倉西店） ホンダカーズ神奈川中
株式会社

神奈川県川崎市中原区木月３－３２－１１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

184,000円～260,469円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

ショールームスタッフ（鎌倉西
店）

ホンダカーズ神奈川中
株式会社

神奈川県川崎市中原区木月３－３２－１１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～486,408円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

サービススタッフ（鎌倉西店）自
動車整備士

ホンダカーズ神奈川中
株式会社

神奈川県川崎市中原区木月３－３２－１１

雇用・労災・健
康・厚生

172,700円～196,300円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護スタッフ（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

211,300円～211,300円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護スタッフ（介護福祉士）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

172,700円～196,300円

雇用期間の定めなし
あり　一律
65歳

介護スタッフ（正社員）／ラ
ヴィーレ北鎌倉

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・財形

181,000円～315,000円
実務経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

自動車整備 株式会社　スズキ自販神
奈川

神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１６９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

194,000円～284,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

栄養士（鎌倉市　湘南記念病院
内）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
２番１号
ランドマークタワー２７階

雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～285,000円
（上記免許未取得者は１０年以上）
あり、なおかつ障害児者または

雇用期間の定めなし
あり　一律
66歳

又は9時00分～19時00分の
間の8時間

児童発達支援管理責任者【鎌倉あ
けぼの園】

特定非営利活動法人　育
援会

神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町６－３

西方ビル新館４１号室

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～255,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

調理師（鎌倉市　鎌倉リハビリ
テーション聖テレジア病院）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
２番１号
ランドマークタワー２７階

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～255,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

調理師（鎌倉市　メンタルホスピ
タルかまくら山厨房内）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
２番１号
ランドマークタワー２７階

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～255,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

栄養士（鎌倉市　メンタルホスピ
タルかまくら山）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
２番１号
ランドマークタワー２７階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

184,700円～274,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

営業職（業務用冷熱機器販売）大
船営業所

大和冷機工業株式会社
神奈川営業部

神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１３
－８　三井生命ビル７Ｆ


