
2人 時給 制 週1日～週5日

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 8人 ）

14080-  741111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 その他 制 週1日～週5日 危険物取扱者（乙種）

(1)22時00分～9時00分 (他)

18歳以上

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 8人 ）

14080-  742711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日程度

(1)9時00分～18時00分 (木日祝他)

不問

 定年制 歯科医院の受付実務経験者優遇

雇用期間の定めなし (従業員数 7人 ）

14080-  715611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週3日～週5日 介護福祉士

(1)7時00分～16時00分 (他) ホームヘルパー２級

不問 (2)10時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

 定年制 (3)17時00分～10時00分 福祉施設での介護業務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 47人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  720411 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週3日～週5日 中型自動車免許

(他) 大型自動車免許

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 1,400人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  605211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日～週5日 保育士

(日祝他) 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

64歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 49人 ）

14080-  629111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週2日～週5日 保育士

(1)7時00分～10時30分 (日祝他)

不問 (2)15時30分～19時00分

 定年制 (3)8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 31人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  664211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週1日～週5日

(1)7時00分～16時00分 (他)

不問 (2)9時00分～18時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 88人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080-  557111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週2日～週6日

(他)

不問

 定年制 接客業の経験があれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 3人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  527411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度 歯科衛生士

(1)8時30分～13時00分 (木日祝他)

不問 (2)14時30分～18時30分

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 8人 ）

14080-  435911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 その他 制 変形（1ヶ月単位） 週1日～週3日 ホームヘルパー２級

(1)17時45分～9時30分 (他) 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 介護福祉士

 定年制 介護業務の実務経験

雇用期間の定めなし (従業員数 20人 ）

14080-  448511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度 保育士

(1)7時30分～11時30分 (土日祝他)

59歳以下 (2)15時45分～18時45分

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 18人 ）

14080-  451911 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週2日～週5日 保育士

(1)13時00分～18時00分 (他)

不問 (2)10時00分～17時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 25人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  454811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度

(1)8時30分～16時30分 (他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 163人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  300211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日～週5日

(1)8時30分～17時00分 (他)

不問 (2)7時00分～15時30分

 定年制 (3)12時00分～20時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 344人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-   49911 就業場所 神奈川県鎌倉市

実費支給（上限あり） 雇用・労災・
健康・厚生

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２－２－６
０1,015円～1,200円

洗濯員 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－
１1,040円～1,040円

通勤手当等　
なし

労災

実費支給（上限なし） 労災

シフト制
週勤務日数は曜日を
含め相談可通勤手当等　

なし

実費支給（上限あり） 雇用・労災・
健康・厚生

又は8時30分～18時30分
の間の4時間以上

労災

放課後等デイサービス保育士 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

1,162円～1,272円

保育補助業務 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
－３１1,400円～1,400円

応相談
年末年始（１２／２
９～１／３）通勤手当等　

あり　一
律　60歳

シフト制＊就業曜
日・日数・時間はご
相談ください。通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 又は10時00分～18時00
分の間の2時間以上

老人介護（夜勤専従／鎌倉） 株式会社　グリーンズ片
塩

神奈川県茅ヶ崎市柳島１５７５
－３５1,242円～1,376円

歯科衛生士 原歯科医院（原　宣道） 神奈川県鎌倉市大町１－１８－
１２1,700円～1,800円

年末年始・夏
季通勤手当等　

なし

シフト制
＊勤務曜日・日数は
ご相談ください。通勤手当等　

あり　一
律　65歳

実費支給（上限あり） 労災

実費支給（上限なし）

デリバリースタッフ ディーワークス株式会社 神奈川県鎌倉市関谷７７０

1,100円～1,500円

介護アシスタント（ヒルズ桜栄鎌
倉）

社会福祉法人　桜栄福祉
会

神奈川県鎌倉市山崎７９３番地

1,020円～1,020円
シフト制/希望休・
出勤日シフト調整

通勤手当等　
なし

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 又は8時00分～22時00分

の間の6時間以上
労災

実費支給（上限あり） 又は7時00分～18時00分
の間の4時間以上

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

実費支給（上限なし） 又は7時00分～20時00分
の間の3時間以上

労災

労災

運転手（マイクロバス）・車椅子
送迎車運転手

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－
１1,080円～1,080円

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

1,200円～1,200円

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
－４９1,050円～1,300円

シフト制
年末年始通勤手当等　

あり　一
律　65歳

年末年始・Ｇ
Ｗ

雇用・労災・
健康・厚生

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は7時00分～20時30分

の間の7時間程度
雇用・労災

介護員／鎌倉清和由比 社会福祉法人　清和会 神奈川県鎌倉市植木１８

1,150円～1,450円

歯科医院の受付 医療法人　ユピテル　ミ
キプラザ歯科医院

神奈川県鎌倉市梶原４－１－６
助川ビル２０３1,100円～1,200円

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災

実費支給（上限あり）

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 労災

なし 実費支給（上限なし） 又は8時00分～22時00分
の間の4時間以上

労災

セルフスタンドスタッフ（夜勤） Ｇｏｏｄ　ｍｏｒｎｉｎ
ｇ　株式会社

神奈川県鎌倉市大船１１６８

1,075円～1,075円

週労働日数
(休日等)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

各種石油製品の販売 Ｇｏｏｄ　ｍｏｒｎｉｎ
ｇ　株式会社

神奈川県鎌倉市大船１１６８

1,012円～1,500円
シフト制

通勤手当等　

職　種
契約期間有無　等

採用人数
募集年齢
定年制等

賃金形態
賃金額(時給・時給換算)

求人者名 ・ 求人番号 所在地 ・ 就業場所 就業時間

シフト制

◎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 １月１５日号



週労働日数
(休日等)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

職　種
契約期間有無　等

採用人数
募集年齢
定年制等

賃金形態
賃金額(時給・時給換算)

求人者名 ・ 求人番号 所在地 ・ 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 １月１５日号

2人 時給 制 週2日～週5日

(1)8時45分～13時00分 (日祝他)

不問 (2)13時45分～18時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 17人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-   93811 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日～週5日

(1)7時45分～9時00分 (日祝他)

不問 (2)11時45分～13時00分

 定年制 (3)13時00分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 17人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-   96411 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上 ホームヘルパー２級

(1)7時00分～15時30分 (他) 介護職員初任者研修修了者

不問 (2)9時30分～18時00分

 定年制 (3)17時45分～9時45分

雇用期間の定めなし (従業員数 17人 ）

14080-  100011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日以上 看護師

(1)8時30分～17時00分 (他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 322人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  220211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日

(1)8時30分～17時00分 (土日祝他)

不問

 定年制 医療事務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 322人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  229811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日程度

(1)9時00分～16時00分 (他)

不問 (2)10時00分～16時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 100人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  237811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週1日以上 介護職員初任者研修修了者

(1)7時30分～9時30分 (他) 介護職員実務者研修修了者

不問 (2)17時30分～19時30分 介護福祉士

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 88人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080-15187501 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週4日～週5日 司法書士

(日祝他) その他の法務関係資格

不問 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

 定年制 司法書士事務所、法律事務所の経験１年以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 3人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080-15150801 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度

(1)8時30分～12時00分 (月日祝他)

不問 (2)8時30分～17時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 1人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-15157101 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週1日～週5日 ホームヘルパー２級

(1)7時00分～15時00分 (他) 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (2)9時00分～17時00分 介護福祉士

 定年制 (3)10時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (従業員数 25人 ）

14080-15174101 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週2日～週5日 看護師

(1)8時30分～17時00分 (他)

64歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 140人 ）

14080-15177801 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度 日商簿記３級

(1)9時00分～13時00分 (日祝他)

不問

 定年制 一般事務としての十分な経験を望む。

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 27人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080-15126801 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週5日 調理師

(1)9時00分～15時00分 (日祝他)

不問

 定年制 中～大規模調理室での経験を望む。

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 27人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080-15127201 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週5日

(土日祝他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 41人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-15108101 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日以上 精神保健福祉士

(日祝他) 社会福祉士

不問

 定年制 相談支援業務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 8人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-15044401 就業場所 神奈川県鎌倉市

実費支給（上限あり） 又は8時00分～17時00分
の間の5時間程度

労災 福祉施設での送迎業務経験また
は配達業務経験

雇用・労災

相談支援員 特定非営利活動法人　地
域生活サポートまいんど

神奈川県鎌倉市由比ガ浜２－２
－４０　ＫＦビル４階1,100円～1,300円

送迎ドライバー・庶務業務 社会福祉法人　ほしづき
の里

神奈川県鎌倉市鎌倉山２丁目８
－３４1,150円～1,200円

通勤手当等　
なし

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は8時45分～17時30分

の間の4時間以上
労災

ＭＳ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（７以降）、ＭＳ　Ｏ
ｆｆｉｃｅ（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐｏｗ
ｅｒｐｏｉｎｔ必須、Ａｃｃｅｓｓ、Ｐｕｂ
ｌｉｓｈｅｒ尚可）調理員 社会福祉法人誠志の谷戸

北鎌倉保育園　さとの森
神奈川県鎌倉市山ノ内３８８

1,015円～1,100円

一般事務 社会福祉法人誠志の谷戸
北鎌倉保育園　さとの森

神奈川県鎌倉市山ノ内３８８

1,015円～1,100円
＊１２月２９日～１月
３日休日＊祝日のある
週の土曜日出勤通勤手当等　

なし

１２月２９日～１月３
日休日
＊シフト制通勤手当等　

なし 実費支給（上限なし） 又は8時00分～15時00分
の間の6時間程度

労災

実費支給（上限なし） 又は8時00分～18時00分
の間の4時間程度

実費支給（上限なし） 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり） 労災

正看護師 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－
２２1,700円～1,800円

通勤手当等　
あり　一
律　65歳

労災

訪問介護士（あっとほーむ鎌倉
山）

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－
２２1,015円～1,100円

ワード・エクセル等の基本操作／タッチタイ
ピング

マンション管理員 株式会社　大京アステー
ジ　湘南支店

神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－
１７
藤沢朝日生命信和実業ビル６階

1,020円～1,020円
奇数月の第１木曜日は指
定休／夏季休暇２日・年
末年始休暇３日通勤手当等　

なし

シフト制

通勤手当等　
あり　一
律　65歳

実費支給（上限あり） 又は7時00分～21時00分
の間の1時間以上

労災

司法書士事務所、行政書士事務所
の事務

かもめ総合司法書士事務
所

神奈川県鎌倉市由比ガ浜２－９
－６２　フォーラムビル２階1,100円～1,400円

食事介助介護職員（ヒルズ桜栄鎌
倉）

社会福祉法人　桜栄福祉
会

神奈川県鎌倉市山崎７９３番地

1,330円～1,510円
希望休・出勤日でシ
フト調整

通勤手当等　
なし

年末年始・Ｇ
Ｗ・夏季通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

労災

実費支給（上限あり）

雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり） 雇用・労災

事務職（ふれあいの泉） 社会福祉法人　麗寿会 神奈川県茅ヶ崎市南湖１丁目６
－１５1,060円～1,060円

シフト制

通勤手当等　
なし

医事課事務員 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

1,100円～1,400円

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

1,700円～2,000円
※シフト表に
よる変則勤務通勤手当等　

なし

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災・

健康・厚生

実費支給（上限あり）

実費支給（上限あり） 労災

介護職員（ナーシングローズヴィ
ラ鎌倉）

有限会社　湘南ふれあい
の園

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２－２
－３1,200円～1,300円

曜日は応相談

通勤手当等　
なし

＊休日：土曜午後・日
曜・祝日、年末年始＊勤
務の曜日・日数は応相談通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 労災

ドライバー（デイサービス送迎／
ポーラスター鎌倉）

ポーラスター　株式会社 神奈川県藤沢市辻堂太平台１－
１７－２３1,100円～1,300円

＊休日：土曜午後・
日曜・祝日・年末年
始
＊曜日・時間応相談

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 又は7時45分～18時00分

の間の8時間程度
労災

ケアスタッフ（ポーラスター鎌
倉）

ポーラスター　株式会社 神奈川県藤沢市辻堂太平台１－
１７－２３1,100円～1,300円


