
2人 時給 制 週1日～週3日

(1)8時30分～17時30分 (日他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ）

14080- 1769111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週3日

(1)7時15分～11時15分 (土日祝他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 17人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1771511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週4日

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 10人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1775611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週2日～週5日 ホームヘルパー２級

(1)8時15分～17時00分 (他) 介護職員初任者研修修了者

不問 (2)8時30分～17時15分

 定年制 (3)9時45分～18時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 6人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1784911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週3日

(1)9時30分～12時00分 (木祝他)

不問 (2)13時30分～19時30分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ）

14080- 1695611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 日給 制 週3日～週6日 原動機付自転車免許

(1)0時30分～3時30分 (他)

18歳以上 (2)14時00分～15時30分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 31人 ）

14080- 1750111 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 時給 制 週2日～週5日 日商簿記３級

(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 14人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 1752811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週5日 薬剤師

(1)9時00分～18時00分 (日祝他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

14080- 1575711 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 時給 制 週1日～週3日

(1)9時00分～13時00分 (土日祝他)

不問 (2)14時00分～18時00分

 定年制 (3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ）

14080- 1626411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日～週5日 言語聴覚士

(1)9時00分～13時00分 (土日祝他)

不問 (2)14時00分～18時00分

 定年制 (3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

14080- 1629611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日～週5日 臨床心理士

(1)9時00分～13時00分 (土日祝他) 公認心理師

不問 (2)14時00分～18時00分

 定年制 (3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

14080- 1633411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日～週5日 保育士

(1)9時00分～13時00分 (土日祝他) 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (2)14時00分～18時00分

 定年制 (3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ）

14080- 1636611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度

(1)6時30分～15時00分 (他)

不問 (2)6時30分～10時30分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

14080- 1643311 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日～週3日 保育士

(1)7時00分～11時00分 (土日祝他)

59歳以下 (2)7時30分～9時30分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ）

14080- 1648811 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日程度

(1)9時15分～16時30分 (土日祝他)

不問 (2)8時30分～15時45分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 48人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1249411 就業場所 神奈川県鎌倉市

清掃業務 三菱電機ライフサービス
株式会社　湘南支社

神奈川県鎌倉市山崎３６５番９
ＭＤＬ湘南ビル


1,020円～1,020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

パート介護職員（デイのおうち森
のくまさん）

株式会社　オーレ 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎５－３
０－９1,030円～1,050円

シフト制
年末年始（１２／２
９～１／３）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
年末年始・ＧＷ・夏
季通勤手当等　

なし 実費支給（上限なし） 労災

なし 実費支給（上限あり） 労災

サービス付き高齢者向け住宅　ケ
アワーカー

三菱電機ライフサービス
株式会社　湘南支社

神奈川県鎌倉市山崎３６５番９
ＭＤＬ湘南ビル


1,020円～1,020円

公園管理のスタッフ業務 三菱電機ライフサービス
株式会社　湘南支社

神奈川県鎌倉市山崎３６５番９
ＭＤＬ湘南ビル


1,020円～1,020円
シフトによる

通勤手当等　
なし

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 労災

実費支給（上限なし） 又は7時00分～19時30分
の間の6時間程度

労災

新聞の配達業務 レッドゾーン有限会社 神奈川県鎌倉市大船４－２１－
２０
アーバンハイツ大船１０１

1,366円～1,511円

歯科助手 ドクタービーバー小児歯
科・矯正歯科

神奈川県鎌倉市御成町１４－１
御成ビル２０２1,200円～1,200円

診療カレンダーによ
る
年末年始・夏季／学
会等による長期休み

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
なし なし 労災

実費支給（上限なし） 又は15時00分～19時30
分の間の3時間程度

労災

パソコン操作のできる方（簡単な入
力）

薬剤師（陽だまり薬局　鎌倉店） 有限会社メディケア 神奈川県茅ヶ崎市西久保３９４
－１2,000円～2,300円

会計補助スタッフ（育児・家事配
慮型）

税理士法人　千代田経営
会計事務所　神奈川事務
所

神奈川県鎌倉市大船１丁目１２
－１０　
湘南第５ビル　３階

1,100円～1,100円
年末年始（７日）

通勤手当等　
なし

シフト制
年末年始

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の3時間以上

労災

実費支給（上限あり） 又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

労災

言語聴覚士《急募》 株式会社　鎌倉こどもリ
テラシー

神奈川県鎌倉市岡本二丁目２番
１８号　川島ビル１階1,200円～1,500円

指導員《急募》 株式会社　鎌倉こどもリ
テラシー

神奈川県鎌倉市岡本二丁目２番
１８号　川島ビル１階1,200円～1,500円

年末年始

通勤手当等　
なし

シフト制
年末年始

通勤手当等　
なし なし 労災

なし 労災

保育士《急募》 株式会社　鎌倉こどもリ
テラシー

神奈川県鎌倉市岡本二丁目２番
１８号　川島ビル１階1,200円～1,500円

心理士《急募》 株式会社　鎌倉こどもリ
テラシー

神奈川県鎌倉市岡本二丁目２番
１８号　川島ビル１階1,200円～1,500円

シフト制

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
なし なし 労災

なし 労災

保育士（補助） 社会福祉法人鎌倉たんぽ
ぽ会　たんぽぽ共同保育
園

神奈川県鎌倉市手広２－１８－
２７1,060円～1,150円

清掃作業 株式会社　メディカル・
ヘルスクラブ

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目
２番３号1,020円～1,070円

シフト制

通勤手当等　
なし

年末年始・夏季

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限なし） 労災

実費支給（上限あり） 雇用・労災

生活支援員（知的障害者の生活支
援）

社会福祉法人ラファエル
会　鎌倉薫風

神奈川県鎌倉市関谷１３５１

1,152円～1,152円
勤務カレンダーによ
る／週勤務日数は３
日程度
年末年始

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

◎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 ２月５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 ２月５日号

1人 時給 制 週3日～週5日 中型自動車免許

(1)8時15分～10時00分 (土日祝他)

不問 (2)14時45分～16時30分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 48人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1251911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週5日

(1)9時00分～16時00分 (土日祝他)

不問 (2)10時00分～15時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 26人 ）

14080- 1308811 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)

不問 (2)7時30分～12時30分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 34人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1498511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週3日～週5日

(1)8時00分～12時00分 (日祝他)

不問 (2)8時00分～15時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 98人 ）

14080- 1516911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週5日

(1)8時30分～13時00分 (木日祝他)

不問 (2)15時00分～18時00分

 定年制 (3)8時30分～14時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

14080- 1214211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週5日 あん摩マッサージ指圧師

(日他) 原動機付自転車免許

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ）

14080- 1215511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日程度

(1)8時30分～13時30分 (土日祝他)

不問 (2)13時30分～19時00分

 定年制 ＰＣ基本操作

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 8人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 1117811 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週1日～週5日 介護職員初任者研修修了者

(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 介護福祉士

 定年制 (3)16時45分～9時45分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 64人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1125811 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 看護師

(1)8時30分～17時00分 (他) 准看護師

18歳以上 (2)10時30分～19時00分

 定年制 (3)16時30分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 96人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1070511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週3日～週5日

(1)8時00分～17時00分 (日他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 105人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 1051111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 日給 制 週3日～週5日

(1)8時00分～17時00分 (他)

18歳以上 (2)6時00分～15時00分

 定年制 (3)14時00分～23時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 0人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  908311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 週5日程度 大型自動車免許

(1)7時45分～9時45分 (土日祝他)

不問 (2)13時45分～15時45分

 定年制 (3)11時15分～13時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 17人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-  910811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週5日 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(1)14時00分～17時00分 (土日祝他) 保育士

59歳以下 (2)12時00分～15時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

14080-  866511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度

(1)9時00分～18時00分 (火水土日祝
他)不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 1人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080-  786511 就業場所 神奈川県鎌倉市

送迎運転手 社会福祉法人ラファエル
会　鎌倉薫風

神奈川県鎌倉市関谷１３５１

1,222円～1,372円
勤務カレンダーによ
る
年末年始・ＧＷ通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 労災

簡単なＰＣ操作

保育士　≪急募≫ 社会福祉法人　カリタス
の園　聖アンナの園

神奈川県鎌倉市大船４丁目１－
１９1,050円～1,100円

作業指導員 特定非営利活動法人　Ｂ
ｅーＯｎｅｓｅｌｆ

神奈川県鎌倉市御成町３ー１０
鎌万ビル４階1,012円～1,300円

年末年始・ＧＷ・夏
季休暇

通勤手当等　
なし

年に数回、園内研修
や園行事（運動会）
等で土曜日出勤する
場合があります。／

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 雇用・労災

実費支給（上限あり） 労災

歯科助手 氏家歯科医院 神奈川県鎌倉市西鎌倉４－３－
２９1,012円～1,100円

清掃員 医療法人財団　額田記念
会

神奈川県鎌倉市大町４－６－６

1,012円～1,012円

通勤手当等　
なし

休診日：木・日曜日
／年末年始：７～１
０日
夏季休暇：７・８月

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 労災

実費支給（上限なし） 労災

歯科助手・歯科受付（一部） ささめ歯科 神奈川県鎌倉市笹目町６－５

1,012円～1,012円

あんまマッサージ指圧師 ＫＥｉＲＯＷ　大船駅前
ステーション

神奈川県鎌倉市台３丁目４番１
４号1,200円～1,500円

◆シフト制
◆年末年始

通勤手当等　
なし

年末年始・ＧＷ・夏
季

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9時00分～18時00分
の間の3時間以上

労災

看護師（正・准）（入所） 社会福祉法人　湘南愛心
会　介護老人保健施設か
まくら

神奈川県鎌倉市上町屋７５０

1,450円～1,600円

（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０、エクセル、
ワード、アウトルックなど）

ケアワーカー（特養鎌倉静養館） 社会福祉法人　鎌倉静養
館　特養鎌倉静養館

神奈川県鎌倉市由比ガ浜４－４
－３０1,030円～1,220円

シフト制

通勤手当等　
なし

シフト制
＊就業曜日、日数は
ご相談に応じます。通勤手当等　

なし 実費支給（上限なし） 労災

実費支給（上限あり） 労災

【急募】交通誘導警備業務（トン
ネル修繕工事）

株式会社　ジャスティス
プラス　湘南支店

神奈川県藤沢市朝日町９－４
朝日ビル２０２1,012円～1,250円

送迎ドライバー（庶務） 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－
１1,020円～1,020円

応相談
シフト制／年末年始

通勤手当等　
なし

シフト制
＊就業日数・曜日は
応相談通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災

実費支給（上限なし） 雇用・労災・
健康・厚生

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

1,500円～1,500円

スクールバス運転手 学校法人　石井学園　鎌
倉しろやま幼稚園

神奈川県鎌倉市城廻４７９

1,384円～1,615円
春季・夏季・冬季休
暇・ＧＷ

通勤手当等　
なし

下記以外に冬季・春
季休みあり
年末年始・ＧＷ・夏
季

通勤手当等　
あり　一律
60歳

一定額 労災

実費支給（上限あり） 雇用・労災

実費支給（上限あり） 雇用・労災 パソコン入力（ワード・エクセル必
須）

不動産事務および受付 株式会社　慶優 神奈川県鎌倉市小町１丁目８－
２１1,020円～1,020円

年末年始　ＧＷ　夏
季

通勤手当等　
なし


