
2人 時給 制 交替制あり 週4日～週4日

(1)8時00分～11時00分 (日他)

不問 (2)8時00分～12時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010- 8683611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度

(1)6時30分～11時30分 (月水金日祝)

不問 (2)7時00分～16時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 4人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010- 8691611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週5日～週5日

(1)7時00分～10時00分 (日祝他)

20歳以上

 定年制

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（条件あり） 14090- 2302111 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 時給 制 週3日以上 介護福祉士

(1)9時00分～13時00分 (他) 介護職員初任者研修修了者

不問 (2)16時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

 定年制 ユニット型特養での経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 62人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14150- 3422111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日

(1)9時30分～16時30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 163人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 2144411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度 第二種電気工事士

(1)8時00分～17時30分 (他) 第一種電気工事士

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 5人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 13010-14419411 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

(1)15時00分～18時00分 (日祝他) 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (2)15時00分～18時15分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 26人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 2111311 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 時給 制 週3日～週5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 6人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 2113911 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日～週5日

(1)5時30分～12時00分 (他)

64歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ）

14080- 2130111 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4日 介護福祉士

(1)8時30分～17時30分 (土日他)

59歳以下

 定年制 介護経験

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

14080- 2135411 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4日 看護師

(1)8時30分～17時30分 (土日他)

59歳以下

 定年制 デイサービスでの看護業務経験

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

14080- 2138611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週2日

(土日祝他) エクセル・表計算・ワード文書作成

不問 ができること

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ）

14080- 2068611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週4日 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1)9時00分～17時00分 (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 10人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 2084311 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週4日程度

(1)9時00分～17時00分 (他)

60歳～64歳 (2)15時00分～20時30分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ）

14010- 8145711 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 交替制あり 週3日～週5日

(1)9時30分～15時00分 (他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

13040-14766411 就業場所 神奈川県鎌倉市

なし 実費支給（上限なし） 労災

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

清掃員（鎌倉市山崎） 株式会社　ハリマビステ
ム

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
横浜ランドマークタワー１６Ｆ

1,012円～1,012円
ローテーション

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

毎週、火・木・土の
勤務です。

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 労災

施設内の日常清掃 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４０
１号

1,200円～1,200円

介護職（パート）／鎌倉 社会福祉法人　緑樹会
横浜事業部

神奈川県横浜市青葉区恩田町２
２８２1,050円～1,400円

清掃業務（鎌倉市大船） 株式会社　大清産業 神奈川県相模原市南区相模台６
丁目１７－１５1,013円～1,013円

シフトによる

通勤手当等　
なし

勤務表による

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

実費支給（上限あり） 労災

ワード・エクセルの基本操作、簡単な
パソコン操作

美術館の設備管理／鎌倉市 株式会社　松竹サービス
ネットワーク

東京都中央区築地４－１－１
東劇ビル５階1,050円～1,050円

クラーク 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－
１1,020円～1,260円

リフレッシュ休暇・
年末年始
＊就業日数・曜日応
相談

通勤手当等　
なし

ローテーションによ
る

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） 雇用・労災・
健康・厚生

キャンプ・農園・ガーデニングス
タッフ

株式会社　エイチ・
ティー・ディー

神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎５－４
－４1,050円～1,050円

保育士・幼稚園教諭 学校法人　鎌倉みどり学
園　鎌倉みどりこども園

神奈川県鎌倉市植木２１０番地
１1,050円～1,050円

年末年始（１２／２
９～１／３）

通勤手当等　
なし

シフト制／金・土・
日曜日勤務できる方
歓迎通勤手当等　

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（上限なし） 又は8時00分～18時30分
の間の4時間以上

労災

介護スタッフ 株式会社ｖｉｌｌａｇｅ
デイＳＵＮ村

神奈川県鎌倉市七里ガ浜東３－
６－１２1,100円～1,500円

配送・配達業務 株式会社　井上蒲鉾店 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜１－１
２－７1,050円～1,200円

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
65歳

曜日の相談に応じま
す。

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限なし） 又は8時30分～17時30分
の間の3時間以上

労災

実費支給（上限なし） 労災

天然繊維衣料品のネットショップ
運営・事務【主に在宅勤務】

ＩＫＩＧＡＩ　大石ゆか
り

神奈川県鎌倉市極楽寺２－１－
１３1,020円～1,050円

看護スタッフ 株式会社ｖｉｌｌａｇｅ
デイＳＵＮ村

神奈川県鎌倉市七里ガ浜東３－
６－１２1,600円～1,600円

曜日の相談に応じま
す。

通勤手当等　
あり　一律
60歳

応相談

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1時間以上
労災

実費支給（上限なし） 又は8時30分～17時30分
の間の3時間程度

労災

駐車場係（大船ほうさい殿） 株式会社　ロイヤルホー
ル　板橋

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王
町１－１1,012円～1,012円

＊イラストレータ、フォトショップが
使えると尚良い

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

特定非営利活動法人　ゆ
う東洋医学研究所

神奈川県鎌倉市手広４丁目７番
５号


1,250円～1,600円
年末年始

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
70歳

実費支給（上限あり） 雇用・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

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

ホテル客室清掃／鎌倉市 株式会社ぷらう　東京支
店

東京都品川区西品川３－１９－
６
リビングライフ大崎ビル７階

1,012円～1,050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 ２月１９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１９日号

2人 時給 制 交替制あり 週3日～週4日

(1)10時00分～14時00分 (他)

不問 (2)14時00分～18時00分

 定年制 (3)16時00分～20時00分 接客業務経験

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 2006211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週4日

(1)6時30分～9時30分 (他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 2007511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週3日～週5日

(1)10時00分～14時00分 (木他)

不問 (2)13時00分～18時30分

 定年制 (3)17時00分～21時30分 接客業務経験

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 2009011 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日以上

(1)6時00分～9時00分 (木他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 2010911 就業場所 神奈川県鎌倉市
4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) 介護職員初任者研修修了者

不問 (2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

 定年制 (3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 11人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 2012711 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 交替制あり 週3日～週4日

(1)10時00分～14時00分 (他)

不問 (2)14時00分～18時00分

 定年制 フィットネス現場でのマシン指導経験

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 2013811 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週3日～週4日

(1)14時00分～18時00分 (木他)

不問

 定年制 スイミングスクールでの現場指導経験

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 2016411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日～週5日

(1)7時00分～17時00分 (他)

不問 (2)8時00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 7人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14150- 3022811 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 その他 制 変形（1ヶ月単位） 週1日～週3日

(1)19時00分～8時00分 (他)

18歳以上

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

14060- 1222111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週6日程度 原動機付自転車免許

(他)

18歳～64歳

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ）

14080- 1944311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度

(1)6時10分～9時10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 152人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 1950411 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30分 (土日祝)

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- 1962911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日以上

(1)8時00分～9時15分 (土日他)

不問 (2)11時45分～13時45分

 定年制 (3)16時15分～17時30分 送迎業務経験

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（原則更新） 14080- 1988111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週2日以上

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 13人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 11030- 3696811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週4日

(1)14時00分～18時00分 (他)

64歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

14050- 1001011 就業場所 神奈川県鎌倉市

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ（入力レベルで
可）

スポーツクラブ清掃スタッフ 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２
８1,012円～1,012円

スポーツクラブ　フロント 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２
８1,012円～1,012円

シフト制

通勤手当等　
なし

シフト制

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9時00分～22時00分
の間の4時間

労災

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ（入力レベルで
可）

スイミングスクール清掃スタッフ 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２
８1,012円～1,012円

スイミングスクール　フロント 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２
８1,012円～1,012円

シフト制

通勤手当等　
なし

シフト制

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9時00分～19時00分
の間の4時間以上

労災

フィットネス（マシン）指導者 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２
８1,012円～1,012円

介護スタッフ（鎌倉グループホー
ムえん／パートタイム）

湘南乃えん　株式会社 神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目１
－２　Ｆ．Ｉ．Ｃ鵠沼ビル４階1,040円～1,231円

シフト制　
会社カレンダーによ
る通勤手当等　

なし

シフト制

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4時間以上

労災

清掃副責任者／鎌倉市 エーエフマネジメント株
式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜２
－３－１２1,050円～1,050円

スイミングスクールコーチ 宗教法人　大巧寺　（お
んめさま）

神奈川県鎌倉市小町１－９－２
８1,012円～1,012円

シフト制

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

実費支給（上限なし） 労災

新聞の配達（朝刊） 株式会社　ＭＡＳＡＹＡ 神奈川県鎌倉市大船２－６－２
８1,012円～1,012円

（請）施設警備員 株式会社　健装
（整理区分　ケ－３２）

神奈川県平塚市南金目３２４－
２1,391円～1,391円

応相談

通勤手当等　
なし

輪番制による４週４
休

通勤手当等　
あり　一律
65歳

なし 又は1時00分～5時00分
の間の1時間以上

労災

実費支給（上限なし） 労災

検査部受付事務員 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－
１1,020円～1,020円

郵便物等の区分 日本郵便株式会社郵便事
業総本部　鎌倉郵便局

神奈川県鎌倉市小町１－１０－
３1,040円～1,040円

シフト制
週５日勤務

通勤手当等　
なし

通勤手当等　
なし 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

実費支給（上限あり） 労災

デイサービス送迎ドライバー 株式会社　アシスタンス 神奈川県鎌倉市岡本１－３－２
８　カマクラ大船コーポ1,070円～1,070円

年末年始５日・ＧＷ
３日・夏季３日

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
65歳

なし 又は8時30分～17時30分
の間の3時間以上

労災

訪問ヘルパー（パート）鎌倉市大
船／アミカ鎌倉

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 埼玉県さいたま市大宮区三橋２
－７９５1,271円～2,000円

実費支給（上限あり） 労災

お花の販売に関する全般（鎌倉
店）

有限会社　花松 神奈川県横須賀市安浦町３丁目
１1,012円～1,012円

シフト制（土・日を
含む週２～４日勤務
で応相談）通勤手当等　

あり　一律
65歳


