
1人 時給 制 週2日～週3日 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(1)7時00分～8時30分 (土日祝他) 保育士

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 20人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4827411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週2日～週5日

(1)7時30分～10時00分 (土日祝他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ）

14010-18101111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週3日程度

(1)7時00分～16時00分 (日他)

不問 (2)7時00分～11時15分

 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） 14010-18113411 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 介護福祉士

(1)8時30分～17時30分 (他)

不問

 定年制 介護の実務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 32人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14010-17797611 就業場所 神奈川県鎌倉市
4人 時給 制 週5日程度

(1)9時00分～17時30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 50人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010-17854811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週3日

(1)14時00分～17時00分 (火木土日祝
他)不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010-17887111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週3日以上

(1)5時00分～11時00分 (他)

不問 (2)8時30分～15時30分

 定年制 (3)15時30分～20時30分

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） 14010-17922111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 その他 制 週2日～週5日

(1)8時20分～9時50分 (他)

不問 (2)15時30分～17時00分

 定年制 運転歴５年以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 86人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4707511 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週1日～週5日 看護師

(他) 准看護師

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 86人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4710911 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週2日～週5日 介護福祉士

(日他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 86人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4712711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日以上 看護師

(1)8時30分～12時30分 (木日祝他)

不問 (2)13時30分～17時30分

 定年制 (3)8時30分～17時30分 採血、胃・大腸内視鏡検査介助の経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 5人 ）

契約更新の可能性なし 14080- 4740011 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 交替制あり 週3日程度

(1)8時30分～17時00分 (他)

不問 (2)7時30分～16時00分

 定年制 (3)10時30分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 1,400人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4595211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度

(1)9時00分～14時30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 34人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4599311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日 精神保健福祉士      社会福祉士

(1)8時45分～17時30分 (土日祝他) 接客・調理経験

不問 福祉事業所経験など

 定年制 ワードでのお知らせ・工程表などの

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（原則更新） 14080- 4600211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日～週3日

(1)8時00分～12時00分 (月他)

不問 (2)8時00分～17時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ）

14150- 6328611 就業場所 神奈川県鎌倉市

労災

簡単な文書作成、エクセルで表計算が
できるレベル

文化施設クリーンクルー／鎌倉市
／長谷

国際ビルサービス　株式
会社

神奈川県横浜市港北区新横浜２
－５－１　日総第１３ビル７Ｆ1,015円～1,015円

週３日シフト制/毎週月曜休館
（但し顧客カレンダーによ
る）年末年始、展示替期間休
み通勤手当等　

あり　一律
60歳

実費支給（上限あり）

職業指導員　生活支援員／みらた
ね

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

調理　《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－
１９1,012円～1,050円

年末年始（１２／２
９～１／３）

通勤手当等　
なし

年末年始

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（上限なし） 労災

雇用・労災

介護職員（デイケア） 医療法人社団　幸寿会
介護老人保健施設　鎌倉
幸寿苑

神奈川県鎌倉市関谷９１８番地

1,090円～1,090円

看護助手 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－
１1,200円～1,200円

看護師 おび内科・漢方クリニッ
ク

神奈川県鎌倉市岡本２丁目１－
１０
プロシードビル１階

1,800円～2,000円
シフト制
勤務日数は相談可能

通勤手当等　
なし

シフト制

労災

実費支給（上限あり） 労災

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 又は8時30分～17時30分

の間の2時間以上
労災

労災

看護職員 医療法人社団　幸寿会
介護老人保健施設　鎌倉
幸寿苑

神奈川県鎌倉市関谷９１８番地

1,600円～1,800円

運転ドライバー 医療法人社団　幸寿会
介護老人保健施設　鎌倉
幸寿苑

神奈川県鎌倉市関谷９１８番地

1,333円～1,333円
シフト制
曜日は相談可能で
す。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） 又は8時30分～17時30分

の間の4時間以上

調理補助・洗浄（鎌倉市） 富士産業　株式会社　神
奈川事業部

神奈川県横浜市中区日本大通１
５番地　横浜朝日会館ビル５階1,050円～1,200円

日常清掃業務（鎌倉市今泉）福祉
施設

株式会社　三光ビルサー
ビス社

神奈川県横浜市中区本町１－３
綜通横浜ビル５Ｆ1,100円～1,100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） 労災

実費支給（上限なし）

・夏季休暇　・年末
年始　・祝祭日

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災・

健康・厚生

鎌倉総合工場・業務サポート職 三本珈琲　株式会社 神奈川県横浜市神奈川区山内町
１５－４1,020円～1,020円

・シフト制
・勤務日数、曜日相
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

サービス提供責任者／鎌倉 株式会社　ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西
１－６－１
ゆめおおおかオフィスタワー１
６Ｆ

1,570円～1,700円

土曜日含め週３日勤
務・月水金／火木土の
ローテーション通勤手当等　

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

清掃 西田装美　株式会社 神奈川県横浜市南区花之木町３
丁目５１番地３1,100円～1,100円

清掃業務 株式会社　オーチュー 神奈川県横浜市西区南幸２－１
６－２０　オーチュー横浜ビル
１０階

1,020円～1,020円

通勤手当等　
あり　一律
65歳

なし 実費支給（上限あり） 労災 幼稚園教諭又は保育士としての勤務
（２年以上）

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

保育 学校法人　大船いしい学
園　ひがし幼稚園

神奈川県鎌倉市大船６－１０－
１０1,600円～1,600円

シフト制
年末年始・ＧＷ・夏
季通勤手当等　

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

◎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 ４月１６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 ４月１６日号

1人 時給 制 週3日～週5日

(1)7時30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- 6340211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度

(1)8時00分～15時00分 (火木土日)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ）

14150- 6185111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日以上 ホームヘルパー２級

(他) 介護職員初任者研修修了者

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 37人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4503211 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ヶ月未満） （従業員数 1人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4510711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週5日 歯科衛生士

(1)9時30分～12時00分 (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- 4521511 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- 4526911 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日以上

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ）

14080- 4536711 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ヶ月以上） （従業員数 25人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4451011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週4日 ホームヘルパー２級

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 20人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 13040-30747811 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～17時30分 (日他)

不問 (2)8時30分～13時30分

 定年制 (3)13時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 38人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4394211 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週1日～週5日

(1)8時30分～17時30分 (日他)

不問 (2)8時30分～13時30分

 定年制 (3)13時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 38人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4396411 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週1日以上 介護職員初任者研修修了者

(1)9時00分～17時30分 (他) ホームヘルパー２級

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 38人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4399611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週1日～週6日

(1)7時00分～15時00分 (日祝他)

不問 (2)9時00分～15時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 9人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4342811 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

雇用期間の定めなし （従業員数 78人 ）

13040-31682111 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30分～10時00分 (土日祝他)

不問 (2)13時30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 2人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14150- 6022711 就業場所 神奈川県鎌倉市

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 雇用・労災

実費支給（上限なし） 労災

労災

幼稚園バス運転手／鎌倉市 株式会社みつばコミュニ
ティ　運転手採用本部

神奈川県横浜市港北区新横浜２
丁目３－４　クレシェンドビル
７Ｆ

1,529円～1,529円

清掃 株式会社　トーヨーテク
ノ

神奈川県茅ヶ崎市香川２－２０
－１４1,012円～1,012円

応相談

通勤手当等　
なし

雇用･社会保険加入,有給
休暇付与は所定労働時間
により法定要件通り

又は6時00分～20時00分
の間の4時間以上

労災

春夏冬休み有
年間出勤２００日程
度

介護職（訪問介護ヘルパー） 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３－４－１
０　大樹生命ビル１Ｆ1,265円～1,265円

訪問入浴介護職（訪問入浴ケアエ
イド）

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３－４－１
０　大樹生命ビル１Ｆ1,470円～1,470円

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は9時00分～17時30分

の間の1時間以上
労災

実費支給（上限なし）

希望によるシフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 労災

訪問入浴介護職員（オペレー
ター）

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３－４－１
０　大樹生命ビル１Ｆ1,570円～1,570円

実費支給（上限あり） 又は8時00分～17時00分
の間の7時間程度

雇用・労災

環境整備【鎌倉市津】※有料老人
ホーム内

株式会社　学研ココファ
ン

東京都品川区西五反田２－１１
－８　
学研ビル

1,021円～1,121円

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） 又は10時00分～18時00
分の間の2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
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

雇用・労災・
健康・厚生

靴の販売・陳列・仕入れ・ネット
販売等

株式会社　ヨコハマヤ 神奈川県鎌倉市大船１－２２－
２９1,050円～1,050円

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

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

シフト制
元旦・冬季・夏季

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は10時00分～20時30

分の間の5時間以上
労災

歯科衛生士 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２０２1,500円～1,600円

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
奇数月第１木曜指定
休/夏季休暇２日・
年末年始休暇３日通勤手当等　

なし

診療カレンダーによ
る

通勤手当等　
なし 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

実費支給（上限なし）

訪問介護員（ホームヘルパー） 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

1,315円～1,365円
シフト制による

通勤手当等　
なし

マンションの日常清掃（鎌倉市大
船）

株式会社　サンエス 神奈川県横浜市港北区新吉田町
６０８８1,050円～1,050円

実費支給（上限あり） 又は8時00分～22時00分
の間の2時間以上

労災

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

日常清掃／鎌倉市（病院） 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

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災

調理スタッフ／ラヴィーレ北鎌倉 ＳＯＭＰＯケアフーズ株
式会社

東京都品川区東品川４－１２－
８　品川シーサイドイーストタ
ワー

1,020円～1,020円

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり）


