
1人 時給 制 週6日～週6日

(1)8時30分～12時00分 (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（原則更新） 13070-24184911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 週1日～週4日

(1)8時00分～17時00分 (他)

18歳以上 (2)9時00分～18時00分

 定年制 (3)20時00分～5時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 130人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14040- 6988511 就業場所 鎌倉・藤沢・逗子市・栄区等

5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 94人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 27060-12618211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週4日以上

(1)10時00分～20時00分 (他)

18歳以上 (2)17時00分～22時00分

 定年制 (3)10時00分～16時00分 接客経験、コースのサーブ経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 40人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5225411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日以上

(1)8時30分～17時00分 (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 96人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5237611 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

(1)8時30分～17時00分 (他)

不問 (2)9時30分～18時00分

 定年制 施設での業務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 105人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 5248711 就業場所 神奈川県鎌倉市
6人 時給 制 交替制あり 週3日～週4日 保育士

(1)11時00分～20時00分 (日祝他) 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (2)13時00分～20時00分

 定年制 (3)14時00分～18時00分 学童・教育経験者優遇します。

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- 5210611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週3日

(1)8時30分～17時30分 (土日祝他)

不問 (2)9時00分～16時00分

 定年制 事務職経験者歓迎！

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） 14160- 2601211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度

(1)6時00分～8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 0人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010-19302411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度 調理師

(1)8時00分～15時00分 (日祝他) 栄養士

64歳以下 (2)8時00分～16時30分

 定年制 保育園での調理経験

雇用期間の定めなし （従業員数 49人 ）

14080- 5132111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日以上

(1)7時00分～15時00分 (他)

不問 (2)15時00分～23時00分 英語・中国語、パソコンを使って

 定年制 (3)22時30分～7時30分 業務を行ったことがある、接客経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 40人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5195511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週6日～週6日

(1)9時00分～12時00分 (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） 13070-23118711 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

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 58人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5062211 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

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 58人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5063511 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

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 58人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5065011 就業場所 神奈川県鎌倉市

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

通勤マンション管理員／鎌倉市材
木座／午前のみ

株式会社東急コミュニ
ティー　人事部
アメニティーメイト採用
課

東京都渋谷区東１－２６－２０
東京建物東渋谷ビル２階1,020円～1,020円

年末年始、創立記念
日（５月１日）

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

ご本人希望日（毎週
シフト変更可能　ご
本人の申告による）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） 雇用・労災

交替制（シフト）

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 又は9時00分～0時00分

の間の3時間以上
労災

キッチン・ホールスタッフ（スシ
ロー鎌倉店）

株式会社　あきんどスシ
ロー

大阪府吹田市江坂町１－２２－
２1,050円～1,050円

リハビリ補助員 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

1,020円～1,020円

レストランホール担当 株式会社ＷｅＢａｓｅ
Ｗｅｂａｓｅ鎌倉

神奈川県鎌倉市由比ガ浜４丁目
１０－７1,012円～1,200円

シフト制のため変動
あり。

通勤手当等　
なし

年末年始（１２／３
１～１／３）

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）

調理補助 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

シフト制

通勤手当等　
なし

なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限なし） 又は11時00分～20時00
分の間の4時間以上

又は10時00分～22時00
分の間の8時間程度

雇用・労災

実費支給（上限なし） 又は5時30分～20時00分
の間の3時間以上

労災

Ｎ・Ｋ・Ｓ株式会社　Ｅ
ＣＣ鎌倉アフタースクー
ル（ＧＡＫＵＤＯ）

神奈川県鎌倉市大船３丁目１３
－８1,100円～1,200円

通常土休・春夏冬休期間
中は土有／年末年始・Ｇ
Ｗ・夏季曜日応相談通勤手当等　

なし

通勤手当等　

その他

実費支給（上限あり） 労災

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌなど簡単な操作
ができる方

清掃（ＮｅｗＷｏｒｋ鎌倉） 株式会社ボイス 神奈川県横浜市中区扇町２－４
－３　第一ミヤビル２階1,200円～1,200円

ローテーションによ
る

通勤手当等　
なし

ＰＣ（ワード）入力程度

事務員／鎌倉市児童発達支援セン
ターあおぞら園

社会福祉法人　県央福祉
会

神奈川県大和市柳橋５丁目３－
１1,140円～1,140円

バイリンガル学童保育のスタッフ
／パート

ホテルフロント業務 株式会社ＷｅＢａｓｅ
Ｗｅｂａｓｅ鎌倉

神奈川県鎌倉市由比ガ浜４丁目
１０－７1,012円～1,200円

調理員 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～1,100円

月1回程度土曜日出勤（就
業時間9:30～12:30/実働3
時間）/年末年始通勤手当等　

あり　一律
65歳

シフト制のため、休
日は変動制です。

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

フロント受付 朝日観光株式会社　鎌倉
カントリークラブ

神奈川県鎌倉市今泉５丁目１０
２６1,020円～1,020円

システムを使って顧客情報や予約情報の管理
を行います。
パソコン作業苦手でない方。

マンション清掃員／鎌倉市 株式会社グローリア 東京都渋谷区代々木２－１３－
５　ＫＴ新宿ビル1,050円～1,050円

年末年始休暇

通勤手当等　
なし

シフト制
応相談

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は6時30分～18時30分

の間の7時間程度
労災

実費支給（上限なし） 労災

ゴルフ場のコース管理スタッフ 朝日観光株式会社　鎌倉
カントリークラブ

神奈川県鎌倉市今泉５丁目１０
２６1,020円～1,020円

パソコン基本操作（専用ソフトへの簡
単な入力）

ゴルフ場スタート係 朝日観光株式会社　鎌倉
カントリークラブ

神奈川県鎌倉市今泉５丁目１０
２６1,020円～1,020円

シフト制
応相談

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5時00分～17時00分

の間の6時間以上
労災

実費支給（上限なし） 又は6時30分～18時30分
の間の7時間程度

労災

警備・交通誘導　戸建て住宅現場
中心／直行直帰 1,062円～1,062円

神奈川県川崎市川崎区日進町９
－１－２０８
川崎センチュリープラザ２階

株式会社　グローバ
リュー

◎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 ５月７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 ５月７日号

1人 時給 制 週3日～週5日 保育士

(1)15時00分～19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 26人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5072411 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日以上 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1)8時30分～17時30分 (他)

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- 5076911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週3日～週5日

(1)7時00分～12時00分 (他)

不問 (2)7時00分～15時00分

 定年制 接客の経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 40人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 5078711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日程度

(1)9時00分～12時00分 (火木金土日祝他)

不問 Ｏｆｆｉｃｅ製品等

 定年制 パソコンを使った仕事の経験

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） 14080- 5083611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週3日

(1)8時00分～16時00分 (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） 13070-22939511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日

(1)12時00分～16時00分 (土日祝他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 560人 ）

14080- 4990011 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ヶ月以上） （従業員数 105人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4947811 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 准看護師

(1)8時30分～17時00分 (他)

18歳以上 (2)16時30分～9時00分

 定年制 看護実務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 105人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 4948211 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- 4957511 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ヶ月以上） （従業員数 31人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 4963811 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 日給 制 週1日～週5日

(1)8時00分～17時00分 (他)

18歳以上 (2)9時00分～18時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 33人 ）

13010-33975711 就業場所 鎌倉市・藤沢市・栄区
2人 時給 制 週2日～週4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 6人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010-18541211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上

(1)8時30分～17時30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 18人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14010-18361611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週3日以上 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 82人 ）

14010-18371111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週5日

(1)8時30分～10時00分 (日他)

不問 (2)16時00分～17時30分

 定年制 ＊運転業務の経験

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- 4916011 就業場所 神奈川県鎌倉市

ケアマネジャー（パート） 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

1,160円～1,160円

保育士（佐助保育園） 社会福祉法人　真澄児童
福祉会　佐助保育園

神奈川県鎌倉市佐助１丁目１３
－６1,100円～1,200円

年末年始（１２／２９～
１／３）夏季（２～５
日）・誕生日休暇通勤手当等　

なし

＊基本的に土日休み

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災・健

康・厚生・財形

実費支給（上限なし） 又は8時30分～18時00分
の間の7時間程度

労災

パソコン講師 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1,012円～1,050円

レストランのホール（朝食担当） 株式会社ＷｅＢａｓｅ
Ｗｅｂａｓｅ鎌倉

神奈川県鎌倉市由比ガ浜４丁目
１０－７1,012円～1,200円

シフト制

通勤手当等　
なし

勤務日は月曜・水曜固
定。年末年始

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

実費支給（上限なし） 雇用・労災

Ｏｕｔｌｏｏｋ、Ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本的操作が教えられ
る

通勤マンション管理員／鎌倉市御
成町／週３日勤務

株式会社東急コミュニ
ティー　人事部
アメニティーメイト採用
課

東京都渋谷区東１－２６－２０
東京建物東渋谷ビル２階1,020円～1,020円

シフトによる他週３
日、年末年始、創立記
念日（５月１日）通勤手当等　

なし

応相談
シフト制／年末年始

通勤手当等　
なし

実費支給（上限あり） 労災 パソコン操作可能な方

診療情報管理業務 社会医療法人財団互恵会
大船中央病院

神奈川県鎌倉市大船６丁目２－
２４1,020円～1,020円

シフト制
年末年始４日、開院
記念日１日通勤手当等　

あり　一律
60歳

看護師（准看護師／パート） 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－
１1,450円～1,450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

シフト制
＊就業曜日、就業日
数応相談通勤手当等　

なし 実費支給（上限なし） 雇用・労災

実費支給（上限なし） 雇用・労災

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

【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

交通誘導警備員／直行直帰（鎌倉
市・藤沢市・栄区）

株式会社　第一警備東京 東京都中央区日本橋小網町１－
４　淳和ビル４Ｆ1,062円～1,250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
年末年始・ＧＷ

通勤手当等　
なし

シフトによる
※希望考慮

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

シフト制
月１５日～２０日間

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 又は6時30分～20時00分

の間の4時間以上
労災

駐輪場管理員 共立管財　株式会社 神奈川県横浜市中区海岸通３丁
目９番地　横浜郵船ビル２Ｆ1,012円～1,012円

デイサービス介護員（スマイルデ
イサービス鎌倉門前）

株式会社　スマイル　営
業本部

神奈川県横浜市西区北幸１－１
１－１５　横浜ＳＴビル６Ｆ1,080円～1,200円

シフトによる

通勤手当等　
なし

労災

実費支給（上限なし） 労災

ケアマネージャー（パート）／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

1,320円～1,320円

＊高齢者施設等での介護業務の経験

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

デイサービス運転職（デイサービ
スセンターふれあいの泉）

社会福祉法人　麗寿会 神奈川県茅ヶ崎市南湖１丁目６
－１５1,030円～1,030円

シフト制
希望休考慮いたしま
す。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


