
1人 時給 制 週2日～週3日
(1)9時00分～18時00分 (土日祝他)

59歳以下

 定年制 簿記知識
雇用期間の定めなし (従業員数 35人 ）

14080-14904401 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

(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 6人 ）
14080-14905701 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
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 6人 ）
14080-14906801 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日以上 作業療法士
(他) 看護師

59歳以下 言語聴覚士

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 6人 ）
14080-14907201 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
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 9人 ）
14080-14911101 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
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 9人 ）
14080-14912401 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日以上 作業療法士
(他) 看護師

59歳以下 言語聴覚士

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 9人 ）
14080-14914801 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
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 16人 ）
14080-14922801 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
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 16人 ）
14080-14923201 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日以上 作業療法士
(他) 看護師

59歳以下 言語聴覚士

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 16人 ）
14080-14924501 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 時給 制 週2日～週5日 介護職員初任者研修修了者
(1)7時30分～16時00分 (他) ホームヘルパー２級

不問 (2)8時00分～16時30分

 定年制 (3)8時45分～17時15分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 163人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-14933001 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 時給 制 週2日～週4日
(1)10時00分～13時00分 (水土日他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 163人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-14934301 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 時給 制 週3日以上 介護職員初任者研修修了者
(他) ホームヘルパー２級

不問 介護福祉士

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 20人 ）
14080-14935601 就業場所 神奈川県鎌倉市

2人 時給 制 週3日～週5日
(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ヶ月以上） (従業員数 163人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-14936901 就業場所 神奈川県鎌倉市

2人 時給 制 週1日以上 介護職員初任者研修修了者
(他) ホームヘルパー２級

不問 ホームヘルパー１級

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 20人 ）
14080-14937101 就業場所 神奈川県鎌倉市

5人 時給 制 週3日以上 看護師
(1)8時45分～17時15分 (他)

不問 (2)11時30分～20時00分

 定年制 (3)10時30分～19時00分 病院、介護施設等での勤務経験
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (従業員数 163人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-14941001 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 時給 制 週2日以上
(1)8時00分～10時00分 (土日祝他)

不問 (2)15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 163人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-14942301 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 ホームヘルパー２級
(1)8時00分～17時00分 (他) ホームヘルパー１級

不問 (2)10時00分～19時00分

 定年制 (3)17時00分～9時00分
雇用期間の定めなし (従業員数 16人 ）

14080-14846901 就業場所 神奈川県鎌倉市

エクセル・ワード基本操作

送迎スタッフ／材木座 アンダンテ株式会社　い
こい家　材木座

神奈川県鎌倉市雪ノ下６３６－１０
立花大倉ビル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

一般事務 株式会社　創生事業団
鎌倉支部

神奈川県鎌倉市笛田４－１－３６
1,020円～1,100円

曜日応相談
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
通勤手当等　

あり　一律
60歳

なし 又は8時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

あり　一律
60歳

実費支給（上限なし） 又は9時00分～18時00分の
間の5時間以上

労災

機能訓練指導員／いこい家材木座 アンダンテ株式会社　い
こい家　材木座

神奈川県鎌倉市雪ノ下６３６－１０
立花大倉ビル2,020円～2,020円

デイサービス入浴専門職員／材木
座

アンダンテ株式会社　い
こい家　材木座

神奈川県鎌倉市雪ノ下６３６－１０
立花大倉ビル1,020円～1,020円

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

なし 又は9時30分～16時30分の
間の4時間以上

労災

なし 又は9時00分～15時00分の
間の2時間以上

労災

デイサービス入浴専門職員／今泉 アンダンテ株式会社
いこい家　今泉

神奈川県鎌倉市岩瀬１－１７－５
アイパレス大船　１階1,020円～1,020円

送迎スタッフ／今泉 アンダンテ株式会社
いこい家　今泉

神奈川県鎌倉市岩瀬１－１７－５
アイパレス大船　１階1,020円～1,020円

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

なし 又は9時00分～15時00分の
間の2時間以上

労災

なし 又は8時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

送迎スタッフ／北鎌倉 アンダンテ　株式会社
いこい家　北鎌倉

神奈川県鎌倉市小袋谷２－１７－２
第２サニーハイツヒライ１０２1,020円～1,020円

機能訓練指導員（デイサービス）
／今泉

アンダンテ株式会社
いこい家　今泉

神奈川県鎌倉市岩瀬１－１７－５
アイパレス大船　１階2,020円～2,020円

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

なし 又は8時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

なし 又は9時30分～16時30分の
間の4時間以上

労災

機能訓練指導員（デイサービス）
／北鎌倉

アンダンテ　株式会社
いこい家　北鎌倉

神奈川県鎌倉市小袋谷２－１７－２
第２サニーハイツヒライ１０２2,020円～2,020円

デイサービス入浴専門職員／北鎌
倉

アンダンテ　株式会社
いこい家　北鎌倉

神奈川県鎌倉市小袋谷２－１７－２
第２サニーハイツヒライ１０２1,020円～1,020円

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

なし 又は9時30分～16時30分の
間の4時間以上

労災

なし 又は9時00分～15時00分の
間の2時間以上

労災

入浴介助員 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２－１
1,030円～1,030円

介護員 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２－１
1,030円～1,100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（上限あり） 労災

実費支給（上限あり） 労災

看護助手 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２－１
1,030円～1,030円

介護職リーダー 株式会社　ヒース　ヒー
ス・ケア

神奈川県鎌倉市津西１－５－１　２Ｆ
1,200円～1,600円

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（上限あり） 雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分の
間の4時間程度

労災

看護師 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２－１
1,900円～1,900円

介護職 株式会社　ヒース　ヒー
ス・ケア

神奈川県鎌倉市津西１－５－１　２Ｆ
1,200円～1,800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） 又は8時00分～19時00分の
間の1時間以上

労災

介護職員 ナラティブホーム＆ケア
株式会社（ファミリア鎌
倉材木座）

神奈川県鎌倉市材木座５丁目４番１１
1,100円～1,200円

運転手 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２－１
1,100円～1,100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
65歳

実費支給（上限なし） 雇用・労災

実費支給（上限あり） 労災

パソコン操作（定型ソフトで入
力ができること）

◎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 １２月 １８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 １２月 １８日号

2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週3日～週5日
(1)6時30分～9時30分 (他)

不問 (2)15時30分～19時00分

 定年制 (3)9時00分～12時00分 介護経験
雇用期間の定めなし (従業員数 16人 ）

14080-14847101 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 調理師

(1)6時30分～9時30分 (他)

不問 (2)15時30分～19時00分

 定年制 調理経験
雇用期間の定めなし (従業員数 16人 ）

14080-14848401 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週6日程度

(1)9時00分～16時00分 (他)

64歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 11人 ）
14080-14766901 就業場所 神奈川県鎌倉市

2人 時給 制 週1日～週5日 看護師
(1)9時30分～13時00分 (日他) 准看護師

不問

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 14人 ）
14080-14746501 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3日 保育士
(1)7時00分～16時00分 (日祝他)

不問 (2)8時30分～17時30分

 定年制 (3)10時00分～19時00分 保育業務経験
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (従業員数 15人 ）
契約更新の可能性あり（原則更新） 14080-14760801 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 介護職員初任者研修修了者
(1)8時00分～13時45分 (土日他) 介護福祉士

64歳以下 (2)11時45分～17時30分

 定年制 (3)8時30分～17時30分
雇用期間の定めなし (従業員数 14人 ）

14080-14761201 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4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 (3)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし (従業員数 23人 ）

14080-14696401 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） 14080-14404801 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 時給 制 週2日～週5日
(1)9時30分～18時20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 17人 ）
契約更新の可能性あり（条件あり） 14010-55948901 就業場所 神奈川県鎌倉市

3人 日給 制 週4日～週4日
(1)8時00分～17時00分 (日祝他)

18歳以上

 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） 14010-54758601 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 社会福祉士
(1)13時00分～17時00分 (日祝他) 保育士

65歳以下 (2)13時00分～18時00分 その他の福祉・介護関係資格

 定年制 (3)10時00分～16時00分 障害児者に対する直接支援２年
以上雇用期間の定めなし (従業員数 10人 ）

14010-54846601 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週5日程度

(1)5時00分～10時30分 (他)

不問 (2)15時00分～20時00分

 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） 14010-54914201 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～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（原則更新） 14090-13789701 就業場所 神奈川県鎌倉市

1人 時給 制 週1日～週4日
(火木他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 14人 ）
14140-12784201 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日以上 原動機付自転車免許
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 8人 ）
14150-22323601 就業場所 神奈川県鎌倉市

2人 時給 制 週3日程度
(1)8時30分～17時30分 (他)

64歳以下

 定年制 事務職経験
（介護保険請求経験があれば尚雇用期間の定めなし (従業員数 52人 ）

14150-22324901 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)6時00分～9時00分 (他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 8人 ）
14150-22325101 就業場所 神奈川県鎌倉市

5人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上
(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし (従業員数 8人 ）
14150-22326401 就業場所 神奈川県鎌倉市

厨房職員 ナラティブホーム＆ケア
株式会社（ファミリア鎌
倉材木座）

神奈川県鎌倉市材木座５丁目４番１１
1,015円～1,100円

介護助手 ナラティブホーム＆ケア
株式会社（ファミリア鎌
倉材木座）

神奈川県鎌倉市材木座５丁目４番１１
1,015円～1,050円

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
65歳

シフト制
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（上限あり） 又は6時30分～19時00分の
間の2時間以上

労災

看護職員 株式会社　オーレ 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎５－３０－９
1,700円～1,800円

斎場及び火葬場での案内係 株式会社ＳＫＳ 神奈川県鎌倉市台３－３－２
1,050円～1,050円

４週６休
通勤手当等　

あり　一律
65歳

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

実費支給（上限なし） 雇用・労災・
健康・厚生

デイサービス介護職員 株式会社　アシスタンス 神奈川県鎌倉市岡本１－３－２８　カ
マクラ大船コーポ1,070円～1,170円

保育士 社会福祉法人　鎌倉静養
館　鎌倉おなり保育園

神奈川県鎌倉市御成町２－５
1,230円～1,310円

シフト制（週２～３日
勤務で曜日を含め相談
可能です。）通勤手当等　

なし

就業曜日は応相談・年
末年始（12/30～1/3）
ＧＷ（5/3～5/5）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（上限あり） 又は7時00分～19時00分の
間の8時間

労災

実費支給（上限あり） 雇用・労災

介護職員（ヘルパー） 有限会社　アートプロ
ジェクト　グループホー
ム　鎌倉常盤の家

神奈川県鎌倉市常盤６１５－３
1,070円～1,070円

シフト制
通勤手当等　

なし

実費支給（上限なし） 労災

清掃 株式会社　トーヨーテク
ノ

神奈川県茅ヶ崎市香川２－２０－１４
1,012円～1,012円

応相談
通勤手当等　

なし

実費支給（上限なし） 労災

車両回送・洗車（鎌倉店） 横浜トヨペット株式会社 神奈川県横浜市中区山下町３３番地
1,200円～1,200円

シフト制/入社半年後
有給休暇付与（付与は
所定労働日数による）通勤手当等　

なし

休日は応相談
通勤手当等　

なし なし 雇用・労災・
健康・厚生

警備業（鎌倉市） 株式会社　ＶＯＬＬＭＯ
ＮＴセキュリティサービ
ス　横浜

神奈川県横浜市西区北幸２丁目８－１
９　横浜西口Ｋビル２Ｆ1,162円～1,325円

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ

調理補助（鎌倉市　メンタルホス
ピタルかまくら山）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁
目２番１号
ランドマークタワー２７階

1,012円～1,200円

放課後等デイサービス児童指導員
【鎌倉あけぼの園】

特定非営利活動法人　育
援会

神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町６－
３　
西方ビル新館４１号室

1,250円～1,300円
シフトによる（応相
談）年末・年始

通勤手当等　

あり　一律
66歳

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） 又は9時00分～19時00分の
間の8時間

労災

ショールームスタッフ（鎌倉西
店）

ホンダカーズ神奈川中
株式会社

神奈川県川崎市中原区木月３－３２－
１１1,050円～1,200円

不問

清掃業務（鎌倉市） 株式会社　大清産業 神奈川県相模原市南区相模台２丁目２
９－３1,013円～1,013円

通勤手当等　

なし

相談可/月水土日祝の
いずれか出勤できる方
歓迎通勤手当等　

あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は9時30分～19時00分の
間の4時間以上

雇用・労災・
健康・厚生

実費支給（上限あり） 労災

事務員／フローレンスケアホーム
鎌倉

工藤建設株式会社　介護
事業運営本部

神奈川県横浜市青葉区新石川４－３３
－１０1,100円～1,100円

配送スタッフ／宅配クック１２３
鎌倉店

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－６－
１３　新横浜ステーションビル７階1,120円～1,120円

通勤手当等　

あり　一律
60歳

※土日祝含め
シフト勤務通勤手当等　

あり　一律
65歳

実費支給（上限あり） 雇用・労災

なし 又は8時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

調理スタッフ／宅配クック１２３
鎌倉店

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－６－
１３　新横浜ステーションビル７階1,020円～1,020円

早朝調理スタッフ／宅配クック１
２３鎌倉店

アンダンテ株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２－６－
１３　新横浜ステーションビル７階1,120円～1,120円

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

シフト制
通勤手当等　

あり　一律
60歳

なし 又は9時00分～18時00分の
間の2時間以上

労災

なし 労災


