
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日～週4日

(1)7時00分～10時00分 (他)

不問 (2)15時00分～21時00分

 定年制 (3)15時30分～9時30分 障害者施設での勤務経験あれば尚可

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（条件あり） 14080- 6623931 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週3日～週5日

(1)9時00分～18時00分 (火他)

不問 (2)10時00分～19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） 14080- 6376631 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週2日～週4日 保育士

(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 11人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6406031 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週2日～週4日 介護職員初任者研修修了者

(他)

不問

 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） 14080- 6408231 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週2日～週5日

(1)9時00分～15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 18人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6410331 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日

(1)8時30分～10時30分 (日他)

不問 (2)15時30分～18時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 19人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6434431 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日～週4日 歯科衛生士

(1)11時00分～14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 16人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6436331 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週5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- 6497131 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 週4日～週5日

(1)6時30分～10時30分 (他)

不問 (2)17時30分～21時30分

 定年制 (3)11時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 52人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6371231 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週4日

(1)17時30分～8時30分 (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 80人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6235431 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週4日 介護職員初任者研修修了者

(1)9時00分～16時30分 (土日祝他) ホームヘルパー２級

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ）

14080- 6253631 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 看護師

(1)8時30分～17時00分 (他)

不問 (2)8時30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 560人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6276431 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 その他 制 週2日以上

(1)18時00分～9時00分 (他)

18歳～59歳

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

14080- 6164331 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日以上

(1)8時00分～11時00分 (他)

59歳以下 (2)15時30分～19時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

14080- 6170431 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 時給 制 週1日～週5日 介護福祉士

(1)8時00分～16時30分 (日他) 介護職員実務者研修修了者

不問 (2)9時00分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

 定年制 (3)9時30分～18時00分 送迎業務に係る運転技能

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 11人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 6174931 就業場所 神奈川県鎌倉市

美容アシスタント・見習い 有限会社オランジュ 神奈川県鎌倉市大船１－２２－
９　湘南大船ビル１０１1,100円～1,300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

生活支援員（グループホームぽら
ん）

社会福祉法人　ラファエ
ル会　　グループホーム
新星

神奈川県鎌倉市玉縄１－１４－
１　ヴレッタあすなろ２０２号
室

1,300円～1,540円
シフト制

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
お正月（１／１～
５）通勤手当等　

なし 実費支給（上限なし） 雇用・労災

なし 実費支給（上限あり） 労災

ガイドヘルパー 社会福祉法人　ほしづき
の里

神奈川県鎌倉市鎌倉山２丁目８
－３４1,300円～1,500円

障害児活動支援センター指導員 社会福祉法人　ほしづき
の里

神奈川県鎌倉市鎌倉山２丁目８
－３４1,200円～1,250円

年末年始（１２／２
９～１／３）

通勤手当等　
なし

児童指導員・保育士の業務経験あれば
尚可

相談可能（本人から
の届出による）

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2時間程度
労災

実費支給（上限あり） 又は13時00分～18時00
分の間の4時間程度

労災

運転員／デイサービス七里ガ浜 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　七里ガ浜ホーム

神奈川県鎌倉市腰越１－２－３
６1,080円～1,080円

支援員 社会福祉法人　ほしづき
の里

神奈川県鎌倉市鎌倉山２丁目８
－３４1,200円～1,350円

年末年始・夏季

通勤手当等　
なし

＊日数・曜日応相談

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

指導員（鎌倉こども園チューリッ
プ）

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

歯科衛生士 社会福祉法人　聖テレジ
ア会　七里ガ浜ホーム

神奈川県鎌倉市腰越１－２－３
６1,300円～1,300円

通勤手当等　
なし

シフト制
年末年始（１２／３
０～１／３）通勤手当等　

なし なし 労災

実費支給（上限あり） 又は10時00分～16時00
分の間の3時間程度

労災

宿直業務 社会福祉法人湖成会　特
別養護老人ホーム雪のほ
こら

神奈川県鎌倉市関谷１６１０－
１1,071円～1,071円

接客サービス 国家公務員共済組合連合
会　ＫＫＲ　Ｈｏｔｅｌ
ｓ＆Ｒｅｓｏｒｔｓ　鎌
倉わかみや

神奈川県鎌倉市由比ヶ浜４－６
－１３1,100円～1,200円

※ローテーションに
よる

通勤手当等　
なし

＊週１～２回の勤務
以外は、全て休日で
す通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 労災

実費支給（上限なし） 労災

看護師 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－
２４1,700円～1,700円

介護職員（デイサービス） 株式会社　Ｐｈｉｌａｄ
ｅｌｐｈｉａｎ

神奈川県鎌倉市小袋谷２丁目２
３－９　メゾン北鎌倉　１Ｆ1,400円～1,400円

年末年始、夏季

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

小規模デイサービスの送迎スタッ
フ

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1,131円～1,131円

夜勤専門／小規模デイサービス 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1,071円～1,071円

希望に基づくシフト
制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

希望に基づくシフト
制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

なし 労災

実費支給（上限あり） 労災

ケアワーカー／デイサービス 社会福祉法人　きしろ社
会事業会

神奈川県鎌倉市坂ノ下３１－５

1,100円～1,320円
シフト制
年末年始

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は8時00分～18時00分

の間の3時間以上
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金曜日発行 ５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金曜日発行 ５月１９日号

1人 時給 制 週3日程度

(1)8時30分～17時00分 (日祝他)

不問 (2)8時30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 560人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 6220631 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日 臨床検査技師

(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 560人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 14080- 6222131 就業場所 神奈川県鎌倉市
15人 時給 制 変形（1年単位） 週5日程度

(1)9時00分～17時00分 (他)

不問 (2)21時00分～6時00分

 定年制 (3)22時00分～7時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 180人 ）

契約更新の可能性なし 14080- 6114731 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日 保育士

(1)14時30分～18時30分 (土日祝他)

59歳以下 (2)14時00分～18時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 18人 ）

14080- 6141931 就業場所 神奈川県鎌倉市

健康管理センター事務課 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－
２４1,080円～1,080円

シフト制
年末年始４日・開院
記念日１日通勤手当等　

なし 実費支給（上限あり） 労災

物流諸作業　◆◆短期アルバイト
◆◆

株式会社　鎌倉ハム　富
岡商会

神奈川県鎌倉市岩瀬９６１

1,250円～1,400円

臨床検査技師（非常勤・産休育休
職員代替）

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－
２４1,400円～1,400円

通勤手当等　
なし

年間カレンダーによ
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） 又は8時30分～17時00分
の間の4時間以上

労災

実費支給（上限なし） 労災

保育補助業務 社会福祉法人　翠峰会
うちゅう保育園かまくら

神奈川県鎌倉市扇ガ谷１丁目１
－３１1,500円～1,500円

年末年始（１２／２９
～１／３）＊週５日勤
務できる方歓迎通勤手当等　

あり　一律
60歳


