
平成２９年１０月２日発行 次回発行予定日　平成２９年１０月１０日

年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～13時30分 介護福祉士

880円～1,000円 (2)13時00分～17時30分 介護職員初任者研修
年齢不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)14時30分～18時30分

910円～930円 (2) 9時00分～14時00分
年齢不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～16時00分

880円～900円 (2)10時00分～18時00分
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

59歳以下 (1)14時00分～22時30分
900円～1,000円

省令１号
（従業員数 20人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分

1,046円～1,046円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3)11時00分～20時00分

（従業員数 32人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～18時00分

871円～1,000円
年齢不問

（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分
845円～1,000円

年齢不問
（従業員数 21人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

875円～875円
年齢不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

871円～871円 (2)14時30分～18時30分
年齢不問

（従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

900円～1,000円 (2)10時00分～19時00分
省令１号

（従業員数 19人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～16時00分

1,300円～1,300円
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

880円～880円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時15分～16時00分 ホームヘルパー２級
871円～900円

年齢不問
（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～17時00分
871円～1,000円

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 7時00分～13時00分
875円～875円 (2)15時30分～18時00分

年齢不問
（従業員数 62人 ）

パート労働者 就業場所

厨房係 本強矢整形外科病院 秩父市下影森８７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3459071 TEL0494-24-7615

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3455871 TEL0494-54-2536

精密機械部品の組
立・検査

有限会社　吉野製作
所

雇用期間の定めなし

介護職 株式会社　歌舞伎 秩父市上野町２５－７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3443671 TEL0494-25-1820

TEL0494-21-2150

秩父市荒川上田野５０４

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3440171 TEL0494-62-1223

配送（土・日勤務） 株式会社　愼栄
（シャディ三益）

秩父市寺尾３９３３の２ 労災

秩父市本町２－６ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3491371 TEL0494-25-2511

11070- 3434371 TEL0494-25-2266

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3493571

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3490071 TEL0494-24-7746

介護職員 有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3482071 TEL0494-25-1501

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3475371

介護職員 あずみ苑秩父（公園
橋）

秩父市中村町３丁目１番３３号 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3512171 TEL0494-27-8821

TEL0494-75-3354

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3511971

梱包作業、製造、製
造補助

株式会社　オレオス 小鹿野町小鹿野５６０－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3496871 TEL0494-75-5002

TEL0494-75-0210

労災

雇用期間の定めなし

11070- 3518771

看護助手 酒井耳鼻咽喉科医院 秩父市大野原９３４ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3520171

TEL0494-23-3494

TEL0494-25-4187

所在地・就業場所

高齢者向けフィットネスク
ラブのトレーニングスタッ
フ

株式会社　ミツイ 秩父市中村町１丁目３－８

配膳・掃除・接客等 有限会社　赤谷温泉
小鹿荘

小鹿野町大字三山２４３

学童クラブ指導員 社会福祉法人小鹿野
ひまわり福祉会

小鹿野町小鹿野５９８の２

接客・調理補助（土
日祝）

有限会社　珍達 横瀬町大字横瀬５２７１－２

介護員 有限会社　グループ
ホーム上野
陽だまりの家

秩父市大宮５５３３－１

軽作業 株式会社　浅見商会
ＨｏｎｄａＣａｒｓ
秩父中央

皆野町大字皆野７７８－５

医療事務・受付 医療法人岡部医院

◎ 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の紹介窓口へお問い合わせください。 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 
◎ パートタイム求人の場合、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。 

ジョブプラザちちぶ 
 TEL 0494-24-5222 

ハローワーク秩父 
（秩父公共職業安定所） 

   TEL 0494-22-3215 

で          ！ ハローワーク秩父 検索 

この他にも「ハローワーク秩父」「ハローワーク秩父ジョブプラザちちぶ」では、一般及びパートの求人を閲覧できます。



平成２９年１０月２日発行 次回発行予定日　平成２９年１０月１０日

年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

◎ 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の紹介窓口へお問い合わせください。 
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 
◎ パートタイム求人の場合、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。 

ジョブプラザちちぶ 
 TEL 0494-24-5222 

ハローワーク秩父 
（秩父公共職業安定所） 

   TEL 0494-22-3215 

で          ！ ハローワーク秩父 検索 

時給
不問 (1) 9時45分～13時00分

871円～900円
年齢不問

（従業員数 190人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～16時00分

880円～1,100円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 6時00分～ 8時00分
880円～1,100円 (2)11時00分～19時00分

年齢不問 (3)16時00分～19時00分
（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 7時00分～ 9時00分
880円～1,100円 (2)16時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～14時00分
890円～890円

年齢不問
（従業員数 66人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)11時00分～12時00分

890円～890円 (2)10時00分～12時00分
年齢不問

（従業員数 66人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～880円
年齢不問

（従業員数 66人 ）

パート労働者 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (80,000円～85,000円) (1) 9時00分～17時00分

879円～934円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～12時00分 中型自動車免許一種

950円～1,100円
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所 厚生年金基金

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3415971

観光協会職員（月１３日
／１日７時間勤務）

一般社団法人　長瀞
町観光協会

長瀞町長瀞５２９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3413871 TEL0494-66-3311

TEL0494-62-5685

配送（時間給） 関東食品株式会社
秩父営業所

皆野町大字皆野１１３１－１番地

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3403771

調理補助員（４Ｈ
パート）

社会福祉法人　秩父福祉
会　特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

秩父市吉田久長１８６－１

配送（１Ｈまたは２
Ｈパート）

社会福祉法人　秩父福祉
会　特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

秩父市吉田久長１８６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3402471

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3401571

送迎員 なの花ケアホーム株
式会社

秩父市黒谷１３８７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3399771 TEL0494-26-5587

配送・調理補助員
（４Ｈパート）

社会福祉法人　秩父福祉
会　特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

秩父市吉田久長１８６－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3397571 TEL0494-26-5587

調理員 なの花ケアホーム株
式会社

秩父市黒谷１３８７－１

介護職員（パート） なの花ケアホーム株
式会社

秩父市黒谷１３８７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3395371 TEL0494-26-5587

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3462871 TEL0494-24-8080

食品レジ 株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９

TEL0494-77-0099

TEL0494-77-0099

TEL0494-77-0099

この他にも「ハローワーク秩父」「ハローワーク秩父ジョブプラザちちぶ」では、一般及びパートの求人を閲覧できます。


