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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 看護師
不問 (1) 9時00分～18時00分

1,400円～2,000円 (2)17時00分～ 9時00分
年齢不問

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所 厚生年金基金
時給 准看護師

不問 (1) 9時00分～18時00分
1,250円～1,450円 (2)17時00分～ 9時00分

年齢不問
（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所 厚生年金基金
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～15時30分
876円～876円

年齢不問
（従業員数 243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 　9時30分～19時00分

871円～871円 　の間の6時間程度
省令１号

（従業員数 31人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 7時30分～16時30分

871円～950円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

（従業員数 86人 ）

パート労働者 就業場所

日給 普通自動車免許一種
不問 (8,000円～10,000円) (1) 7時30分～17時00分

1,000円～1,250円
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) 9時00分～16時00分

900円～900円
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) 9時00分～12時00分
871円～970円 (2) 9時00分～15時00分

年齢不問 (3)13時00分～16時00分
（従業員数 62人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　10時00分～20時00分

900円～1,000円 　の間の5時間以上
年齢不問

（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)16時00分～23時00分

1,000円～1,000円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 介護職員初任者研修

不問 　8時30分～17時15分 普通自動車免許一種
1,000円～1,350円 　の間の4時間程度

年齢不問
（従業員数 54人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
871円～900円

年齢不問
（従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～16時30分

871円～900円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

TEL0494-62-0067

TEL0494-23-0611

TEL0494-25-5555

TEL0494-75-3920

TEL0494-54-1075

TEL0494-24-8511

苺農園作業≪急募≫ ただかね農園 秩父市下吉田４０９１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3693071 TEL0494-77-0977

外観検査 ヤマトセイコー　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3719271 TEL0494-23-6017

訪問介護員（ホーム
ヘルパー）

小鹿野町役場 小鹿野町小鹿野８９ 公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3713371 TEL0494-75-1221

調理補助・ホールス
タッフ

有限会社　あさひ 横瀬町大字横瀬４８１９－１０ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3712071 TEL0494-22-6619

調理補助及び接客 わへいそば 秩父市中村町１－４－１３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3708471 TEL0494-24-9280

メリーメイド（お掃除・
家事手伝いサービス）

株式会社ダスキン
サーヴ北関東
ダスキンちちぶ

秩父市下影森８９０－５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3745971 TEL0494-24-5840

製造（簡単な梱包・
供給作業）

株式会社　ＴＪＭデ
ザイン

秩父市山田７９０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3743871

土木作業員 荒川建設株式会社 秩父市荒川上田野２０９６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3741471

保育職員（平成３０
年４月１日～）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3740571

歯科助手 医療法人　仁樹会
秩父臨床デンタルク
リニック

秩父市別所５３番８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3732471

一般事務員（管理課
パートタイマー）

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3730671

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3728971

准看護師 医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3729171

TEL0494-62-0067

所在地・就業場所

正看護師 医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２

◎ 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。


