
平成２９年１０月２３日発行 次回発行予定日　平成２９年１０月３０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 普通自動車免許一種
不問 　8時00分～17時15分

950円～1,000円 　の間の4時間以上
年齢不問

（従業員数 56人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 5時30分～14時15分

900円～900円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 (3)10時30分～19時15分

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

880円～1,030円
年齢不問

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1)15時00分～19時00分

900円～900円
省令１号

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所

時給
18歳以上 (1)18時00分～23時00分

900円～1,000円
省令２号

（従業員数 3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～12時00分

871円～900円 (2) 8時00分～15時00分
年齢不問 (3)10時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　9時00分～16時00分

900円～950円 　の間の5時間程度
年齢不問

（従業員数 34人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～16時00分

900円～1,000円 (2)10時00分～17時00分
年齢不問 (3) 9時00分～16時00分

（従業員数 5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～17時00分
900円～1,000円 (2) 8時30分～17時30分

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

不問 (1)17時00分～23時00分
1,000円～1,200円 (2)18時00分～23時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給 介護福祉士
不問 (1) 7時30分～16時30分 介護職員実務者研修

890円～900円 (2) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 介護福祉士

不問 　7時00分～19時30分 ホームヘルパー２級
890円～900円 　の間の6時間以上 ホームヘルパー３級

年齢不問
（従業員数 23人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
890円～900円

年齢不問
（従業員数 23人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 　9時00分～16時00分
871円～890円 　の間の3時間程度

年齢不問
（従業員数 27人 ）

パート労働者 就業場所

時給 介護職員初任者研修
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

900円～900円
年齢不問

（従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 7時30分～14時00分

950円～950円 (2) 9時00分～17時00分
省令１号

（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所

所在地・就業場所

一般事務 株式会社　アグリカ
ルチャーセンター

小鹿野町下小鹿野６０１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3826171

調理員 社会福祉法人美里会
ユーアイハウス　お
がの

小鹿野町三山２２１３番地の１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3829671

TEL0494-75-0111

事務補助 埼玉森林管理事務所 秩父市大野原４９１－１ 雇用・公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3833971

生活支援スタッフ
（さやか事業所）

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3834171

調理・配膳 味工房　魔法つかい 秩父市上宮地町３－１７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3816971

調理員及び配達 特定非営利活動法人
ライフアップサポー
ト

横瀬町大字横瀬４５４９－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3819371

ゴルフ場レストラン
ホール業務

株式会社　さいたまリ
ゾート産業　埼玉長瀞ゴ
ルフ倶楽部

長瀞町大字野上下郷３５１８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3822771

配達・集金・点検 有限会社　詩恩 秩父市桜木町１１－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3776771 TEL0494-25-2170

介護職（あさひデイ
サービスセンター）

有限会社　詩恩 秩父市桜木町１１－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3778271 TEL0494-25-2170

配膳等 大衆割烹　甲子 秩父市野坂町１丁目２０－２２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3779971 TEL0494-23-2030

介護職（ひなた） 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・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3782571 TEL0494-77-0099

介護職（永田屋） 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3784771 TEL0494-77-0099

事務職（永田屋） 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3785871 TEL0494-77-0099

組立・包装（短時
間）

秩父テック株式会社 秩父市大野原４８１－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3789071 TEL0494-23-8885

デイサービス介護職
員

株式会社　福祉の街
デイサービスふくし
のまち秩父

秩父市野坂町１－２０－３３　Ｋ’
Ｓノサカ１階

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3762171 TEL0494-21-3294

配送・軽作業 ヒロミ株式会社
秩父工場
ホワイト急便

秩父市山田２７１２－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3763071 TEL0494-25-0881

TEL0494-72-5011

TEL0494-23-1260

TEL0494-24-9951

TEL0494-22-2632

TEL0494-21-3373

TEL0494-66-1133

◎ 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。
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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
59歳以下 (1) 9時00分～13時00分

900円～900円
省令１号

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～15時00分

871円～871円 (2) 8時00分～12時00分
年齢不問 (3)12時40分～17時00分

（従業員数 23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)10時00分～17時00分

871円～871円
省令１号

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給 保健師

不問 (1) 8時00分～12時00分
1,230円～1,380円

年齢不問
（従業員数 122人 ）

パート労働者 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1) 7時00分～16時00分

875円～1,000円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 29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30分～10時30分

871円～871円 (2)10時30分～13時30分
年齢不問 (3)13時30分～16時30分

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所

生活支援スタッフ
（さやか事業所）

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3771071 TEL0494-24-9951

軽作業者 株式会社　田口製作
所

秩父市黒谷４１６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3772371 TEL0494-23-3636

販売（黒谷店） 株式会社　和銅鉱泉
旅館　栗助

秩父市黒谷８２２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3746171 TEL0494-25-2411

保健師 医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3749671 TEL0494-22-3022

介護職　≪急募≫ 有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3751871 TEL0494-75-4370

寿司の製造補助及び
配達

有限会社　みな寿司 秩父市大野原９１－３ 労働保険加入
予定

雇用期間の定めなし

11070- 3758571 TEL0494-22-3883

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。


