
平成２９年１０月３０日発行 次回発行予定日　平成２９年１１月６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
59歳以下 (1) 9時00分～16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)17時00分～21時45分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 81人 ）

パート労働者 就業場所

時給 保健師
不問 (1)13時00分～18時00分 保育士

1,000円～1,000円 幼稚園教諭免許
年齢不問

（従業員数 34人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

900円～900円 (2)10時00分～15時00分
年齢不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1)11時00分～16時00分
900円～900円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 36人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～14時30分

880円～900円
年齢不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

871円～871円
年齢不問

（従業員数 21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～16時00分

900円～1,050円
年齢不問

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)11時00分～16時00分

900円～1,200円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～14時30分

871円～871円
年齢不問

（従業員数 7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 　9時00分～17時00分
900円～900円 　の間の4時間程度

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

871円～1,000円 (2) 8時10分～16時55分
年齢不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
日給

不問 (7,170円) (1) 8時30分～17時15分
925円～925円

年齢不問
（従業員数 75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30分～17時30分

880円～1,000円
年齢不問

（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

バリ取り検査及び機
械作業補助

有限会社マシックス 秩父市下吉田１９１５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3842171 TEL0494-72-6089

一般事務補助
（１２月１日採用）

埼玉県秩父農林振興
センター

秩父市日野田町１－１－４４ 公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3839471 TEL0494-24-7211

請）組立・検査　≪
急募≫

株式会社小高製作所 小鹿野町下小鹿野１１２９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3838571 TEL0494-75-2444

一般事務 学校法人　英進学園 秩父市上町２－１７－３４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3836371 TEL0494-22-0837

調理補助 山田商事有限会社
明治牛乳秩父販売所

秩父市中村町１－２－２ 公災

雇用期間の定めなし

11070- 3858271 TEL0494-22-1645

接客　《急募》 ふるさと館２Ｆ　そ
ばの杜

秩父市本町３－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3854571 TEL0494-26-5335

ミシン縫製 秩父プラスチック工
業　株式会社

長瀞町大字長瀞１２９５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3844371 TEL0494-66-3211

軽作業・検査作業 明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3864771 TEL0494-75-3391

調理補助 株式会社　ニューフ
ジフーズサービス

小鹿野町小鹿野７５５－１（株）秩
父富士内食堂

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3861671 TEL0494-75-3684

クリーンスタッフ
≪急募≫

西武レクリエーショ
ン株式会社　西武秩
父駅前温泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3880871 TEL0494-22-7111

自動車整備士 秩通商事株式会社 秩父市宮側町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3878671 TEL0494-22-3635

保育補助 学校法人　秩父ほう
しょう幼稚園

横瀬町横瀬６２０８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3877371 TEL0494-22-4343

施設管理 秩父エレクトロン
株式会社

小鹿野町大字下小鹿野１１１１番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3876071 TEL0494-75-3333

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3870471 TEL0494-24-9951

所在地・就業場所

生活支援スタッフ
（ふらわあ事業所）

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２

◎ 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。


