
平成２９年１１月２７日発行 次回発行予定日　平成２９年１２月４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 看護師
64歳以下 　8時30分～17時30分 准看護師

1,311円～2,129円 　の間の4時間以上 普通自動車免許ＡＴ
省令１号

（従業員数 46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) 8時00分～17時30分

900円～900円
省令１号

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
1,000円～1,200円 (2)10時00分～15時00分

年齢不問 (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 100人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　8時30分～17時30分

890円～900円 　の間の7時間以上
年齢不問

（従業員数 12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 　10時00分～17時00分
900円～920円 　の間の4時間以上

年齢不問
（従業員数 3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 　23時00分～6時00分
3,000円～3,000円 　の間の3時間程度

年齢不問
（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 　9時00分～16時00分
889円～889円 　の間の3時間以上

年齢不問
（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～12時00分
880円～890円

年齢不問
（従業員数 27人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)16時00分～21時00分

871円～900円
年齢不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1) 9時30分～15時30分

875円～875円 (2)15時00分～21時00分
年齢不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

871円～871円
年齢不問

（従業員数 20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～17時00分

1,000円～1,200円
年齢不問

（従業員数 67人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 　8時30分～17時30分

880円～890円 　の間の4時間
省令１号

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

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)10時00分～16時30分

900円～1,000円
年齢不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所

配達員 株式会社　イチワタ 皆野町大字皆野８２８－１

ファミリーホーム養
育者

インターナショナル
ファミリーホーム

秩父市寺尾２８８１－１

軽作業 株式会社　小久保製
作所

秩父市定峰７４９

TEL0494-77-0099

一般事務＜急募＞ 株式会社　柳田ハウ
ス

秩父市上野町１１－１１

製造補助 株式会社　メディカ
ルコーワ

秩父市黒谷４１３－１

事務員 関東西濃運輸株式会
社　秩父営業所

秩父市黒谷字前原１０９９－１

秩父市山田１１９９－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4207171 TEL0494-24-9951

有限会社風原看護職員

TEL0494-27-8181

TEL0494-24-9951

TEL0494-62-2070

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4223971 TEL0494-22-5955

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4208071 TEL0494-25-0038

生活支援スタッフ
（さやか事業所）

社会福祉法人　清心
会

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4219671 TEL0494-22-7411

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4225071 TEL0494-22-5652

経理業務補助 秩父電子株式会社 秩父市山田２１７８番地

11070- 4211471 TEL0494-66-0287

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4222271 TEL0494-24-6677

公共施設管理（温水
プール監視員）

一般財団法人　秩父
市地域振興公社

秩父市大野原２９９１番地 雇用・労災

TEL0494-66-2750

労働保険加入
予定

雇用期間の定めなし

11070- 4218371 TEL非公開

調理員 社会福祉法人　長瀞
会　高砂保育園

長瀞町本野上２０８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

労災

雇用期間の定めなし

11070- 4234371 TEL0494-23-2342

作業員 長栄建設株式会社 長瀞町大字野上下郷１９２０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4233071

労災

雇用期間の定めなし

11070- 4247871 TEL0494-62-5535

介護職（燦々） 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- 4245471

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4243671

労災

雇用期間の定めなし

11070- 4240171

送迎スタッフ（ふら
わあ事業所）

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 雇用・労災

所在地・就業場所

組立 株式会社オプナス
埼玉工場

皆野町大字皆野１９４０

雇用期間の定めなし

11070- 4242371

秩父市日野田町２－１４－５

◎ 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。


