
平成２９年１２月１１日発行 次回発行予定日　平成２９年１２月１８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 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時20分～17時20分 介護職員初任者研修

900円～900円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL0494-25-4787 （従業員数 17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50分～16時50分

900円～1,000円
年齢不問

TEL0494-22-2550 （従業員数 17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30分～16時30分

871円～1,200円
年齢不問

TEL0494-75-2313 （従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 6時30分～12時30分

871円～900円
年齢不問

TEL0494-75-2313 （従業員数 8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

900円～900円
年齢不問

TEL0494-22-1666 （従業員数 15人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

871円～871円
年齢不問

TEL0494-54-0801 （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) 4時00分～10時00分

875円～875円
年齢不問

TEL0494-22-0739 （従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 8時30分～12時30分
880円～980円 (2) 9時00分～13時00分

年齢不問 (3)14時00分～18時00分
TEL0494-22-3022 （従業員数 122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00分～18時00分 ホームヘルパー２級

871円～920円 　の4時間程度 介護福祉士
年齢不問

TEL0494-21-7028 （従業員数 114人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
871円～900円

年齢不問
TEL0494-21-7028 （従業員数 100人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時45分

871円～1,000円
年齢不問

TEL0494-63-1313 （従業員数 40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00分～17時00分

871円～1,000円 　の2時間以上
年齢不問

TEL0494-26-7171 （従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)18時00分～10時00分

871円～1,000円
年齢不問

TEL0494-26-7171 （従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1) 9時00分～13時30分
900円～900円 (2)13時30分～18時30分

年齢不問
TEL0494-24-3122 （従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 中型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分 大型自動車免許一種
880円～880円

年齢不問
TEL0494-75-0881 （従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～15時00分

1,800円～1,875円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

TEL0494-22-2821 （従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

ホームヘルパー　＜
秩父市＞

株式会社　福祉の街
ふくしのまち秩父

秩父市阿保町２－７ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4411671

銀行業務 埼玉縣信用金庫　秩
父支店

秩父市本町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 4415871

配達 田中製麺所 小鹿野町下小鹿野　１８７９－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4401071

麺類製造 田中製麺所 小鹿野町下小鹿野　１８７９－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4402371

マットのルート配送 西武リース株式会社 秩父市栃谷５１－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 4418171

配膳・洗い場及び調
理補助

手打そば　水沢 秩父市荒川小野原４１６－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4379171

調理・販売・配達
（急募）

有限会社　武島家 秩父市番場町１６－４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4387171

医療事務 医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4389371

介護職員（非常勤） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4363371

運転士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4367771

事務（依頼受付等の
事務作業）＜急募＞

株式会社　アズコム
データセキュリティ

秩父市みどりが丘３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4370071

職業指導員＜急募＞ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4371371

世話人＜急募＞ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4372671

衣料品などの販売 有限会社ベニヤ 秩父市桜木町１番１号 雇用・公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 4404571

マイクロバス運転手 東都埼玉カントリー
倶楽部

小鹿野町長留１８６０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4348671

木材加工仕上 株式会社　ウッ
ディーコイケ

秩父市下影森１８１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4352971

◎ 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１２月１１日発行 次回発行予定日　平成２９年１２月１８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)14時30分～18時00分

871円～880円 (2) 8時30分～12時00分
年齢不問

TEL048-472-2606 （従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1) 8時00分～15時00分
871円～871円 (2) 9時00分～15時00分

年齢不問
TEL0494-22-5566 （従業員数 17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00分

871円～971円 　の6時間程度
年齢不問

TEL0494-22-3820 （従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1)18時00分～20時00分

1,000円～1,000円
省令１号

TEL0494-62-1149 （従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

医療事務 原医院 小鹿野町両神薄２２８－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4355371

メンテナンス（客室
清掃）

株式会社星野 秩父市宮側町５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4356671

事務員 有限会社　星野商会 秩父市中宮地町２１－７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4357571

歯科助手・受付 そよ風歯科医院 秩父市太田９４９－１３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4359771

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。


