
平成３０年１月９日発行 次回発行予定日　平成３０年１月１５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

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (98,000円) (1) 8時30分～15時30分

1,400円～1,400円
年齢不問

（従業員数 23人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (44,000円) (1) 9時00分～12時00分
1,047円～1,047円 (2)18時00分～21時00分

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

59歳以下 (1) 8時30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 就業場所秩父市
時給

不問 　6時00分～21時00分
900円～900円 　の間の4時間以上

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)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) 8時00分～17時00分

871円～1,000円 (2) 7時30分～16時30分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所

時給 介護職員初任者研修
不問 　8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

900円～1,200円 　の間の1時間以上 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

（従業員数 30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～16時45分

904円～927円 (2) 8時15分～17時00分
年齢不問 (3) 8時30分～17時15分

（従業員数 19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) 8時00分～16時45分
904円～927円 (2) 8時15分～17時00分

年齢不問 (3) 8時30分～17時15分
（従業員数 19人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 8時30分～17時30分
900円～900円

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時30分～17時30分

950円～1,000円 　の間の5時間程度
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) 8時30分～17時00分
871円～871円 (2) 9時00分～15時00分

年齢不問 (3) 9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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

900円～1,000円
年齢不問

（従業員数 62人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 6時00分～11時00分
871円～1,000円 (2)16時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給

不問 (1)10時00分～14時00分
880円～1,300円 (2)17時00分～22時30分

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給

不問 (1)10時00分～16時45分
952円～952円

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

外国語活動コーディ
ネーター

秩父市教育委員会 秩父市熊木町８－１５　歴史文化伝
承館２階

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   12281

チチブアフタースクール
夜勉コーディネーター

秩父市教育委員会 秩父市熊木町８－１５　歴史文化伝
承館２階

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   16681

TEL0494-25-5227

生活支援スタッフ（ふら
わあ・さやか）

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-   44481

売店業務 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ヶ月未満） 11070-   46881

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ヶ月未満） 11070-   48181

介護職員 有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 労災

雇用期間の定めなし

11070-   52481

訪問介護 有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 労災

雇用期間の定めなし

11070-   55281

介護職≪蒔田デイサービ
スセンター≫

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   57081 TEL0494-21-5535

介護職≪高篠デイサービ
スセンター≫

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   59681 TEL0494-21-5535

軽作業 秩父山水　株式会社 横瀬町芦ケ久保１３６９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070-   73081 TEL0494-25-0141

製造補助作業 コウシン化学工業株
式会社　埼玉工場

秩父市堀切５３０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4605771 TEL0494-26-5211

事務　≪急募≫ 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- 4607271 TEL0494-24-5840

サービスマスター＜お掃
除サービス＞《急募》

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- 4609171 TEL0494-24-5840

調理準備・加工作業 株式会社　埼玉商工
サービス

長瀞町大字長瀞５４４－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4611571 TEL0494-88-0309

ホール・調理補助 株式会社　埼玉商工
サービス

長瀞町大字長瀞５４４－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4612471 TEL0494-88-0309

学校補助員（週４日
勤務）

秩父市教育委員会学
校教育課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4615271 TEL0494-25-5228

TEL0494-25-5227

TEL0494-24-9951

TEL0494-22-7111

TEL0494-22-7111

TEL0494-25-1501

TEL0494-25-1501

◎ 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・
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◎ 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) 8時15分～14時00分

952円～952円
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 　8時00分～17時00分
1,000円～1,000円 　の間の4時間以上

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 8時30分～14時00分
952円～952円

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)15時30分～19時30分
875円～900円

年齢不問
（従業員数 89人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

59歳以下 (1) 8時05分～17時00分
909円～909円 (2) 8時50分～16時00分

省令１号
（従業員数 189人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

910円～930円
年齢不問

（従業員数 43人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　9時00分～16時00分

871円～871円 　の間の4時間程度
年齢不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
日給

不問 (7,230円) (1) 8時30分～17時15分
932円～932円

年齢不問
（従業員数 75人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 保育士

不問 　8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
950円～950円 　の間の7時間程度

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) 6時00分～ 8時00分

871円～950円 (2) 9時00分～12時00分
年齢不問 (3)15時00分～18時00分

（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～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 　9時00分～18時00分

1,000円～1,500円 　の間の5時間以上
年齢不問

（従業員数 0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～18時00分 宅地建物取引士

1,500円～2,000円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 0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～13時00分

871円～871円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

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 21人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　9時00分～16時30分

880円～880円 　の間の5時間以上
年齢不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所

学校補助員（司書教
諭補助員）

秩父市教育委員会学
校教育課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4616971 TEL0494-25-5228

特別支援教育補助員 秩父市教育委員会学
校教育課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4617171 TEL0494-25-5228

市立幼稚園パート職
員

秩父市教育委員会学
校教育課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4619371 TEL0494-25-5228

調理補助員 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4596071 TEL0494-75-3920

検査 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 4602671 TEL0494-24-1111

電子機器の組立検査 ニッケイインスツル
メンツ株式会社

小鹿野町小鹿野１３５９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4603571 TEL0494-75-1230

洗濯業務≪急募≫ 有限会社ちちぶリネ
ン

秩父市荒川上田野１７６２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4586271 TEL0494-54-1598

一般事務補助（２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- 4589071 TEL0494-24-7211

保育士　＜急募＞ 社会福祉法人　わか
たけ会
たけのこ保育園

長瀞町大字本野上４９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4590471 TEL0494-66-0383

農作業（４月１日よ
り勤務）

合同会社　守屋農園 小鹿野町般若６４８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4593271 TEL0494-75-2585

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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4585871 TEL0494-24-6677

事務 株式会社　エルハウ
ス

秩父市東町２３番４号 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4577871 TEL0494-25-7777

不動産事務 株式会社　エルハウ
ス

秩父市東町２３番４号 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4578271 TEL0494-25-7777

雑務 有限会社　美津根園 秩父市黒谷１５００ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4579971 TEL0494-22-3317

一般事務・保健所業
務補助

埼玉県秩父保健所 秩父市桜木町８－１８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 4580371 TEL0494-22-3824

一般事務 秩父税務署 秩父市日野田町１－２－４１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 4582571 TEL0494-22-4433

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。


