
平成３０年１月１５日発行 次回発行予定日　平成３０年１月２２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

時給 保育士
不問 (1)14時00分～18時00分 幼稚園教諭免許

880円～900円 (2)14時30分～18時30分 小学校教諭免許
年齢不問

（従業員数 15人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給 保育士

不問 (1) 8時15分～17時00分
900円～1,100円 (2) 9時00分～15時30分

年齢不問
（従業員数 39人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給

不問 　9時00分～16時00分
1,000円～1,200円 　の間の5時間程度

年齢不問
（従業員数 180人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～17時15分

1,000円～1,200円 　の間の4時間以上
年齢不問

（従業員数 55人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～17時15分

871円～985円 　の間の4時間以上
年齢不問

（従業員数 55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～12時30分

875円～875円 (2)12時30分～15時30分
年齢不問 (3)15時00分～18時00分

（従業員数 10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00分～13時00分

1,300円～1,800円 (2)13時00分～21時00分
年齢不問

（従業員数 45人 ）

パート労働者 就業場所 厚生年金基金
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)14時00分～21時00分
880円～900円

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 介護職員初任者研修

不問 　7時00分～22時00分
894円～914円 　の間の6時間以上

年齢不問
（従業員数 243人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 医療事務管理士１級

不問 (1) 9時00分～16時00分 医療事務管理士２級
946円～946円

年齢不問
（従業員数 19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

880円～880円
年齢不問

（従業員数 15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) 9時30分～14時30分

871円～880円 (2)13時00分～17時00分
省令１号 (3) 9時30分～17時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時30分～17時30分

900円～900円
省令１号

（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 　8時00分～17時00分

871円～871円 　の間の5時間以上
年齢不問

（従業員数 18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
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

TEL0494-62-2414

TEL0494-62-5188

TEL0494-24-6511

TEL0494-75-0111

TEL0494-75-0111

TEL0494-22-7411

組立・検査 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-  106581 TEL0494-75-2444

機械部品加工補助・
検査

有限会社アサミ精工 秩父市大野原３５３３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070-  105981 TEL0494-23-8834

配送・包装 株式会社　愼栄
（シャディ三益）

秩父市寺尾３９３３の２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070-  100281 TEL0494-25-2266

和菓子製造 株式会社　愼栄
（シャディ三益）

秩父市寺尾３９３３の２ 労災

雇用期間の定めなし

11070-   99381 TEL0494-25-2266

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-   96281 TEL0494-21-3294

レセプト点検業務 秩父市役所　保険年
金課

秩父市熊木町８－１５　本庁舎１階 公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  166781 TEL0494-25-5201

看護助手≪急募≫（夜勤
なしパートタイマー）

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  165481 TEL0494-23-0611

調理補助 有隣興業　株式会社
サービス事業部

秩父市上宮地町２２－２５ 労災

雇用期間の定めなし

11070-  161381 TEL0494-22-1349

セールスドライバー ヤマト運輸株式会社
秩父影森センター

秩父市上影森７５３－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070-  151281 TEL0494-25-3996

公共施設管理（温水プー
ル監視員）＜急募＞

一般財団法人　秩父
市地域振興公社

秩父市大野原２９９１番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  150881

梱包作業及びきのこ
生産補助

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-  181481

梱包作業及びきのこ生産補
助（土・日・祝日勤務あ
り）

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 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  180581

営業事務 アルバック成膜　株
式会社

秩父市寺尾２８０４番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  176281

保育士 社会福祉法人明星福
祉会　明星保育園

皆野町大字皆野１３３７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  174781

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070-  172581

学童保育指導員 明星学童保育所 皆野町大字皆野２１２５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  173481

TEL0494-25-0038

所在地・就業場所

一般事務 株式会社　柳田ハウ
ス

秩父市上野町１１－１１

◎ 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
不問 　8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

871円～871円 　の間の6時間以上
年齢不問

（従業員数 51人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給

不問 (1) 9時00分～17時00分
871円～871円

年齢不問
（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所横瀬町
時給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～15時00分
871円～891円 (2)10時00分～15時00分

省令１号
（従業員数 2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～17時00分 保育士

927円～927円
年齢不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
日給

不問 (6,530円) (1) 9時00分～17時00分
932円～932円

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 　8時30分～17時30分

900円～900円 　の間の5時間以上
年齢不問

（従業員数 26人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～17時00分

871円～871円 　の間の4時間程度
年齢不問

（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 (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 10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～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
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
不問 (1) 9時00分～14時52分

909円～909円 (2) 8時53分～12時00分
年齢不問 (3)12時52分～16時00分

（従業員数 530人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分

1,046円～1,046円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3)11時00分～20時00分

（従業員数 32人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時30分～17時30分

871円～871円 　の間の4時間程度
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

加工・検査・梱包等 株式会社　モリタ
秩父事業所

秩父市大畑町１６－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070-   95881 TEL0494-24-6720

介護職員 あずみ苑秩父（公園
橋）

秩父市中村町３丁目１番３３号 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   92581 TEL0494-27-8821

基板実装ユニットの製
造・組立・検査≪急募≫

キヤノン電子株式会
社　秩父事業所

秩父市下影森１２４８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   90681 TEL0494-23-3111

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-   89181 TEL0494-22-2632

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-   84581 TEL0494-54-1598

介護職≪秩父市上吉田デ
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ヶ月未満） 11070-   81381 TEL0494-21-5535

鮮魚出荷業務 株式会社　ヤオヨシ 皆野町大字皆野３２３６－３０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070-   80081 TEL0494-62-0390

作業員（パート） 株式会社　昭通 横瀬町大字横瀬４１４６番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-   79781 TEL0494-25-0330

事務補助 埼玉県秩父県税事務
所

秩父市東町２９－２０ 雇用

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070-   74381 TEL0494-23-2110

保育士 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070-  139681 TEL0494-21-5535

一般事務 有限会社　年代モー
タース

秩父市寺尾３４９２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070-  137081 TEL0494-23-8067

タクシーガス充てん
職作業

株式会社　福寿屋 横瀬町大字横瀬４２８２－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070-  125781 TEL0494-23-0192

送迎員 医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070-  124481 TEL0494-62-0067

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。


