
平成３０年１０月１日発行 次回発行予定日　平成３０年１０月９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 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種
不問 (1) 3時00分～16時00分 中型一種（８ｔ限定）

197,000円～247,000円 大型自動車免許一種
年齢不問

（従業員数 11人 ）

正社員 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時40分～17時40分

180,000円～210,000円
年齢不問

（従業員数 35人 ）

正社員 就業場所 秩父市
月給 交替制あり 歯科衛生士

不問 (1) 9時30分～19時00分
190,900円～330,900円 (2)10時30分～19時30分

年齢不問
（従業員数 8人 ）

正社員 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

240,000円～310,000円
省令３号のイ

（従業員数 14人 ）

正社員 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

230,000円～250,000円 (2)17時00分～ 9時00分
省令２号

（従業員数 124人 ）

正社員 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員実務者研修
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修

160,000円～205,300円 (2) 8時30分～17時30分 介護福祉士
省令２号 (3)17時00分～ 9時00分

（従業員数 124人 ）

正社員 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (900円～1,100円) (1) 9時00分～18時00分

155,520円～190,080円 (2) 7時00分～16時00分
年齢不問 (3)17時00分～ 9時00分

（従業員数 40人 ）

正社員 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (900円～1,100円) (1) 8時00分～17時00分

155,520円～190,080円
年齢不問

（従業員数 40人 ）

正社員 就業場所

月給
不問 (1) 8時00分～17時00分

210,000円～330,000円
年齢不問

（従業員数 55人 ）

正社員以外 就業場所 皆野町
月給

不問 (1) 8時00分～17時00分
170,000円～300,000円

年齢不問
（従業員数 55人 ）

正社員以外 就業場所

月給
不問 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～300,000円
年齢不問

（従業員数 55人 ）

正社員以外 就業場所

月給 中学校教諭免許
不問 (1) 8時30分～17時15分 高等学校教諭免許

184,847円～212,271円 特別支援学校教諭免許
年齢不問

（従業員数 16人 ）

正社員以外 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

165,200円～185,000円
年齢不問

（従業員数 3人 ）

正社員 就業場所

月給 普通自動車免許一種
39歳以下 (1) 8時30分～18時00分

170,000円～200,000円
省令３号のイ

（従業員数 14人 ）

正社員 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～300,000円
省令３号のイ

（従業員数 5人 ）

正社員 就業場所

時給 保育士
不問 (950円) 　6時30分～17時30分

158,560円～158,560円 　の間の8時間
年齢不問

（従業員数 11人 ）

正社員以外 就業場所 小鹿野町

TEL0494-23-0023

TEL0494-72-7201

TEL0494-62-5500

TEL0494-21-7028

TEL0494-21-7028

TEL0494-22-6651

保育職員 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・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3583381
TEL0494-75-3920

一般土木 有限会社　荒舩組 横瀬町大字横瀬４７４３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3580281
TEL0494-23-8546

消防施設工事保守点検＜ト
ライアル雇用併用求人＞＜
急募＞

丸京商事　株式会社 秩父市上野町２９－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3579481
TEL0494-25-2525

配管工≪トライアル
雇用併用求人≫

株式会社　ＨＡＮＡ
ＳＵＩ

秩父市荒川上田野４２７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3578581
TEL0494-26-6609

特別支援学校教諭 学校法人　光の村学
園　光の村養護学校
秩父自然学園

秩父市大滝４７８３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3571881
TEL0494-26-5617

製造支援部　業務管理グ
ループフィールドサービス

株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3596481
TEL0494-62-1171

品質保証（事務） 株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3595581
TEL0494-62-1171

品質保証 株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3594981
TEL0494-62-1171

老人介護≪急募≫「トラ
イアル雇用併用求人」

有限会社シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3591081
TEL0494-22-6651

老人介護≪急募≫　「ト
ライアル雇用併用求人」

有限会社シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3589881

介護士（秩父第一病
院）

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3588781

看護師（秩父第一病
院）

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3587481

配達及び営業 株式会社　ナカヤマ 皆野町大字皆野５８６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

11070- 3586581

歯科衛生士 しまだ歯科医院 小鹿野町小鹿野１６７９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3606381

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

11070- 3601781

事務　≪急募≫ 株式会社　トウ・プ
ラス

秩父市桜木町３－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3605081

TEL0494-24-6360

所在地・就業場所

大型ダンプ運転手
≪急募≫

有限会社　佐野運輸 横瀬町大字横瀬６２５０－２

◎ 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、フルタイム及びパートの求人を閲覧できます。



平成３０年１０月１日発行 次回発行予定日　平成３０年１０月９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 

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時20分～17時30分 簿記検定（日商２級）

147,000円～200,000円
年齢不問

（従業員数 127人 ）

正社員 就業場所

日給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (10,000円) (1) 8時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (2) 8時00分～16時30分
年齢不問

（従業員数 44人 ）

正社員以外 就業場所 秩父市
時給

不問 (900円) (1) 7時30分～16時30分
155,520円～155,520円 (2)12時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 28人 ）

正社員以外 就業場所 小鹿野町

フロント係 一般財団法人　小鹿
野町振興公社

小鹿野町両神薄２９０６番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3568681
TEL0494-79-1100

林業作業員 秩父広域森林組合 秩父市日野田町１－７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 3566081
TEL0494-26-5231

経理 株式会社　グラファ
イトデザイン

秩父市太田２４７４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

11070- 3564281
TEL0494-62-2800

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、フルタイム及びパートの求人を閲覧できます。


