
平成３１年３月１８日発行 次回発行予定日　平成３１年３月２５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 交替制あり 看護師
不問 (1) 9時00分～15時00分 准看護師

1,100円～1,200円 (2) 9時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

（従業員数 24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～10時00分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 9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 普通自動車免許ＡＴ
898円～898円 　の間の6時間以上

年齢不問
（従業員数 26人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～16時00分
950円～950円

年齢不問
（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ＡＴ
不問 　8時30分～17時15分

898円～898円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)17時00分～20時00分

898円～1,100円
年齢不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
日給

不問 (7,320円～7,320円) (1) 8時30分～17時15分
944円～944円

年齢不問
（従業員数 15人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分
1,000円～1,125円

年齢不問
（従業員数 68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
950円～1,000円

年齢不問
（従業員数 31人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 保育士

不問 　8時00分～18時30分 幼稚園教諭免許
913円～971円 　の間の4時間程度

年齢不問
（従業員数 170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30分～17時00分
900円～970円

年齢不問
（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

60歳以上 (1) 8時00分～17時00分
1,100円～1,300円 (2) 6時00分～15時00分

省令３号のニ
（従業員数 47人 ）

パート労働者 就業場所

時給 保育士
不問 　7時00分～19時00分 幼稚園教諭免許

913円～971円 　の間の8時間程度
年齢不問

（従業員数 170人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分
898円～898円

年齢不問
（従業員数 35人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～12時00分

1,000円～1,000円 (2)13時00分～18時00分
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 　8時30分～17時30分

1,050円～1,050円 　の間の6時間以上
年齢不問

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所

TEL0494-22-0739

TEL0494-62-0067

TEL0494-25-2266

TEL0494-22-0827

TEL0494-55-0539

保育士　＜急募＞ 社会福祉法人小鹿野
ひまわり福祉会

小鹿野町小鹿野５９８の２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1158191 TEL0494-75-3354

美容アシスタント 有限会社　サロンド
巴里夢

秩父市日野田町１－１０－１７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1167091 TEL0494-24-7743

部品の組立・検査
（短時間）

ヤマトネクスト　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1166191 TEL0494-23-6017

保育士（７．７５
Ｈ）

秩父市役所　こども
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- 1163891 TEL0494-25-5206

運転手（大型） 新井運送株式会社 皆野町大字皆野９０番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1183191 TEL0494-62-0489

介護業務 株式会社　フクシア 長瀞町大字長瀞２９３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1182591 TEL0494-26-5740

保育士（４Ｈ） 秩父市役所　こども
課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1181291 TEL0494-25-5206

工場内軽作業 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- 1178691 TEL0494-22-2821

製造作業 株式会社　ＴＪＭデ
ザイン

秩父市山田７９０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1177391 TEL0494-24-8511

事務補助 埼玉県秩父県税事務
所

秩父市東町２９－２０ 労災について
は条例により
補償

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1176091 TEL0494-23-2110

ベーカリーカフェで
の接客・調理補助

株式会社　ニチエイ 秩父市下影森１３４７－５　旭ハイ
ツＢ棟１０３

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1174591

一般事務 さいたま地方法務局
秩父支局

秩父市桜木町１２－２８ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1170491

配達 株式会社　愼栄
（シャディ三益）

秩父市寺尾３９３３の２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1195991

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1193391

労災

雇用期間の定めなし

11070- 1185391 TEL0494-27-8080

調理・販売・配達（始業
６時～）≪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- 1192091

所在地・就業場所

正看護師または准看
護師

有限会社　ベスト
ワーク

横瀬町大字横瀬１１７０－２０

◎ 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。
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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
59歳以下 (1) 8時30分～16時50分

950円～950円
省令１号

（従業員数 14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～16時30分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所

時給 小学校教諭免許
不問 　12時00分～18時45分 保育士

913円～971円 　の間の5時間程度
年齢不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分
898円～930円 (2) 9時00分～12時00分

年齢不問 (3)14時00分～18時00分
（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所

時給
64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

898円～930円 (2)15時00分～20時00分
省令１号

（従業員数 23人 ）

パート労働者 就業場所横瀬町
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
898円～930円 (2)16時00分～22時00分

年齢不問
（従業員数 23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

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
898円～898円

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

洗浄・検査・梱包
（日勤）

有限会社原製作所 秩父市中村町３－２２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1150391 TEL0494-22-1378

フロント・販売・喫
茶

有限会社　やまみず 横瀬町大字横瀬４６２７番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1149591 TEL0494-25-5153

厨房係 有限会社　やまみず 横瀬町大字横瀬４６２７番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1148291 TEL0494-25-5153

受付・客室清掃係 有限会社　やまみず 横瀬町大字横瀬４６２７番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1147891 TEL0494-25-5153

秩父市立学童保育室
指導員≪急募≫

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1146791 TEL0494-25-5228

ふれあい作業所の指
導員

社会福祉法人　小鹿
野町社会福祉協議会

小鹿野町小鹿野３００ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1141091 TEL0494-75-4181

紙袋検査 株式会社ニッポー
秩父工場

秩父市大宮４６３９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1162791 TEL0494-24-5521

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。


