
平成３１年４月１５日発行 次回発行予定日　平成３１年４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

日給
不問 （3,699円～3,699円） (1)10時00分～14時55分

943円～943円
年齢不問

（従業員数 70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～13時00分
900円～950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 (1) 9時00分～14時30分

900円～950円
年齢不問

（従業員数 41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) 9時00分～12時00分 普通自動車免許一種
898円～898円

年齢不問
（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～17時00分

930円～1,010円
年齢不問

（従業員数 160人 ）

パート労働者 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～ 1時00分

900円～1,000円 (2)17時00分～ 3時00分
省令２号

（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～13時00分
900円～900円

年齢不問
（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 8時00分～15時00分
898円～898円 (2) 8時00分～14時00分

年齢不問 (3) 7時30分～15時00分
（従業員数 65人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～12時00分

898円～920円 (2)14時30分～18時00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
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
898円～950円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

年齢不問 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

898円～1,200円
年齢不問

（従業員数 60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 　8時00分～18時00分 ホームヘルパー３級
1,100円～1,500円 　の間の4時間程度 介護職員初任者研修

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
59歳以下 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種

900円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分
省令１号 (3)10時00分～16時00分

（従業員数 17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 　8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
900円～950円 　の間の6時間程度

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許一種

1,000円～1,500円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

（従業員数 3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) 9時00分～15時00分 介護支援専門員
1,000円～1,500円 (2) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

一般事務補助
【合角ダム管理事務所】

埼玉県秩父県土整備
事務所

秩父市下影森１００２－１

子育て支援員 学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1507791 TEL0494-22-1385

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1514491

福祉有償運送の運転
手兼支援員

特定非営利活動法人
ライフアップサポー
ト

横瀬町大字横瀬４５４９－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1516891 TEL0494-21-3373

受付事務 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1510091 TEL0494-23-1300

うどん打ち いこいの村ヘリテイジ美
の山　（株式会社エイ
チ・アール・エス）

皆野町大字皆野３４１５ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1508891 TEL0494-62-4352

工場内軽作業 ヒロミ株式会社　秩
父工場
ホワイト急便

秩父市山田　２７１２－１９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1512691 TEL0494-25-0881

接客・調理 株式会社　ムジン 秩父市宮側町７－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1511391 TEL0494-24-7823

医療事務　＜急募＞ 原医院 小鹿野町両神薄２２８－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1494291 TEL048-472-2606

清掃 本強矢整形外科病院 秩父市下影森８７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1493891 TEL0494-24-7615

製造業務　＜急募＞ 有限会社　秩父食品 長瀞町大字本野上４０３－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1506491
TEL0494-66-1485

介護員 （株式会社アル
ファ）健朗ホーム
美穂の里

秩父市上町１－１２－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1498391 TEL0494-25-2000

介護職員（デイサー
ビスセンター）

有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1482991 TEL0494-23-0515

訪問介護≪急募≫ 介護タクシー　株式
会社

横瀬町横瀬４５４９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1478291 TEL0494-25-0260

訪問介護職員
（ホームヘルパー）

有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1484791 TEL0494-23-0515

接客・調理補助 合同会社　バイク弁
当

秩父市大滝８９０－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1483491 TEL0494-55-0819

介護支援専門員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1485891 TEL0494-23-0515

TEL0494-22-3715

◎ 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３１年４月１５日発行 次回発行予定日　平成３１年４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 理学療法士
不問 (1) 9時00分～12時00分 作業療法士

1,250円～1,500円 (2)13時00分～16時00分 言語聴覚士
年齢不問 (3) 9時00分～16時00分

（従業員数 17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
900円～950円

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 普通自動車免許ＡＴ

67歳以下 (1) 8時15分～10時00分 普通自動車免許一種
990円～990円 (2)15時00分～17時00分

省令１号
（従業員数 160人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～21時00分

900円～1,200円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

機能訓練指導員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1486291 TEL0494-23-0515

秩父市阿保町１－１１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1489091 TEL0494-23-1300

調理員補助 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1488191 TEL0494-23-0515

フロント業務 株式会社　ピカ　Ｐ
ＩＣＡ秩父

秩父市久那６３７番２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1491491 TEL0494-22-6661

通所リハビリ運転手 医療生協さいたま
秩父生協病院

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。


