
平成３１年４月２２日発行 次回発行予定日　令和元年５月７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
不問 (1)16時00分～18時00分

900円～900円 (2)15時00分～18時00分
年齢不問

（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～17時00分

900円～900円 (2) 9時00分～12時00分
年齢不問 (3)13時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

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 175人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

930円～930円
年齢不問

（従業員数 72人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時30分～11時45分 普通自動車免許一種

900円～1,000円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)14時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1)10時00分～13時00分
913円～913円 (2)13時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 19人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　10時00分～19時00分

900円～950円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30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

不問 (1) 9時00分～16時00分
900円～1,000円 (2) 8時10分～16時55分

年齢不問
（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給 歯科衛生士

不問 (1) 9時30分～17時00分
1,300円～1,600円 (2)12時30分～19時00分

年齢不問 (3) 9時30分～20時00分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許二種

不問 　7時00分～22時00分
900円～900円 　の間の5時間程度

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)11時00分～16時00分

1,000円～1,000円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～17時15分

898円～898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 (1) 9時00分～14時52分

930円～930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 647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～12時00分

1,000円～1,000円 (2) 8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

時給
不問 (1) 8時30分～16時45分

971円～971円 (2)10時15分～16時45分
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

学童クラブ指導員
（短時間）

社会福祉法人　わか
たけ会　たけのこ学
童クラブ

長瀞町大字本野上４９９－１

施設管理業務 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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1580491 TEL0494-22-7111

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1577091

学童クラブ指導員
（土曜日、夏・冬休み）

社会福祉法人　わか
たけ会　たけのこ学
童クラブ

長瀞町大字本野上４９９－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1578391 TEL0494-66-0385

きのこ製造（検品
等）

有限会社　角仲林業 秩父市大滝９６３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1556791 TEL0494-55-0070

組立・検査 株式会社　三球電機
製作所　秩父工場

秩父市みどりが丘２１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1581791 TEL0494-63-1539

買取・販売全般 株式会社　サカエ建
材　リサイクルマー
ト秩父店

秩父市下影森１２６０－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1560391 TEL0494-26-7366

窓口業務 秩父市立図書館 秩父市上町３－６－２７ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1557891 TEL0494-22-0943

請）組立・検査　≪
急募≫

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- 1545691 TEL0494-75-2444

調理補助 学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1569091 TEL0494-22-1385

タクシー乗務員 秩父丸通タクシー株
式会社

秩父市宮側町６－１１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1550191
TEL0494-22-3635

歯科衛生士 医療法人社団　正峰会
吉田歯科クリニック　荒
川診療所

秩父市荒川上田野９８２－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1547491 TEL0494-54-1700

構内清掃 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- 1532291 TEL0494-75-0111

接客　《急募》 そばの杜 秩父市本町３－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1553691 TEL0494-26-5335

犬のお世話・清掃等 ワンワンランド・ミ
スタードッグ犬舎

小鹿野町両神小森１６０８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1537691 TEL090-2622-9923

基板実装ユニットの
製造・組立・検査

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- 1533591 TEL0494-23-3111

学校補助員（週３日勤
務）≪急募≫

秩父市教育委員会学
校教育課

秩父市熊木町８－１５ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1542191 TEL0494-25-5228

TEL0494-66-0385

◎ 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２２日発行 次回発行予定日　令和元年５月７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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～14時00分

950円～1,000円 (2) 8時30分～14時30分
年齢不問

（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) 9時00分～15時00分

898円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

（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～15時00分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 23人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～17時00分

930円～1,000円 (2)12時30分～19時00分
年齢不問 (3) 9時30分～20時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

麺類・パイ製造補助 有限会社　ティーア
ンドアール

皆野町大字皆野６１２－７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1543091 TEL0494-62-3333

秩父市荒川上田野１６４６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1518591 TEL0120-81-9788

組立及び検査 有限会社　杉田製作
所

皆野町大字皆野８２３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1517291 TEL0494-62-0347

歯科助手 医療法人社団　正峰会
吉田歯科クリニック　荒
川診療所

秩父市荒川上田野９８２－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1530791 TEL0494-54-1700

研究補助員 ユニーテック　株式
会社　荒川研究所

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。


