
令和元年５月２７日発行 次回発行予定日　令和元年６月３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) 9時00分～13時00分

898円～898円 (2)13時00分～17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 　8時00分～17時00分

950円～1,050円 　の間の4時間以上
年齢不問

(従業員数 15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30分～17時30分 介護職員初任者研修

900円～900円
年齢不問

(従業員数 29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～12時00分 普通自動車免許一種

900円～950円
年齢不問

(従業員数 6人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 　10時00分～20時00分

900円～1,200円 　の間の5時間以上
年齢不問

(従業員数 7人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～13時00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

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (95,000円～100,000円) (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種

905円～952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00分

1,300円～1,500円 　の間の3時間程度
年齢不問

(従業員数 38人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～17時00分

1,300円～1,300円 　の間の3時間程度
年齢不問

(従業員数 38人 )
パート労働者 就業場所

時給 薬剤師
不問 (1) 9時00分～12時30分

2,500円～2,500円 (2)14時30分～18時30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
年齢不問

(従業員数 46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～12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

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　9時00分～18時00分

1,000円～1,500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
不問 (1) 9時00分～16時00分

900円～900円 (2)10時00分～17時00分
年齢不問

(従業員数 5人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

900円～900円 (2)10時00分～17時00分
年齢不問

(従業員数 5人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)13時45分～18時30分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 4人 )
パート労働者 就業場所

所在地・就業場所

雑務 有限会社　美津根園 秩父市黒谷　１５００ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1918691

検査及び梱包、軽作
業

株式会社　共栄機工 皆野町皆野１６４５ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1924091

TEL0494-22-3317

介護職員 社会福祉法人　長瀞
福祉会

長瀞町大字野上下郷４２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1929791

調理員及び配達 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- 1933391

接客及び調理補助 わへいそば 秩父市中村町１－４－１３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1898791

店舗の清掃 わへいそば 秩父市中村町１－４－１３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1900991 TEL0494-24-9280

観光協会職員（月１
５日勤務）

一般社団法人　長瀞
町観光協会

長瀞町長瀞５２９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1902791 TEL0494-66-3311

作図一般 株式会社　アラコウ 秩父市寺尾７２６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1907091 TEL0494-23-9147

データ入力作業 株式会社　アラコウ 秩父市寺尾７２６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1908391 TEL0494-23-9147

薬剤師 有限会社　サンワ調
剤薬局

秩父市道生町２－６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1912891 TEL0494-24-4130

倉庫管理補助＜急募
＞

株式会社　アズコム
データセキュリティ

秩父市みどりが丘３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 1913291
TEL0494-63-1313

雑務 近藤医院 秩父市日野田町１－９－３０ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1915191 TEL0494-22-0043

不動産事務 株式会社　エルハウ
ス

秩父市東町２３番４号 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1917391 TEL0494-25-7777

接客・配膳 有限会社　見晴 長瀞町大字長瀞４５２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1875291 TEL0494-66-0028

そば・うどん等の調
理

有限会社　見晴 長瀞町大字長瀞４５２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1876591 TEL0494-66-0028

受付事務兼診療助手 医療法人皆実会　皆
野歯科医院

皆野町大字皆野１７３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1877191 TEL0494-62-3597

TEL0494-62-1150

TEL0494-69-2055

TEL0494-21-3373

TEL0494-24-9280

◎ 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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時給 介護職員初任者研修
不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

900円～1,000円
年齢不問

(従業員数 10人 )
パート労働者 就業場所

時給
18歳以上 (1)18時00分～10時00分

898円～1,000円
省令２号

(従業員数 13人 )
パート労働者 就業場所小鹿野町

時給
不問 (1)10時00分～12時00分

898円～1,000円 (2)16時00分～18時00分
年齢不問

(従業員数 13人 )
パート労働者 就業場所小鹿野町

日給
不問 (4,300円～4,300円) (1) 7時00分～16時00分

934円～934円
年齢不問

(従業員数 15人 )
パート労働者 就業場所秩父市

日給 大型自動車免許二種
不問 (7,000円～9,000円) (1) 6時30分～17時00分 大型自動車免許一種

1,000円～1,285円
年齢不問

(従業員数 15人 )
パート労働者 就業場所

時給
18歳以上 (1)22時00分～ 6時00分

1,123円～1,123円
省令２号

(従業員数 18人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分

1,123円～1,123円
省令２号

(従業員数 18人 )
パート労働者 就業場所小鹿野町

時給
不問 (1) 5時30分～ 9時00分

900円～900円 (2) 6時00分～15時00分
年齢不問 (3) 9時00分～15時00分

(従業員数 13人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1) 9時00分～14時30分

900円～1,000円 (2) 8時30分～14時00分
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)11時00分～15時00分

950円～1,155円 (2)18時00分～21時00分
年齢不問 (3)21時00分～ 0時00分

(従業員数 15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

時給 介護支援専門員
不問 　9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

1,100円～1,600円 　の間の4時間以上
年齢不問

(従業員数 51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 　8時00分～17時00分

900円～1,000円 　の間の5時間程度
年齢不問

(従業員数 40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30分～16時00分

900円～1,000円
年齢不問

(従業員数 7人 )
パート労働者 就業場所

時給
64歳以下 (1) 8時30分～15時30分

900円～900円
省令１号

(従業員数 13人 )
パート労働者 就業場所皆野町

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

913円～913円
年齢不問

(従業員数 19人 )
パート労働者 就業場所秩父市

訪問介護員 有限会社　和らぎ 秩父市上影森５０３－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1878091 TEL0494-21-7134

世話人＜急募＞ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1880791 TEL0494-26-7171

調理スタッフ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1881891 TEL0494-26-7171

スクールバスサポー
ト（秩父）≪急募≫

株式会社　ファース
ト秩父バス

秩父市品沢字宮前４９４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1887691 TEL0494-62-0418

運転手 株式会社　ファース
ト秩父バス

秩父市品沢字宮前４９４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1890291 TEL0494-62-0418

【深夜】レジ及び商
品管理（蒔田）

有限会社みどりや
（セブンイレブン）

小鹿野町下小鹿野１１６５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1891591 TEL0494-75-2606

【深夜】レジ及び商品管
理（小鹿野町店）

有限会社みどりや
（セブンイレブン）

小鹿野町下小鹿野１１６５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1892191 TEL0494-75-2606

調理補助・ホールス
タッフ

株式会社せい八　居心地
のいい宿　Ｃｏｎｆｏｒ
ｔ　Ｓｔａｙ　みやび

横瀬町大字横瀬３７５３－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1895691 TEL0494-26-6280

客室メイクスタッフ 株式会社せい八　居心地
のいい宿　Ｃｏｎｆｏｒ
ｔ　Ｓｔａｙ　みやび

横瀬町大字横瀬３７５３－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1896991 TEL0494-26-6280

ホールサービス及び
調理補助

株式会社　幸楽苑
秩父店

秩父市下影森７０４－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1856491 TEL0494-27-6622

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- 1858891
TEL0494-25-5228

11070- 1860091 TEL0494-22-6651

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

有限会社シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1859291 TEL0494-22-6651

秩父市相生町１５番１６号 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1866891 TEL0494-24-6153

清掃 有限会社シンシア 秩父市番場町３－４ 労災

雇用期間の定めなし

雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1855991 TEL0494-25-5201

学校給食調理員 皆野町教育委員会 皆野町大字皆野１４２３番地 雇用・労災・
公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1850591

特定健康診査の補助
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

TEL0494-62-4563

Ｗｅｂデザインと事
務作業

株式会社　宮地商事

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。


