
令和元年６月３日発行 次回発行予定日　令和元年６月１０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) 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 就業場所秩父市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)17時00分～ 9時00分

898円～898円
年齢不問

(従業員数 17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
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
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

930円～930円
省令１号

(従業員数 165人 )
パート労働者 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1) 7時00分～16時00分 准看護師

1,300円～1,300円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

(従業員数 37人 )
パート労働者 就業場所長瀞町

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 普通自動車免許一種
不問 (1)10時00分～15時00分

898円～2,500円 (2)16時00分～19時00分
年齢不問

(従業員数 5人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給 調理師
不問 　5時30分～19時30分 栄養士

970円～1,170円 　の間の7時間程度
年齢不問

(従業員数 130人 )
パート労働者 就業場所

時給 交替制あり 調理師
不問 (1) 8時30分～13時00分 栄養士

970円～1,170円 (2)14時00分～19時30分
年齢不問

(従業員数 130人 )
パート労働者 就業場所

時給 大型自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～17時00分

1,030円～1,230円 (2)10時00分～16時00分
年齢不問

(従業員数 17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～17時00分

930円～930円 (2)10時00分～16時00分
年齢不問

(従業員数 17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～16時00分

913円～913円
年齢不問

(従業員数 18人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)14時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

950円～950円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

(従業員数 10人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給 保育士
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

1,000円～1,000円
省令１号

(従業員数 126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 74人 )
パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

生産管理アシスタン
ト

株式会社　三球電機
製作所　秩父工場

秩父市みどりが丘２１

学校補助員（週３日勤務）
≪急募≫　大田小学校

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- 1998191 TEL0494-25-5228

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1994791

寄宿舎指導員 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- 1997591 TEL0494-26-5617

事務（管理部門） 松本興産　株式会社 小鹿野町下小鹿野２４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2011491 TEL0494-75-0571

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- 2006291 TEL0494-22-0943

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- 1984991 TEL0494-24-5521

看護職員（特別養護
老人ホーム）

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2012791 TEL0494-69-2055

調理師または栄養士
【７．５Ｈ勤務】

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

雇用期間の定めなし

11070- 1986791 TEL0494-23-1300

冠婚葬祭等のアシスタン
ト及び司会進行業務

オフィス　ヒューマ
ン・リッチ

秩父市大宮６５８４－２１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1985491 TEL0494-24-4798

長瀞ラインくだり船の積
み降ろし作業・送迎

秩父鉄道　株式会社
長瀞ラインくだり

長瀞町大字長瀞４８９－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 1988291
TEL0494-66-0950

調理師または栄養士 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

雇用期間の定めなし

11070- 1987891 TEL0494-23-1300

一般事務 秩父市役所　秩父保
健センター

秩父市永田町４－１７ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1990391 TEL0494-22-0648

長瀞ラインくだりチ
ケット販売

秩父鉄道　株式会社
長瀞ラインくだり

長瀞町大字長瀞４８９－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1989591 TEL0494-66-0950

保育士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1961891 TEL0494-21-7028

障害児学童保育支援
スタッフ

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1991691 TEL0494-24-9951

一般事務補助（７月１日採
用）【書類作成補助・来客
対応】

埼玉県秩父農林振興
センター

秩父市日野田町１－１－４４ 公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1962291 TEL0494-24-7211

TEL0494-63-1539

◎ 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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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
不問 (1)10時00分～14時45分

913円～913円
年齢不問

(従業員数 14人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 　8時00分～21時00分

900円～900円 　の間の4時間以上
年齢不問

(従業員数 30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～900円 　の間の4時間以上
年齢不問

(従業員数 30人 )
パート労働者 就業場所

時給 幼稚園教諭免許
不問 (1) 8時30分～17時00分 保育士

900円～920円
年齢不問

(従業員数 11人 )
パート労働者 就業場所皆野町

時給
59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

900円～1,000円 (2) 8時30分～17時00分
省令１号

(従業員数 6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～17時30分

898円～1,000円
年齢不問

(従業員数 78人 )
パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1) 8時05分～17時00分

930円～930円 (2) 8時50分～16時00分
省令１号

(従業員数 189人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

913円～913円
年齢不問

(従業員数 0人 )
パート労働者 就業場所

時給 変形（１年単位）
18歳以上 (1)18時00分～ 7時00分

900円～900円
省令２号

(従業員数 19人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

913円～1,129円 (2)16時30分～ 1時15分
年齢不問 (3) 0時30分～ 9時15分

(従業員数 286人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 　7時00分～22時00分

913円～1,129円 　の間の6時間以上
年齢不問

(従業員数 286人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時15分～17時15分

913円～923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
不問 (1)10時00分～14時00分

898円～930円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問 (3)19時00分～23時00分

(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) 5時30分～14時15分

900円～1,000円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 (3)10時30分～19時15分

(従業員数 45人 )
パート労働者 就業場所

配膳員（４時間） 秩父市教育委員会 秩父市熊木町８－１５
歴史文化伝承館２階

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1963591 TEL0494-25-5227

接客 秩父温泉　株式会社 皆野町大字下日野沢４０００ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1965091 TEL0494-62-3026

厨房（調理補助） 秩父温泉　株式会社 皆野町大字下日野沢４０００ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1964191 TEL0494-62-3026

眼科助手　及び　受
付業務

鈴木内科眼科クリ
ニック

小鹿野町小鹿野３２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1968991 TEL0494-72-7072

保育補助員兼預かり
保育員

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
月以上） 11070- 1966391 TEL0494-62-4563

組立 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1980191 TEL0494-24-1111

事務職員　＜急募＞ 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1975691 TEL0494-25-7200

夜勤現場作業員（土
日祝）

関東西濃運輸株式会
社　秩父営業所

秩父市黒谷字前原１０９９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1949191 TEL0494-24-6677

一般事務 秩父あんどん祭実行
委員会

秩父市山田９９０番地
秩父市聖地公園管理事務所内

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1948591 TEL0494-22-3469

看護助手≪急募≫夜勤な
し（パートタイマー）

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 1952491
TEL0494-23-0611

看護助手≪急募≫夜勤あ
り（パートタイマー）

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1951991 TEL0494-23-0611

秩父市番場町８－６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1954891 TEL0494-53-9111

調理員（４．５Ｈ） 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- 1953791 TEL0494-25-5206

調理員 社会福祉法人美里会
ユーアイハウス　お
がの

小鹿野町三山２２１３番地の１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1939291 TEL0494-72-5011

ホール要員及び厨房
手伝い業務

株式会社　秩父会館
活々亭

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。


