
令和元年６月１７日発行 次回発行予定日　令和元年６月２４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 看護師
不問 　8時00分～19時00分 准看護師

1,200円～1,400円 　の間の6時間程度
年齢不問

(従業員数 47人 )
パート労働者 就業場所小鹿野町

時給 保育士
不問 　6時30分～17時30分

950円～950円 　の間の4時間以上
年齢不問

(従業員数 12人 )
パート労働者 就業場所小鹿野町

時給
不問 (1) 7時00分～11時00分

900円～1,000円 (2) 8時00分～12時00分
年齢不問 (3)15時00分～19時00分

(従業員数 73人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
62歳以下 (1) 8時30分～14時30分 普通自動車免許一種

1,000円～1,050円 (2) 8時30分～15時30分
省令１号

(従業員数 6人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)18時00分～23時00分

920円～920円 (2)18時00分～21時00分
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30分～16時00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)14時00分～22時00分

920円～920円 (2)15時00分～22時00分
年齢不問 (3)17時00分～22時00分

(従業員数 175人 )
パート労働者 就業場所

時給
69歳以下 (1) 8時30分～17時00分

1,028円～1,120円
省令１号

(従業員数 160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30分～10時00分

898円～898円
年齢不問

(従業員数 0人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～12時30分

900円～950円 (2)14時30分～18時30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 普通自動車免許ＡＴ
不問 　13時00分～17時30分

900円～1,100円 　の間の4時間程度
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)17時00分～22時00分

900円～900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
不問 　9時00分～16時00分

900円～900円 　の間の6時間程度
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
不問 　9時00分～16時00分

900円～900円 　の間の6時間程度
年齢不問

(従業員数 31人 )
パート労働者 就業場所皆野町

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 31人 )
パート労働者 就業場所皆野町

時給 歯科衛生士
不問 (1) 8時30分～12時30分

1,300円～1,500円 (2)14時30分～18時30分
年齢不問

(従業員数 5人 )
パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

看護職員：巨香の郷 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地

介護職員（小鹿野
苑）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地

飲食業務 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

洗い場 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

調理補助（寿司・和食）
及び配達スタッフ

有限会社　みな寿司 秩父市大野原９１－３

リハビリ型デイサービス
のトレーニングスタッフ

株式会社　ミツイ 秩父市中村町１丁目３－８

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2265891 TEL0494-75-3920

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2263491

保育職員 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2264791 TEL0494-75-3920

TEL0494-75-3920

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2270991 TEL0494-22-7111

配達パート 株式会社　明治デリ
カ埼玉　秩父セン
ター

秩父市太田９４５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2266291 TEL050-7500-5581

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2273891 TEL0494-22-7111

従業員食堂の調理 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- 2271491 TEL0494-22-7111

労働保険
加入予定

雇用期間の定めなし

11070- 2278391 TEL0494-22-3883

介護職員 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2276191 TEL0494-23-1300

労災

雇用期間の定めなし

11070- 2242191
TEL0494-23-3494

歯科助手 クリニック公園ばし 秩父市中村町４－９－２２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2279691 TEL0494-22-2399

弁当の調理・販売
（秩父・日中）

ほっともっと（有限
会社　もりもり弁
当）

秩父市中宮地町２５－２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2250191 TEL0494-27-7010

弁当の調理・販売
（秩父・夕方）

ほっともっと（有限
会社　もりもり弁
当）

秩父市中宮地町２５－２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2249891 TEL0494-27-7010

弁当の調理・販売
（皆野・夕方）

ほっともっと（有限
会社　もりもり弁
当）

秩父市中宮地町２５－２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2252391 TEL0494-27-7010

弁当の調理・販売
（皆野・日中）

ほっともっと（有限
会社　もりもり弁
当）

秩父市中宮地町２５－２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2251091 TEL0494-27-7010

歯科衛生士 クリニック公園ばし 秩父市中村町４－９－２２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2280491 TEL0494-22-2399

◎ 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。



令和元年６月１７日発行 次回発行予定日　令和元年６月２４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 看護師
不問 (1) 8時15分～17時00分 准看護師

1,303円～1,408円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

(従業員数 21人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1) 8時30分～14時30分

900円～900円
年齢不問

(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～13時30分

900円～1,100円 (2)13時00分～17時30分
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30分～12時45分

950円～950円 (2)14時30分～18時45分
年齢不問 (3) 8時30分～14時30分

(従業員数 5人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

898円～1,000円 (2) 7時00分～16時00分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

(従業員数 19人 )
パート労働者 就業場所横瀬町

時給
不問 (1)10時00分～16時45分

971円～971円
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 看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

1,200円～1,300円
年齢不問

(従業員数 100人 )
パート労働者 就業場所長瀞町

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

900円～1,000円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

(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 　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

看護師・准看護師 社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2232291 TEL0494-21-5535

医療事務 みなのハートクリ
ニック

皆野町大字皆野２４７４－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2220691 TEL0494-62-7878

調理・仕込　≪急募
≫

お豆ふ処　うめだ屋 長瀞町長瀞２６８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2233591 TEL0494-66-4883

リハビリ型デイサービス
のトレーニングスタッフ

株式会社　ミツイ 秩父市中村町１丁目３－８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2212691 TEL0494-23-3494

学校補助員（週４日勤務）
≪急募≫　高篠小学校

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2222491 TEL0494-25-5228

介護職員（絆の丘） 社会福祉法人　織舩会　介
護老人福祉施設（特別養護
老人ホーム）ウエルハイ
ム・ヨコゼ

横瀬町大字横瀬５８０６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2221991 TEL0494-25-0120

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- 2227191 TEL0494-26-7366

キャンプ場受付・施
設管理

サングリーン　株式
会社　ウォーター
パーク長瀞

皆野町大字金崎１９１８－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2225291 TEL0494-62-5726

（正・准）看護師 医療法人社団　医新会　医
新クリニック（長瀞医新ク
リニック・縄文の里長瀞倶
楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2224891 TEL0494-66-0000

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。


