
令和元年７月８日発行 次回発行予定日　令和元年７月１６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 　11時00分～15時00分

900円～1,200円 　の間の3時間以上
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 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
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
18歳以上 (1)22時00分～ 0時00分

1,125円～1,375円 (2)22時00分～ 1時00分
省令２号 (3)22時00分～ 2時00分

(従業員数 17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～13時10分 原動機付自転車免許

900円～1,100円 (2)10時00分～14時00分
年齢不問

(従業員数 15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00分～12時00分

900円～1,100円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

(従業員数 15人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～16時00分

900円～950円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3) 9時00分～17時00分

(従業員数 8人 )
パート労働者 就業場所長瀞町

時給
不問 (1) 8時00分～16時00分

900円～950円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3) 9時00分～17時00分

(従業員数 8人 )
パート労働者 就業場所長瀞町

時給
不問 (1) 7時10分～16時10分

910円～1,060円 (2) 9時40分～18時40分
年齢不問 (3)17時00分～ 9時00分

(従業員数 51人 )
パート労働者 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

910円～1,060円 (2) 8時30分～12時30分
年齢不問

(従業員数 26人 )
パート労働者 就業場所皆野町

時給
不問 (1) 7時30分～16時30分

900円～950円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3)10時30分～19時30分

(従業員数 20人 )
パート労働者 就業場所長瀞町

時給
59歳以下 (1) 9時00分～15時00分

930円～1,000円 (2) 7時00分～16時00分
省令１号 (3) 8時00分～17時00分

(従業員数 60人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1)18時00分～23時00分 危険物取扱者（乙種）

920円～920円
省令２号

(従業員数 13人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　7時00分～19時30分

900円～900円 　の間の6時間以上
年齢不問

(従業員数 22人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1)13時00分～17時15分

913円～913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
不問 (1) 7時00分～13時00分

1,000円～1,000円 (2)15時00分～20時00分
年齢不問

(従業員数 9人 )
パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

接客及び調理補助 株式会社　エルハウ
ス

秩父市東町２３番４号

介護職員（小鹿野苑）
【介護就職相談会】

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2569191 TEL0494-75-3920

労災

雇用期間の定めなし

11070- 2591591

Ｗｅｂデザインと事
務作業

株式会社　宮地商事 秩父市相生町１５番１６号 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2556491 TEL0494-24-6153

クリーンクルー
（清掃員）

株式会社　ケミサプ
ライ　北埼玉

皆野町大字皆野１１０８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2573791 TEL0494-62-3126

支援員（夜勤専門）：秩父
荘　【介護就職相談会】

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- 2570691 TEL0494-75-3920

介護員 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- 2577191 TEL0494-66-0000

ルート配送マット等
交換

株式会社　ケミサプ
ライ　北埼玉

皆野町大字皆野１１０８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2574891 TEL0494-62-3126

医療介護士【介護就
職相談会】

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2532891 TEL0494-62-0067

介護員【介護就職相
談会】

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- 2580791 TEL0494-66-0000

介護員【エルダー
ホームながとろ】

有限会社　あおば
ホーム

秩父市小柱１９６番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2535191
TEL0494-62-5357

ケアスタッフ【介護
就職相談会】

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2533291 TEL0494-62-0067

ガソリンスタンドス
タッフ

下妻液化ガス株式会
社　セルフ秩父店

秩父市上宮地町２４－１４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2546691 TEL0494-22-2029

ゴルフ場及びホテルの運営
に関わる業務全般≪急募≫

アコーディア・ゴルフ・ア
セット合同会社　（彩の森
カントリークラブ・ホテル
秩父）

秩父市品沢坊ヶ入１６４１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2545391 TEL0494-62-1811

一般事務 秩父市役所　農政課 秩父市熊木町８－１５
歴史文化伝承館１階

公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2467991 TEL0494-25-5210

介護職（永田屋）
【介護就職相談会】

社会福祉法人　秩父福祉
会　特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

秩父市吉田久長１８６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2552091 TEL0494-77-0099

客室係 有限会社大増 秩父市中村町１丁目　２－１１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2470591 TEL0494-22-1251

TEL0494-25-7777

◎ 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
不問 (1) 8時30分～17時15分

920円～940円
年齢不問

(従業員数 65人 )
パート労働者 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
不問 　8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

1,150円～1,450円 　の間の2時間以上 普通自動車免許一種
年齢不問

(従業員数 13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
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

900円～900円
年齢不問

(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～17時30分

898円～1,000円 (2) 7時30分～16時30分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

(従業員数 32人 )
パート労働者 就業場所

時給 介護職員初任者研修
不問 　8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

900円～1,200円 　の間の1時間以上 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

(従業員数 32人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～22時00分

900円～1,000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

時給 介護職員初任者研修
不問 　8時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

909円～1,529円 　の間の1時間以上 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

(従業員数 46人 )
パート労働者 就業場所

時給 介護福祉士
64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

911円～1,429円 (2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
省令１号 (3) 8時30分～17時30分

(従業員数 46人 )
パート労働者 就業場所秩父市

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
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)14時00分～18時00分

920円～920円
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30分～16時15分

900円～900円 (2) 8時30分～12時30分
年齢不問 (3)13時15分～16時15分

(従業員数 15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～ 9時00分 普通自動車免許一種

898円～1,000円 (2)16時00分～17時00分
年齢不問

(従業員数 7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 　7時00分～15時00分 普通自動車免許一種

900円～1,100円 　の間の2時間以上
年齢不問

(従業員数 4人 )
パート労働者 就業場所

月給
不問 (156,000円～156,000円) (1) 8時30分～17時15分

1,258円～1,258円
年齢不問

(従業員数 13人 )
パート労働者 就業場所秩父市

介護職≪偕楽苑≫ 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2472091 TEL0494-21-5535

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- 2489191 TEL0494-22-1385

ホームヘルパー 社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2487291 TEL0494-21-5535

介護職員【介護就職
相談会】

有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2511691 TEL0494-25-1501

デイサービス介護職
員

株式会社　福祉の街
デイサービスふくし
のまち秩父

秩父市野坂町１－２０－３３
Ｋ’Ｓノサカ１階

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2499391 TEL0494-21-3294

清掃 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- 2514791 TEL0494-22-6661

訪問介護【介護就職
相談会】

有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2512991 TEL0494-25-1501

介護職員【介護就職
相談会】

有限会社風原 秩父市日野田町２－１４－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2522791 TEL0494-27-8181

介護職員（ホームヘル
パー）【介護就職相談会】

有限会社風原 秩父市日野田町２－１４－５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2520991 TEL0494-27-8181

世話人【介護就職相
談会】

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- 2529691
TEL0494-26-7171

介護職員（絆の丘）【介
護就職相談会】

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- 2525591 TEL0494-25-0120

長瀞町大字野上下郷３３１６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2419891 TEL0494-66-1802

学童保育室支援員
＜急募＞

小鹿野町役場 小鹿野町小鹿野８９ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2418791 TEL0494-75-1221

一般事務（嘱託員） 秩父市役所　市民課 秩父市熊木町８番１５号 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2424991 TEL0494-22-5348

いちごの栽培管理・販
売・出荷（秩父）

ＳｗｅｅｔＤｉａｒ
ｙ　株式会社

秩父市下吉田４１０６ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2422391 TEL090-8818-1583

送迎ドライバー（デ
イサービス）

有限会社　タイヘイ建宅
（古民家デイサービス
いろり）

秩父市田村１２５６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2420191 TEL0494-21-7373

学校給食の調理 長瀞町学校給食セン
ター

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。


