
令和元年７月２９日発行 次回発行予定日　令和元年８月５日発行

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 簿記検定（日商３級）
不問 (1) 9時00分～17時00分

898円～950円
年齢不問

(従業員数 4人 )
パート労働者 就業場所

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

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～13時00分

898円～898円
年齢不問

(従業員数 17人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～16時00分 普通自動車免許一種

900円～900円
年齢不問

(従業員数 3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

時給 小学校教諭免許
不問 　12時00分～18時45分 保育士

913円～971円 　の間の5時間程度
年齢不問

(従業員数 6人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1) 8時00分～15時00分

1,800円～1,875円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

(従業員数 25人 )
パート労働者 就業場所秩父市

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ＡＴ
不問 (1) 8時30分～15時00分 介護職員初任者研修

1,000円～1,400円 (2)10時00分～15時00分 介護福祉士
年齢不問

(従業員数 3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～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) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級

898円～950円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

(従業員数 8人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

898円～898円
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 (1) 9時00分～16時00分

898円～1,000円
年齢不問

(従業員数 1人 )
パート労働者 就業場所長瀞町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 4人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1)17時00分～21時30分

1,200円～1,532円 (2)15時30分～20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 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

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- 2716491 TEL0494-22-3635

学習塾講師 明光義塾　秩父教室
（有限会社珠煌）

秩父市宮側町１７－３　第一福田ビ
ル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2722691 TEL0494-22-2161

接客 株式会社　ちちぶ観
光機構　龍勢の町よ
しだ

秩父市熊木町８番１５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2726891 TEL0494-78-0555

釣り堀スタッフ＜急
募＞

有限会社　秩父食品 長瀞町大字本野上４０３－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2724491 TEL0494-66-1485

野菜の袋詰め≪急募
≫

株式会社　知々夫屋 秩父市大野原３１４－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2747691 TEL0494-22-0244

介護員 （株式会社アル
ファ）健朗ホーム
美穂の里

秩父市上町１－１２－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

11070- 2744191
TEL0494-25-2000

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- 2743591 TEL0494-62-3333

訪問介護員（ホーム
ヘルパー）

社会福祉法人　秩父
市社会福祉協議会

秩父市野坂町１丁目１３－１４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2742291 TEL0494-22-1514

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- 2741891 TEL0494-24-5521

木材加工仕上 株式会社　ウッ
ディーコイケ

秩父市下影森１８１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2739391 TEL0494-22-2821

秩父市立学童保育室
指導員≪急募≫

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2738091 TEL0494-25-5228

一般事務補助（９月１日採
用）【森林情報データ入
力・確認】

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- 2737191 TEL0494-24-7211

公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2734891 TEL0494-24-7211

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2752191 TEL0494-23-5143

介護職（いきいきさわや
かデイサービス）

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
月未満） 11070- 2736591 TEL0494-77-0099

清掃・雑務 新木鉱泉旅館 秩父市上山田１５３８の１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2735291 TEL0494-23-2641

所在地・就業場所

経理事務員 黒澤靖税理士事務所 秩父市上宮地町５－１４

一般事務補助（９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

◎ 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７月２９日発行 次回発行予定日　令和元年８月５日発行

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 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)17時00分～ 1時00分 普通自動車免許ＡＴ

900円～900円 (2) 8時00分～17時00分
省令２号

(従業員数 30人 )
パート労働者 就業場所

時給 保健師
不問 (1) 9時00分～16時00分

1,422円～1,422円
年齢不問

(従業員数 3人 )
パート労働者 就業場所

保健師 秩父市役所　秩父保
健センター

秩父市永田町４－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2718891 TEL0494-22-0648

配車オペレーター 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- 2717791 TEL0494-22-3635

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。


