
令和２年１０月５日発行 次回発行予定日　令和２年１０月１２日

年齢・

時給
不問 （950円～1,000円） (1)9時00分～17時00分

135,660円～142,800円

（従業員数 3人 ）

正社員以外 11070- 2869201 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 （950円～950円） 6時30分～18時00分
162,360円～162,360円 の間の8時間程度

（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070- 2890101 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時30分
196,000円～277,950円

（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 2891401 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)8時00分～17時00分
164,500円～268,650円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 2892701 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時30分
193,000円～279,950円

（従業員数 70人 ）

正社員 11070- 2894201 就業場所小鹿野町
時給 交替制あり

不問 （928円～930円） (1)7時00分～16時00分
156,646円～156,984円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 73人 ）

正社員以外 11070- 2896001 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)7時00分～16時00分
171,810円～213,100円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 2910401 就業場所小鹿野町
月給

不問 (1)8時00分～17時30分
167,000円～321,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 2907001 就業場所横瀬町
時給

不問 （928円～928円） (1)8時00分～17時00分
143,376円～143,376円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 2924301 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)7時50分～17時00分
180,000円～180,000円

（従業員数 161人 ）

正社員 11070- 2925601 就業場所小鹿野町
日給 変形（1年単位）

45歳以下 （8,400円～8,400円） (1)8時00分～17時00分
177,240円～177,240円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 2932301 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

30歳以下 (1)8時00分～16時25分
162,594円～237,654円 (2)16時00分～0時25分

(3)0時00分～8時25分
（従業員数 50人 ）

正社員 11070- 2934901 就業場所横瀬町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
176,240円～199,160円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 2939201 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
182,520円～199,160円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 2940001 就業場所
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時15分～16時55分
199,278円～370,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 2946701 就業場所横瀬町
時給

不問 （950円～970円） (1)9時30分～18時15分
149,458円～152,605円

（従業員数 6人 ）

正社員以外 11070- 2947801 就業場所秩父市

必要な免許資格年齢制限
該当事由

経理事務員　≪急募
≫

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

黒澤靖税理士事務所 秩父市上宮地町５－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

保育職員（準職員） 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

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・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）
社会福祉士

雇用期間の定めなし 不問
介護福祉士

看護職員 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

生活相談員 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・
健康・厚生

精神保健福祉士

介護福祉士
雇用期間の定めなし 不問

社会福祉士

介護職員：小鹿野苑（準
職員）未経験者歓迎　※
夜勤なし

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員：小鹿野苑
（正職員）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護福祉士

電話工事 株式会社　埼成 秩父市山田１７３０番地 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

選別作業員 株式会社　ビバレッ
ジサービス　アライ

秩父市下吉田２０３７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ＮＣ旋盤オペレーター
《トライアル雇用併用
求人》

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 キャリア形
成

モーターの製造
（寺尾第２工場）

株式会社　小久保製
作所

秩父市定峰７４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

石灰製品製造 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職（デイサービ
ス）

有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職（グループ
ホーム）

有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

総務・人事 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

保育士 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

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

◎ 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２年１０月５日発行 次回発行予定日　令和２年１０月１２日

年齢・
必要な免許資格年齢制限

該当事由
職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

◎ 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 交替制あり
不問 （950円～1,000円） (1)8時00分～16時45分

149,458円～157,325円 (2)8時15分～17時00分
(3)8時30分～17時15分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 11070- 2948201 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 （950円～1,000円） (1)8時00分～16時45分
149,458円～157,325円 (2)8時15分～17時00分

(3)8時30分～17時15分
（従業員数 19人 ）

正社員以外 11070- 2949501 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 （950円～1,000円） (1)8時00分～16時45分
149,458円～157,325円 (2)8時15分～17時00分

(3)8時30分～17時15分
（従業員数 0人 ）

正社員以外 11070- 2951901 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時40分
344,220円～550,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070- 2952101 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
160,100円～209,800円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
（従業員数 131人 ）

正社員 11070- 2961401 就業場所秩父市
月給 交替制あり

不問 (1)9時00分～17時00分
250,000円～320,000円 (2)10時00分～18時00分

(3)12時00分～20時00分
（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2857101 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
168,000円～168,000円

（従業員数 72人 ）

正社員以外 11070- 2861001 就業場所
月給

不問 (1)9時00分～18時00分
168,000円～280,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 2862301 就業場所
日給

不問 （10,000円～13,000円） (1)8時00分～17時15分
217,000円～282,100円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 2852501 就業場所小鹿野町
日給

不問 （8,000円～12,000円） (1)8時00分～17時15分
173,600円～260,400円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 2853001 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
168,000円～168,000円

（従業員数 72人 ）

正社員以外 11070- 2846301 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
175,000円～250,000円

（従業員数 28人 ）

正社員 11070- 2842801 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)8時00分～17時00分
165,000円～200,000円 (2)9時45分～18時45分

(3)17時00分～10時00分
（従業員数 18人 ）

正社員 11070- 2844501 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～18時00分
200,000円～270,000円

（従業員数 41人 ）

正社員 11070- 2831101 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～500,000円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070- 2834801 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時50分
250,000円～450,000円

（従業員数 174人 ）

正社員 11070- 2835201 就業場所秩父市

介護職≪蒔田デイ
サービスセンター≫

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）

不問

介護職≪高篠デイ
サービスセンター≫

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）

不問

介護職≪寺尾デイ
サービスセンター≫

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）

不問

鉱山設備の管理 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護士（秩父第一病
院）

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容師・理容師 株式会社アバンテ 秩父市栃谷８５７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

美容師

理容師
雇用期間の定めなし 不問

布団縫製作業員 さくら産業　株式会
社

秩父市別所１７７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

自動車整備 有限会社　オート
サービスアラフネ

秩父市山田１８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 不問

現場監督 有限会社　黒建工業 小鹿野町両神小森４５８９ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 不問

土木作業員 有限会社　黒建工業 小鹿野町両神小森４５８９ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問
車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運
転技能者

商品梱包作業 さくら産業　株式会
社

秩父市別所１７７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造・品質管理 株式会社　秩父源流
水

秩父市大滝４５５９ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

食品衛生管理者
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員 有限会社　幹 横瀬町大字横瀬６１６０番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

貸切バス運転士 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

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 不問

現場代理人（土木工
事・建築工事）

株式会社　斎藤組 秩父市下影森１６３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

技術 株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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。


