
令和２年１１月１６日発行 次回発行予定日　令和２年１１月２４日

年齢・

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

204,000円～213,500円 (2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 3411301 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
218,545円～281,600円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3415401 就業場所横瀬町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
218,545円～281,600円 (2)7時30分～16時30分

(3)8時30分～17時30分
（従業員数 68人 ）

正社員 11070- 3417801 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)9時15分～17時00分
180,000円～240,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 3402301 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
160,440円～400,000円

（従業員数 83人 ）

正社員 11070- 3404901 就業場所
時給 交替制あり

18歳以上 (950円～1,050円) (1)8時30分～17時30分
159,600円～176,400円 (2)20時30分～5時30分

（従業員数 83人 ）

正社員以外 11070- 3405101 就業場所
時給

不問 (930円～930円) (1)9時00分～18時00分
158,472円～158,472円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 3408801 就業場所秩父市
時給

不問 (930円～930円) (1)9時00分～18時00分
158,472円～158,472円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 3409201 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

不問 (10,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分
226,000円～271,200円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 3410001 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時15分
167,000円～347,000円

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 3398301 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (950円～1,050円) (1)7時00分～16時00分
163,400円～180,600円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3399601 就業場所秩父市
時給 交替制あり

18歳以上 (950円～1,050円) (1)7時00分～16時00分
163,400円～180,600円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3400501 就業場所秩父市
日給

不問 (12,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
259,200円～324,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3375901 就業場所
時給

不問 (940円～1,100円) (1)9時45分～19時10分
157,168円～183,920円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 3376101 就業場所
月給

不問 (1)8時30分～17時30分
158,000円～250,000円

（従業員数 40人 ）

正社員 11070- 3380301 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1,000円～1,000円) (1)6時00分～20時00分
172,000円～172,000円

（従業員数 51人 ）

正社員以外 11070- 3382901 就業場所

送迎ドライバー 社会福祉法人秩父正
峰会　特別養護老人
ホーム　桜の園

秩父市和泉町１８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

栄養士 社会福祉法人小鹿野
ひまわり福祉会

小鹿野町小鹿野５９８の２ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 不問

フィットネスジムにおけ
る受付・インストラク
ター業務

株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木作業員 黒澤工業　合同会社 秩父市大宮５２５９－４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職 株式会社　歌舞伎
おおるりの里

秩父市寺尾３３７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
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

介護職（日勤のみ） 株式会社　歌舞伎
おおるりの里

秩父市寺尾３３７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士

採鉱員【三輪鉱業
所】

秩父太平洋セメント
株式会社

秩父市大野原１８００番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

解体工 拓麻企画 秩父市寺尾１１５８－１　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

灯油配送スタッフ シナネン石油株式会
社関東支店

秩父市中宮地町２１－７ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ガソリンスタンド
サービススタッフ

シナネン石油株式会
社関東支店

秩父市中宮地町２１－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ＮＣ自動旋盤のオペ
レーター補助作業

株式会社　新井精密 秩父市小柱６７０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

ＮＣ自動旋盤のオペ
レーター

株式会社　新井精密 秩父市小柱６７０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

商工会議所共済・福
祉制度推進スタッフ

アクサ生命保険株式
会社　埼玉北営業所
秩父分室

秩父市宮側町１－７　地場産セン夕
－内３階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（ウエルハ
イム・ヨコゼ）

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（絆の丘）＜
トライアル雇用併用求
人＞

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

必要な免許資格年齢制限
該当事由

介護職【永田屋】 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・
財形

介護福祉士

その他の福祉・介護関係資
格雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

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

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１１月１６日発行 次回発行予定日　令和２年１１月２４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

日給
不問 (8,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分

166,400円～249,600円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3383101 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
200,000円～400,000円

（従業員数 46人 ）

正社員以外 11070- 3384401 就業場所
月給

50歳以下 (1)8時30分～17時30分
168,000円～185,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 3385701 就業場所
月給

50歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～250,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3387201 就業場所秩父市
月給

50歳以下 (1)8時30分～17時30分
168,000円～185,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3388501 就業場所秩父市
日給

59歳以下 (9,600円～17,000円) (1)8時10分～17時10分
201,600円～357,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3390901 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
163,000円～176,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)19時00分～7時00分
（従業員数 18人 ）

正社員 11070- 3391101 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時15分～17時15分
151,800円～244,900円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 3396501 就業場所

請負派遣業務、総務
に関する事務全般

公益社団法人　小鹿
野町シルバー人材セ
ンター

小鹿野町小鹿野１８５９番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 株式会社　秩父リ
ゾート開発　グルー
プホーム茅の里

小鹿野町長留９０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 不問

機械オペレーター 石川電気株式会社 秩父市上宮地町３０－２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（デイサー
ビスセンター）

有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護支援専門員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

訪問介護職員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

コース管理アドバイ
ザー

株式会社　ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父市下吉田８３７１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

機械組立・溶接工≪
急募≫

有限会社　新井建設
工業所

秩父市下影森４８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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。


