
令和３年２月８日発行 次回発行予定日　令和３年２月１５日

年齢・

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,180円～237,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070-  598511 就業場所

月給
30歳以下 (1)9時00分～18時00分

157,180円～200,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070-  599411 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
155,000円～200,000円

（従業員数 40人 ）

正社員 11070-  600711 就業場所

月給
45歳以下 (1)8時00分～17時10分

189,000円～220,500円

（従業員数 48人 ）

正社員 11070-  603511 就業場所

時給 交替制あり
不問 （930円～1,000円） (1)8時00分～17時00分

126,945円～136,500円 (2)8時00分～18時00分

（従業員数 2人 ）

正社員以外 11070-  605011 就業場所

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,180円～237,000円

（従業員数 33人 ）

正社員 11070-  606311 就業場所

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,180円～237,000円

（従業員数 33人 ）

正社員 11070-  607611 就業場所

時給
不問 （960円～960円） (1)8時30分～17時15分

154,800円～154,800円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 11070-  610211 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～300,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  612411 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～17時00分
143,000円～150,000円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070-  588811 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～240,000円 (2)8時15分～17時15分

（従業員数 16人 ）

正社員 11070-  594111 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

200,000円～300,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)21時00分～7時00分

（従業員数 46人 ）

正社員 11070-  596811 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

250,000円～400,000円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  575311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070-  586111 就業場所

日給
不問 （10,000円～15,000円） (1)8時00分～17時00分

210,000円～315,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070-  529111 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～230,000円 (2)8時30分～17時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  546711 就業場所小鹿野町

生産及び梱包 株式会社　オレオス 小鹿野町小鹿野５６０－６ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員≪急募≫ 有限会社　ミヤテッ
ク

小鹿野町小鹿野１７４１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

機械鉄工 児玉工業株式会社 秩父市桜木町１１－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師・准看護師 高橋内科クリニック 秩父市中村町３－３－３６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

施設管理 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

第二種電気工事士

２級ボイラー技士
雇用期間の定めなし 不問

防火管理者（甲種・乙種）

事務職（一般事務・
医療事務）

医療法人　明純会
あいおいクリニック

秩父市相生町９－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

観光協会事務局職員
（７時間勤務）

一般社団法人　長瀞
町観光協会

長瀞町長瀞５２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

現場管理 有限会社　イデウラ
建装

秩父市大野原１４０３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

検査補助 有限会社　森精機 長瀞町大字野上下郷２０３７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

工事施工管理 株式会社　高橋組 秩父市中村町４丁目１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の建設工事関係資格

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業 株式会社　高橋組 秩父市中村町４丁目１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

宅地建物取引士（旧：宅地
建物取引主任者）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

受付・会計 医療法人悠生会　福
井歯科医院

秩父市東町２１－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

機械オペレーター≪トラ
イアル雇用併用求人≫

株式会社　ウッ
ディーコイケ

秩父市下影森１８１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

組立・成型・半田
＜急募＞

株式会社小高製作所 小鹿野町下小鹿野１１２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護用品のレンタル・販
売・ルート営業及び住宅改
修の相談

株式会社　スマイル
サポート

秩父市中村町４丁目１－３ 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

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格年齢制限
該当事由

配管設備工又は施工
管理

有限会社　秩父設備 秩父市中村町４－１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級電気工事施工管理技士

１級配管技能士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

◎ 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３年２月８日発行 次回発行予定日　令和３年２月１５日

年齢・
職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格年齢制限

該当事由

◎ 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
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-  551611 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-  552911 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時00分
170,000円～220,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  556211 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
200,600円～257,600円 (2)16時30分～1時15分

(3)0時30分～9時15分
（従業員数 286人 ）

正社員 11070-  560911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

258,000円～387,000円 (2)17時00分～9時00分
(3)7時30分～16時30分

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  565511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)9時00分～18時00分

208,000円～258,000円 (2)17時00分～9時00分

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  566411 就業場所

時給
不問 （1,273円～1,378円） (1)8時30分～17時15分

204,995円～221,514円 (2)8時15分～17時00分

（従業員数 68人 ）

正社員以外 11070-  525011 就業場所秩父市

看護師・准看護師（偕楽苑
またはデイサービス）

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

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

療養病棟での看護／療養は
秩父に４病院のみ【准看護
師】

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

療養病棟での看護／療養は
秩父に４病院のみ／正看護
師

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

看護師（正職員）令和３
年４月１日採用

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 公災・健康・
厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 両神興業株式会社 秩父市下宮地町１８－１ 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（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

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

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。


