
令和３年５月１０日発行 次回発行予定日　令和３年５月１７日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

200,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 113人 ）

正社員 11070- 1567411 就業場所
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時15分
184,847円～212,271円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 1571711 就業場所
月給

45歳以下 (1)8時00分～17時10分
185,500円～191,700円

（従業員数 48人 ）

正社員 11070- 1579911 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
220,000円～220,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1600911 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
180,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員以外 11070- 1561911 就業場所横瀬町
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
150,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1562111 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)7時10分～16時10分
173,500円～296,500円 (2)9時40分～18時40分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 60人 ）

正社員 11070- 1551311 就業場所
月給

不問 (1)8時30分～17時30分
170,000円～250,000円

（従業員数 4人 ）

正社員以外 11070- 1552611 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
210,469円～257,240円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1554111 就業場所
月給

35歳以下 (1)9時00分～18時00分
180,000円～227,040円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1557211 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00分
221,700円～221,700円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 160人 ）

正社員 11070- 1544611 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
231,000円～231,000円

（従業員数 78人 ）

正社員 11070- 1545911 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時30分
185,000円～270,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1529611 就業場所
時給

不問 (1,000円～1,000円) (1)8時30分～17時30分
161,600円～161,600円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 11070- 1531211 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00分
237,000円～370,700円 (2)11時30分～20時00分

(3)7時00分～15時30分
（従業員数 160人 ）

正社員 11070- 1536611 就業場所
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (928円～1,000円) (1)8時30分～17時00分
153,120円～165,000円

（従業員数 89人 ）

正社員以外 11070- 1540511 就業場所

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

介護職員 社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

特別支援学校教諭 学校法人　光の村学
園　光の村養護学校
秩父自然学園

秩父市大滝４７８３番地 雇用・労災・
健康・厚生

中学校教諭免許（専修・１
種・２種）
高等学校教諭免許（専修・
１種）雇用期間の定めなし キャリア形

成 特別支援学校教諭免許（専
修・１種・２種）

森林整備の施工管理
【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

林業技士

林業架線作業主任者
雇用期間の定めなし キャリア形

成 測量士補

栽培スタッフ 有限会社　秩父ワイ
ン

小鹿野町両神薄４１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

管理栄養士 特定非営利活動法人
ライフアップサポー
ト

横瀬町大字横瀬４５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

プレス工 三五精器　株式会社 秩父市近戸町３－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

医療ケアスタッフ／介護
として医療現場で働ける
数少ない仕事

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

介護福祉士

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

介護職員実務者研修修了者

ゴルフシャフト製造 株式会社　グリーン
フィール

秩父市中村町３丁目７番４号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ルート営業≪急募≫ 株式会社　富士薬品
秩父営業所

秩父市寺尾３９４５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職 株式会社　アシスト 秩父市野坂町１－３－１　野坂ビル
１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

言語聴覚士 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

言語聴覚士

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理栄養士 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手（大型ウイン
グ車≪急募≫

有限会社　東北産業
埼玉営業所

秩父市大野原５９７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

食品香料と添加物の
製造

コウシン化学工業株
式会社　埼玉工場

秩父市堀切５３０ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務（正社員以外）
≪急募≫

楽陽食品株式会社
関東事業所　秩父工
場

秩父市吉田久長２０６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

◎ 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５月１０日発行 次回発行予定日　令和３年５月１７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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時10分

180,000円～210,000円

（従業員数 89人 ）

正社員 11070- 1541411 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
221,700円～221,700円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 160人 ）

正社員 11070- 1542011 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
221,700円～221,700円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 160人 ）

正社員 11070- 1543311 就業場所

事務　≪急募≫ 楽陽食品株式会社
関東事業所　秩父工
場

秩父市吉田久長２０６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業療法士 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

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。


