
令和３年５月１７日発行 次回発行予定日　令和３年５月２４日

年齢・

時給 交替制あり
不問 (980円～1,000円) (1)8時00分～17時00分

133,770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- 1689511 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
165,200円～185,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1690311 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (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- 1676911 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
220,000円～300,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 1679811 就業場所
時給

不問 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～17時00分
169,193円～169,193円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 11070- 1680411 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時15分～16時00分
170,000円～220,000円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070- 1682311 就業場所小鹿野町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時15分～16時00分
170,000円～220,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 11070- 1683611 就業場所小鹿野町
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)8時15分～17時00分
170,000円～190,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 11070- 1684911 就業場所小鹿野町
時給

61歳以下 (1,100円～1,100円) (1)8時30分～17時30分
184,800円～184,800円

（従業員数 106人 ）

正社員以外 11070- 1687811 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分
180,000円～230,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)13時00分～22時00分
（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 1669111 就業場所
日給

61歳以下 (11,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
237,600円～324,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 1670211 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分
170,000円～230,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1672411 就業場所
時給 変形（1年単位）

不問 (1,100円～1,200円) (1)8時00分～17時30分
188,320円～205,440円

（従業員数 13人 ）

正社員以外 11070- 1673011 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分
180,000円～235,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 145人 ）

正社員 11070- 1647411 就業場所
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
163,200円～163,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 74人 ）

正社員 11070- 1649311 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
173,200円～173,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 74人 ）

正社員 11070- 1650111 就業場所秩父市

介護福祉士 医療法人　全和会 秩父市寺尾１４０４ 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 医療法人　全和会 秩父市寺尾１４０４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療ソーシャルワー
カー

医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場製造作業員（契
約社員）

株式会社　豊運　秩
父工場

秩父市みどりが丘６５ 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

工場製造作業員（正
社員）

株式会社　豊運　秩
父工場

秩父市みどりが丘６５ 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 キャリア形
成

建設作業員 株式会社　岩崎工務
店

小鹿野町両神薄２８６２－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント業務・接客 有限会社　美やま温
泉（ホテル美やま）

秩父市山田１２９４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動旋盤オペレー
ター

株式会社　タイセー 秩父市下吉田６９７２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理業務 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 キャリア形
成

プラント作業員 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

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

アーク溶接技能者（基本
級）雇用期間の定めなし 定年を上限

採掘作業員 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

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械オペレーター補助
（金属加工）≪急募≫

有限会社　大野製作
所

皆野町大字皆野２８６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

機械オペレーター（金
属加工）≪急募≫

有限会社　大野製作
所

皆野町大字皆野２８６８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

配管工【トライアル
雇用併用求人】

株式会社　ＨＡＮＡ
ＳＵＩ

秩父市荒川上田野４２７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

必要な免許資格年齢制限
該当事由

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

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３年５月１７日発行 次回発行予定日　令和３年５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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,500円～310,000円

（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 1652811 就業場所
月給 交替制あり

69歳以下 (1)7時00分～16時00分
187,500円～267,900円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分
（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 1653211 就業場所秩父市
月給

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
182,500円～282,000円

（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 1654511 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
160,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1657311 就業場所
時給

59歳以下 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～17時00分
166,400円～166,400円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 1660711 就業場所秩父市
日給

不問 (7,290円～7,635円) (1)8時30分～17時15分
156,258円～166,227円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 11070- 1661811 就業場所小鹿野町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～350,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1662211 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～300,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1663511 就業場所
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時20分
161,200円～270,000円 (2)12時05分～21時25分

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 1632611 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時20分～17時20分
207,100円～227,100円

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 1635711 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
175,000円～175,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1636811 就業場所
日給

62歳以下 (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- 1638511 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1,000円～1,000円) (1)12時00分～21時00分
160,000円～160,000円

（従業員数 133人 ）

正社員以外 11070- 1640611 就業場所
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- 1641911 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- 1643711 就業場所横瀬町
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
163,500円～232,000円

（従業員数 106人 ）

正社員 11070- 1645211 就業場所秩父市

自動旋盤オペレー
ター

株式会社　タイセー 秩父市下吉田６９７２ 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） 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

飲食業務 西武レクリエーショ
ン株式会社　西武秩
父駅前温泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 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 定年を上限

医療事務（受付・会
計）

医療法人社団コスモ
会　あらいクリニッ
ク

秩父市本町１－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問入浴オペレーター
（介護職兼運転手）［秩
父市］

株式会社　福祉の街
ふくしのまち秩父

秩父市阿保町２－７ 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

ダイカストマシンオ
ペレーター

株式会社　練馬工業 秩父市下吉田７１５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

床上操作式クレーン運転技
能者
玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限
フォークリフト運転技能者

現場作業員 株式会社　高野組 秩父市大滝９６１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場責任者 株式会社　高野組 秩父市大滝９６１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員 社会福祉法人　小鹿
野町社会福祉協議会

小鹿野町小鹿野３００ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

軽作業（二次加工） 有限会社　坂井精密 秩父市黒谷１３３２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転及び作業員 有限会社　埼玉グ
ローバル産業

長瀞町大字岩田４４ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

フォークリフト運転技能者

看護職員【トライア
ル雇用併用求人】

有限会社　風原 秩父市日野田町２丁目１４番５号 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

介護職員（武甲の郷）
【トライアル雇用併用求
人】

有限会社　風原 秩父市日野田町２丁目１４番５号 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 定年を上限

生産管理 ジュウゼン製造　株
式会社

皆野町大字大渕９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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。


