
令和３年１０月１８日発行 次回発行予定日　令和３年１０月２５日

年齢・

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

（従業員数 62人 ）

正社員以外 11070- 3518211 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (10,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分

230,000円～299,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 3519511 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
205,000円～420,000円

（従業員数 13人 ）

正社員以外 11070- 3521611 就業場所秩父市
時給 交替制あり

18歳～64歳 (1,000円～1,150円) (1)8時30分～17時30分
168,000円～193,200円 (2)20時30分～5時30分

（従業員数 90人 ）

正社員以外 11070- 3539611 就業場所

月給
30歳以下 　8時30分～18時30分

215,000円～225,000円 　の間の8時間

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 3498011 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (9,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分

199,800円～266,400円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 3501511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～270,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 3502411 就業場所

時給
50歳以下 (966円～966円) (1)8時00分～17時00分

160,742円～160,742円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 3503011 就業場所秩父市
時給

不問 (1,250円～1,250円) (1)8時00分～17時00分
202,000円～202,000円

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 3505611 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)7時00分～16時00分
172,080円～172,080円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 3506911 就業場所

時給
不問 (1,250円～1,250円) (1)8時00分～17時00分

202,000円～202,000円

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 3507111 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
223,000円～346,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 3508711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分

260,000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- 3477711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分

208,000円～258,000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- 3478811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時15分

200,600円～420,000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- 3483911 就業場所

日給 変形（1年単位）
50歳以下 (9,000円～11,000円) (1)8時00分～17時00分

202,500円～247,500円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 3489411 就業場所皆野町

重機作業員 株式会社　斎藤組 秩父市下影森１６３ 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

看護師（正職員）令
和４年度採用

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 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／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

大型運転手 有限会社　已三産業 秩父市下吉田７５３３－１


雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

派）部品の取り外し
に関わる作業

株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

技術指導員（製パ
ン）

特別支援学校　光の
村秩父自然学園

秩父市大滝４７８３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

派）プリント基板部品挿
入に関わる業務

株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

部品検査 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 キャリア形
成

施工管理 株式会社　磯田建設 秩父市荒川上田野１４０２ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（基礎工事
用）運転技能者
移動式クレーン運転士

雇用期間の定めなし 定年を上限
２級土木施工管理技士

普通作業員 株式会社　磯田建設 秩父市荒川上田野１４０２ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（基礎工事
用）運転技能者
移動式クレーン運転士

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付 医療法人　久和会
鶴見歯科クリニック

秩父市道生町１４－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ＮＣ自動旋盤のオペレー
ター補助作業、洗浄作業

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

点検員（外回り）契
約社員

有限会社　浄化槽管
理センタ－

秩父市黒谷５４２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

土木作業員 株式会社　萩原工務
店

秩父市野坂町２－１６－３ 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

総務事務職 株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 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

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。
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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
62歳以下 (1)10時00分～19時00分

300,000円～400,000円

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 3490611 就業場所

時給
不問 (1,200円～1,200円) (1)8時00分～17時00分

203,520円～203,520円

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 3493711 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
160,000円～190,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 3497411 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時10分～17時10分
180,000円～280,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3466611 就業場所小鹿野町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時30分
175,000円～250,000円 (2)8時30分～12時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 3470511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)5時00分～16時00分

300,000円～350,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3471411 就業場所

時給 交替制あり
18歳以上 (1,000円～1,000円) (1)7時50分～16時00分

162,668円～162,668円 (2)15時50分～0時00分
(3)23時50分～18時00分

（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 3472011 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～300,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3473311 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,000円～325,000円

（従業員数 79人 ）

正社員 11070- 3474611 就業場所秩父市

生産管理 株式会社　三球電機
製作所　秩父工場

秩父市みどりが丘２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車整備士 秩通商事株式会社 秩父市宮側町６－１１ 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 定年を上限

派）正門受付業務 株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

運転手（大型）〈急
募〉

有限会社　彰栄総業 横瀬町大字横瀬４１０９－１ 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 不問

医療事務 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

医療事務実務士１級

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

事務補助 税理士法人タスク会
計　秩父事務所

秩父市中町４番１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

派）ダイカストマシ
－ンオペレ－タ－

株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ゴルフ場マネー
ジャー候補

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。


