
令和４年２月２８日発行 次回発行予定日　令和４年３月７日

年齢・

時給 交替制あり
不問 (956円～956円) (1)7時00分～15時30分

154,872円～154,872円 (2)8時30分～17時00分
(3)11時30分～20時00分

（従業員数 27人 ）

正社員以外 11070-  630821 就業場所秩父市
時給

不問 (956円～956円) (1)8時30分～17時00分
154,872円～154,872円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070-  631221 就業場所秩父市
時給

不問 (1,040円～1,200円) (1)8時10分～16時55分
158,782円～183,210円

（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  632521 就業場所小鹿野町
日給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (10,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分
229,000円～297,700円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070-  633421 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,400円～260,400円

（従業員数 120人 ）

正社員 11070-  634321 就業場所長瀞町
時給 交替制あり

18歳以上 (1,040円～1,200円) (1)8時00分～17時00分
133,120円～153,600円 (2)20時00分～5時00分

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  635621 就業場所小鹿野町
時給

不問 (956円～990円) (1)8時30分～17時30分
160,608円～166,320円

（従業員数 188人 ）

正社員以外 11070-  637121 就業場所

時給
不問 (960円～1,000円) (1)8時00分～17時00分

161,280円～168,000円

（従業員数 188人 ）

正社員以外 11070-  642321 就業場所

月給 交替制あり
62歳以下 (1)7時00分～16時00分

320,000円～360,000円 (2)8時00分～17時00分

（従業員数 46人 ）

正社員 11070-  620021 就業場所

月給
69歳以下 (1)6時00分～16時00分

180,000円～180,000円

（従業員数 29人 ）

正社員 11070-  601621 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

231,500円～251,500円 (2)8時30分～19時00分
(3)8時30分～12時00分

（従業員数 13人 ）

正社員 11070-  605721 就業場所長瀞町
月給

40歳以下 (1)9時30分～18時00分
161,000円～161,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  609421 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
170,000円～180,000円

（従業員数 25人 ）

正社員 11070-  611121 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 11070-  612021 就業場所

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

172,800円～241,920円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070-  592221 就業場所

時給
35歳以下 (1,000円～1,400円) (1)8時00分～17時00分

172,800円～241,920円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070-  593521 就業場所

設計（ＣＡＤを使
用）

千葉スチール工業
株式会社

長瀞町大字野上下郷２１２２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

作業員 千葉スチール工業
株式会社

長瀞町大字野上下郷２１２２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造幹部候補生 有限会社　ノガミ
電子

長瀞町本野上９９ 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

フォークリフトによる荷
物の積み下ろし作業

有限会社マルト 小鹿野町飯田１８１５ 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

調理・配膳・接客業
務

株式会社　武蔵屋 秩父市上宮地町９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

医療事務 株式会社オリーブ 長瀞町大字本野上１４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手（４ｔトラック）
【未経験者歓迎！】

有限会社　日野原運
輸

小鹿野町下小鹿野３５５３－６ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

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

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 定年を上限

防火管理者（甲種・乙種）

寿司調理 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

惣菜調理 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

派）モールド成型機
のオペレータ

ヤマトセイコー　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 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

臨床工学技士 医療法人社団　医新会
医新クリニック（長瀞医
新クリニック・縄文の里
長瀞倶楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 雇用・労災・
健康・厚生

臨床工学技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 大亀建業　株式会社 横瀬町大字横瀬１２７－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

派）プラスチック製
品の組立業務

ヤマトセイコー　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

危険物取扱者（丙種）

自動車整備・引取・
納車・洗車

ちちぶ農業協同組合 秩父市上野町２９－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 不問

自動車検査員

必要な免許資格年齢制限
該当事由

給油所業務 ちちぶ農業協同組合 秩父市上野町２９－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

危険物取扱者（乙種）
雇用期間の定めなし 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４年２月２８日発行 次回発行予定日　令和４年３月７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 変形（1ヶ月単位）
不問 (10,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分

233,000円～302,900円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070-  595321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

163,000円～230,000円

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  596621 就業場所

入院・退院支援、地域連携
／医療ソーシャルワーカー

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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

（正）建物解体・廃棄物
片付け作業員≪急募≫

エフクリーン興業
株式会社

秩父市日野田町２－３－１４ 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。


