
令和４年３月２８日発行 次回発行予定日　令和４年４月４日

年齢・

時給
不問 (1,056円～1,056円) (1)8時30分～17時00分

150,796円～161,568円 (2)9時00分～17時00分

（従業員数 62人 ）

正社員以外 11070-  924421 就業場所秩父市
日給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (9,300円～15,726円) (1)8時00分～17時00分
205,530円～347,544円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070-  933321 就業場所

時給
64歳以下 (981円～1,000円) (1)8時30分～17時30分

164,808円～168,000円

（従業員数 106人 ）

正社員以外 11070-  936121 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
214,400円～296,800円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  937021 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
183,000円～225,800円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  938721 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
176,000円～260,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070-  939821 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

177,200円～177,200円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070-  909321 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)10時00分～21時00分
166,344円～210,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070-  914221 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～280,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070-  916421 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
230,000円～330,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070-  917321 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
230,000円～300,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  918621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～19時00分

172,000円～172,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070-  893421 就業場所長瀞町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時00分
220,000円～220,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070-  895621 就業場所長瀞町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時10分
280,000円～310,000円

（従業員数 47人 ）

正社員 11070-  896921 就業場所秩父市
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～320,000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-  898021 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

173,000円～296,000円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070-  900621 就業場所皆野町

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

事業所ルート配送＜
秩父＞（急募）

株式会社ダスキン
サーヴ北関東　ダス
キンちちぶ

秩父市下影森８９０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製造及び製品管理 金子製材　株式会社 横瀬町大字横瀬５８５９の２ 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

配送及び製造補助 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

ルート営業職 渡辺パイプ株式会社
秩父サービスセン
ター

秩父市宮側町２０－２１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ルート配送職　☆配
送経験不問☆

渡辺パイプ株式会社
秩父サービスセン
ター

秩父市宮側町２０－２１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車整備 有限会社　金子運送
整備工場

秩父市寺尾１５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）【契約職員】

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理スタッフ 有限会社　みな寿司 秩父市大野原９１－３ 労働保険・社
会保険加入予
定

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生産スタッフ（ＬＥ
Ｄ事業部）

株式会社　シバサキ 秩父市堀切５０７ 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

品質保証 株式会社　シバサキ 秩父市堀切５０７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

歯科助手 おこのぎ歯科医院 長瀞町中野上３７９ー１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士 おこのぎ歯科医院 長瀞町中野上３７９ー１ 雇用・労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

大工【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

２級建築大工技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

ケアスタッフ／デイケア
利用者サポート業務

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 定年を上限

介護職員実務者研修修了者

◎ 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３月２８日発行 次回発行予定日　令和４年４月４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 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

173,400円～223,400円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～9時00分

（従業員数 120人 ）

正社員 11070-  902121 就業場所長瀞町
日給

不問 (8,000円～14,000円) (1)8時00分～17時00分
172,800円～302,400円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  905821 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

173,400円～223,400円

（従業員数 120人 ）

正社員 11070-  906221 就業場所長瀞町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
223,400円～273,400円

（従業員数 120人 ）

正社員 11070-  907521 就業場所長瀞町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
260,000円～286,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 78人 ）

正社員 11070-  880021 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (12,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分

276,000円～345,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070-  884521 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (956円～1,000円) (1)7時00分～16時00分
152,960円～160,000円 (2)19時00分～4時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 11070-  886321 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
175,000円～280,000円 (2)19時00分～4時00分

(3)16時00分～1時00分
（従業員数 40人 ）

正社員 11070-  887621 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

64歳以下 　8時00分～18時00分
164,220円～164,220円 　の間の8時間程度

（従業員数 78人 ）

正社員 11070-  888921 就業場所横瀬町
日給

不問 (7,580円～7,580円) (1)8時30分～17時15分
158,116円～158,116円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070-  889121 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～12時30分

200,000円～250,000円 (2)9時30分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  890821 就業場所

介護員（縄文の里長瀞倶
楽部）入所サービス

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工【トライアル
雇用併用求人】

有限会社　新井水道
設備

皆野町大字皆野６１０番地の７ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

介護員（縄文の里長瀞倶楽
部）通所リハビリテーショ
ン

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員（縄文の里長瀞倶楽
部）通所リハビリテーショ
ン管理者

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 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

大型ダンプ運転手 株式会社　冨田興業 秩父市上宮地町１２－１９ 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

充填包装作業（小鹿
野工場）

中山工業　株式会社
小鹿野工場

小鹿野町小鹿野５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

生産ラインの操作・管理
及び監督（小鹿野工場）

中山工業　株式会社
小鹿野工場

小鹿野町小鹿野５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士〈急募〉 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師 松田医院 横瀬町横瀬４３７６－１ 雇用・労災・
健康

看護師

准看護師
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。


