
令和４年４月１１日発行 次回発行予定日　令和４年４月１８日

年齢・

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)9時00分～18時00分

215,000円～300,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1190021 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

50歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,000円～280,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1204221 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070- 1205521 就業場所

時給
59歳以下 (960円～1,000円) (1)8時30分～18時00分

165,888円～172,800円

（従業員数 6人 ）

正社員以外 11070- 1181121 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時45分～17時45分

177,950円～201,290円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 1183721 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～390,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 1184821 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 　7時00分～18時30分
175,000円～205,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 1187421 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

50歳以下 　7時00分～18時30分
180,000円～235,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 1188321 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 　7時00分～18時30分
175,000円～205,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 1189621 就業場所秩父市
日給 変形（1ヶ月単位）

50歳以下 (950円～1,100円) (1)8時00分～17時00分
218,500円～253,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1121921 就業場所

月給
18歳～64歳 (1)8時15分～16時45分

167,000円～177,000円 (2)8時15分～15時45分
(3)16時45分～9時00分

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 1128421 就業場所

時給
不問 (980円～1,000円) (1)8時30分～17時30分

156,800円～160,000円

（従業員数 24人 ）

正社員以外 11070- 1131021 就業場所横瀬町
日給

64歳以下 (8,800円～10,000円) (1)8時30分～17時15分
184,800円～210,000円

（従業員数 23人 ）

正社員 11070- 1142221 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
170,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 1150221 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)11時00分～20時00分
170,000円～220,000円 (2)13時00分～22時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 1151521 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時30分～15時15分
206,300円～206,300円 (2)8時30分～17時15分

(3)12時00分～20時45分
（従業員数 47人 ）

正社員以外 11070- 1153321 就業場所

加入保険等

キャリア形
成

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 必要な免許資格年齢制限
該当事由

請）家電設置作業（未経
験者歓迎！）

アスピレーション株
式会社

秩父市近戸町１８番２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

配管工 埼玉文化産業　株式
会社

秩父市野坂町１－１２－３０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

品質保証 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備補助 有限会社　島崎自動
車

秩父市蒔田２０８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 サン電子工業株式会
社

秩父市下吉田７７９６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

マシンオペレーター 有限会社原製作所 秩父市中村町３－２２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント係（興雲
閣）

宗教法人　三峰神社 秩父市三峰２９８－１ 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

運転手 宗教法人　三峰神社 秩父市三峰２９８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

接客係（興雲閣） 宗教法人　三峰神社 秩父市三峰２９８－１ 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

鉄骨加工・機械修理 有限会社　福島工作
所

秩父市下影森１１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護師及び准看護師 医療法人　芳仁会
落合眼科医院

長瀞町本野上１０８３ 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

事務員 株式会社　昭通 横瀬町大字横瀬４１４６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

選別作業員 秩父リサイクル事業
協同組合

秩父市大野原６０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

洋食調理 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

居酒屋調理 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活支援員【フレッ
シュ契約職員】

社会福祉法人美里会
ユーアイハウス　お
がの

小鹿野町三山２２１３番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

◎ 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４月１１日発行 次回発行予定日　令和４年４月１８日

年齢・
加入保険等職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 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 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時15分

206,300円～206,300円 (2)8時30分～17時15分
(3)10時30分～19時15分

（従業員数 47人 ）

正社員以外 11070- 1154621 就業場所

月給 交替制あり
18歳～62歳 (1)6時30分～15時30分

180,000円～214,500円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時45分～9時15分

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 1093121 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
229,700円～229,700円

（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 1104321 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

154,900円～154,900円

（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 1105621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

147,500円～201,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 1108021 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 　9時30分～20時00分

218,000円～228,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 1111421 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
225,300円～238,900円

（従業員数 42人 ）

正社員 11070- 1116021 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～280,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  981221 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
156,000円～290,000円 (2)5時30分～14時15分

(3)11時30分～20時15分
（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1012821 就業場所秩父市
時給

59歳以下 (1,000円～1,050円) (1)8時00分～15時40分
157,984円～165,883円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1051021 就業場所

時給
59歳以下 (1,000円～1,050円) (1)8時00分～15時40分

157,984円～165,883円 (2)9時00分～16時40分

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1053821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

234,600円～254,600円 (2)17時00分～9時00分

（従業員数 130人 ）

正社員 11070- 1054221 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)7時30分～16時30分
164,500円～213,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
（従業員数 130人 ）

正社員 11070- 1056421 就業場所秩父市
日給

不問 (7,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分
151,200円～259,200円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1070221 就業場所

時給 交替制あり
不問 (980円～980円) 　8時30分～20時00分

156,800円～156,800円 　の間の8時間

（従業員数 133人 ）

正社員以外 11070- 1075921 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- 1076121 就業場所

調理員 社会福祉法人美里会
ユーアイハウス　お
がの

小鹿野町三山２２１３番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職【白砂恵慈
園】正職員

社会福祉法人　秩父
福祉会　特別養護老
人ホーム　白砂恵慈
園

秩父市吉田久長１８６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了者

看護師 有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 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

訪問看護師 有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 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

観光協会事務局職員
（７時間勤務）

一般社団法人　長瀞
町観光協会

長瀞町長瀞５２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

一般販売者（経験
者）

株式会社　イチワタ 皆野町大字皆野８２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活相談員（特養） 社会福祉法人　長瀞
福祉会

長瀞町大字野上下郷４２８ 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

自動車整備士 久保田ディーゼル
サービス有限会社

秩父市栃谷１４４５－９ 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 キャリア形

成

栄養士・調理師・製菓衛
生師（秩父市大滝）

株式会社　ニチエイ 秩父市野坂町１－３－８　２０２ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

調理師
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の食品技術関係資格

清涼飲料製造・検査　＜
トライアル雇用併用求人
＞

有限会社　戸田乳業 小鹿野町小鹿野１０４６―１ 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

事務　＜トライアル
雇用併用求人＞

有限会社　戸田乳業 小鹿野町小鹿野１０４６―１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（秩父第一病
院）

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 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

介護士（秩父第一病
院）

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 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

現場作業員【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

売店業務 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

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

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。


