
令和４年４月１８日発行 次回発行予定日　令和４年４月２５日

年齢・

月給 交替制あり
67歳以下 (1)7時30分～16時30分

186,000円～220,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 36人 ）

正社員 11070- 1261721 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 （960円～1,110円）   7時30分～19時00分
156,672円～181,152円 　の間の8時間程度

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 1262821 就業場所秩父市
月給

45歳以下 (1)8時30分～17時30分
160,000円～200,000円

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 1269121 就業場所長瀞町
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- 1247221 就業場所

日給
45歳以下 （7,000円～10,500円） (1)8時30分～17時30分

151,200円～226,800円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1250921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時30分

201,000円～501,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1255221 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
69歳以下 （9,000円～15,000円） (1)8時00分～17時30分

211,200円～348,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1256521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

256,000円～506,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1257421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時30分

251,000円～501,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1258321 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

157,000円～157,000円 (2)9時00分～16時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1222421 就業場所

月給
18歳～64歳 (1)8時15分～16時45分

140,000円～140,000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- 1223321 就業場所

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 49人 ）

正社員 11070- 1224621 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 49人 ）

正社員 11070- 1225921 就業場所

月給
不問   8時30分～18時30分

205,000円～250,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1226121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問   6時00分～21時00分

190,000円～240,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 0人 ）

正社員以外 11070- 1232621 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)6時00分～14時30分
186,000円～186,000円 (2)6時30分～15時00分

（従業員数 29人 ）

正社員 11070- 1234121 就業場所

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

【正社員】幼稚園教諭・
保育士

学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

【フルタイム】　幼稚園教
諭・保育士　【１日８時間
勤務】

学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
不問

プリント作業 有限会社　長瀞プリ
ント

長瀞町大字野上下郷８４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生産スタッフ（アル
ミ事業部）

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

一般事務員 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

建築設計、積算 株式会社　岡田工務
店

皆野町大字皆野３１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

大工 株式会社　岡田工務
店

皆野町大字皆野３１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

現場監督 株式会社　岡田工務
店

皆野町大字皆野３１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし キャリア形

成 １級建築施工管理技士

営業 株式会社　岡田工務
店

皆野町大字皆野３１－５ 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（兼）看護
助手補助

酒井耳鼻咽喉科医院 秩父市大野原９３４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護助手 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人 株式会社　山口組 秩父市大野原１３３３番地 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

現場作業員 株式会社　山口組 秩父市大野原１３３３番地 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
玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

料理長候補 株式会社エヌケー
ビー（古民家再生ホ
テル）

秩父市宮側町１７ー５ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

コース管理 株式会社秩父の杜カント
リークラブ　　キングダ
ムゴルフクラブ

秩父市荒川小野原６０７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

◎ 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１８日発行 次回発行予定日　令和４年４月２５日

年齢・
職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 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
不問 (1)13時00分～22時00分

180,000円～200,000円 (2)7時00分～16時00分

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1236721 就業場所小鹿野町
月給

64歳以下 (1)9時15分～17時00分
180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1240321 就業場所

月給
40歳以下 (1)8時15分～17時15分

160,000円～220,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1246821 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～18時30分

170,000円～190,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1216621 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
195,000円～310,000円

（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 1217921 就業場所

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- 1221521 就業場所

時給
不問 （981～981円） (1)8時20分～17時05分

156,175円～156,175円

（従業員数 67人 ）

正社員以外 11070- 1206421 就業場所

フロント・接客 秩父西谷津温泉　宮本の
湯（有限会社ミヤモト）

小鹿野町長留４９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

商工会議所／商工会共済・
福祉制度推進スタッフ

アクサ生命保険株式会社
埼玉北営業所　秩父分室

秩父市宮側町１－７　地場産セン夕
－内３階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械加工、ＣＡＤ・ＣＡ
Ｍオペレーター≪急募≫

セイワ機工株式会社 長瀞町大字中野上３４５－１ 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 たかはし整形外科皮
フ科クリニック

秩父市上野町１７－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

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

ＮＣ自動旋盤のオペレー
ター補助作業、洗浄作業
《急募》

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

製造作業員 株式会社　秩父イワ
サキ

長瀞町大字岩田７７０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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。


