
令和４年７月１９日発行 次回発行予定日　令和４年７月２５日

年齢・

月給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

211,400円～263,000円 (2)10時00分～19時00分

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 2411021 就業場所

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- 2413821 就業場所長瀞町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分
214,360円～242,100円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 2414221 就業場所長瀞町
月給

59歳以下 (1)4時00分～14時00分
200,000円～300,000円

（従業員数 54人 ）

正社員 11070- 2417321 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 （960円～1,200円） (1)5時30分～14時30分
162,816円～203,520円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 9人 ）

正社員以外 11070- 2418621 就業場所

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 56人 ）

正社員 11070- 2419921 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 56人 ）

正社員 11070- 2420721 就業場所秩父市
日給

59歳以下 （8,000円～10,000円） (1)7時30分～16時30分
171,200円～214,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 2393421 就業場所横瀬町
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時30分
270,000円～400,000円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2395621 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)7時30分～16時20分

168,950円～252,430円 (2)9時00分～17時50分

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 2400621 就業場所皆野町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
175,000円～220,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)19時00分～7時00分
（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 2401921 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～16時25分

166,594円～360,000円 (2)16時00分～0時25分
(3)0時00分～8時25分

（従業員数 52人 ）

正社員 11070- 2404721 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～280,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 2405821 就業場所

月給
28歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～260,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 2386321 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2387621 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以下 (1)8時00分～17時00分
183,500円～206,100円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070- 2388921 就業場所皆野町

介護職員（デイサービスセン
ター大浜）〈トライアル併
用〉

社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

板金工 株式会社　坂達 秩父市山田１２７９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＮＣ旋盤オペレー
ター

株式会社　飯塚製作
所

小鹿野町小鹿野２３８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

機械着脱作業及びそ
の補助作業

有限会社　マシック
ス

秩父市下吉田１９１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

石灰製品製造 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護員 有限会社　グループホー
ム上野　　　陽だまりの
家

秩父市大宮５５３３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職 株式会社上武 皆野町大字金沢３０８５－１ 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

正看護師・准看護師 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

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

【未経験大歓迎！】４ｔ・１
０ｔミキサー車ドライバー

株式会社むさしの 秩父市大野原５６７ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

キッチンスタッフ≪
急募≫

株式会社　ＷＡヴィジョ
ン（Ｗ．Ａ．ダイニング
カーサ・ミナノ）

皆野町大字国神字柿平４２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

自動車運転手 秩父通運株式会社 秩父市宮側町６－１１ 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 定年を上限

介護職員 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

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士
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

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

看護職員 有限会社　シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 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７月１９日発行 次回発行予定日　令和４年７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
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

250,000円～250,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 2389121 就業場所

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- 2390821 就業場所小鹿野町
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- 2391221 就業場所小鹿野町
時給 交替制あり

不問 （1,250円～1,250円） (1)7時00分～16時00分
200,000円～200,000円 (2)16時00分～1時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 11070- 2392521 就業場所小鹿野町
月給

45歳以下 (1)8時00分～16時50分
250,000円～350,000円

（従業員数 177人 ）

正社員 11070- 2373721 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時45分～18時30分
190,000円～230,000円 (2)9時45分～19時30分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 2379621 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

183,750円～232,470円 (2)16時30分～9時00分

（従業員数 185人 ）

正社員 11070- 2380021 就業場所

准看護師 医療法人徳洲会　皆
野病院

皆野町大字皆野２０３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 そよ風歯科医院 秩父市太田９４９－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場環境管理業務 株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

原料加工（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

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

フロント係《急募》 株式会社　魚そう
（長生館）

長瀞町大字長瀞４４９ 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。


