
令和４年８月２９日発行 次回発行予定日　令和４年９月５日

年齢・

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

162,000円～230,000円

（従業員数 26人 ）

正社員 11070- 2832721 就業場所

日給
59歳以下 （9,000円～13,000円） (1)8時00分～17時30分

180,000円～260,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 2835521 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～230,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2825821 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)9時00分～17時30分
217,440円～297,600円

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 2827521 就業場所秩父市
時給

不問 （987円～987円） (1)8時30分～17時15分
152,985円～152,985円

（従業員数 8人 ）

正社員以外 11070- 2828421 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)8時00分～16時50分
180,000円～300,000円

（従業員数 174人 ）

正社員 11070- 2830121 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)7時00分～15時30分
170,560円～217,260円 (2)12時30分～21時00分

（従業員数 37人 ）

正社員 11070- 2823021 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時10分

172,000円～200,000円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 2824721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～250,000円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 2796821 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
180,000円～280,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
（従業員数 13人 ）

正社員以外 11070- 2798521 就業場所皆野町
日給 変形（1年単位）

40歳以下 （7,500円～7,500円） (1)8時00分～17時00分
176,930円～176,930円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 2799421 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

191,500円～211,500円 (2)8時30分～19時00分
(3)8時30分～12時30分

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 2802521 就業場所長瀞町
時給

不問 （1,200円～1,300円） (1)8時30分～17時30分
192,000円～208,000円

（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 2805621 就業場所横瀬町
月給

39歳以下 　5時00分～22時00分
160,400円～179,600円 　の間の8時間程度

（従業員数 1人 ）

無期雇用派遣労働者 11070- 2811421 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

175,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 2812321 就業場所

月給 交替制あり
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～240,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 2814921 就業場所秩父市

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

加工・組立・梱包≪トラ
イアル雇用併用求人≫

松倉産業株式会社 秩父市荒川上田野３５２－１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

大工見習い 株式会社　島田工務
所

秩父市道生町９－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

請）部品組立スタッ
フ

ＮＫサービス株式会
社

長瀞町大字中野上５８１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

家電販売 ミライト　株式会社
パナピットアザミ

秩父市下宮地町２０－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般事務 公益社団法人　秩父
市シルバー人材セン
ター

秩父市野坂町１－１３－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

保守修繕【会社説明
会＆見学会】

株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

第二種電気工事士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

フロント営業 株式会社　ナチュラ
ルファームシティ

秩父市大宮５９１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

木製建具製造工 有限会社　ダック 秩父市みどりが丘７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

福祉用具レンタル・販売
の営業＜秩父店＞

株式会社　荒川瀧石 秩父市荒川上田野７８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

福祉用具専門相談員

雇用期間の定めなし キャリア形
成

サービススタッフ サン・グリーン株式
会社

皆野町大字下日野沢３７２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製缶工【トライアル
雇用併用求人】

株式会社　野口鉄工 秩父市大野原１４１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

送迎、待合室等案内
係り・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

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

派）製品の出荷業務に携
わるお仕事です。

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

派）組合員事業所へ
の派遣

小鹿野町特定地域づ
くり事業協同組合

小鹿野町両神薄２３８０番地
　道の駅両神温泉薬師の湯内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ガソリンスタンド販
売員

有限会社　笠原石油 秩父市下宮地町１９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

苺農園作業　＜急募
＞

株式会社　ＴＡＫＡＮＯ
ただかね農園

秩父市下吉田４０９１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

◎ 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８月２９日発行 次回発行予定日　令和４年９月５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
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

240,000円～240,000円 (2)8時30分～12時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 2822121 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分
182,520円～199,160円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 2758621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)7時00分～16時00分

173,500円～193,600円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

（従業員数 124人 ）

正社員以外 11070- 2768121 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
200,000円～220,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2769021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)7時30分～16時30分

164,500円～193,600円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

（従業員数 129人 ）

正社員以外 11070- 2770221 就業場所秩父市
時給

不問 （958円～958円） (1)8時00分～17時00分
162,476円～162,476円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 2771521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時30分～17時30分

234,600円～234,600円 (2)17時00分～9時00分

（従業員数 129人 ）

正社員以外 11070- 2772421 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
200,000円～220,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2774621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時30分～17時30分

234,600円～234,600円

（従業員数 124人 ）

正社員以外 11070- 2775921 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時30分～17時30分
236,600円～236,600円

（従業員数 124人 ）

正社員以外 11070- 2777021 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時30分～17時30分
236,600円～236,600円

（従業員数 124人 ）

正社員以外 11070- 2778721 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分
210,000円～290,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2779821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時30分～17時30分

236,600円～236,600円

（従業員数 124人 ）

正社員以外 11070- 2780421 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時30分～17時30分
236,600円～236,600円

（従業員数 130人 ）

正社員以外 11070- 2781321 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時20分～17時20分
198,100円～218,100円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 2786721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時30分～17時30分

214,200円～214,200円

（従業員数 130人 ）

正社員以外 11070- 2788221 就業場所秩父市

看護師 クリニック公園ばし 秩父市中村町４－９－２２ 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

介護職（グループ
ホーム）

有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護士【介護初任者
研修修了以上】

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

介護福祉士

品質管理業務【トライア
ル雇用併用求人】

明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

軽作業・検査作業【トラ
イアル雇用併用求人】

明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

ダイカストマシンオペレー
ター【トライアル雇用併用求
人】

明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 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 不問

看護師（訪問） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

言語聴覚士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

言語聴覚士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

理学療法士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

ライン管理業務 三化工業株式会社
埼玉工場

長瀞町大字野上下郷１９７６ 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 キャリア形
成

作業療法士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

リハビリ（ＰＴ・ＯＴ・
ＳＴ）（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

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

言語聴覚士

デイサービス介護職（正社
員）【会社説明会＆相談会】

株式会社　福祉の街
デイサービスふくし
のまち秩父

秩父市野坂町１－２０－３３　Ｋ’
Ｓノサカ１階

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

ソーシャルワーカー
（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

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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。


