
令和４年９月２０日発行 次回発行予定日　令和４年１０月３日

年齢・

時給
64歳以下 (987円～1,078円) (1)8時00分～17時00分

157,130円～171,617円

（従業員数 26人 ）

正社員 11070- 3443421 就業場所

日給 交替制あり
59歳以下 (7,680円～7,840円) 　6時15分～21時15分

173,200円～196,600円 　の間の8時間程度

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3445621 就業場所皆野町
日給

59歳以下 (7,680円～9,000円) (1)8時00分～17時00分
173,200円～271,250円

（従業員数 39人 ）

正社員 11070- 3446921 就業場所皆野町
月給 交替制あり

62歳以下 (1)7時30分～16時30分
188,000円～188,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 88人 ）

正社員 11070- 3448021 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時00分
170,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3421121 就業場所

月給 交替制あり
62歳以下 (1)6時00分～16時00分

250,000円～330,000円 (2)6時30分～16時30分

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 3422021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～16時20分

192,400円～238,400円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 3423721 就業場所横瀬町
月給

62歳以下 (1)8時00分～17時00分
350,000円～450,000円

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 3405021 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

213,880円～213,880円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3406721 就業場所秩父市
月給 フレックス

45歳以下 (1)9時00分～18時00分
340,000円～405,000円

（従業員数 56人 ）

正社員 11070- 3407821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

201,300円～289,900円 (2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 3409521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

201,300円～299,900円 (2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

（従業員数 36人 ）

正社員 11070- 3410321 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)6時30分～15時00分

173,550円～257,030円 (2)10時00分～18時30分

（従業員数 44人 ）

正社員 11070- 3411621 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)6時30分～15時20分
167,950円～307,520円 (2)9時30分～18時20分

（従業員数 41人 ）

正社員 11070- 3412921 就業場所皆野町
時給

不問 (987円～1,087円) (1)8時15分～17時15分
169,764円～186,964円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3417221 就業場所秩父市
時給 交替制あり

18歳以上 (987円～1,087円) (1)7時00分～16時00分
169,764円～186,964円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3418521 就業場所秩父市

介護職 株式会社　歌舞伎
おおるりの里

秩父市寺尾３３７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

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

介護福祉士

介護職（日勤：固定
時間勤務）

株式会社　歌舞伎
おおるりの里

秩父市寺尾３３７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士

製品積込オペレー
ター

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

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

砕石・砕砂製造員 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

介護職員（正社員） 社会福祉法人　ちち
ぶ慈洋福祉会　愛宕
の杜

秩父市大野原７８６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

介護職員（契約社
員）

社会福祉法人　ちち
ぶ慈洋福祉会　愛宕
の杜

秩父市大野原７８６番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

営業職 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

精神保健福祉士 医療法人　全和会 秩父市寺尾１４０４ 雇用・労災・
健康・厚生

精神保健福祉士

社会福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

サブ（副）　グリーンキー
パー（ゴルフコース）

株式会社　ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父市下吉田８３７１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士 株式会社　武甲運輸 横瀬町大字横瀬１７番地 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

コース管理【キャリ
ア】

株式会社　ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父市下吉田８３７１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士《急
募》

有限会社　島崎自動
車

秩父市蒔田２０８ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師　正規職員
【白砂恵慈園】

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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

移動式クレーンオペ
レーター

有限会社　新井運輸 皆野町大字金崎５６ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

移動式クレーン運転士

ガソリンスタンドス
タッフ

株式会社　新井石油 皆野町大字金崎５６ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（丙種）

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

事務　≪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

◎ 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。

【10月7日(金)　合同就職面接会開催！】お問合せ先　ちちぶ雇用活性化協議会　☎0494-26-7691



令和４年９月２０日発行 次回発行予定日　令和４年１０月３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

時給 交替制あり
不問 (987円～1,087円) (1)7時00分～16時00分

169,764円～186,964円 (2)8時15分～17時15分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3419421 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
173,500円～300,000円 (2)13時00分～22時00分

（従業員数 26人 ）

正社員 11070- 3370521 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

230,000円～350,000円

（従業員数 1人 ）

正社員 11070- 3373621 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,800円～350,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070- 3378821 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,800円～350,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070- 3379221 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

190,000円～365,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3391021 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1,000円～1,200円) (1)8時30分～17時30分
162,000円～194,400円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 3392721 就業場所秩父市
月給

不問 (1)9時30分～18時30分
230,000円～360,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3317021 就業場所

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- 3322621 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)7時00分～16時15分
185,711円～245,042円

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 3351721 就業場所

時給 交替制あり
64歳以下 (980円～980円) (1)8時20分～17時20分

159,152円～159,152円 (2)8時40分～17時40分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 11070- 3361221 就業場所長瀞町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
223,000円～346,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 3363421 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,800円～300,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070- 3367121 就業場所

生産管理　配送業務員【ト
ライアル雇用併用求人】

株式会社　中川機器
製作所

秩父市みどりが丘８１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

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

大型運転手 有限会社　已三産業 秩父市下吉田７５３３－１


雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

郵便局窓口スタッフ 日本郵便株式会社
長瀞郵便局

長瀞町大字本野上２９８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

定年を上限

フロント・事務 ザ　ナショナルカン
トリー倶楽部　埼玉

秩父市堀切１３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

サービス管理責任者　児
童発達支援管理責任者

ステップ　放課後等
デイサービス

秩父市滝の上町４－１８　富士ビル
１０１

雇用・労災・
健康・厚生

その他の福祉・介護関係資
格

雇用期間の定めなし 不問

リフォーム提案プラ
ンナー

株式会社　丸山工務
店

秩父市熊木町４２－２９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

営業・現場管理・積算【ト
ライアル雇用併用求人】

株式会社　丸山工務
店

秩父市熊木町４２－２９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業【トライアル雇
用併用求人】

株式会社　中川機器
製作所

秩父市みどりが丘８１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

オペレーター業務員【ト
ライアル雇用併用求人】

株式会社　中川機器
製作所

秩父市みどりが丘８１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

営業 エミリオ株式会社 秩父市宮側町１－７
秩父地域地場産業振興センター５階

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 ルートインジャパン株式
会社　　　　　ホテル
ルートイン秩父

秩父市野坂町２丁目３番１８号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（日勤のみ） 株式会社　歌舞伎
おおるりの里

秩父市寺尾３３７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士

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。

【10月7日(金)　合同就職面接会開催！】お問合せ先　ちちぶ雇用活性化協議会　☎0494-26-7691


