
令和５年１月３０日発行 次回発行予定日　令和５年２月６日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時50分～16時50分

166,900円～166,900円

（従業員数 124人 ）

正社員 11070-  405131 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時10分～17時30分
178,000円～238,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  406031 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時10分～17時30分

171,000円～238,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  407831 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時10分～17時30分

179,000円～306,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  408231 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時10分～17時30分

178,000円～238,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  409531 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時10分～17時30分

178,000円～238,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  410331 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)8時10分～17時30分

178,000円～238,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  411631 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

210,000円～360,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  397231 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30分
210,000円～360,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  398531 就業場所秩父市
日給 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 （10,100円～15,726円） (1)8時00分～17時00分
223,210円～347,544円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070-  399431 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

207,000円～253,160円 (2)6時45分～15時45分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 6人 ）

正社員 11070-  402331 就業場所秩父市
時給 変形（1年単位）

不問 （990円～990円） (1)8時30分～17時30分
166,320円～166,320円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070-  372531 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳～62歳 (1)6時30分～15時30分
183,000円～213,500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-  380531 就業場所秩父市
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-  381431 就業場所秩父市
月給 交替制あり

62歳以下 (1)7時30分～16時30分
220,000円～220,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 88人 ）

正社員 11070-  382731 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳～62歳 (1)7時30分～16時30分
183,000円～213,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時45分～9時15分
（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  383331 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

運転手 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 定年を上限

パソコン技師 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

総務事務 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動制御設備工事 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場管理 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士

第一種電気工事士
雇用期間の定めなし 定年を上限

２級電気工事施工管理技士

空調設備工事 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士

第一種電気工事士
雇用期間の定めなし 定年を上限

２級電気工事施工管理技士

電気設備工事 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 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

家電販売、修理ス
タッフ

有限会社　アザミ電
気

秩父市下影森８８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事の施工管
理、設計、積算業務

有限会社　アザミ電
気

秩父市下影森８８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

製品管理及び製造 金子製材　株式会社 横瀬町大字横瀬５８５９の２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形

成

一般職員 社会福祉法人　藤香
会

秩父市日野田町二丁目２２番２９号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造 株式会社　ちちぶ観
光機構　龍勢の町よ
しだ

秩父市上吉田１７６３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

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

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

正看護師　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

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
ひなた】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

◎ 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。

【２月９日（木）　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５年１月３０日発行 次回発行予定日　令和５年２月６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 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時15分

200,600円～420,000円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

（従業員数 286人 ）

正社員 11070-  388831 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～29歳 (1)8時30分～17時15分

185,300円～245,300円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

（従業員数 286人 ）

正社員 11070-  389231 就業場所

月給 交替制あり
18歳～35歳 (1)7時00分～15時30分

170,000円～250,000円 (2)15時00分～23時30分
(3)23時00分～7時30分

（従業員数 82人 ）

正社員 11070-  392631 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

176,000円～230,000円

（従業員数 4人 ）

正社員以外 11070-  351131 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)10時00分～19時00分

167,790円～316,800円 (2)13時00分～22時00分

（従業員数 1人 ）

正社員 11070-  356431 就業場所

時給
不問 （1,000円～1,150円） (1)9時00分～17時00分

140,000円～161,000円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 11070-  360031 就業場所

日給
不問 （9,600円～9,600円） (1)8時00分～17時00分

203,520円～203,520円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070-  366331 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時15分
184,847円～218,682円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070-  368931 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

209,800円～392,600円 (2)16時30分～9時00分

（従業員数 124人 ）

正社員 11070-  339531 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

172,000円～286,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070-  343131 就業場所小鹿野町
日給

不問 （17,000円～20,000円） (1)6時30分～15時00分
362,100円～426,000円

（従業員数 44人 ）

正社員以外 11070-  346231 就業場所

看護師（正職員）令
和５年度採用

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 公災・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

介護福祉士（正職員）令
和５年４月採用

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 公災・健康・
厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

機械オペレーター 株式会社ファイン
サーフェス技術

秩父市寺尾２８０４番地 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

税理士補助 新井昭夫税理士事務
所

小鹿野町下小鹿野２２０８－１ 雇用・労災・
健康・その他

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

セラピスト・エステ
ティシャン

ＡｒｏｍａＤｏ 秩父市宮側町２０－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 株式会社　ナカヤマ 皆野町大字皆野５８６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

プラント内清掃 有限会社　宝栄興業 皆野町大字皆野５０１－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

特別支援学校教諭 特別支援学校　光の
村秩父自然学園

秩父市大滝４７８３番地 雇用・労災・
健康・厚生

中学校教諭免許（専修・１
種・２種）
高等学校教諭免許（専修・
１種）雇用期間の定めなし 定年を上限
特別支援学校教諭免許（専
修・１種・２種）

看護師（正職員） 国保町立小鹿野中央
病院

小鹿野町小鹿野３００番地 公災・健康・
厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

職業指導員＜急募＞ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

トレーラー（ダン
プ）運転手

株式会社上武 皆野町大字金沢３０８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
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。

【２月９日（木）　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


