
令和５年２月６日発行 次回発行予定日　令和５年２月１３日

年齢・

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (9,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分

207,000円～276,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070-  511831 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)9時00分～17時00分
160,000円～170,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070-  520831 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)10時00分～21時00分
171,738円～210,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070-  522531 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

266,000円～286,900円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

（従業員数 44人 ）

正社員 11070-  524731 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
181,000円～282,500円

（従業員数 26人 ）

正社員 11070-  443431 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～325,000円

（従業員数 117人 ）

正社員 11070-  450531 就業場所

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分

260,000円～400,000円 (2)17時00分～9時00分
(3)7時30分～16時30分

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  462631 就業場所

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分

228,000円～350,000円 (2)17時00分～9時00分
(3)7時30分～16時30分

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  463931 就業場所

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-  470631 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)7時10分～16時10分
176,000円～236,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 23人 ）

正社員 11070-  475231 就業場所皆野町
月給 変形（1ヶ月単位）

61歳以下 (1)8時30分～17時30分
220,000円～305,000円

（従業員数 145人 ）

正社員 11070-  477431 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

196,000円～268,200円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 73人 ）

正社員 11070-  491531 就業場所小鹿野町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
300,000円～400,000円

（従業員数 62人 ）

正社員以外 11070-  500931 就業場所

月給
40歳以下 (1)7時50分～17時00分

190,000円～380,000円

（従業員数 161人 ）

正社員 11070-  437631 就業場所

月給
35歳以下 　8時00分～17時00分

160,000円～180,000円 　の間の7時間程度

（従業員数 10人 ）

正社員 11070-  441231 就業場所

月給 交替制あり
67歳以下 　7時30分～19時00分

186,000円～220,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 36人 ）

正社員 11070-  419731 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

施工管理・現場監督
（経験者）【急募】

株式会社　吉田工業
所

秩父市野坂町２－６－８ 雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接技能者

アーク溶接技能者（基本
級）雇用期間の定めなし 定年を上限

事務 有限会社　川上 秩父市日野田町２丁目７－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理スタッフ 有限会社　みな寿司 秩父市大野原９１－３ 労働保険・社
会保険加入予
定

雇用期間の定めなし キャリア形
成

（正）看護師《急
募！》

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士／自動
車整備作業

株式会社　昭通 横瀬町大字横瀬４１４６番地 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

一級大型自動車整備士

事務職 株式会社　三球電機
製作所　秩父工場

秩父市みどりが丘２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

療養病棟での看護／療養は
秩父に４病院のみ／正看護
師

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
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

療養病棟での看護／療養は
秩父に４病院のみ／准看護
師

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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

ケアスタッフ／グループ
ホーム入居者サポート

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

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

介護職員実務者研修修了者

医療ソーシャルワー
カー

医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 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

総務事務職（管理
職）

株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ＮＣ旋盤オペレー
ター

松本興産　株式会社 小鹿野町下小鹿野２４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

アウトドアガイド正社員募
集！未経験・経験者歓迎！

株式会社アムスハウ
ス

長瀞町大字中野上５６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【正社員】保育士・
幼稚園教諭

学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市下宮地町１７ー６ 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

◎ 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２月６日発行 次回発行予定日　令和５年２月１３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00分～17時00分

180,000円～250,000円

（従業員数 40人 ）

正社員 11070-  425531 就業場所秩父市
時給

不問 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～17時00分
164,000円～164,000円

（従業員数 77人 ）

正社員以外 11070-  426431 就業場所

日給
不問 (10,000円～10,000円) (1)8時00分～18時00分

210,000円～210,000円

（従業員数 1人 ）

正社員 11070-  438931 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
240,400円～270,400円 (2)7時30分～16時30分

(3)16時00分～9時00分
（従業員数 120人 ）

正社員 11070-  414031 就業場所

月給 交替制あり
69歳以下 (1)7時00分～16時00分

167,800円～232,900円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 42人 ）

正社員 11070-  417531 就業場所

自動車運転手（ごみ
収集）

秩父通運株式会社 秩父市宮側町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質保証課　検査業
務員

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

塗装工事作業員 竹澤塗装 秩父市山田６３３－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

（正・准）看護師 医療法人社団　医新会
医新クリニック（長瀞医
新クリニック・縄文の里
長瀞倶楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 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

介護職員【トライアル雇用
併用求人】【初任者研修修
了者】

有限会社　風原 秩父市日野田町２丁目１４番５号 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了者
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。

【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


