
令和３年９月１３日発行 次回発行予定日　令和３年９月２１日

年齢・

時給
不問 (956円～956円) (1)8時00分～17時00分

157,396円～157,396円

（従業員数 61人 ）

正社員以外 11070- 3147411 就業場所
日給

62歳以下 (8,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分
166,400円～249,600円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3148011 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
165,000円～280,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3138511 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
165,000円～280,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3140611 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)4時00分～13時00分
250,000円～300,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 3144811 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時45分～17時30分
250,000円～300,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3125911 就業場所
時給

不問 (1,370円～1,500円) (1)8時30分～17時30分
224,680円～246,000円

（従業員数 60人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 3128811 就業場所秩父市
月給

28歳以下 (1)8時30分～17時15分
192,000円～241,100円

（従業員数 219人 ）

正社員 11070- 3130011 就業場所
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
189,400円～252,100円 (2)7時00分～15時45分

(3)11時30分～20時15分
（従業員数 219人 ）

正社員 11070- 3131311 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時45分～17時30分
166,500円～166,500円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3132611 就業場所
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (8,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分
182,400円～273,600円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3133911 就業場所皆野町
月給

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～220,000円

（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 3135711 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分
195,700円～205,700円

（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 3137211 就業場所
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時30分
210,000円～330,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 3119711 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20分
161,200円～270,000円 (2)12時05分～21時25分

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 3120511 就業場所秩父市
月給

18歳～64歳 (1)14時00分～23時00分
162,000円～200,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 3123311 就業場所

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

検査及び加工補助 秩父エレクトロン
株式会社

小鹿野町大字下小鹿野１１１１番地 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

機械組立・溶接工≪
急募≫

有限会社　新井建設
工業所

秩父市下影森４８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人及び現場
工事

霜田電気　株式会社 皆野町大字皆野１１３２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士
雇用期間の定めなし 定年を上限

２級電気通信工事施工管理
技士

電工 霜田電気　株式会社 皆野町大字皆野１１３２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士
雇用期間の定めなし 定年を上限

２級電気通信工事施工管理
技士

大型トラック運転手 協同貨物自動車　株
式会社

皆野町大字皆野５５８－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代人 シンテック株式会社 長瀞町大字野上下郷３３３７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

派）顕微鏡を使用して
の検査及び組立作業

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

相談職 社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職 社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 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

電工見習い シンテック株式会社 長瀞町大字野上下郷３３３７－１ 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

建設機械オペレー
ター

株式会社　冨田興業 秩父市上宮地町１２－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（解体用）
運転技能者
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 不問

介護支援専門員 特定非営利活動法人
ライフアップサポー
ト

横瀬町大字横瀬４５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

メンテナンス部員 富士防災警備株式会
社　西埼玉営業所

秩父市上宮地町２５－１０ 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≪急募≫ 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

ダイカストマシンオ
ペレーター

株式会社　練馬工業 秩父市下吉田７１５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

床上操作式クレーン運転技
能者
玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限
フォークリフト運転技能者

接客（通称仲居さん・客
室の整え・夕食の配膳＆
片付け等）

株式会社　和銅鉱泉
旅館

秩父市黒谷８１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

◎ 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３年９月１３日発行 次回発行予定日　令和３年９月２１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 交替制あり
64歳以下 　6時00分～22時00分

162,000円～215,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 3124611 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
209,500円～209,500円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 160人 ）

正社員 11070- 3103811 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)7時10分～16時10分
173,500円～296,500円 (2)9時40分～18時40分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 60人 ）

正社員 11070- 3105511 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時05分～17時00分
165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070- 3109611 就業場所
時給

不問 (1,150円～1,150円) (1)8時30分～17時30分
184,000円～184,000円

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 3113411 就業場所秩父市

業務係（バックヤード
係・接客無し・食事提供
サポート等）

株式会社　和銅鉱泉
旅館

秩父市黒谷８１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

臨床検査技師 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

臨床検査技師

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療ケアスタッフ／介護
として医療現場で働ける
数少ない仕事

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

電気電子組立 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

派）部品の洗浄 株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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。


