
令和３年９月２１日発行 毎月５日・２０日発行予定（休日の場合は翌日発行）

年齢・
職種 賃金 求人者名 就業時間

時給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1,050円～1,200円) (1)8時00分～17時00分

181,440円～207,360円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 3181011 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～12時10分

940円～940円 (2)13時00分～17時10分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 11070- 3171511 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1)13時00分～17時10分
940円～940円

（従業員数 10人 ）

パート労働者 11070- 3172411 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

61歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,000円～210,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時30分～9時30分
（従業員数 145人 ）

正社員 11070- 3152811 就業場所

時給
不問 　8時30分～17時00分

956円～1,200円 　の間の5時間以上

（従業員数 30人 ）

パート労働者 11070- 3145211 就業場所秩父市
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- 2865411 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- 2869911 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

1,000円～1,500円 (2)9時00分～15時00分
(3)9時00分～16時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 11070- 2901411 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時30分～16時30分
190,000円～205,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分
（従業員数 26人 ）

正社員 11070- 2934511 就業場所秩父市
時給

不問 (1)8時00分～13時00分
1,000円～1,050円 (2)9時00分～15時00分

(3)13時00分～18時30分
（従業員数 26人 ）

パート労働者 11070- 2935411 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分
175,000円～227,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)6時00分～15時00分
（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2985511 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

930円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 11070- 2988311 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時55分～17時00分

162,561円～162,561円

（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 3020911 就業場所皆野町
時給

64歳以下 (1)7時55分～17時00分
954円～954円

（従業員数 55人 ）

パート労働者 11070- 3021111 就業場所皆野町
時給 交替制あり

不問 (1)8時15分～17時00分
960円～1,040円 (2)13時15分～17時00分

(3)8時15分～13時30分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 11070- 3054111 就業場所秩父市
時給

不問 (1)7時00分～16時00分
950円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)8時30分～17時30分
（従業員数 46人 ）

パート労働者 11070- 2850611 就業場所

介護職員 社会福祉法人カナの
会　障害者支援施設
カーサ・ミナノ

皆野町大字国神字柿平４２１
※町営バス　カーサ前バス停から徒歩１
分

働く時間や日数などはご希望を聞かせて頂
き、働ける範囲で働いていただけます。子
育て世代も活躍中！

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

子育て中のママさんは、弊社にも先輩ママ
さんが働いていますので、気持ちは十分に
分かります。子育てしながらでも働けるよ
うにサポートしますのでお気軽にご相談下
さい。

育児休業実績４名→その後も継続して勤務
中！職場定着が良く働きやすい職場です！

介護員 株式会社　坂　（デ
イサービスセンター
グレープ）

秩父市蒔田字相ノ道１７９０－３

就業時間・日数は相談に応じます。(子育
て世代の方もご相談下さい）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
不問

検査員 株式会社　東洋精工 皆野町大字三沢字諏訪平５２２

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査員 株式会社　東洋精工 皆野町大字三沢字諏訪平５２２

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護業務 株式会社　フクシア 長瀞町大字長瀞２９３

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護業務 株式会社　フクシア 長瀞町大字長瀞２９３

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

保育士・幼稚園教諭 学校法人　緑ガ丘学
園　緑ガ丘認定こど
も園

秩父市寺尾１５４８

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

お子さんの学校行事等による休暇にも対応
します。職場定着率が高く長く勤務できま
す。

保育士・幼稚園教諭 学校法人　緑ガ丘学
園　緑ガ丘認定こど
も園

秩父市寺尾１５４８

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容師・理容師 株式会社アバンテ 秩父市栃谷８５７－１ 私たちサンデーはスタッフのライフスタイ
ルに合わせて働けるお店です！パート枠を
設け、育児ができるよう短時間の勤務も可
能！お子様の行事、ご家族の病院なども優
先しています。

雇用期間の定めなし 不問

時間給の取得OK！有給年間取得率100％！
扶養範囲内でも相談可能です。雇用期間の定めなし 不問

自己啓発も充実、年間５万円まで補助
子育て応援（小学校就学前まで育児短時間
勤務利用できます）スポーツ用品組立作業

（カーボンシャフト）
株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

定年を上限

出荷作業 株式会社　鐘正精工 小鹿野町下小鹿野２４４９

雇用期間の定めなし 不問

製造（各種加工オペ
レータ）

株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械部品加工補助・
検査

有限会社アサミ精工 秩父市大野原３５３３－２

定年を上限

部品洗浄・補助作業
等

株式会社　鐘正精工 小鹿野町下小鹿野２４４９

雇用期間の定めなし 不問

ＰＲポイント年齢制限
該当事由

所在地・就業場所

機械加工（ＮＣ旋
盤）

株式会社　共栄機工 皆野町皆野１６４５

学校行事等による休日など考慮します。
雇用期間の定めなし

家庭の都合による勤務時間の調整が可能
で、仕事と育児を両立している従業員も多
数います。

保育士 医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番

子育て支援制度あり。ウーマノミクスプロ
ジェクト認定。雇用期間の定めなし

◎ 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



令和３年９月２１日発行 毎月５日・２０日発行予定（休日の場合は翌日発行）

年齢・
職種 賃金 求人者名 就業時間 ＰＲポイント年齢制限

該当事由
所在地・就業場所

◎ 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

時給
59歳以下 　8時00分～17時00分

940円～940円 　の間の6時間以上

（従業員数 37人 ）

パート労働者 11070- 2821211 就業場所長瀞町
時給 交替制あり

不問 　10時00分～20時00分
930円～930円 　の間の3時間以上

（従業員数 5人 ）

パート労働者 11070- 2823411 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

954円～954円

（従業員数 11人 ）

パート労働者 11070- 2778011 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

928円～950円 (2)9時00分～18時30分
(3)9時00分～17時30分

（従業員数 14人 ）

パート労働者 11070- 2783211 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

930円～1,000円

（従業員数 62人 ）

パート労働者 11070- 2785411 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

163,200円～163,200円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 74人 ）

正社員 11070- 2773711 就業場所秩父市
時給

64歳以下 　9時00分～17時00分
1,000円～1,000円 　の間の3時間以上

（従業員数 7人 ）

パート労働者 11070- 2774811 就業場所

時給
不問 (1)18時00分～22時00分

1,100円～1,100円 (2)9時00分～15時00分
(3)15時00分～21時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 11070- 2737011 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～12時00分

960円～960円 (2)12時00分～15時00分
(3)9時30分～16時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 11070- 2738311 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

960円～960円 (2)17時00分～21時00分

（従業員数 30人 ）

パート労働者 11070- 2739611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

230,000円～250,000円 (2)17時00分～9時00分

（従業員数 130人 ）

正社員 11070- 2674611 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
189,800円～209,800円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 124人 ）

正社員 11070- 2675911 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
170,100円～190,100円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 124人 ）

正社員 11070- 2676111 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
230,000円～250,000円

（従業員数 124人 ）

正社員 11070- 2677711 就業場所秩父市
時給

不問 (1)8時30分～16時00分
958円～1,000円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 11070- 2682611 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1)8時30分～16時00分
958円～1,000円

（従業員数 13人 ）

パート労働者 11070- 2683911 就業場所小鹿野町

軽作業及び事務 株式会社　石川漬物 小鹿野町小鹿野２３８７

雇用期間の定めなし 不問

製造加工（漬物） 株式会社　石川漬物 小鹿野町小鹿野２３８７

雇用期間の定めなし 不問

不問

客室・館内の清掃 いこいの村ヘリテイ
ジ美の山　（株式会
社エイチ・アール・
エス）

皆野町大字皆野３４１５

看護師（訪問） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護士（入所）【介護職
員初任者研修修了者】

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４

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（入所） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

お客様インタビュー
係・事務

株式会社ワン・ユー 秩父市宮側町５－１４　１階

学校や幼稚園の行事など優遇してお休みが
取得できます。雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 医療法人　全和会 秩父市寺尾１４０４

急な用事やお子様の発熱等の際は助け合っ
て勤務します。雇用期間の定めなし 定年を上限

お子様の学校行事等での休日も相談に応じ
ます。

フロント・予約 いこいの村ヘリテイ
ジ美の山　（株式会
社エイチ・アール・
エス）

皆野町大字皆野３４１５

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

レストランや宴会場
での接客

いこいの村ヘリテイ
ジ美の山　（株式会
社エイチ・アール・
エス）

皆野町大字皆野３４１５

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

一般事務 サン電子工業株式会
社

秩父市下吉田７７９６－１

育児休業取得実績あり！子育て世代が働き
やすい職場作りを目指しています。雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
不問

医療事務・受付 医療法人岡部医院 秩父市本町２－６

お子様やご家族の用事等のお休み・早退
等、就業時間はご相談に応じます。雇用期間の定めなし 定年を上限

組立・検査 有限会社　カノシマ 秩父市大野原６４３－２

子育て中の方が多く活躍しています。
雇用期間の定めなし 不問

紳士服・レディース・カ
ジュアルの販売

株式会社　コナカ
ウニクス秩父店

秩父市上野町８０５－１４
ウニクス秩父内 子育て中の方も歓迎しております。

お気軽に是非一度お声掛けください。
ご応募心よりお待ちしております。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

部品の外観検査 有限会社　ノガミ
電子

長瀞町本野上９９

コミュニケーションをとり、助け合いなが
ら仕事をしています。子育て世代が働きや
すい職場です。

雇用期間の定めなし 定年を上限

年休取得率７７％！育児休暇取得率１０
０％！再復帰率１００％！！育児のための
短時間勤務制度あり

先輩社員のきめ細かい指導で未経験でも大
丈夫！育児休業取得実績あり。子育て世代
が働きやすい職場作りを目指しています。


