
令和４年４月２５日発行 次回発行予定日　令和４年５月２日

年齢・

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- 1314121 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
190,000円～220,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1321621 就業場所皆野町
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- 1322921 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分
188,600円～232,500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 ）

正社員以外 11070- 1298421 就業場所
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)17時00分～8時00分
182,500円～182,500円 (2)18時00分～9時00分

(3)9時00分～8時59分
（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 1299321 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
180,000円～210,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 1301521 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
166,000円～215,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 1304621 就業場所
月給 交替制あり

64歳以下 　5時00分～20時00分
166,000円～215,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 1305921 就業場所
月給

18歳～64歳 (1)14時00分～23時00分
166,000円～200,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 1309821 就業場所
時給 変形（1年単位）

不問 （970円～970円） (1)8時30分～17時30分
162,960円～162,960円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070- 1310421 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
220,000円～320,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 11070- 1312621 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～360,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 11070- 1313921 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

61歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～265,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 145人 ）

正社員 11070- 1292121 就業場所
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 （1,000円～1,300円） (1)10時00分～20時00分
176,000円～228,800円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 11070- 1279721 就業場所
月給 交替制あり

34歳以下 (1)8時00分～17時00分
170,000円～250,000円 (2)16時30分～1時00分

(3)0時30分～9時00分
（従業員数 64人 ）

正社員 11070- 1282321 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- 1284921 就業場所小鹿野町

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

看護師（正職員） 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

一般廃棄物収集運搬 有限会社　伊藤衛生
社

皆野町大字皆野２３４５ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

看護師（正職員）令和
５年４月１日採用

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

介護職（契約）≪偕
楽苑≫

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

施設巡回警備員（パ
トロール隊員）

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 法令の規定
により年齢
制限がある

コンクリート二次製
品製造

鹿人コンクリート工
業株式会社

小鹿野町般若７０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント係 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

調理師見習い及び調
理補佐

株式会社　和銅鉱泉
旅館

秩父市黒谷８１３ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

土木作業員 株式会社　日新テク
ノ

秩父市寺尾１３２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木工事現場監督補
助

株式会社　日新テク
ノ

秩父市寺尾１３２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

料理人、料理人見習
い

大人のための癒し宿
御宿　竹取物語
（有限会社あさか）

秩父市荒川上田野５６ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造・検査 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

◎ 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４年４月２５日発行 次回発行予定日　令和４年５月２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 （960円～1,110円） 　7時30分～19時00分

156,672円～181,152円 　の間の8時間程度

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 1290621 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00分
251,500円～301,500円 (2)8時30分～19時00分

(3)8時30分～12時30分
（従業員数 29人 ）

正社員 11070- 1271221 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
164,200円～164,200円

（従業員数 60人 ）

正社員 11070- 1273421 就業場所
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
181,000円～190,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1274321 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
185,000円～265,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1276921 就業場所横瀬町

【育休代替要員】幼稚園
教諭・保育士　【１日８
時間勤務】

学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 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）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

看護師 医療法人社団慶宏会
南須原医院

長瀞町大字本野上１７４－３ 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

作業部員 株式会社サンサス 秩父市山田字北上野原８１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ガソリンスタンド販
売員

甲菱石油株式会社 横瀬町大字横瀬４３２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

医療事務員【急募】 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

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。


