
令和４年１１月２１日発行 次回発行予定日　令和４年１１月２８日

年齢・

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (10,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分

220,000円～330,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 4379821 就業場所秩父市
時給

不問 (987円～987円) (1)8時00分～17時00分
161,078円～161,078円

（従業員数 19人 ）

正社員以外 11070- 4380421 就業場所皆野町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時30分～16時30分
250,000円～300,000円 (2)9時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 4382621 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- 4383921 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
182,590円～182,590円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 4366621 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
182,590円～182,590円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 4367921 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時15分
180,000円～180,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 4370221 就業場所秩父市
時給

不問 (992円～1,300円) (1)8時30分～17時15分
153,760円～201,500円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 4371521 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
180,000円～180,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 4372421 就業場所長瀞町
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
205,000円～320,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 4340621 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
180,000円～200,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 4348421 就業場所
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分
182,520円～199,160円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 4353821 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～16時55分
370,000円～460,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 4361821 就業場所横瀬町
日給

不問 (8,000円～8,000円) (1)5時30分～15時00分
163,200円～163,200円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 4365321 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～18時00分
191,500円～211,500円 (2)8時30分～19時00分

(3)8時30分～12時30分
（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 4332321 就業場所長瀞町
時給 交替制あり

不問 (990円～1,110円) 　7時30分～18時30分
161,568円～181,152円 　の間の8時間程度

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 4335121 就業場所秩父市

保育補佐【資格が無く
ても働ける保育のお仕
事】

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

受付・事務 株式会社オリーブ 長瀞町大字本野上１４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員 有限会社　中沢グ
リーン企画

小鹿野町両神薄８８３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

総務人事 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第一種衛生管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（グループ
ホーム）

有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員　≪急募
≫

株式会社　文化向上
会

秩父市中村町三丁目５－３０ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

正・准看護師 医療法人社団コスモ
会　あらいクリニッ
ク

秩父市本町１－１８ 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

仮設足場事業 株式会社　清水金物 秩父市宮側町１５－１４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務 公益社団法人　長瀞
町シルバー人材セン
ター

長瀞町大字岩田１７２０番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売・配達・接客・仕
入れ・営業・他企画

株式会社　清水金物 秩父市宮側町１５－１４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士 社会福祉法人くわの実
会　障害者活動セン
ターキックオフ巴川

秩父市上影森７６２－１ 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

理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士

社会福祉法人くわの実
会　障害者活動セン
ターキックオフ巴川

秩父市上影森７６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

言語聴覚士

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

鈑金塗装 有限会社　加藤自動
車

小鹿野町下小鹿野１８５３ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

レジ係・店内商品管
理・店内外の清掃

ちちぶ農業協同組合 秩父市上野町２９－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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・機械係 三国建設　株式会社 秩父市上影森８４－１ 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

◎ 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。

【１２月９日（金）　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４年１１月２１日発行 次回発行予定日　令和４年１１月２８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）
45歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～300,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 4320821 就業場所
時給 交替制あり

18歳～64歳 (990円～990円) (1)7時50分～16時00分
160,906円～160,906円 (2)15時50分～0時00分

(3)23時50分～8時00分
（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 4322521 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1,100円～1,100円) (1)12時00分～21時00分
176,000円～176,000円

（従業員数 133人 ）

正社員以外 11070- 4323421 就業場所

飲食業務（調理経験
者）

西武レクリエーション
株式会社　西武秩父駅
前温泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

請）工場内作業（正
門受付）

株式会社　ダイショ
ウ

秩父市上影森１２２－４ 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

測量補助≪急募≫ 旭測地設計株式会社 秩父市下影森７４９－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

測量士補

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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。

【１２月９日（金）　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


