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お気軽に

職業相談窓口まで！

 
第９３０号 令和２年３月３０日発行 
 

※次回発行日   ４月６日（月） 予定 

 

  橋 本 市 
    橋本市役所HPホーム⇒ビジネス⇒雇用・産業振興⇒ハローワーク橋本（フレッシュ求人） 

  九度山町 
    九度山町役場HPホーム⇒サイトマップ⇒商工業⇒求人情報（ハローワーク橋本） 

  かつらぎ町 
    かつらぎ町役場HPホーム⇒暮らしのガイド⇒商工業⇒求人情報（ハローワーク橋本・泉大津） 

  高 野 町 
    高野町役場HPホーム⇒産業⇒商工業⇒高野町無料職業紹介事業⇒求人情報（ハローワーク橋本） 

フレッシュ求人掲載ＨＰ 

＜フレッシュ求人をご覧のみなさまへ＞ 
◆３月１９日～３月２６日受理の橋本市・伊都郡を就業場所 
 とする求人を掲載しています。 
◆応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 
 詳しい求人内容を知りたい方・面接を希望される方は、ハロー 
 ワークの職業相談窓口へ申し出て下さい。 
【注意】 
 掲載している求人の中には情報誌作成後に、労働条件を変更さ 
 れたり、採用者が決定された等で募集を取り消している場合が 
 ございますのでご了承下さい。 



64歳以下 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 380人 ） 30070-  829401

（フルタイム） 正社員以外 145,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

145,600 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市小峰台２丁目８－
１～

30070-  834601

5

一般事務員 （賃金形態） 月給 制橋本市民病院 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)10時30分～19時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

150,600 円 (1)5時00分～14時00分
和歌山県橋本市橋谷３２５

～ (2)10時00分～19時00分4

調理員 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　紀北和楽会　児童
養護施設　六地学園

（フルタイム） 正社員 183,900 円

30歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 144人 ） 30070-  839801

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

164,000 円 (1)8時25分～17時15分
和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田
６５１－２３～

30070-  851101

3

金型部品組立 （賃金形態） 月給 制株式会社　寿精密 変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生・その他

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 12人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

175,500 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
－４０～ (2)9時00分～18時00分2

医療事務 （賃金形態） 月給 制有限会社　ツバイ　橋本うめ薬局

（フルタイム） 正社員以外 250,000 円

１級建築施工管理技士

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 14人 ） 30070-  846801

（フルタイム） 正社員以外 184,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士
和歌山県橋本市慶賀野２８５－１

～ ２級土木施工管理技士

求人番号

1

現場作業・現場管理の補助見
習い

（賃金形態） 日給 制株式会社　城野組 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

184,000

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

   ＊賃金は基本給等の月額表示です。 

 ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 



30070-  840301

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ）

その他

1,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町御所２
５２～10

柿の摘蕾（臨時） （賃金形態） 時給 制田村　進

（パートタイム） パート労働者 1,040 円

(3)13時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ） 30070-  835901

（パートタイム） パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1)10時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町向島２１
９－４～ (2)13時00分～17時00分

又は8時30分～17時30分の間の5時間以上 30070-  850901

9

インターネット通販店舗運営
補助

（賃金形態） 時給 制株式会社　キーポイント 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,000 円
和歌山県橋本市東家６丁目５－２
２～8

事務員（和歌山県橋本市） （賃金形態） 時給 制日本建機教習所　株式会社

（パートタイム） パート労働者 1,250 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 50人 ） 30070-  863201

（パートタイム） パート労働者 830 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

830 円 (1)17時00分～21時00分
和歌山県橋本市あやの台１－４－
１～

30070-  862801

7

フロントスタッフ≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ワカヤマアスレティッ
クス　きらくゆ橋本店

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)18時00分～22時45分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 50人 ）

労災

830 円 (1)9時30分～13時30分
和歌山県橋本市あやの台１－４－
１～ (2)12時00分～16時00分6

ホールスタッフ≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ワカヤマアスレティッ
クス　きらくゆ橋本店

（パートタイム） パート労働者 830 円

(3)21時00分～0時45分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 50人 ） 30070-  861701

（パートタイム） パート労働者 830 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

830 円 (1)13時00分～17時00分
和歌山県橋本市あやの台１－４－
１～ (2)17時00分～21時00分

30070-  860401

5

清掃スタッフ≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ワカヤマアスレティッ
クス　きらくゆ橋本店

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)18時00分～22時30分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 50人 ）

労災

830 円 (1)9時00分～14時00分
和歌山県橋本市あやの台１－４－
１～ (2)10時00分～15時00分4

キッチンスタッフ≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ワカヤマアスレティッ
クス　きらくゆ橋本店

（パートタイム） パート労働者 830 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 50人 ） 30070-  859601

（パートタイム） パート労働者 830 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

830 円 (1)5時00分～9時00分
和歌山県橋本市あやの台１－４－
１～

30070-  857001

3

早朝清掃スタッフ≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ワカヤマアスレティッ
クス　きらくゆ橋本店

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 3人 ）

雇用・労災

830 円 (1)15時00分～22時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～2

清掃業務（駅のホーム・電車
内）

（賃金形態） 時給 制エヌ・エム・エス　株式会社

（パートタイム） パート労働者 830 円

18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ） 30070-  856501

（パートタイム） パート労働者 830 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)15時00分～23時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～

求人番号

1

清掃業務（駅構内の施設） （賃金形態） 時給 制エヌ・エム・エス　株式会社 雇用・労災

830

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

＊賃金額は基本給等の時間額表示です。 

  ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 



求人番号

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

＊賃金額は基本給等の時間額表示です。 

  ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 

30070-  830201

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ）

その他

900 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町中島１０５
７－１６～20

柿の摘蕾（臨時） （賃金形態） 時給 制中嶋　昇

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 0人 ） 30070-  824001

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,000 円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県橋本市東家２丁目１－３
２～

30070-  822201

19

事務 （賃金形態） 時給 制紀の川橋本サマーボール実行委員
会

雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ）

労災

1,800 円 (1)8時30分～12時00分 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
９７－１～ (2)15時30分～18時30分 准看護師18

看護師 （賃金形態） 時給 制医療法人　永野医院

（パートタイム） パート労働者 2,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 172人 ） 30070-  821801

（パートタイム） パート労働者 1,050 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

880 円 (1)8時30分～12時30分 その他の医療・保健衛生関係資格
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～ (2)16時30分～19時00分

又は8時00分～17時00分の間の3時間以上 30070-  832001

17

眼科受付事務及び検査員 （賃金形態） 時給 制社会医療法人　博寿会 交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ）

労災

1,000 円 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県橋本市恋野１９７

～16

柿の摘蕾（臨時） （賃金形態） 時給 制阪本農園

（パートタイム） パート労働者 1,350 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 又は8時30分～17時30分の間の6時間以上 30070-  845701

（パートタイム） パート労働者 896 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

880 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市隅田町下兵庫５０
７～

又は9時00分～0時00分の間の3時間以上 30070-  844401

15

竿の製造作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　がまかつ　和歌山工場 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ）

労災

860 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字萩
原５６３－２～14

調理 （賃金形態） 時給 制株式会社　ジョイフル西関西　和
歌山かつらぎ店

（パートタイム） パート労働者 910 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ） 又は9時00分～0時00分の間の3時間以上 30070-  843101

（パートタイム） パート労働者 910 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

860 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字萩
原５６３－２～

又は9時00分～0時00分の間の3時間以上 30070-  842901

13

接客 （賃金形態） 時給 制株式会社　ジョイフル西関西　和
歌山かつらぎ店

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 27人 ）

労災

860 円
和歌山県橋本市あやの台１丁目２
－３～12

調理 （賃金形態） 時給 制株式会社　ジョイフル西関西　橋
本彩の台店

（パートタイム） パート労働者 910 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 27人 ） 又は9時00分～0時00分の間の3時間以上 30070-  841601

（パートタイム） パート労働者 910 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

860 円
和歌山県橋本市あやの台１丁目２
－３～11

接客 （賃金形態） 時給 制株式会社　ジョイフル西関西　橋
本彩の台店

労災



求人番号

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

＊賃金額は基本給等の時間額表示です。 

  ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 30070-  831501

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

830 円 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県橋本市隅田町中島７９１

～21

農作業 （賃金形態） 時給 制石橋農園 労災


