
ハローワーク橋本
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お気軽に

職業相談窓口まで！

第９５１号 令和２年９月１４日発行

※次回発行日 ９月２８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＞
◆９月４日～９月１０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。



30070- 2276101

（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 13人 ）

雇用・労災・健康・厚生

270,000 円 (1)8時30分～17時30分 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東４４６～10

訪問看護師　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制株式会社　はなぶさ

（フルタイム） 正社員 320,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30070- 2275901

（フルタイム） 正社員 220,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,100 円 (1)8時30分～17時30分 看護師
和歌山県橋本市紀見ケ丘３丁目１
７－１０～ 准看護師

又は22時00分～9時00分の間の8時間程度 13040-85904101

9

看護師、准看護師 （賃金形態） 月給 制株式会社　Ｓ．Ｔ．Ｌ．Ｆ　ｓｔ
ｕｄｉｏ

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 25人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

186,533 円 (1)22時00分～7時00分
東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階～ (2)0時00分～9時00分8

接客・調理／２４号高野口名
古曽店

（賃金形態） 月給 制株式会社　すき家

（フルタイム） 正社員以外 206,533 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 80人 ） 30070- 2292401

（フルタイム） 正社員以外 160,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市紀ノ光台１丁目１
－１７～

又は9時00分～21時00分の間の8時間程度 30070- 2291101

7

入出荷業務　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　東研サーモテック　橋
本工場

雇用・労災・健康・厚生・財形

（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 100人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

205,000 円 調理師
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野７
０２～6

調理師 （賃金形態） 月給 制かつらぎ温泉　八風の湯（株式会
社　アヤハレークサイドホテル）

（フルタイム） 正社員 300,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 18人 ） 30070- 2289001

（フルタイム） 正社員 214,510 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

156,460 円 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許
和歌山県橋本市学文路１８７－７

～ ８トン限定中型自動車免許

30070- 2287201

5

トラックドライバー （賃金形態） 月給 制関西名鉄運輸　株式会社　橋本支
店

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 ２級建設機械施工技士

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 2人 ）

雇用・労災

184,000 円 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許
和歌山県橋本市高野口町下中９１
－２～ ２級土木施工管理技士4

一般土木作業員 （賃金形態） 日給 制赤井工業

（フルタイム） 正社員以外 310,500 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 29人 ） 30070- 2285701

（フルタイム） 正社員以外 150,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市清水５１２－７

～ (2)8時00分～19時30分

30070- 2296501

3

受付、医療事務 （賃金形態） 月給 制医療法人　仁清会　岡本クリニッ
ク

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町中島４６－
３～2

商品の集配業務及び工場内作
業

（賃金形態） 月給 制中西商会　株式会社

（フルタイム） 正社員 180,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ） 30070- 2294801

（フルタイム） 正社員 157,920 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市清水３２－８

～

求人番号

1

配達員 （賃金形態） 時給 制紀ノ川商事　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

142,800

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。



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。

30016- 1982201

（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 8人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)8時00分～17時00分 液化石油ガス設備士
和歌山県和歌山市藤田１６２

～ (2)8時30分～17時30分20

ガス設備工事 （賃金形態） 月給 制ライフテック株式会社

（フルタイム） 正社員 230,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ） 30070- 2260701

（フルタイム） 正社員以外 159,030 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

159,030 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野６
７７－１～ (2)9時00分～18時00分

30070- 2258601

19

生活支援員（ソプラス） （賃金形態） 月給 制ＮＰＯ法人　よつ葉福祉会 交替制あり 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 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 5人 ）

雇用・労災・健康・厚生

172,200 円 (1)8時30分～17時15分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２１６０～18

事務・観光案内 （賃金形態） 月給 制特定非営利活動法人　かつらぎフ
ルーツ王国振興公社

（フルタイム） 正社員以外 172,200 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 3人 ） 30070- 2271501

（フルタイム） 正社員以外 165,100 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

165,100 円 (1)9時00分～19時00分
和歌山県橋本市学文路４１８

～ (2)9時00分～12時00分

30070- 2266601

17

歯科助手 （賃金形態） 時給 制海堀歯科医院 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)17時00分～9時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 32人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

300,000 円 (1)9時00分～1時00分 大型自動車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東２３４－６～ (2)15時00分～7時00分 フォークリフト運転技能者16

大型運転手（近距離：路線） （賃金形態） 月給 制株式会社　丸貨運送

（フルタイム） 正社員 350,000 円

(3)17時00分～9時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 32人 ） 30070- 2265301

（フルタイム） 正社員 450,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

350,000 円 (1)9時00分～1時00分 大型自動車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東２３４－６～ (2)15時00分～7時00分 フォークリフト運転技能者

30070- 2264001

15

大型運転手（長距離：飲料・
一般物・路線）

（賃金形態） 月給 制株式会社　丸貨運送 変形（1ヶ月単位） 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） (月額換算） （従業員数 40人 ）

雇用・労災・健康・厚生

164,160 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～14

マッシュルームの出荷業務 （賃金形態） 時給 制株式会社　恋野マッシュルーム

（フルタイム） 正社員以外 172,800 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 40人 ） 30070- 2263501

（フルタイム） 正社員以外 172,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

164,160 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～

30070- 2282901

13

マッシュルーム培土の散水作
業・運搬作業

（賃金形態） 時給 制株式会社　恋野マッシュルーム 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)8時30分～11時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康

170,000 円 (1)8時30分～18時30分
和歌山県橋本市高野口町名古曽８
０４－２～ (2)8時30分～16時30分12

歯科助手 （賃金形態） 月給 制喜多歯科医院

（フルタイム） 正社員 250,100 円

(3)11時00分～20時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 65人 ） 30070- 2279801

（フルタイム） 正社員 223,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市清水２７１－１

～ (2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級11

訪問介護職員 （賃金形態） 月給 制医療法人　仁清会　つくしの宿 交替制あり 雇用・労災・健康・厚生



30070- 2274601

（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 2人 ）

雇用・労災

1,300 円 (1)8時30分～12時30分 看護師
和歌山県橋本市紀見ケ丘３丁目１
７－１０～ 准看護師10

看護師、准看護師 （賃金形態） 時給 制株式会社　Ｓ．Ｔ．Ｌ．Ｆ　ｓｔ
ｕｄｉｏ

（パートタイム） パート労働者 1,300 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 又は8時00分～17時00分の間の2時間以上 30070- 2273301

（パートタイム） パート労働者 1,250 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市学文路１０９１

～

30070- 2290901

9

柿の収穫・選別 （賃金形態） 時給 制小安農園 その他

（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 12人 ）

労災

1,450 円 (1)8時30分～13時00分 看護師
和歌山県橋本市東家４丁目２－４

～ (2)15時30分～19時00分 准看護師8

看護師・准看護師 （賃金形態） 時給 制谷内クリニック

（パートタイム） パート労働者 1,600 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 14人 ） 30070- 2288501

（パートタイム） パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

850 円 (1)9時30分～14時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山字宮ノ浦５２７番地の１～

30070- 2286801

7

厨房調理員 （賃金形態） 時給 制株式会社　ＮＣＧ 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ヶ月未満） （従業員数 29人 ）

交替制あり 労災

850 円 (1)8時00分～12時30分
和歌山県橋本市清水５１２－７

～ (2)16時30分～19時30分6

受付、医療事務 （賃金形態） 時給 制医療法人　仁清会　岡本クリニッ
ク

（パートタイム） パート労働者 950 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 30070- 2284401

（パートタイム） パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

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～

30070- 2283101

5

柿の荷詰め作業（臨時） （賃金形態） 時給 制田村　進 その他

（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
５２～4

柿の収穫（臨時） （賃金形態） 時給 制田村　進

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 30070- 2295201

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,050 円 (1)8時30分～12時30分 医療事務資格
和歌山県橋本市高野口町向島４２
－１３～ (2)15時30分～19時30分

30070- 2293701

3

医療事務 （賃金形態） 時給 制森下クリニック 交替制あり 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 12人 ）

雇用・労災

910 円 (1)9時00分～12時00分
和歌山県橋本市清水３２－８

～ (2)9時00分～16時00分2

配達員 （賃金形態） 時給 制紀ノ川商事　株式会社

（パートタイム） パート労働者 940 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 24人 ） 24030- 9882101

（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)16時45分～19時45分
三重県津市芸濃町北神山１２８７
－３～

求人番号

1

販売員（高野口店）（アルバ
イト）

（賃金形態） 時給 制株式会社コメリ　関西ストアサ
ポートセンター

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。

(3)14時00分～22時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 12人 ） 30010-10719001

（パートタイム） パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

830 円 (1)6時00分～9時00分
和歌山県和歌山市新通２丁目１０
番１～ (2)6時00分～14時00分

30010-11028501

19

清掃員（橋本市妻） （賃金形態） 時給 制大揚興業　株式会社 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 雇用期間の定めなし （従業員数 1人 ）

労災

1,100 円 (1)7時00分～9時00分
和歌山県和歌山市有本３２４番地
の１～18

清掃（橋本警察署） （賃金形態） 時給 制日本ビル株式会社

（パートタイム） パート労働者 1,500 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 11人 ） 又は6時00分～21時00分の間の5時間程度 30010-11026801

（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
和歌山県和歌山市吉田３８６　和
歌山プラザビル１０１～

30070- 2261801

17

共済募集業務（営業）≪橋本
市≫

（賃金形態） 時給 制和歌山県民共済生活協同組合 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

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

900 円 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡九度山町大字慈尊
院１４３～16

柿の仕分け作業（臨時） （賃金形態） 時給 制松岡　正治

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 40人 ） 30070- 2262201

（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

950 円 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～

30070- 2281601

15

キノコ用の土の充填と廃土作
業

（賃金形態） 時給 制株式会社　恋野マッシュルーム 雇用・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 8人 ）

交替制あり 労災

1,600 円 (1)8時30分～12時30分 看護師
和歌山県橋本市高野口町伏原１８
８－１～ (2)14時00分～18時30分 准看護師14

看護師 （賃金形態） 時給 制たきわき皮フ科クリニック

（パートタイム） パート労働者 1,600 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 6人 ） 30070- 2280301

（パートタイム） パート労働者 880 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

840 円 (1)10時00分～15時00分
和歌山県橋本市北宿５

～ (2)10時30分～15時30分

30070- 2278701

13

調理補助 （賃金形態） 時給 制やどり温泉いやしの湯（ＳＣＲＵ
Ｍきのくに　株式会社）

交替制あり 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)11時00分～20時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 65人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

900 円 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市清水２７１－１

～ (2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級12

訪問介護職員 （賃金形態） 時給 制医療法人　仁清会　つくしの宿

（パートタイム） パート労働者 970 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 19人 ） 30070- 2277401

（パートタイム） パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

900 円 (1)10時00分～15時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２３５７～11

ルート配送・納品・軽作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　大覚総本舗 雇用・労災


