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お気軽に

職業相談窓口まで！

第９８６号 令和３年６月７日発行

※次回発行日 ６月１４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⇒就職・仕事⇒雇用・就職支援情報について⇒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＞
◆５月２８日～６月３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- 1321311

（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） (月額換算） （従業員数 0人 ）

労災

129,600 円 (1)10時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新
田４１－４～10

インターネットオークション
担当

（賃金形態） 時給 制昌喜堂

（フルタイム） 正社員以外 129,600 円

(3)13時30分～19時00分

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30070- 1319211

（フルタイム） 正社員 183,116 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

173,116 円 (1)8時00分～12時30分 医療事務資格
和歌山県橋本市高野口町大野２３
５－１～ (2)15時30分～19時00分

30070- 1318811

9

受付事務、看護補助　≪急募
≫

（賃金形態） 月給 制医療法人　辻本クリニック 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 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７－１～8

事務職 （賃金形態） 月給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

（フルタイム） 正社員 200,000 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 27080-11703711

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

192,453 円 (1)9時00分～18時00分 美容師
大阪府堺市北区金岡町１４１４－
２～

30070- 1326811

7

美容師（オークワ橋本店） （賃金形態） 月給 制株式会社　若松 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 (3)6時00分～11時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 9人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

185,000 円 (1)6時00分～14時00分 準中型自動車免許
和歌山県橋本市高野口町伏原１１
７１－２～ (2)8時00分～16時00分6

清掃作業員 （賃金形態） 月給 制有限会社　紀北興業

（フルタイム） 正社員以外 225,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 4人 ） 14150- 9230211

（フルタイム） 正社員以外 400,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

200,000 円 (1)9時00分～18時00分 美容師
神奈川県横浜市青葉区新石川３－
１５－１１　イワサキビルディン
グ

～

又は13時00分～22時00分の間の8時間以上 30070- 1401311

5

美容師／かつらぎ店 （賃金形態） 月給 制株式会社ハクブン 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

64歳以下 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・厚生

160,000 円 (1)7時30分～16時30分 はい作業主任者
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
番地５９～ フォークリフト運転技能者4

フォークリフトオペレーター （賃金形態） 月給 制株式会社　サザン

（フルタイム） 正社員 160,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 470人 ） 30070- 1331911

（フルタイム） 正社員以外 226,840 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

138,020 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市神野々１１０３

～

30070- 1443011

3

薬剤助手 （賃金形態） 月給 制医療法人　南労会　和歌山本部 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県橋本市

45歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災・健康・厚生

216,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市胡麻生４６５－３

～2

電気工事士（未経験可） （賃金形態） 日給 制紅屯社電気　有限会社

（フルタイム） 正社員 216,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 30010- 7264111

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
和歌山県和歌山市小倉４１１－１
８～

求人番号

1

出荷作業（橋本市） （賃金形態） 月給 制株式会社　オプラスサービス 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

166,000

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- 1329411

（就業場所） 和歌山県橋本市

44歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ）

交替制あり 雇用・労災

1,200 円 (1)13時30分～19時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市橋本２丁目１－９

～ (2)8時30分～13時00分10

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制とよざわ歯科クリニック

（パートタイム） パート労働者 1,500 円

44歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070- 1328511

（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

950 円 (1)13時30分～19時00分
和歌山県橋本市橋本２丁目１－９

～ (2)8時30分～13時00分

30070- 1446911

9

歯科助手・受付 （賃金形態） 時給 制とよざわ歯科クリニック 交替制あり 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
５２～8

山椒の収穫 （賃金形態） 時給 制田村　進

（パートタイム） パート労働者 1,200 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 95人 ） 30070- 1445611

（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

850 円 (1)12時00分～16時00分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～

30070- 1444311

7

ランドキーパー【均等法適用
除外：女性限定求人】

（賃金形態） 時給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

雇用・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） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ）

雇用・労災・健康・厚生

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～6

図書館事務員（会計年度任用
職員）

（賃金形態） 日給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 924 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ） 30070- 1442411

（パートタイム） パート労働者 924 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070- 1440211

5

一般事務員（税務課　会計年
度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・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 28人 ）

交替制あり 労災

1,450 円 (1)8時30分～17時30分 看護師
和歌山県橋本市隅田町河瀬３５２

～ (2)8時30分～13時00分 准看護師4

看護師 （賃金形態） 時給 制医療法人　博周会　梅本診療所

（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） (時間額換算） （従業員数 2人 ） 30070- 1452311

（パートタイム） パート労働者 903 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

903 円 (1)8時45分～17時15分
和歌山県橋本市高野口町名倉２８
８番～

30070- 1450411

3

観光案内、お土産物の販売 （賃金形態） 日給 制一般社団法人　高野山麓ツーリズ
ムビューロー

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)8時00分～17時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 20人 ）

雇用・労災

900 円 (1)6時00分～11時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～ (2)6時00分～15時00分2

清掃業務　≪急募≫ （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 900 円

(3)11時20分～18時40分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 16人 ） 又は9時20分～20時20分の間の7時間程度 08010-11197611

（パートタイム） パート労働者 1,210 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)9時50分～17時10分
茨城県水戸市桜川１－１－１

～ (2)10時20分～17時40分

求人番号

1

携帯・スマートフォン等の販
売スタッフ／橋本市

（賃金形態） 時給 制株式会社　関西ケーズデンキ 交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

1,210

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。

30010- 7087911

（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 9人 ）

雇用・労災・健康・厚生

831 円 (1)7時45分～16時45分
和歌山県和歌山市毛見１１１４番
地６～20

清掃員（かつらぎ町妙寺） （賃金形態） 時給 制有限会社　神泉テック

（パートタイム） パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ） 30010- 7407711

（パートタイム） パート労働者 928 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

928 円 (1)10時30分～14時00分
和歌山県和歌山市美園町５丁目６
１　ＪＲ和歌山駅構内～

30010- 7262611

19

駅清掃及び乗務員宿舎施設の
清掃（橋本市）

（賃金形態） 時給 制株式会社　ＪＲ西日本メンテック
和歌山営業所

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 83人 ）

雇用・労災・健康・厚生

860 円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県和歌山市小倉４１１－１
８～ (2)9時00分～17時00分18

ピッキング作業（橋本市） （賃金形態） 時給 制株式会社　オプラスサービス

（パートタイム） パート労働者 860 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 230人 ） 30070- 1322611

（パートタイム） パート労働者 835 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

835 円 (1)7時20分～14時10分
和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子１
２１－５～

又は10時00分～17時00分の間の3時間以上 30070- 1320011

17

清掃要員 （賃金形態） 時給 制日進化学株式会社　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 0人 ）

労災

1,000 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新
田４１－４～16

インターネットオークション
担当

（賃金形態） 時給 制昌喜堂

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

(3)8時00分～14時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 16人 ） 30070- 1317711

（パートタイム） パート労働者 831 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

831 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４―９９～ (2)11時00分～17時00分

30070- 1325711

15

カーマット製造 （賃金形態） 時給 制株式会社　藤本用品製作所 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 13人 ）

雇用・労災

831 円 (1)8時30分～16時30分
和歌山県橋本市隅田町下兵庫４６

～14

自転車部品組立工 （賃金形態） 時給 制株式会社　上西

（パートタイム） パート労働者 831 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 4人 ） 30070- 1324111

（パートタイム） パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1)8時30分～11時45分
和歌山県橋本市神野々３８２

～ (2)15時30分～18時45分

又は6時00分～12時00分の間の3時間以上 30070- 1323911

13

医療事務員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制医療法人　康紀会　なかいクリ
ニック

雇用・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 28人 ）

労災

831 円
和歌山県橋本市隅田町上兵庫２３
３～12

水耕栽培での作業 （賃金形態） 時給 制農事組合法人　きのくに農業村

（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 470人 ） 30070- 1330611

（パートタイム） パート労働者 960 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

960 円 (1)8時30分～12時30分
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2)13時30分～17時30分11

薬剤助手 （賃金形態） 時給 制医療法人　南労会　和歌山本部 雇用・労災


