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お気軽に

職業相談窓口まで！

第１０１１号 令和３年１１月２９日発行

※次回発行日 １２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⇒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＞
◆１１月１９日～１１月２５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- 2985011

（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 14人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

266,000 円 (1)9時00分～18時00分 看護師
和歌山県橋本市高野口町名倉２３
４～ 准看護師8

看護師　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制ケアランド高野口

（フルタイム） 正社員 288,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 39人 ） 30070- 2983511

（フルタイム） 正社員以外 247,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

157,600 円 (1)9時00分～17時45分
和歌山県橋本市高野口町名古曽９
２７～

30070- 2987611

7

事務職員（臨時的任用職員） （賃金形態） 月給 制伊都振興局　健康福祉部 雇用・公災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災

156,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
２６２～6

カフェスタッフ （賃金形態） 月給 制すずめのかくれんぼ

（フルタイム） 正社員 156,000 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ） 30070- 2991511

（フルタイム） 正社員 160,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々４０－３

～

30070- 2989111

5

一般事務　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制株式会社　イヌイエコシステム 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

180,000 円 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市高野口町伏原１０
４８－１～ ホームヘルパー２級4

地域密着型通所介護　生活相
談員

（賃金形態） 月給 制株式会社　マリックス

（フルタイム） 正社員 180,000 円

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 59人 ） 13010-  578212

（フルタイム） 正社員 230,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)8時15分～17時15分
東京都千代田区西神田一丁目４番
５号　東光電気工事ビル～ (2)16時45分～8時45分

30070- 3000011

3

プラント施設の運転管理／橋
本市

（賃金形態） 月給 制テスコ　株式会社 変形（1ヶ月単位） 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 (月額換算） （従業員数 0人 ）

雇用・労災

156,240 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大
薮６３２－４０～2

農作業 （賃金形態） 時給 制藤原農園

（フルタイム） 正社員 156,240 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30070- 2999811

（フルタイム） 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字東
渋田１９０－１～

求人番号

1

自動制御盤製造　組み立て配
線

（賃金形態） 月給 制株式会社　アドバン 雇用・労災・健康・厚生

200,000

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- 2984411

（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 330人 ）

雇用・労災

960 円 (1)8時30分～12時30分
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2)8時30分～16時00分10

医療クラーク （賃金形態） 時給 制医療法人　南労会　和歌山本部

（パートタイム） パート労働者 960 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 28人 ） 又は6時00分～12時00分の間の3時間以上 30070- 2993011

（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

859 円 (1)6時00分～12時00分
和歌山県橋本市隅田町上兵庫２３
３～

30070- 2992411

9

包装・梱包作業員 （賃金形態） 時給 制農事組合法人　きのくに農業村 交替制あり 労災

（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 16人 ）

雇用・労災

1,000 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々４０－３

～8

一般事務　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　イヌイエコシステム

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 2990211

（パートタイム） パート労働者 1,400 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,300 円 (1)9時00分～13時30分 歯科衛生士
和歌山県橋本市市脇４－３－２７

～

30070- 2988911

7

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制後藤歯科医院 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ヶ月以上） （従業員数 83人 ）

労災

860 円 (1)8時30分～13時30分
和歌山県伊都郡九度山町河根８０
７－６４～6

清掃作業　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　萩原会　特別養護
老人ホーム　友愛苑

（パートタイム） パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 19人 ） 30070- 2998711

（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

1,000 円 (1)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市市脇１－１－６　
ＪＡ紀北かわかみ橋本支店ビル
５号室

～ ホームヘルパー２級

又は8時00分～17時00分の間の3時間以上 30070- 2996911

5

介護職員 （賃金形態） 時給 制有限会社　レッツ「訪問介護ス
テーション千樹木（せんじゅ）」

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 18人 ）

雇用・労災

859 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町垂井４０－
２～4

釣竿製造 （賃金形態） 時給 制株式会社　木村屋

（パートタイム） パート労働者 859 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 10人 ） 又は6時15分～17時00分の間の8時間程度 30070- 2995611

（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)8時00分～17時00分 中型自動車免許
和歌山県橋本市御幸辻２５１番地
の１～

又は7時00分～19時30分の間の2時間以上 30070- 2994311

3

収集運搬作業員（パート社
員）

（賃金形態） 日給 制株式会社　紀州環境サービス 変形（1ヶ月単位） 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 79人 ）

交替制あり 労災

900 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～2

介護補助員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　あさひ

（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） (時間額換算） （従業員数 160人 ） 30010-15422111

（パートタイム） パート労働者 1,196 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1)8時45分～16時30分 視能訓練士
和歌山県和歌山市紀三井寺８１１
番地１～

求人番号

1

視能訓練士 （賃金形態） 日給 制公立大学法人　和歌山県立医科大
学

雇用・労災・健康・厚生

1,196

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。

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 9人 ） 30070- 2986311

（パートタイム） パート労働者 1,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,500 円 (1)8時30分～16時30分 看護師
和歌山県橋本市神野々１１２４

～ 准看護師11

正・准看護師　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制ケアガーデンズ　デイサービスセ
ンター（ジルチインターナショナ
ル　株式会社）

雇用・労災


