
ハローワーク橋本
(０７３６－３３－８６０９

　
お気軽に

職業相談窓口まで！

第１０００号 令和３年９月１３日発行

※次回発行日 ９月２１日（火） 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＞
◆９月３日～９月９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- 2319111

（就業場所） 和歌山県橋本市

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ）

雇用・労災・健康・厚生

146,432 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市清水３２－８

～10

事務職員 （賃金形態） 時給 制紀ノ川商事　株式会社

（フルタイム） 正社員 158,080 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- 2318911

（フルタイム） 正社員 157,920 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

147,840 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市清水３２－８

～

30070- 2313511

9

配達ドライバー （賃金形態） 時給 制紀ノ川商事　株式会社 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 330人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

206,050 円 (1)8時30分～17時00分 作業療法士
和歌山県橋本市神野々１１０３

～8

作業療法士（紀和病院） （賃金形態） 月給 制医療法人　南労会　和歌山本部

（フルタイム） 正社員 206,050 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 2311811

（フルタイム） 正社員 210,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

175,000 円 (1)8時15分～17時15分 介護福祉士
和歌山県橋本市神野々３０８－１

～

30070- 2321511

7

介護職員 （賃金形態） 月給 制株式会社　神野々北デイサービス 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） (月額換算） （従業員数 10人 ）

雇用・労災・健康・厚生

146,880 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市高野口町小田５５
０－１～6

経理事務員 （賃金形態） 時給 制株式会社　千乃恵

（フルタイム） 正社員以外 146,880 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- 2325611

（フルタイム） 正社員 159,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

147,840 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市清水３２－８

～

29040- 2671311

5

食品加工職員 （賃金形態） 時給 制紀ノ川商事　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

雇用・労災・健康・厚生

170,000 円 (1)9時00分～18時00分
奈良県五條市釜窪町１５０番地

～4

セレモニーアシスタント（橋
本）

（賃金形態） 月給 制有限会社ながたに生花　セレモ
ニーホールながたに

（フルタイム） 正社員 210,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 380人 ） 30070- 2337811

（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- 2332311

3

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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 140人 ）

雇用・労災・健康・厚生

164,400 円 (1)8時20分～17時20分
和歌山県橋本市紀ノ光台３丁目２
－８～2

製造課員【オペレーター】≪
急募≫

（賃金形態） 月給 制日進化学株式会社　橋本工場

（フルタイム） 正社員 223,300 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ） 又は5時30分～17時00分の間の8時間程度 30010-12125011

（フルタイム） 正社員以外 193,267 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 調理師
和歌山県和歌山市和歌浦南３丁目
１０－２５～

求人番号

1

調理員（ひかり苑） （賃金形態） 日給 制南陽食品株式会社 変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

171,808

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。

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30070- 2310711

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

250,000 円 (1)10時00分～18時30分
和歌山県橋本市神野々１１０９－
２～

30070- 2308611

17

人材紹介（コンサルティング
営業）

（賃金形態） 月給 制バイカル　株式会社 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ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 77人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生・財形

198,000 円 (1)8時00分～17時40分
和歌山県橋本市紀ノ光台１丁目１
－１７～ (2)20時00分～5時40分16

製造補助作業（交替勤務）≪
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

（フルタイム） 正社員以外 198,000 円

18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 77人 ） 30070- 2307311

（フルタイム） 正社員以外 198,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

198,000 円 (1)8時00分～17時40分
和歌山県橋本市紀ノ光台１丁目１
－１７～ (2)20時00分～5時40分

30070- 2305411

15

自動車／輸送用機械製造品質
検査業務（交替勤務）≪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

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生・財形

（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 380人 ）

雇用・労災・健康・厚生

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－
１～14

受付・荷物対応スタッフ （賃金形態） 月給 制橋本市民病院

（フルタイム） 正社員以外 145,600 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 9人 ） 30070- 2304511

（フルタイム） 正社員以外 180,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

165,000 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺１８４－５～ (2)10時00分～18時00分

又は6時15分～17時00分の間の8時間程度 30070- 2301711

13

調剤薬局事務 （賃金形態） 月給 制フロンティア薬局　かつらぎ店 変形（1週間単位非定型的） 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） (月額換算） （従業員数 10人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

173,600 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１～12

収集運搬作業員（契約社員） （賃金形態） 日給 制株式会社　紀州環境サービス

（フルタイム） 正社員以外 173,600 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （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- 2300111

（フルタイム） 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,000 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１～11

収集運搬作業員（正社員） （賃金形態） 月給 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



30070- 2328711

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

雇用・労災

860 円 (1)8時45分～14時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字星
川３２４～ (2)13時00分～18時00分10

調理師見習い （賃金形態） 時給 制農事組合法人　遊農

（パートタイム） パート労働者 950 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30070- 2327111

（パートタイム） パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

860 円 (1)8時45分～14時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字星
川３２４～ (2)13時00分～18時00分

又は8時00分～17時00分の間の4時間程度 30070- 2326911

9

パティシエ見習い （賃金形態） 時給 制農事組合法人　遊農 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)13時00分～16時00分

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ）

雇用・労災

880 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市清水３２－８

～ (2)8時00分～12時00分8

食品加工作業員 （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 950 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 又は9時00分～20時00分の間の7時間程度 29040- 2673911

（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

900 円
奈良県五條市釜窪町１５０番地

～

30070- 2335111

7

セレモニーアシスタント（橋
本：パート）

（賃金形態） 時給 制有限会社ながたに生花　セレモ
ニーホールながたに

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 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ）

雇用・労災

900 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２５３８～6

ゴミ取り作業員 （賃金形態） 時給 制有限会社　木村組砂利

（パートタイム） パート労働者 950 円

18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 79人 ） 30070- 2334911

（パートタイム） パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

950 円 (1)21時30分～6時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～ (2)22時00分～7時00分

又は7時00分～22時30分の間の3時間以上 30070- 2333611

5

夜勤介護職員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　あさひ 交替制あり 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ヶ月以上） （従業員数 79人 ）

労災

950 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～4

介護職員 （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 1,100 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 13人 ） 30070- 2331011

（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)8時30分～17時15分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２３３８－２～

又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070- 2330411

3

介護職員（パートタイム） （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　かつらぎ町　社会
福祉協議会

雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

880 円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１０７７～ (2)14時00分～18時30分2

学童保育支援員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制九度山ひまわりキッズ

（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 8人 ） 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070- 2329811

（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

円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東５５８～ (2)14時00分～18時30分

求人番号

1

学童保育指導員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制かせだひまわりキッズ 雇用・労災・健康・厚生

880

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。

又は6時15分～17時00分の間の8時間程度 30070- 2302811

（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） (時間額換算） （従業員数 10人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

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１～20

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

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

(3)8時00分～12時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ） 30070- 2317611

（パートタイム） パート労働者 940 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

880 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

30070- 2316311

19

配達ドライバー （賃金形態） 時給 制紀ノ川商事　株式会社 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 146人 ）

労災

860 円 (1)8時00分～14時00分
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2)8時30分～14時00分18

清掃員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　博寿会　特別養護
老人ホーム　さくら苑

（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 4人 ） 又は9時00分～18時00分の間の4時間以上 30070- 2315011

（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)9時00分～18時00分
和歌山県橋本市高野口町向島１７
１－５　伊都シルバーハイム内～

又は9時00分～20時00分の間の4時間以上 30070- 2314411

17

調理補助 （賃金形態） 時給 制有限会社　宗和 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 ）

雇用・労災

860 円
和歌山県橋本市高野口町名古曽９
４２－１～16

フルサービスのガソリンスタ
ンド店員

（賃金形態） 時給 制川福石油　株式会社

（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ヶ月未満） （従業員数 24人 ） 又は8時00分～17時30分の間の6時間程度 30070- 2312211

（パートタイム） パート労働者 831 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

831 円 普通自動車第二種免許
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１７－４８～

30070- 2324311

15

観光タクシー乗務員　≪急募
≫

（賃金形態） 時給 制高野山タクシー　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

60歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ）

雇用・労災

859 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市恋野１８５３

～14

現場作業補助員 （賃金形態） 時給 制有限会社　太和保安建設

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30070- 2323011

（パートタイム） パート労働者 1,650 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,600 円 (1)8時30分～16時30分 看護師
和歌山県橋本市神野々１１０９－
２～ 准看護師

30070- 2322411

13

看護師 （賃金形態） 時給 制バイカル　株式会社 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 ）

雇用・労災

1,300 円 (1)8時30分～14時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市市脇４－３－２７

～12

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制後藤歯科医院

（パートタイム） パート労働者 1,400 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 23人 ） 30070- 2320211

（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

1,100 円 (1)8時00分～10時00分
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2)15時00分～17時00分11

送迎運転手 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　博寿会　特別養護
老人ホーム　さくら苑

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 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 又は8時00分～16時00分の間の5時間程度 30010-11825611

（パートタイム） パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

860 円 (1)8時00分～14時00分
和歌山県和歌山市和歌浦南３丁目
１０－２５～

30070- 2306011

23

調理補助（ひかり苑） （賃金形態） 時給 制南陽食品株式会社 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ヶ月未満） （従業員数 50人 ）

雇用・労災

1,800 円 (1)8時30分～18時30分 大型自動車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２５４５－１～22

大型トラック運転手 （賃金形態） 時給 制フレッシュロジシステム　株式会
社

（パートタイム） パート労働者 2,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 30070- 2303211

（パートタイム） パート労働者 1,400 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

1,000 円 (1)8時30分～16時30分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
４９－７～21

高野槇の収穫・販売 （賃金形態） 時給 制高野槇の店　喜周 その他


