
ハローワーク橋本
(０７３６－３３－８６０９

　
お気軽に

職業相談窓口まで！

第１０１７号 令和４年１月１７日発行

※次回発行日 １月２４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＞
◆１月７日～１月１３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-  229121

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)11時00分～20時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 30人 ）

雇用・労災・健康・厚生

146,160 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県橋本市小峰台２丁目１０
－２～ (2)6時30分～15時30分10

生活支援員（グループホー
ム）

（賃金形態） 日給 制社会福祉法人　和歌山県福祉事業
団
伊都生活総合支援センター　ぱる

（フルタイム） 正社員以外 154,280 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 140人 ） 30070-  224521

（フルタイム） 正社員以外 160,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,800 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～

27020- 3929421

9

化粧品の仕上げ包装課員（短
期）≪急募≫

（賃金形態） 時給 制日進化学株式会社　橋本工場 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ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 24人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

154,800 円 (1)8時00分～17時00分
大阪府大阪市此花区島屋４丁目４
－５１～8

カスタマーサービス職（高野
口営業所）

（賃金形態） 時給 制佐川急便株式会社

（フルタイム） 正社員以外 154,800 円

44歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 24040-  465521

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,000 円 (1)8時30分～17時30分 毒物劇物取扱責任者
三重県松阪市川井町花田　５３９

～

30070-  243621

7

店長候補社員（農業屋橋本
店）

（賃金形態） 月給 制クラギ株式会社 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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 19人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

170,000 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町向島１２
３－１～6

事務・商品出荷・その他雑務 （賃金形態） 月給 制株式会社　かつらぎ産業

（フルタイム） 正社員 185,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 14人 ） 30070-  240521

（フルタイム） 正社員以外 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)7時30分～16時30分
和歌山県橋本市吉原８５－６

～

30070-  237121

5

一般廃棄物収集車運転手 （賃金形態） 月給 制株式会社　田中組 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 30人 ）

雇用・労災・健康・厚生

230,000 円 (1)8時30分～17時30分 准看護師
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～ 看護師4

訪問入浴看護職員（橋本市）
※正社員※

（賃金形態） 月給 制株式会社　はるす

（フルタイム） 正社員 270,700 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 6人 ） 30070-  233421

（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45分～17時15分
和歌山県橋本市清水５４３－１

～ (2)12時45分～21時15分

27020- 4423421

3

施設管理 （賃金形態） 月給 制公益財団法人　橋本市文化スポー
ツ振興公社

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

44歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

188,000 円 (1)8時30分～17時30分
大阪府大阪市北区梅田３丁目３－
１０　梅田ダイビル６０２号～2

官公庁施設管理職員（和歌山
県高野町）

（賃金形態） 月給 制アイテック　株式会社

（フルタイム） 正社員 200,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 7人 ） 06060-  151821

（フルタイム） 正社員 130,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)9時00分～17時00分
山形県長井市本町二丁目１０番６
号～

求人番号

1

家庭薬配置員（和歌山県）橋
本市管内

（賃金形態） その他 制協同薬品工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

130,000

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。



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。

30070-  212021

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳～44歳 雇用期間の定めなし （従業員数 77人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生・財形

191,800 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18

製造技術職（交替勤務） （賃金形態） 月給 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 247,880 円

45歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070-  209421

（フルタイム） 正社員 203,100 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

161,240 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２２３７番７～

30070-  208521

17

浄化槽管理作業員 （賃金形態） 月給 制株式会社紀北環境衛生センター 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

45歳以下 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

161,240 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２２３７番７～16

配管工 （賃金形態） 月給 制株式会社紀北環境衛生センター

（フルタイム） 正社員 233,000 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 25人 ） 30070-  207221

（フルタイム） 正社員以外 170,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1)8時00分～17時00分 調理師
和歌山県橋本市清水３８８－１

～

又は8時30分～17時30分の間の8時間 30070-  221721

15

調理員　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　寿翔永会 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 17人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 介護福祉士
和歌山県橋本市古佐田１丁目３－
１７～ 介護職員実務者研修修了者14

訪問介護管理者≪急募≫ （賃金形態） 月給 制株式会社　仁昌堂

（フルタイム） 正社員 233,000 円

(3)9時00分～16時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 230人 ） 30070-  219621

（フルタイム） 正社員以外 160,800 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

160,800 円 (1)8時20分～17時20分
和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子１
２１－５～ (2)9時00分～17時20分

27160-  250821

13

化粧品の仕上げ包装課員（短
期）≪急募≫

（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） 和歌山県橋本市

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

204,000 円 (1)8時00分～17時00分
大阪府富田林市中野町西２丁目２
４６－５～12

営業（橋本営業所） （賃金形態） 月給 制株式会社　レンタルコトス

（フルタイム） 正社員 360,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 27160-  241721

（フルタイム） 正社員 360,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

207,000 円 (1)8時00分～17時00分
大阪府富田林市中野町西２丁目２
４６－５～11

整備（橋本営業所） （賃金形態） 月給 制株式会社　レンタルコトス 変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生



30070-  227621

（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 1,400人 ）

雇用・公災・健康・厚生

933 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～10

事務員（農林振興課　会計年
度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 933 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 200人 ） 30070-  226321

（パートタイム） パート労働者 1,514 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,489 円 (1)8時30分～17時00分 看護師
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070-  225421

9

看護師（いきいき健康課）
（会計年度任用職員）

（賃金形態） 日給 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 (3)9時00分～16時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 140人 ）

雇用・労災

1,000 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)9時00分～17時20分8

化粧品の仕上げ包装課員（短
期）≪急募≫

（賃金形態） 時給 制日進化学株式会社　橋本工場

（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 45人 ） 又は9時00分～17時00分の間の7時間程度 30070-  222821

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

860 円 (1)9時30分～15時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～

30070-  241421

7

軽作業スタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社　ミモナ 雇用・労災

（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 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

900 円 (1)8時30分～16時45分
和歌山県橋本市紀ノ光台３－７－
５～6

製造・軽作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　カベキチ　和歌山工場

（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 13人 ） 又は9時00分～18時00分の間の1時間以上 30070-  236921

（パートタイム） パート労働者 1,700 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,400 円 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町４０３－３～ 准看護師

30070-  232521

5

看護師・准看護師　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ビッグプラネット 交替制あり 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 9人 ）

交替制あり 労災

950 円 (1)9時00分～12時00分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県伊都郡九度山町大字下古
沢３０９－３～ (2)8時30分～17時00分 介護福祉士4

介護スタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社Ａｈａｈａ

（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 9人 ） 30010-  698921

（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

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

30010-  696321

3

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 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 2人 ）

雇用・労災・健康・厚生

860 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県和歌山市毛見１１１４番
地６～2

清掃員（橋本） （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 1,000 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 200人 ） 又は0時00分～23時59分の間の5時間程度 30010-  742921

（パートタイム） パート労働者 1,158 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円
和歌山県和歌山市小松原通１丁目
１番地１～

求人番号

1

交番相談員 （賃金形態） 日給 制和歌山県警察本部　　 交替制あり 雇用・公災・健康・厚生

898

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-  206821

（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

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～20

一般事務（恋野地区公民館）
（会計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 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ヶ月未満） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ） 30070-  205721

（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-  220021

19

一般事務（隅田地区公民館）
（会計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 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～21時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 100人 ）

労災

860 円 (1)6時00分～9時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野７
０２～ (2)9時00分～14時00分18

調理補助業務　≪急募≫ （賃金形態） 時給 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）

（パートタイム） パート労働者 960 円

(3)9時00分～16時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 230人 ） 30070-  218321

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

1,000 円 (1)8時20分～17時20分
和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子１
２１－５～ (2)9時00分～17時20分

30070-  216521

17

化粧品の仕上げ包装課員（短
期）≪急募≫

（賃金形態） 時給 制日進化学株式会社　和歌山工場 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 11人 ）

雇用・労災

859 円 (1)8時30分～13時30分
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
番地５９～ (2)9時00分～14時00分16

総合事務職 （賃金形態） 時給 制株式会社　サザン

（パートタイム） パート労働者 859 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 又は17時00分～20時00分の間の2時間以上 30010-  610521

（パートタイム） パート労働者 960 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

950 円
和歌山県和歌山市中之島１９８０
浜田ビル１Ｆ～

又は8時00分～18時00分の間の5時間以上 27160-  238321

15

厨房作業場清掃（かつらぎ店
及び那賀店のスーパー）

（賃金形態） 時給 制日昌メンテナンス株式会社 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 60人 ）

労災

1,000 円 (1)8時00分～17時00分
大阪府富田林市中野町西２丁目２
４６－５～14

動画クリエイター及びホーム
ページ更新作業

（賃金形態） 時給 制株式会社　レンタルコトス

（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 5人 ） 30070-  231221

（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

1,200 円 (1)8時30分～12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

又は8時00分～17時00分の間の5時間以上 30070-  230821

13

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制とよざわ歯科クリニック 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 0人 ）

労災

860 円
和歌山県橋本市神野々６４７－４

～12

リフォーム補助及び雑務 （賃金形態） 時給 制スクエアａｒｒａｎｇｅ

（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） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ） 30070-  228921

（パートタイム） パート労働者 933 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

933 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～11

事務員（保険年金課）（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



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 17人 ） 30070-  213721

（パートタイム） パート労働者 920 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

920 円 (1)17時00分～22時00分
和歌山県橋本市清水５４３－１

～ (2)8時30分～17時00分

又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070-  211121

23

事務・受付（運動公園事務
所）

（賃金形態） 時給 制公益財団法人　橋本市文化スポー
ツ振興公社

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 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ）

雇用・労災・健康・厚生

900 円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺８５７～ (2)14時00分～18時30分22

学童保育指導員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制妙寺ひまわりキッズ

（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-  210921

（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

900 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21

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


