
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１０４２号 令和４年７月１９日発行

※次回発行日 ７月２５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＞
◆７月８日～７月14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、求人内容が変更さ
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- 2007721

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳～64歳 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 64人 ）

雇用・労災・健康・厚生

144,000 円 (1)14時00分～23時00分
和歌山県橋本市小峰台２丁目８番
４～10

工場内軽作業・ライン作業
（準夜勤）

（賃金形態） 時給 制株式会社　９Ｔｉｍｅｓ

（フルタイム） 正社員以外 144,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 0人 ） 30016- 1901921

（フルタイム） 正社員 200,640 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,480 円 (1)9時30分～18時30分
和歌山県岩出市根来２７０－１

～

27090- 4805221

9

一般事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　高野塗工 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 113人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

172,000 円 (1)8時00分～17時00分
大阪府岸和田市臨海町２０－２

～8

一般事務（営業・日程）橋本
工場

（賃金形態） 月給 制昭和精工　株式会社

（フルタイム） 正社員 223,720 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 30010- 9396921

（フルタイム） 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

130,000 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- 9391221

7

清掃員（かつらぎ町妙寺） （賃金形態） 月給 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

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 0人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

199,680 円 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
和歌山県和歌山市園部１３６３－
６　ＥＩＫＥＮビル２階西号室～ (2)20時00分～5時00分6

（派）工場内物流（フォーク
リフト）業務

（賃金形態） 時給 制株式会社イズミ和歌山営業所

（フルタイム） 有期雇用派遣労働者 199,680 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 1人 ） 30010- 9390821

（フルタイム） 有期雇用派遣労働者 216,320 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

216,320 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県和歌山市園部１３６３－
６　ＥＩＫＥＮビル２階西号室～ (2)20時00分～5時00分

30070- 2014721

5

（派）自動加工機械のオペ
レーター業務

（賃金形態） 時給 制株式会社イズミ和歌山営業所 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 4人 ）

フレックス 雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)10時00分～17時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
和歌山県橋本市紀見ケ丘３丁目１
７－１０～ (2)10時00分～14時00分4

主任介護支援専門員（管理
者）

（賃金形態） 月給 制株式会社　Ｓ．Ｔ．Ｌ．Ｆ　ｓｔ
ｕｄｉｏ

（フルタイム） 正社員 180,000 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ） 30070- 2019321

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
番地５９～

30070- 2024221

3

倉庫管理責任者・責任者候
補・倉庫内作業

（賃金形態） 月給 制株式会社　サザン 雇用・労災・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 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)6時30分～16時30分
和歌山県伊都郡高野町高野山５６
６～ (2)9時00分～19時00分2

接客・清掃業務 （賃金形態） 月給 制清浄心院

（フルタイム） 正社員 200,000 円

(3)10時30分～19時30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 9人 ） 27020-45818921

（フルタイム） 正社員以外 155,700 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1)6時00分～15時00分
大阪府大阪市北区角田町８番１号

大阪梅田ツインタワーズ・ノース

～ (2)8時00分～17時00分

求人番号

1

調理補助（伊都郡）３０１４
－２Ｇ

（賃金形態） 時給 制日清医療食品　株式会社　関西支
店

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

155,700

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- 2012121

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)22時00分～8時00分

18歳～64歳 雇用期間の定めなし （従業員数 41人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

175,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市市脇四丁目１０番
－２８～ (2)13時00分～22時00分12

ホテルフロントスタッフ （賃金形態） 月給 制ルートインジャパン　株式会社
ホテルルートイン橋本

（フルタイム） 正社員 350,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 9人 ） 30070- 2011921

（フルタイム） 正社員 188,320 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

188,320 円 (1)6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山４５
５～ (2)6時30分～18時00分11

配膳・洗い物係 （賃金形態） 日給 制持明院 雇用・労災・健康・厚生



又は9時30分～18時30分の間の4時間以上 30016- 1902121

（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 3人 ）

労災

900 円
和歌山県岩出市根来２７０－１

～10

一般事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　高野塗工

（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ヶ月未満） （従業員数 9人 ） 24030- 8516921

（パートタイム） パート労働者 859 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

859 円 (1)16時45分～19時45分
三重県津市芸濃町北神山１２８７
－３～

30010- 9398021

9

レジ担当（コメリ高野口店）
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

（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

860 円 (1)7時45分～16時45分
和歌山県和歌山市毛見１１１４番
地６～8

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 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30010- 9395621

（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 (1)9時00分～17時00分
和歌山県和歌山市毛見１１１４番
地６～

30070- 2013021

7

清掃員（橋本） （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） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 23人 ）

雇用・労災・健康・厚生

628 円 (1)17時30分～9時15分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字中
飯降４２２～6

宿直業務 （賃金形態） 時給 制和歌山県農林大学校

（パートタイム） パート労働者 628 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 20人 ） 30070- 2023821

（パートタイム） パート労働者 1,097 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,097 円 (1)7時45分～16時15分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070- 2022721

5

廃棄物収集（環境美化セン
ター　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） (時間額換算） （従業員数 850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

～4

事務員（財政課　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ヶ月未満） （従業員数 80人 ） 30070- 2027321

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

1,000 円 (1)8時00分～17時30分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山５０５～

30070- 2026421

3

選果機パソコンの入力（オペ
レーター）

（賃金形態） 時給 制ＪＡ紀北かわかみ　マルい選果場 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 80人 ）

労災

1,000 円 (1)8時00分～17時30分 フォークリフト運転技能者
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山５０５～2

青果物荷受および出荷、リフ
ト作業員

（賃金形態） 時給 制ＪＡ紀北かわかみ　マルい選果場

（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 850人 ） 30070- 2025521

（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

円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

求人番号

1

事務員（危機管理室　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

933

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9時00分～17時30分の間の5時間程度 30070- 2006021

（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 15人 ）

雇用・労災

1,000 円
和歌山県橋本市高野口町伏原１３
１８～12

ネットショップの運営管理
≪急募≫

（賃金形態） 時給 制株式会社　木下染工場

（パートタイム） パート労働者 1,400 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 10人 ） 又は8時30分～17時30分の間の5時間程度 30070- 2003621

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

860 円 (1)8時30分～14時30分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１７－４８～ (2)13時00分～17時00分11

パン及び軽食の調理補助、ア
イス等の販売・接客　≪急募
≫

（賃金形態） 時給 制高野山タクシー　株式会社 交替制あり 雇用・労災



お問い合わせは、お気軽にハローワークへ！

厚生労働省・和歌山労働局・ハローワーク

再就職、スキルアップを目指す皆さまへ

和歌山 ハロトレ

７月はハロートレーニング周知強化月間です！

パソコンパソコン WEBデザイン 電気工事

医療事務 介護 CAD ..など

希望する就職に向けて必要な技能・知識が習得できる訓練です。


