
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９９９号 令和３年９月６日発行

※次回発行日 ９月１３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＞
◆８月２７日～９月２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- 2208511

（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 230人 ）

雇用・労災・健康・厚生

141,268 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
２１－５～10

化粧品製造課員（契約社員）
＜急募＞

（賃金形態） 日給 制日進化学株式会社　和歌山工場

（フルタイム） 正社員以外 141,268 円

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 59人 ） 13010-72142611

（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- 2298811

9

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） 和歌山県橋本市

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 96人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

166,400 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県橋本市神野々８７７－１

～8

事務職　＜急募＞ （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　メディケアはしもと

（フルタイム） 正社員 166,400 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 149人 ） 30070- 2281211

（フルタイム） 正社員 170,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

153,450 円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市神野々４９２

～

30070- 2280811

7

ニット編みスタッフ＜幹部候
補＞【　急　募　】

（賃金形態） 月給 制原田織物　株式会社　神野々工場 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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 132人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

200,000 円 (1)8時20分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺４６４～6

情報システム部スタッフ （賃金形態） 月給 制溝端紙工印刷　株式会社

（フルタイム） 正社員 300,000 円

(3)1時00分～10時00分 保育士

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 1,286人 ） 30030- 4767211

（フルタイム） 正社員 295,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

148,600 円 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田２
４５６－１～ (2)16時00分～1時00分 社会福祉士

30030- 4763911

5

支援員（地域職） （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　和歌山県福祉事業
団

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 (3)1時00分～10時00分

18歳～30歳 雇用期間の定めなし （従業員数 1,286人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生・財形

148,600 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田２
４５６－１～ (2)16時00分～1時00分4

支援員（限定職） （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　和歌山県福祉事業
団

（フルタイム） 正社員 230,700 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 28人 ） 27090- 5785611

（フルタイム） 正社員以外 200,880 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

175,770 円 (1)8時00分～16時30分
大阪府貝塚市窪田１８５

～

27090- 5784311

3

工場ライン作業・梱包 （賃金形態） 時給 制株式会社　広和ＬＳ 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 28人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

210,000 円 (1)8時00分～16時30分 フォークリフト運転技能者
大阪府貝塚市窪田１８５

～2

工場ライン （賃金形態） 月給 制株式会社　広和ＬＳ

（フルタイム） 正社員 210,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 27090- 5783011

（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～16時30分 フォークリフト運転技能者
大阪府貝塚市窪田１８５

～

求人番号

1

リフト作業・仕分け （賃金形態） 月給 制株式会社　広和ＬＳ 交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

230,000

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- 2158911

（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 140人 ）

雇用・労災・健康・厚生

141,268 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
－８～20

化粧品製造課員（契約社員）
＜急募＞

（賃金形態） 日給 制日進化学株式会社　橋本工場

（フルタイム） 正社員以外 141,268 円

61歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 30070- 2149911

（フルタイム） 正社員 210,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

180,000 円 (1)7時15分～16時30分 調理師
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２２６９－２～ 栄養士

30070- 2147311

19

給食調理員 （賃金形態） 月給 制大谷食品　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） 和歌山県橋本市

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 149人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

141,685 円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市神野々４９２

～18

ニット整経作業スタッフ （賃金形態） 時給 制原田織物　株式会社　神野々工場

（フルタイム） 正社員 170,500 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 30070- 2146011

（フルタイム） 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1)8時00分～17時15分
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
０７８～

30070- 2161511

17

作業員 （賃金形態） 月給 制寺本紙器　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 140人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

196,800 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
－８～16

生産設備保全工 （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 247,600 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 25人 ） 30070- 2157611

（フルタイム） 正社員以外 160,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

160,000 円 (1)8時30分～17時15分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２３３８－２～

30070- 2156311

15

事務職員 （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・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１５４７－１～14

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 95人 ） 30070- 2152211

（フルタイム） 正社員 202,710 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

172,399 円 (1)9時00分～17時30分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～

27020-47811511

13

ゆの里　事務員 （賃金形態） 月給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 1,334人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

175,400 円 (1)9時30分～18時30分
大阪府大阪市北区南扇町７番３１
号　ホンダ大阪ビル５階～12

営業職（和歌山県下６拠点） （賃金形態） 月給 制株式会社　ホンダ四輪販売関西

（フルタイム） 正社員 235,400 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 65人 ） 30070- 2228611

（フルタイム） 正社員以外 207,360 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

172,800 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々４５－２

～11

カーマット製造（合成樹脂貼
り合せ、打ち抜き、縫製、仕
上）

（賃金形態） 時給 制株式会社　興栄ケミカル工業所
橋本工場

雇用・労災・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 (月額換算） （従業員数 2人 ） 30010-11126511

（フルタイム） 正社員 307,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

210,834 円 (1)13時30分～22時00分
和歌山県和歌山市黒田１－４－１
６　能開ビル６階～

30070- 2142811

23

学習塾・スクールマネー
ジャー（橋本）

（賃金形態） 年俸制 制株式会社　ワオ・コーポレーショ
ン　個別指導Ａｘｉｓ和歌山本部

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

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ）

雇用・労災・健康・厚生

182,200 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２３３８－２～22

介護職員（正規職員） （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　かつらぎ町　社会
福祉協議会

（フルタイム） 正社員 182,200 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070- 2139311

（フルタイム） 正社員 400,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原１２
９３―１３～21

電気設備工事作業員 （賃金形態） 月給 制株式会社　楠電工 雇用・労災・健康・厚生



30070- 2153511

（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 95人 ）

労災

1,000 円 (1)13時00分～17時30分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～10

宿泊施設こののフロント係 （賃金形態） 時給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

（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 0人 ） 30070- 2151811

（パートタイム） パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

1,000 円 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡九度山町大字慈尊
院１４３～

26080-10198011

9

柿の収穫（短期） （賃金形態） 時給 制松岡　正治 その他

（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 0人 ）

交替制あり 労災

1,000 円 (1)9時30分～15時30分
京都府城陽市久世荒内１７７－６

～ (2)11時30分～14時30分8

社員食堂での調理提供スタッ
フ（東研サーモテック）

（賃金形態） 時給 制株式会社　都給食

（パートタイム） パート労働者 1,030 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 2235011

（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

850 円 (1)8時30分～13時30分
和歌山県橋本市市脇４－３－２７

～ (2)14時30分～20時00分

30070- 2233511

7

受付事務、歯科助手 （賃金形態） 時給 制後藤歯科医院 交替制あり 雇用・労災・健康

（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 10人 ）

交替制あり 労災

835 円 (1)10時30分～17時30分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１７－４８～6

パン及び軽食の調理補助、ア
イスなどの販売・接客

（賃金形態） 時給 制高野山タクシー　株式会社

（パートタイム） パート労働者 880 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 24人 ） 30016- 2269511

（パートタイム） パート労働者 1,030 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

980 円 (1)8時45分～16時30分 保育士
和歌山県紀の川市桃山町調月５８
番地の３～ (2)8時45分～12時45分

又は9時00分～18時00分の間の4時間以上 30016- 2268211

5

保育士（つくしんぼ園） （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　桃郷 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ヶ月以上） （従業員数 6人 ）

労災

860 円
和歌山県紀の川市桃山町調月５８
番地の３～4

児童施設指導員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　桃郷

（パートタイム） パート労働者 1,030 円

８トン限定中型自動車第二種免許

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 45人 ） 27040-20385511

（パートタイム） パート労働者 910 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

910 円 (1)9時30分～16時00分 準中型自動車免許
大阪府大阪市平野区平野馬場１丁
目１７－１５～ ５トン限定準中型自動車免許

30070- 2297711

3

配送員（橋本市） （賃金形態） 時給 制株式会社　笑顔会 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 10人 ）

労災

1,500 円 (1)16時00分～19時00分 看護師
和歌山県橋本市隅田町中下１番地

～ (2)9時00分～12時00分 准看護師2

看護師 （賃金形態） 時給 制医療法人わかば会　田中診療所

（パートタイム） パート労働者 1,600 円

(3)13時00分～17時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 83人 ） 又は9時00分～17時00分の間の3時間以上 30010-11618811

（パートタイム） パート労働者 860 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

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

求人番号

1

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 雇用・労災

860

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- 2150711

（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 12人 ）

雇用・労災

1,500 円 (1)8時30分～16時30分 看護師
和歌山県橋本市隅田町山内１９１
９－３～ 准看護師20

看護職 （賃金形態） 時給 制医療法人　敬英会　デイサービス
幸楽の里

（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ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 又は8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070- 2148611

（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

900 円 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大
薮６３２－４０～

又は8時00分～16時00分の間の3時間以上 30070- 2145411

19

みかんの収穫作業（短期） （賃金形態） 時給 制藤原農園 その他

（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 ）

労災

850 円
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
０７８～18

作業員 （賃金形態） 時給 制寺本紙器　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 15人 ） 又は8時00分～17時00分の間の3時間以上 30070- 2144511

（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)9時00分～12時00分
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
０７８～ (2)13時00分～17時00分

30070- 2143211

17

作業員（マシーンオペレー
ター）

（賃金形態） 時給 制寺本紙器　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 3人 ）

雇用・労災

1,000 円 (1)9時00分～12時00分
和歌山県橋本市学文路４１８

～ (2)14時00分～19時00分16

歯科助手 （賃金形態） 時給 制海堀歯科医院

（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 4人 ） 又は8時30分～17時00分の間の5時間以上 30070- 2163011

（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
和歌山県橋本市東家６丁目５－２
２～

30070- 2160211

15

事務員（和歌山県橋本市）≪
急募≫

（賃金形態） 時給 制日本建機教習所　株式会社 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） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ）

雇用・公災・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

～14

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

（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- 2159111

（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- 2155011

13

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 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ヶ月未満） （従業員数 9人 ）

雇用・労災

920 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町名倉１０
５５～ (2)8時00分～17時00分12

工場内作業（加工・包装等）
（短期）

（賃金形態） 時給 制おかもと

（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 ） 30070- 2154411

（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)8時15分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町名倉１０
５５～11

工場内作業（加工・ヘタ取り
等）（短期）

（賃金形態） 時給 制おかもと 雇用・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
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№
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＊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8時30分～18時00分の間の4時間以上 30070- 2141711

（就業場所） 和歌山県橋本市 介護福祉士

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 33人 ）

雇用・労災

900 円 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市隅田町下兵庫１０
４７－２～ 介護職員初任者研修修了者26

介護職員（デイサービス） （賃金形態） 時給 制みとうメディカル　株式会社　み
とうの里

（パートタイム） パート労働者 1,020 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- 2140111

（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

又は7時45分～20時45分の間の6時間程度 30070- 2138011

25

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 (3)14時00分～20時45分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 126人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

940 円 (1)7時45分～13時45分
和歌山県橋本市市脇５丁目４－２
２～ (2)10時45分～17時30分24

郵便物等の軽四輪車による運
送・集荷（橋本局）

（賃金形態） 時給 制日本郵便株式会社　橋本郵便局

（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 11人 ） 又は9時00分～16時00分の間の3時間程度 30070- 2137411

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

1,000 円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字星
川３２４～

30070- 2136511

23

あんぽ柿加工（短期） （賃金形態） 時給 制農事組合法人　遊農 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 20人 ）

労災

1,000 円 (1)9時00分～14時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字星
川３２４～ (2)9時00分～18時00分22

柿の収穫作業（短期） （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 1,200 円

61歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 30070- 2135211

（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

900 円 (1)5時00分～8時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２２６９－２～ (2)5時00分～14時30分21

パン製造及び配送補助員 （賃金形態） 時給 制大谷食品　株式会社 雇用・労災・健康・厚生


