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お気軽に

職業相談窓口まで！

 
第８４２号 平成３０年５月２１日発行 
 

※次回発行日   ５月２８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⇒暮らしのガイド⇒商工業⇒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＞ 
◆５月１１日～５月１７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。 



不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 10人 ） 30070- 1505981

フルタイム 正社員以外 289,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

221,400 円 (1) 8時30分～17時00分 看護師
和歌山県橋本市小峰台２丁目８番
地の１～

30070- 1501181

10

訪問看護業務 （賃金形態） 月給 制橋本市訪問看護ステーション 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 172人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1) 8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～ (2) 8時30分～13時00分9

理事長秘書 （賃金形態） 月給 制社会医療法人　博寿会　山本病院

フルタイム 正社員 219,500 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 87人 ） 30070- 1518881

フルタイム 正社員以外 134,362 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

134,362 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市妻３丁目６－３

～

30070- 1517781

8

高級位牌の組立 （賃金形態） 時給 制匠工房　株式会社　松谷佛具店 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

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ）

雇用・労災・健康・厚生

400,000 円 (1) 9時00分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市三石台１丁目３－
９～7

会長秘書 （賃金形態） 月給 制株式会社　太新興産

フルタイム 正社員 600,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 0人 ） 30070- 1513681

フルタイム 正社員 340,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

203,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木２
９７－２～

30070- 1511081

6

設備工事作業員 （賃金形態） 日給 制磯部住設 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・健康・厚生

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３９
９～5

運転手 （賃金形態） 月給 制株式会社　石井メリヤス加工場

フルタイム 正社員 200,000 円

(3)17時00分～10時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 150人 ） 30070- 1509881

フルタイム 正社員 192,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2)10時00分～19時00分

30070- 1527281

4

介護職 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　博寿会　特別養護
老人ホーム　さくら苑

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)11時00分～20時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1) 7時00分～16時00分
和歌山県橋本市高野口町名倉１０
０－２～ (2) 9時00分～18時00分3

介護職員 （賃金形態） 月給 制有限会社　ネオファミリー

フルタイム 正社員 150,000 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 11人 ） 又は 7時30分～18時00分の間の8時間 30070- 1525781

フルタイム 正社員以外 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,000 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市あやの台１丁目４
４－３～

30070- 1521681

2

介護スタッフ （賃金形態） 月給 制Ｎａｋａｎｏ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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 雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

170,000 円 (1) 8時30分～12時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
９７－１～ (2)15時30分～18時30分1

医療事務一般 （賃金形態） 月給 制医療法人　永野医院

フルタイム 正社員 220,000 円

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。 



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- 1496281

（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 12人 ）

雇用・労災・健康・厚生

156,748 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野６
７７番１～14

生活支援員 （賃金形態） 月給 制ＮＰＯ法人　よつ葉福祉会

フルタイム 正社員以外 156,748 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 32人 ） 30070- 1495881

フルタイム 正社員以外 156,748 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

156,748 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野６
７７番１～

30070- 1494781

13

障がい者支援員 （賃金形態） 月給 制ＮＰＯ法人　よつ葉福祉会 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 雇用期間の定めなし （従業員数 32人 ）

雇用・労災・健康・厚生

156,748 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野６
７７番１～12

生活支援員 （賃金形態） 月給 制ＮＰＯ法人　よつ葉福祉会

フルタイム 正社員以外 156,748 円

30070- 1516481

（就業場所） 和歌山県橋本市

50歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 25人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

155,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町向島７８
番地の４～11

検品・出荷業務 （賃金形態） 月給 制青野パイル　株式会社

フルタイム 正社員 200,000 円



不問 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ） 又は 8時00分～17時00分の間の3時間以上 30070- 1512381

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

800 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大
薮６３２－４０～

又は 6時00分～20時00分の間の5時間程度 30070- 1508781

10

農作業 （賃金形態） 時給 制藤原農園 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ヶ月以上） （従業員数 155人 ）

雇用・労災

800 円
和歌山県橋本市市脇５－４－２２

～9

コールセンター業務 （賃金形態） 時給 制日本郵便株式会社　橋本郵便局

パート パート労働者 800 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 172人 ） 30070- 1507481

パート パート労働者 1,700 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,700 円 (1) 8時30分～12時30分 視能訓練士
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～ (2)16時30分～19時00分

又は13時00分～22時00分の間の4時間程度 30070- 1506581

8

視能訓練士 （賃金形態） 時給 制社会医療法人　博寿会　山本病院 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)18時00分～22時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 90人 ）

労災

800 円 (1)13時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野７
０２～ (2)14時00分～18時00分7

日帰り入浴受付、
宿泊フロント業務

（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 パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 11人 ） 又は 9時00分～17時00分の間の4時間程度 30070- 1526881

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市あやの台１丁目４
４－３～

30070- 1524481

6

介護スタッフ （賃金形態） 時給 制Ｎａｋａｎｏ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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 ）

労災

777 円 (1) 9時00分～19時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原１８
５－１～ (2) 9時00分～12時00分5

動物病院の診療補助・受付 （賃金形態） 時給 制高野口動物病院

パート パート労働者 777 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 30人 ） 30070- 1523581

パート パート労働者 1,050 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

1,050 円 (1) 8時15分～17時15分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２１６０番地～

又は15時00分～18時30分の間の2時間以上 30070- 1522981

4

日直業務 （賃金形態） 日給 制かつらぎ町教育委員会 公災

（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 100人 ）

労災

950 円 保育士
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐
野８２７－１～3

延長保育士 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　かつらぎ福祉会

パート パート労働者 950 円

30070- 1529081

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3) 9時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 150人 ）

雇用・労災・健康・厚生

910 円 (1) 8時00分～17時00分 保育士
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2) 8時30分～17時30分2

保育士 （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 パート労働者 980 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 5人 ） 又は 5時00分～15時00分の間の6時間程度 30070- 1528181

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

円
和歌山県橋本市高野口町伏原５３
－６～

求人番号

1

農業（九度山） （賃金形態） 時給 制株式会社　ＯＢＭ 労災

800

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- 1493481

（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 52人 ）

雇用・労災・健康・厚生

820 円 (1) 9時00分～16時00分
和歌山県橋本市紀ノ光台３丁目２
－８～19

化粧品製造課員＜急募＞ （賃金形態） 時給 制日進化学株式会社　橋本工場

パート パート労働者 820 円

(3)16時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 1人 ） 30070- 1491981

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

780 円 (1) 9時00分～12時00分
和歌山県橋本市賢堂１０３８

～ (2)16時00分～20時00分

30070- 1504681

18

院内助手及び受付 （賃金形態） 時給 制中邑整骨院　中邑玄黄鍼灸院 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ヶ月以上） （従業員数 21人 ）

雇用・公災・健康・厚生

929 円 (1) 9時15分～16時45分
和歌山県橋本市東家５丁目２番２
号　橋本地方合同庁舎１階～17

事務補佐員 （賃金形態） 時給 制橋本公共職業安定所

パート パート労働者 1,021 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 172人 ） 30070- 1503381

パート パート労働者 2,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

2,000 円 (1)16時30分～19時00分 看護師
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～

30070- 1502081

16

看護師（眼科夕診外来） （賃金形態） 時給 制社会医療法人　博寿会　山本病院 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 172人 ）

労災

1,900 円 (1)16時30分～19時00分 准看護師
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～15

准看護師（夕診外来） （賃金形態） 時給 制社会医療法人　博寿会　山本病院

パート パート労働者 1,900 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 87人 ） 又は10時00分～15時00分の間の3時間程度 30070- 1520381

パート パート労働者 780 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

780 円
和歌山県橋本市妻３丁目６－３

～

30070- 1519281

14

高級位牌の液塗り （賃金形態） 時給 制匠工房　株式会社　松谷佛具店 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ヶ月以上） （従業員数 87人 ）

雇用・労災・健康・厚生

780 円 (1) 9時00分～15時00分
和歌山県橋本市妻３丁目６－３

～ (2) 9時00分～16時00分13

高級位牌の組立 （賃金形態） 時給 制匠工房　株式会社　松谷佛具店

パート パート労働者 780 円

(3) 9時00分～17時30分

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 94人 ） 又は 8時00分～17時00分の間の2時間以上 30070- 1515581

パート パート労働者 1,050 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1) 9時00分～16時00分
和歌山県橋本市神野々８７７番地
の１～ (2) 9時00分～17時00分

又は 8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070- 1514981

12

介護職（通所介護）＜急募＞ （賃金形態） 時給 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

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 27人 ）

雇用・労災・健康・厚生

780 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々７２０

～11

工場内作業員（軽作業） （賃金形態） 時給 制米阪パイル織物　株式会社

パート パート労働者 800 円



ハローワーク橋本では、仕事をお探し中の皆様を対象として、専門の講師を

招いて就職支援セミナーを実施しています、受講料、テキスト代は無料です。 

 
Ａ 就職活動スタートセミナー 

 
 就職活動の準備と心構え、進

め方を学びます。応募にあたっ

ての準備として、就業経験や個

性の自己分析などを行います。 
  

 

 
≪開催日≫ 

 

B  ５月  ２１日（月） 

     13:30～1５:30 

C  ５月    ２８日（月） 

     13:30～1６:30 

A  ６月     ４日（月） 

     13:30～1５:30 

 
Ｂ 書類選考対策セミナー 

 

 履歴書や職務経歴書等の応募

書類の作成方法を学びます。事

前に作成した履歴書・職務経歴

書をお持ちいただけると添削が

スムースに受けられます。 

 
Ｃ 面接対策セミナー 

 
 面接の基礎知識と全体の流れ

を学びます。ロールプレイ（模

擬面接）も交えた実践的なセミ

ナーです。 

雇用保険認定の｢求職活動」に該当します。積極的に参加いただき、 

求職活動にお役立てください。このセミナーは予約制です。 

定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

※お申込み、お問い合わせは ハローワーク橋本 職業相談窓口 

                 （電話）0736-33-8609 まで。 


