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  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＞ 
◆１２月28日～１月１０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-  189891

（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 13人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

250,000 円 (1) 7時00分～16時00分 中型一種（８ｔ限定）
和歌山県橋本市神野々１９９

～10

ドライバー（４ｔ）
　≪　急　募　≫

（賃金形態） 月給 制株式会社ワーク　橋本工場

フルタイム 正社員 300,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ） 30070-  208691

フルタイム 正社員 190,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

154,800 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市恋野１３８－３

～

30070-  204591

9

ベンダー加工・プレス加工 （賃金形態） 月給 制葛原工業　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 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 13人 ）

雇用・労災・健康・厚生

203,000 円 (1) 8時45分～17時45分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市東家４丁目１８－
２３～8

配送・販売業務 （賃金形態） 月給 制土生　株式会社

フルタイム 正社員 203,000 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 94人 ） 30070-  203291

フルタイム 正社員以外 176,400 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

159,600 円 (1) 7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～18時00分

30070-  202891

7

介護職（入所介護）≪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 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 3人 ）

雇用・労災

154,000 円 (1) 7時30分～17時30分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市古佐田２丁目６－
３～6

造園業の職人 （賃金形態） 日給 制池田造園

フルタイム 正社員以外 264,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 7人 ） 30070-  201791

フルタイム 正社員 202,400 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

202,400 円 (1) 8時15分～17時30分
和歌山県橋本市紀ノ光台三丁目６
番１～

30070-  215391

5

製缶、溶接工、機械工 （賃金形態） 日給 制株式会社　中井鉄工所 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

300,000 円 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市東家１丁目１番１
５号
ファーサードビル２Ｆ

～4

営業職（トータルライフアド
バイザー）

（賃金形態） 月給 制損害保険ジャパン日本興亜株式会
社　和歌山中央支社　橋本営業所

フルタイム 正社員以外 300,000 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 9人 ） 30070-  214091

フルタイム 正社員以外 200,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

200,000 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～

30070-  213191

3

配膳・洗い物係（９月下旬ま
で）

（賃金形態） 日給 制持明院 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 9人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 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

配膳・洗い物係（１１月下旬
まで）

（賃金形態） 日給 制持明院

フルタイム 正社員以外 200,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 9人 ） 30070-  212591

フルタイム 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

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～

求人番号

1

配膳・洗い物 （賃金形態） 日給 制持明院 雇用・労災・健康・厚生

200,000

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。 
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30070-  186991

（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 21人 ）

雇用・公災・健康・厚生

131,880 円 (1) 8時30分～17時15分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～20

事務補助（税務課） （賃金形態） 日給 制橋本市役所

フルタイム 正社員以外 131,880 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 5人 ） 30070-  185691

フルタイム 正社員 350,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市光陽台１丁目１０
の１３～

30070-  184391

19

施工管理及び営業 （賃金形態） 月給 制株式会社　ホーム・ライフ 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)21時00分～ 9時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 21人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1) 6時00分～15時00分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市古佐田１丁目３－
１７～ (2)12時00分～21時00分 介護職員初任者研修18

介護職 （賃金形態） 月給 制株式会社　仁昌堂

フルタイム 正社員 200,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 30人 ） 30070-  171891

フルタイム 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原５３
－６～

30070-  167191

17

清掃員　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制株式会社　ＯＢＭ 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 (月額換算） （従業員数 32人 ）

雇用・労災・健康・厚生

144,000 円 (1) 8時45分～17時30分
和歌山県橋本市小峰台２丁目８番
４～16

品質管理スタッフ
（倉庫内作業、事務作業含
む）

（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

18歳～64歳 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 56人 ） 30070-  198291

フルタイム 正社員 226,800 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

168,000 円 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字中
飯降３６７－１～ (2)20時00分～ 8時00分

30070-  197891

15

警備員　　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　紀北総合警備 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 (月額換算） （従業員数 56人 ）

雇用・労災・健康・厚生

207,000 円 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字中
飯降３６７－１～14

営業 （賃金形態） 日給 制株式会社　紀北総合警備

フルタイム 正社員 278,300 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 5人 ） 30070-  193691

フルタイム 正社員 210,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市橋本１丁目５－１
５～ (2)10時30分～19時30分

30070-  192391

13

販売 （賃金形態） 月給 制株式会社　みそや呉服店 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

150,000 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市橋本１丁目５－１
５～12

販売（本店） （賃金形態） 月給 制株式会社　みそや呉服店

フルタイム 正社員 210,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 6人 ） 30070-  191091

フルタイム 正社員 350,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

250,000 円 (1)11時00分～22時00分
和歌山県橋本市神野々３９０

～11

調理（見習い可） （賃金形態） 月給 制中華料理　チャンピオン　橋本店 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

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№
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30070-   11091

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3) 0時30分～ 9時00分

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 70人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

140,616 円 (1) 8時30分～17時00分 フォークリフト技能者
和歌山県橋本市高野口町小田５３
０番地～ (2)16時30分～ 1時00分30

清涼飲料水製造 （賃金形態） 時給 制サカイキャニング　株式会社

フルタイム 正社員以外 140,616 円

35歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 82人 ） 30070-   10191

フルタイム 正社員 153,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市妻３丁目６－３

～

30070-    8791

29

工場内作業（木地成型・木工
彫刻・吹付け塗装・漆手塗
り）

（賃金形態） 月給 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 (月額換算） （従業員数 80人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

170,500 円 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市高野口町名古曽８
２１－６～28

配達及び工場内作業スタッフ （賃金形態） 月給 制原田織物　株式会社

フルタイム 正社員 170,500 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 80人 ） 30070-    7491

フルタイム 正社員 139,810 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

139,810 円 (1) 8時10分～17時10分
和歌山県橋本市高野口町名古曽８
２１－６～

30070-    6991

27

検品スタッフ　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制原田織物　株式会社 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 その他各種学校教員

18歳以上 雇用期間の定めなし (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

150,780 円 (1) 9時00分～18時00分 保育士
和歌山県橋本市橋谷３２５

～ (2)10時00分～19時00分 社会福祉士26

保育士又は児童指導員 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　紀北和楽会　児童
養護施設　六地学園

フルタイム 正社員 180,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 15人 ） 30070-    5691

フルタイム 正社員 147,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

147,000 円 (1) 8時30分～17時00分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１３２～

30070-    4391

25

納経業務 （賃金形態） 月給 制総本山金剛峯寺 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 (3)23時25分～ 7時40分

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 270人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

160,000 円 (1) 7時25分～15時40分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田９
４～ (2)15時25分～23時40分24

製造オペレーター （賃金形態） 月給 制築野　食品工業　株式会社

フルタイム 正社員 210,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 15人 ） 30070-    3091

フルタイム 正社員 190,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

176,000 円 (1) 8時00分～17時25分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
１７－９～

30070-    2191

23

営業 （賃金形態） 月給 制有限会社　加藤商店 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ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 74人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

141,328 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東渋田
５８５～ フォークリフト技能者22

倉庫担当 （賃金形態） 日給 制紀州食品　株式会社

フルタイム 正社員以外 165,220 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ） 30070-    1591

フルタイム 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,000 円 (1) 9時00分～19時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市神野々９７７

～21

自動車整備・販売 （賃金形態） 月給 制有限会社　畑自動車 雇用・労災・健康・厚生
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30070-   26291

（就業場所） 和歌山県橋本市

40歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市東家５－４－１

～40

営業 （賃金形態） 月給 制丸石木材住宅　株式会社

フルタイム 正社員 300,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 10人 ） 30070-   22991

フルタイム 正社員 155,520 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

146,880 円 (1) 8時00分～17時00分
橋本市恋野２４４７

～

30070-   21691

39

ＣＡＤオペレーター （賃金形態） 時給 制株式会社　菱丸商会 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 (月額換算） （従業員数 10人 ）

雇用・労災・健康・厚生

146,880 円 (1) 8時00分～17時00分
橋本市恋野２４４７

～38

鉄骨工 （賃金形態） 時給 制株式会社　菱丸商会

フルタイム 正社員 155,520 円

40歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 25人 ） 30070-   20391

フルタイム 正社員 209,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

187,000 円 (1) 7時50分～19時30分
和歌山県伊都郡高野町高野山６０
６～

又は 5時00分～23時00分の間の8時間程度 30070-   19591

37

僧侶見習 （賃金形態） 日給 制宗教法人　一乗院 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 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 41人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

230,000 円 大型自動車免許二種
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐
野１３９５－１～36

観光バス運転手 （賃金形態） 月給 制日の丸観光バス　株式会社

フルタイム 正社員 400,000 円

土木施工管理技士２級

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 15人 ） 30070-   18291

フルタイム 正社員 297,988 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

248,400 円 (1) 7時30分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市神野々１１４５－
１～ 管工事施工技士２級

30070-   17891

35

施工管理者 （賃金形態） 日給 制株式会社　まえだ住宅設備 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 (月額換算） （従業員数 15人 ）

雇用・労災・健康・厚生

158,010 円 (1) 7時30分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市神野々１１４５－
１～34

給排水衛生設備工 （賃金形態） 日給 制株式会社　まえだ住宅設備

フルタイム 正社員 200,100 円

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 80人 ） 30070-   15491

フルタイム 正社員 280,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

155,000 円 (1) 9時00分～17時30分 看護師
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１３－６～ (2)17時00分～ 9時30分 准看護師

30070-   13691

33

看護師 （賃金形態） 月給 制医療法人　郷の会　紀の郷病院 交替制あり 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町 (3) 7時30分～16時00分

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 80人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生・財形

135,000 円 (1) 9時00分～17時30分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１３－６～ (2)10時30分～19時00分32

看護補助 （賃金形態） 月給 制医療法人　郷の会　紀の郷病院

フルタイム 正社員 162,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ） 30070-   12391

フルタイム 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

200,000 円 (1) 6時00分～19時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山４５
５～31

接客係 （賃金形態） 日給 制持明院 雇用・労災・健康・厚生
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30070-   42891

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町 (3) 8時30分～17時30分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 70人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

177,700 円 (1) 7時00分～16時00分
和歌山県伊都郡九度山町河根８０
７－６４～ (2) 7時30分～16時30分50

介護職員 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　萩原会　特別養護
老人ホーム　友愛苑

フルタイム 正社員 201,700 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ） 30070-   40491

フルタイム 正社員 280,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

220,000 円 (1)10時00分～20時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～ (2)10時00分～17時00分

30070-   38391

49

歯科衛生士 （賃金形態） 月給 制小柳歯科クリニック　小柳良久 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

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 14人 ）

雇用・労災・健康・厚生

220,000 円 (1) 7時30分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市吉原８５－６

～48

左官工 （賃金形態） 日給 制株式会社　田中組

フルタイム 正社員 264,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 14人 ） 30070-   37091

フルタイム 正社員以外 264,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

154,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市吉原８５－６

～

30070-   35591

47

大工見習い （賃金形態） 日給 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

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 14人 ）

雇用・労災・健康・厚生

220,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市吉原８５－６

～46

家大工 （賃金形態） 日給 制株式会社　田中組

フルタイム 正社員 396,000 円

50歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 39人 ） 30070-   32791

フルタイム 正社員 173,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

171,000 円 (1) 8時30分～17時30分
和歌山県橋本市市脇１丁目４５－
２～ (2) 9時00分～18時00分

30070-   31491

45

医療事務、受付 （賃金形態） 月給 制医療法人　岡田整形外科 交替制あり 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 (月額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災・健康・厚生

250,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市境原３１６

～44

土木作業員及び技術者 （賃金形態） 日給 制境和技建　有限会社

フルタイム 正社員 375,000 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 4人 ） 30070-   30991

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)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市市脇１－４－５

～

30070-   28191

43

作業スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　ハシモト 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

39歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 3人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市東家５－４－１

～42

営業職 （賃金形態） 月給 制丸石ホーム株式会社

フルタイム 正社員 350,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 9人 ） 30070-   27591

フルタイム 正社員 180,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
橋本市隅田町芋生８番地

～41

木製品の製造と組立 （賃金形態） 月給 制株式会社　隅田木工 変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生
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30070-   69291

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)10時30分～19時30分

18歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 49人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

198,400 円 (1) 7時00分～16時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１
４０１－２～ (2) 9時30分～18時30分60

介護職員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　愛光園

フルタイム 正社員以外 224,800 円

(3)16時00分～ 9時00分

18歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 23人 ） 30070-   68891

フルタイム 正社員以外 205,400 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

184,952 円 (1) 8時30分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１
４０１－２～ (2)10時00分～19時00分

30070-   67791

59

グループホーム職員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　愛光園 変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)10時30分～19時30分

18歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 59人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

211,400 円 (1) 7時00分～16時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１
４０１－２～ (2) 9時30分～18時30分58

介護職員（夜勤あり） （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　愛光園

フルタイム 正社員以外 237,800 円

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 40人 ） 30070-   64691

フルタイム 正社員 350,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

195,000 円 (1)22時00分～ 8時00分
和歌山県橋本市市脇四丁目１０番
－２８～

30070-   63391

57

ホテルスタッフ（正社員／夜
勤専属）

（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

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)22時00分～ 8時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 40人 ）

雇用・労災・健康・厚生

195,000 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56

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

(3) 7時30分～16時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 55人 ） 30070-   59791

フルタイム 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1) 8時30分～17時00分 介護福祉士
和歌山県橋本市東家６丁目７－５

～ (2)11時00分～19時30分 ホームヘルパー２級

30070-   58491

55

介護職員≪　急　募　≫ （賃金形態） 月給 制社会医療法人　博寿会
介護老人保健施設　博寿苑

交替制あり 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 (月額換算） （従業員数 55人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1) 8時30分～17時00分 准看護師
和歌山県橋本市東家６丁目７－５

～ (2) 6時30分～15時00分 看護師54

准看護師・看護師 （賃金形態） 月給 制社会医療法人　博寿会
介護老人保健施設　博寿苑

フルタイム 正社員 280,000 円

(3)10時00分～19時00分

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 30人 ） 30070-   54091

フルタイム 正社員 224,600 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

224,600 円 (1) 9時00分～18時00分 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～ (2) 7時00分～16時00分 准看護師

30070-   53191

53

看護師 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　あさひ 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 社会福祉士

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 50人 ）

雇用・労災・健康・厚生

206,400 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～ (2) 9時00分～18時00分 介護福祉士52

生活相談員 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　あさひ

フルタイム 正社員 226,400 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 30人 ） 30070-   52591

フルタイム 正社員 251,300 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

231,300 円 (1) 9時00分～18時00分 介護支援専門員
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～ (2) 8時00分～17時00分51

介護支援専門員 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　あさひ 雇用・労災・健康・厚生
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30070-   94191

（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 142人 ）

雇用・労災・健康・厚生

131,200 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
－８～70

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

フルタイム 正社員以外 131,200 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 7人 ） 30070-   90791

フルタイム 正社員 350,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市御幸辻４７０－２

～

又は 8時00分～18時00分の間の8時間程度 30070-   89391

69

電気、空調、水道工事及び住
宅設備機器工事、リフォーム

（賃金形態） 月給 制パナット・ナパ 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ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 17人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

250,000 円 介護福祉士
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７番地ー１～68

所長　兼　サービス提供責任
者

（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 正社員以外 300,000 円

ホームヘルパー２級

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 17人 ） 又は 8時00分～18時00分の間の8時間程度 30070-   87191

フルタイム 正社員以外 190,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７番地ー１～ 介護職員初任者研修

又は 8時00分～21時00分の間の8時間程度 30070-   81991

67

訪問介護員（ヘルパー） （賃金形態） 月給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)16時00分～21時00分

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 14人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

147,080 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市紀見７９番地の１
４～ (2) 8時30分～14時30分66

介護職員 （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　心

フルタイム 正社員以外 147,080 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 11人 ） 30070-   80691

フルタイム 正社員 230,900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,000 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～

30070-   79191

65

事務職（本社）※正社員※
（幹部候補）

（賃金形態） 月給 制株式会社　はるす 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 (月額換算） （従業員数 30人 ）

雇用・労災・健康・厚生

160,620 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町小田５６
５－１～64

営業 （賃金形態） 月給 制株式会社　三晃精密

フルタイム 正社員 320,000 円

(3) 8時30分～17時15分

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 49人 ） 30070-   74491

フルタイム 正社員 172,100 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

167,700 円 (1) 7時00分～14時30分 保育士
和歌山県橋本市あやの台２丁目３
０－２～ (2) 7時30分～16時15分 幼稚園教諭免許

又は 7時30分～ 0時00分の間の8時間 30070-   71391

63

保育士 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　白鳩会　あやの台
チルドレンセンター

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

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 33人 ）

雇用・労災・健康・厚生

141,460 円 普通自動車免許二種
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
４３３～62

タクシー運転手 （賃金形態） 日給 制株式会社　有交紀北

フルタイム 正社員 152,460 円

(3)11時00分～20時30分

18歳～61歳 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 62人 ） 30070-   70091

フルタイム 正社員 228,714 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

206,328 円 (1) 9時00分～18時00分 介護福祉士
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１
４０１－２～ (2)10時30分～19時30分61

介護職員 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　愛光園 変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生
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30070-  131291

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)10時30分～19時30分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 87人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

171,400 円 (1) 6時00分～15時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2) 9時00分～18時00分80

介護職（入所介護）＜急募＞ （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

フルタイム 正社員 171,400 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 87人 ） 30070-  128691

フルタイム 正社員 320,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

320,000 円 (1) 9時00分～18時00分 理学療法士
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～

30070-  126091

79

理学療法士 （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

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 (月額換算） （従業員数 87人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

200,000 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妙寺１
８４７－４２～78

看護助手＜急募＞ （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

フルタイム 正社員 200,000 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 480人 ） 30070-  125191

フルタイム 正社員以外 160,440 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,440 円 (1) 8時30分～17時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市小峰台二丁目８番
地の１～

30070-  122891

77

歯科衛生士 （賃金形態） 日給 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 (3) 9時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 150人 ）

雇用・労災・健康・厚生

158,000 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2) 8時00分～17時00分76

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

フルタイム 正社員以外 171,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 150人 ） 30070-  121791

フルタイム 正社員 255,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

225,000 円 (1) 8時30分～17時30分 理学療法士
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ 作業療法士

30070-  118391

75

機能訓練指導員 （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

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)17時00分～10時00分

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 150人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

162,500 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 介護職員初任者研修74

介護職　≪　急　募　≫ （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

フルタイム 正社員以外 191,500 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 30人 ） 又は 6時00分～ 0時00分の間の8時間 30070-  106291

フルタイム 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

147,500 円
和歌山県橋本市神野々字西竹鼻５
１４－１～

30070-  103491

73

珈琲店の運営（店長候補・
ホール・キッチン業務）

（賃金形態） 月給 制ＨａｐｐｙＨｅａｒｔ　株式会社
（珈琲所　コメダ珈琲店　和歌山
橋本店）

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 (月額換算） （従業員数 12人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1) 9時00分～18時00分 美容師
和歌山県橋本市高野口町伏原９９
２－１～72

美容アシスタント （賃金形態） 月給 制株式会社ＮＥＸＴ　ＯＬＩＶＥ
伏原店

フルタイム 正社員 180,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ） 30070-  102991

フルタイム 正社員 280,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1) 9時00分～18時00分 美容師
和歌山県橋本市高野口町伏原９９
２－１～71

美容スタイリスト （賃金形態） 月給 制株式会社ＮＥＸＴ　ＯＬＩＶＥ
伏原店

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生
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又は 8時00分～21時00分の間の7時間程度 30070-  146491

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 95人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

210,000 円 調理師
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～90

料理人（和食） （賃金形態） 月給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

フルタイム 正社員 210,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 95人 ） 30070-  145991

フルタイム 正社員 153,819 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

153,819 円 (1) 9時45分～17時30分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～

30070-  143391

89

コスメコーナー係 （賃金形態） 月給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

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

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ）

雇用・労災・健康・厚生

140,000 円 (1)12時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～88

児童支援スタッフ（とんぼ倶
楽部）

（賃金形態） 月給 制合同会社　こまつ制作館

フルタイム 正社員 180,000 円

(3)15時00分～23時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 95人 ） 30070-  142091

フルタイム 正社員 202,710 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

162,278 円 (1) 6時00分～14時00分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～ (2) 9時00分～17時00分

30070-  141191

87

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

交替制あり 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 (月額換算） （従業員数 172人 ）

雇用・労災・健康・厚生

230,000 円 (1) 8時30分～17時00分 薬剤師
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～86

薬剤師＜急募＞ （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 281,000 円

幼稚園教諭免許

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ） 30070-  139791

フルタイム 正社員 220,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)12時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ 保育士

30070-  136691

85

保育士（とんぼ倶楽部） （賃金形態） 月給 制合同会社　こまつ制作館 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 幼稚園教諭免許

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)12時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ 保育士84

保育士（チャレンジ倶楽部） （賃金形態） 月給 制合同会社　こまつ制作館

フルタイム 正社員 220,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 11人 ） 30070-  135391

フルタイム 正社員 135,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

135,000 円 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１６８－２～ (2)13時00分～20時00分

30070-  134091

83

医療事務員 （賃金形態） 月給 制医療法人　萩会　萩原内科・小児
科

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 (月額換算） （従業員数 87人 ）

雇用・労災・健康・厚生

196,400 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妙寺１
８４７－４２～82

介護職（通所介護） （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

フルタイム 正社員 198,400 円

(3)10時00分～19時00分

60歳以上 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-  133191

フルタイム 正社員以外 170,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

170,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2) 9時00分～18時00分81

介護職（入所介護）＜急募＞ （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生
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30070-  164891

（就業場所） 和歌山県橋本市 普通自動車免許ＡＴ

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 23人 ）

雇用・公災・健康・厚生

198,870 円 (1) 8時30分～17時15分 保健師
和歌山県橋本市東家１－１－１

～100

臨時職員（健康課：保健師） （賃金形態） 日給 制橋本市役所

フルタイム 正社員以外 247,800 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 28人 ） 30070-  159191

フルタイム 正社員 175,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

142,000 円 (1) 8時00分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺１２６－３６～

30070-  158591

99

一般事務 （賃金形態） 月給 制中谷電気工事　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 (月額換算） （従業員数 27人 ）

雇用・労災・健康・厚生

156,400 円 (1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許一種
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺１２６－３６～98

電気工事士見習い （賃金形態） 日給 制中谷電気工事　株式会社

フルタイム 正社員 230,000 円

電気工事施工管理２級

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 27人 ） 30070-  157291

フルタイム 正社員 309,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

187,000 円 (1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許一種
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺１２６－３６～ 電気工事士（第２種）

30070-  156891

97

電気工事士及び管工事士 （賃金形態） 日給 制中谷電気工事　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 (月額換算） （従業員数 28人 ）

雇用・労災・健康・厚生

184,000 円 (1) 8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大字妙
寺１２６－３６～96

営業職（セキュリティ部門） （賃金形態） 日給 制中谷電気工事　株式会社

フルタイム 正社員 322,000 円

(3)10時00分～19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 27人 ） 30070-  153991

フルタイム 正社員以外 171,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

171,000 円 (1) 7時00分～16時00分 保育士
和歌山県橋本市さつき台二丁目４
７６番地の５～ (2) 8時30分～17時30分

30070-  152691

95

保育士 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　寿翔永会 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 (月額換算） （従業員数 14人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

210,000 円 (1) 8時00分～17時00分 測量士
和歌山県橋本市慶賀野２８５－１

～ 普通自動車免許一種94

測量作業員 （賃金形態） 月給 制株式会社　城野組

フルタイム 正社員 310,000 円

普通自動車免許一種

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 14人 ） 30070-  151391

フルタイム 正社員 360,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

210,000 円 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級
和歌山県橋本市慶賀野２８５－１

～ 建築施工管理技士２級

30070-  150091

93

現場監督 （賃金形態） 月給 制株式会社　城野組 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 (月額換算） （従業員数 14人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

132,495 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市慶賀野２８５－１

～92

一般事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　城野組

フルタイム 正社員以外 132,495 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 95人 ） 又は 8時00分～21時00分の間の7時間程度 30070-  147791

フルタイム 正社員 188,050 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

188,050 円
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～91

料理人（和食） （賃金形態） 月給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生



求人番号

就業時間

加入保険
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30070- 3720881

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 275人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

151,000 円 (1) 8時00分～17時10分
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～110

部品製造オペレーター （賃金形態） 月給 制小川工業　株式会社

フルタイム 正社員 300,000 円

35歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 6人 ） 30070- 3719581

フルタイム 正社員 168,170 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

158,170 円 (1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市市脇４丁目７番６
号～ (2) 8時30分～12時30分

30070- 3718981

109

調剤助手、配達 （賃金形態） 月給 制コジマ調剤薬局 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） (月額換算） （従業員数 87人 ）

雇用・公災・健康・厚生

145,000 円 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１９０～108

認定調査員 （賃金形態） 月給 制九度山町役場

フルタイム 正社員以外 162,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 263人 ） 30070- 3717681

フルタイム 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1) 8時00分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～

30070- 3716381

107

経理・総務事務 （賃金形態） 月給 制小川工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 263人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

170,000 円 (1) 8時00分～17時10分
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～106

設備保全工 （賃金形態） 月給 制小川工業　株式会社

フルタイム 正社員 300,000 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 263人 ） 30070- 3714181

フルタイム 正社員以外 157,920 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

157,920 円 (1) 8時00分～17時10分
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～

30070- 3712881

105

製造作業員 （賃金形態） 時給 制小川工業　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ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 33人 ）

雇用・労災・健康・厚生

151,200 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～104

マッシュルーム培土の散水作
業、運搬作業

（賃金形態） 時給 制株式会社　恋野マッシュルーム

フルタイム 正社員以外 151,200 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 4人 ） 30070-  188791

フルタイム 正社員 160,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

140,000 円 (1)12時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～

30070-  187491

103

児童支援スタッフ（チャレン
ジ倶楽部）

（賃金形態） 月給 制合同会社　こまつ制作館 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 3人 ）

雇用・労災

160,000 円 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市高野口町名古曽４
９７－８～102

ドライバー兼作業員 （賃金形態） 日給 制田中衛生社

フルタイム 正社員以外 260,000 円

30歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ） 30070-  165291

フルタイム 正社員 215,400 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

161,600 円 (1) 8時30分～17時15分 社会福祉士
和歌山県伊都郡高野町高野山２６
－８～ 普通自動車免許ＡＴ101

事務職員（社会福祉事業） （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　高野町社会福祉協
議会

雇用・労災・健康・厚生
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不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 263人 ） 30070- 3721281

フルタイム 正社員 343,750 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1) 8時00分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～111

品質管理 （賃金形態） 月給 制小川工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形



又は 9時00分～18時00分の間の3時間以上 30070-  196791

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 11人 ）

雇用・労災

820 円
和歌山県橋本市橋本１丁目５－１
５～10

受付・加工業務（本店） （賃金形態） 時給 制株式会社　みそや呉服店

パート パート労働者 850 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 6人 ） 又は 9時00分～18時00分の間の5時間以上 30070-  195491

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

820 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市橋本１丁目５－１
５～

又は 9時30分～19時30分の間の5時間以上 30070-  194991

9

販売（本店） （賃金形態） 時給 制株式会社　みそや呉服店 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 5人 ）

雇用・労災

820 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市橋本１丁目５－１
５～8

販売 （賃金形態） 時給 制株式会社　みそや呉服店

パート パート労働者 850 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 40人 ） 30070-  206091

パート パート労働者 860 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

860 円 (1) 9時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市紀ノ光台３丁目７
－２～

30070-  205191

7

一般事務 （賃金形態） 時給 制旭精機　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 (時間額換算） （従業員数 1人 ）

労災

900 円 (1) 7時00分～10時00分
和歌山県橋本市紀見ケ丘３－２－
１８～6

清掃員（橋本警察署内） （賃金形態） 時給 制株式会社　公和

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 0人 ） 又は 5時00分～18時00分の間の3時間以上 30070-  218491

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市恋野５８２

～

30070-  217991

5

農業作業員 （賃金形態） 時給 制つじもと農園

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 18人 ）

雇用・労災・健康・厚生

840 円 (1) 7時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市紀ノ光台２丁目８
番１６～4

分析試料引取員 （賃金形態） 時給 制株式会社　ケイ・エステクノロ
ジー

パート パート労働者 840 円

(3)10時00分～17時00分

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 80人 ） 30070-  216691

パート パート労働者 820 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

820 円 (1) 8時10分～14時55分
和歌山県橋本市高野口町名古曽８
２１－６～ (2) 9時00分～16時00分

30070-  211291

3

検品スタッフ （賃金形態） 時給 制原田織物　株式会社 変形（１年単位） 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） (時間額換算） （従業員数 4人 ）

交替制あり 労災

850 円 (1) 8時30分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市清水５４３－１

～ (2)14時30分～20時30分2

受付及び施設維持管理 （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

パート パート労働者 850 円

(3) 9時00分～15時30分

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 8人 ） 30070-  210891

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

円 (1) 9時00分～13時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降
１８２３－１～ (2) 9時00分～16時00分

求人番号

1

レンタルスタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社　ケーエムリース　ダス
キン　紀北営業所

労災

1,050

就業時間

加入保険
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30010-  122191

（就業場所） 和歌山県橋本市 介護職員初任者研修

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 36人 ）

雇用・労災

985 円 (1) 8時00分～10時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山市美園町４－９０　山十ビ
ル２Ｆ～ (2)15時30分～18時00分 ホームヘルパー２級20

運転業務（ニチイケアセン
ター紀北）

（賃金形態） 時給 制株式会社ニチイ学館　和歌山支店

パート パート労働者 985 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 1人 ） 30010-   63491

パート パート労働者 810 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

810 円 (1) 9時30分～14時00分
和歌山市和歌浦南３丁目　１０－
２５～

30010-   62991

19

調理補助（高野町） （賃金形態） 時給 制南陽食品株式会社 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 (時間額換算） （従業員数 5人 ）

雇用・労災

810 円 (1)14時00分～19時00分
和歌山市和歌浦南３丁目　１０－
２５～18

調理補助（橋本市隅田町） （賃金形態） 時給 制南陽食品株式会社

パート パート労働者 850 円

64歳以下 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 13人 ） 29040-   45291

パート パート労働者 820 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

820 円 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種
奈良県五條市黒駒町１６４番地

～ (2)10時00分～15時00分

又は 8時00分～20時00分の間の4時間以上 30070-  209991

17

調理補助（橋本店） （賃金形態） 時給 制株式会社　柿の葉ずしヤマト 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） (時間額換算） （従業員数 10人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,000 円
和歌山県橋本市紀ノ光台１丁目１
－１７～16

工場内軽作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　東研サーモテック　橋
本工場

パート パート労働者 1,000 円

(3)12時00分～21時00分

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 21人 ） 30070-  183091

パート パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,000 円 (1)14時30分～20時30分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市古佐田１丁目３－
１７～ (2) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修

30070-  172291

15

介護職 （賃金形態） 時給 制株式会社　仁昌堂 交替制あり 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） (時間額換算） （従業員数 5人 ）

労災

825 円 (1) 8時30分～13時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原５３
－６～14

清掃員（橋本市） （賃金形態） 時給 制株式会社　ＯＢＭ

パート パート労働者 840 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 10人 ） 30070-  166591

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1) 8時00分～15時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７番地ー１～

又は 9時00分～18時00分の間の6時間程度 30070-  200491

13

調理員 （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

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 (時間額換算） （従業員数 14人 ）

雇用・労災

830 円 普通自動車免許ＡＴ
橋本市御幸辻４６３

～12

事務 （賃金形態） 時給 制四季亭産業　株式会社

パート パート労働者 830 円

18歳以上 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 60人 ） 又は 9時00分～20時00分の間の3時間程度 30070-  199591

パート パート労働者 1,350 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

1,000 円 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字中
飯降３６７－１～ (2)20時00分～ 8時00分11

警備員　　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　紀北総合警備 雇用・労災・健康・厚生
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30070-   34291

（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 17人 ）

雇用・労災

810 円 (1) 8時00分～13時30分
和歌山県橋本市吉原８５－６

～30

一般廃棄物収集運搬
軽作業員

（賃金形態） 時給 制株式会社　田中組

パート パート労働者 810 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 6人 ） 30070-   33891

パート パート労働者 2,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

2,000 円 (1) 9時30分～12時30分 薬剤師
和歌山県橋本市高野口町名倉２７
０－３～ (2)16時30分～19時30分 普通自動車免許ＡＴ

又は 8時00分～18時00分の間の3時間以上 30070-   29091

29

薬剤師 （賃金形態） 時給 制有限会社　いしい薬局 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 56人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

850 円 (1) 8時45分～16時45分
和歌山県橋本市隅田町河瀬９０７

～ (2)16時45分～ 8時45分28

介護員 （賃金形態） 時給 制伊都郡町村及び橋本市老人福祉施
設事務組合（老人ホーム国城寮）

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） (時間額換算） （従業員数 15人 ） 30070-   25891

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

810 円 (1) 9時30分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字神
田１６６－６～

30070-   16791

27

清掃スタッフ（山荘天の里） （賃金形態） 時給 制和島興産　株式会社　紀伊高原事
業部

変形（１年単位） 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） (時間額換算） （従業員数 11人 ）

雇用・労災

820 円 (1) 8時00分～16時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２２６９－２～26

給食調理員 （賃金形態） 時給 制大谷食品　株式会社

パート パート労働者 870 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 20人 ） 30070-   14991

パート パート労働者 1,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,300 円 (1) 9時00分～17時30分 看護師
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１３－６～ 普通自動車免許ＡＴ

30010-18384581

25

看護師 （賃金形態） 時給 制医療法人　郷の会　紀の郷病院 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 (時間額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災

1,250 円 (1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許二種
和歌山市太田１－１３－１駅前東
ビル４階～24

車の運転と管理 （賃金形態） 日給 制日本道路興運株式会社　和歌山事
業所

パート パート労働者 1,250 円

(3)14時00分～22時00分

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 12人 ） 30010-  293791

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

810 円 (1) 6時00分～ 9時00分
和歌山市新通２丁目１０番１

～ (2) 6時00分～14時00分

30010-  281391

23

清掃員（橋本市妻） （賃金形態） 時給 制大揚興業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（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 (時間額換算） （従業員数 1人 ）

労災

850 円 (1) 7時00分～11時00分
和歌山市吉礼５３５－１５

～22

清掃員（九度山町） （賃金形態） 時給 制ジョイス・エム　有限会社

パート パート労働者 850 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 39人 ） 又は 9時00分～18時00分の間の2時間程度 30010-  188891

パート パート労働者 1,055 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,055 円
和歌山市美園町４－９０　山十ビ
ル２Ｆ～21

家事代行スタッフ（紀北） （賃金形態） 時給 制株式会社ニチイ学館　和歌山支店 労災
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30070-   50891

（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） (時間額換算） （従業員数 30人 ）

労災

950 円 (1)22時00分～ 7時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～40

夜勤介護職員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　あさひ

パート パート労働者 1,425 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 30人 ） 又は 7時00分～19時30分の間の2時間以上 30070-   49991

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

900 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～

又は 2時00分～ 5時00分の間の2時間程度 30070-   48691

39

食事専門介護員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　あさひ 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳以上 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 60人 ）

労災・財形

810 円 (1) 2時00分～ 4時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市東家１－２－４

～ 原動機付自転車免許38

朝刊配達 （賃金形態） 時給 制朝日新聞　橋本西販売所

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 5人 ） 30070-   46091

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1)14時30分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市柏原５５４

～

30070-   45191

37

学童保育指導員 （賃金形態） 時給 制西部地区学童保育所　ぽけっと 雇用・労災

（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ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 94人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,000 円 (1)16時30分～ 9時30分
和歌山県橋本市神野々８７７番地
の１～36

夜勤介護職員 （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

パート パート労働者 1,000 円

(3)14時30分～17時30分

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 6人 ） 30070-   44591

パート パート労働者 5,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

5,000 円 (1) 9時00分～12時00分 獣医師
和歌山県橋本市隅田町山内５１３
番地～ (2)13時30分～16時30分

30070-   43291

35

実験用動物の健康管理 （賃金形態） 時給 制株式会社　イブバイオサイエンス 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ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 70人 ）

労災

840 円 (1)16時00分～20時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡九度山町河根８０
７－６４～ 普通自動車免許ＡＴ34

介護職員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　萩原会　特別養護
老人ホーム　友愛苑

パート パート労働者 940 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 12人 ） 30070-   41791

パート パート労働者 1,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,500 円 (1) 9時00分～19時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～ (2) 9時00分～17時00分

又は 8時00分～14時00分の間の3時間程度 30070-   39691

33

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制小柳歯科クリニック　小柳良久 変形（１ヶ月単位） 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 43人 ）

労災

850 円 普通自動車免許二種
和歌山県橋本市小原田１３－２
プリマベーラ１階１０２号～ ホームヘルパー２級32

介護タクシードライバー （賃金形態） 時給 制有限会社　ケアステーション　春
風

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 8人 ） 30070-   36191

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) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降
１８２３－１～31

お掃除、家事代行スタッフ
（アシスタント）

（賃金形態） 時給 制株式会社　ケーエムリース　ダス
キン　紀北営業所

雇用・労災・健康・厚生
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又は 8時30分～18時00分の間の6時間以上 30070-   73991

（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 45人 ）

雇用・労災・健康・厚生

900 円 保育士
和歌山県橋本市あやの台２丁目３
０－２～ 幼稚園教諭免許50

保育業務 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　白鳩会　あやの台
チルドレンセンター

パート パート労働者 1,000 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 33人 ） 又は 7時30分～20時00分の間の5時間程度 30070-   72691

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

803 円 普通自動車免許二種
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東
４３３～ ホームヘルパー２級

又は10時00分～19時30分の間の5時間以上 30070-   66491

49

タクシー運転手 （賃金形態） 時給 制株式会社　有交紀北 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） (時間額換算） （従業員数 10人 ）

労災

850 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町伏原１８
０－１～48

ピットスタッフ （賃金形態） 時給 制オートバックス　橋本高野口
（大興産業　株式会社）

パート パート労働者 1,100 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 45人 ） 30070-   65991

パート パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

950 円 (1)17時00分～22時00分
和歌山県橋本市市脇四丁目１０番
－２８～

又は17時00分～23時00分の間の6時間程度 30070-   62091

47

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

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 (時間額換算） （従業員数 2人 ）

労災

900 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２２４３－１～46

調理補助及び飲み物の作成
≪急募≫

（賃金形態） 時給 制居酒屋　よしみちゃん

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 100人 ） 30070-   61191

パート パート労働者 1,700 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,500 円 (1) 9時00分～17時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市隅田町山内１９１
９番～ 普通自動車免許ＡＴ

30070-   60591

45

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制医療法人　敬英会　介護老人保健
施設　グリーンガーデン橋本

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3) 9時00分～13時00分

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 45人 ）

雇用・労災

900 円 (1) 8時30分～12時30分
和歌山県橋本市東家６丁目７－５

～ (2)13時00分～17時00分44

介護職員 （賃金形態） 時給 制社会医療法人　博寿会
介護老人保健施設　博寿苑

パート 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） (時間額換算） （従業員数 6人 ） 又は10時00分～20時00分の間の5時間程度 30070-   57991

パート パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円
和歌山県橋本市隅田町河瀬４１５
－１～

30070-   56691

43

紳士服の販売 （賃金形態） 時給 制はるやま商事　株式会社　和歌山
橋本店

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 30人 ）

雇用・労災

880 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市隅田町下兵庫５１
４－３～42

デイサービス職員 （賃金形態） 時給 制株式会社ＫＮＣ企画　ひまわり福
祉サービス　橋本事業所

パート パート労働者 950 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 50人 ） 又は10時00分～20時00分の間の3時間以上 30070-   51291

パート 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

950 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西
飯降４６１番６～41

介護職員（入浴介助専門） （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　あさひ 労災
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又は10時00分～17時00分の間の3時間以上 30070-  111491

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災

850 円 (1)10時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市神野々５１６－１

～ (2)12時00分～17時00分60

事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　ＯＦＦＩＣＥ　ＺＥＲ
Ｏ

パート パート労働者 850 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 4人 ） 又は10時00分～17時00分の間の3時間以上 30070-  109091

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円 (1)10時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市神野々５１６－１

～ (2)12時00分～17時00分

又は 9時00分～18時00分の間の8時間程度 30070-  101691

59

営業サポート業務 （賃金形態） 時給 制株式会社　ＯＦＦＩＣＥ　ＺＥＲ
Ｏ

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） (時間額換算） （従業員数 12人 ）

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

803 円 美容師
和歌山県橋本市高野口町伏原９９
２－１～58

美容スタイリスト・美容アシ
スタント

（賃金形態） 時給 制株式会社ＮＥＸＴ　ＯＬＩＶＥ
伏原店

パート 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） (時間額換算） （従業員数 12人 ） 又は 9時00分～18時00分の間の5時間程度 30070-   99491

パート パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

803 円
和歌山県橋本市高野口町伏原９９
２－１～

又は 7時00分～22時00分の間の4時間以上 30070-   96391

57

美容室のサポート業務 （賃金形態） 時給 制株式会社ＮＥＸＴ　ＯＬＩＶＥ
伏原店

変形（１ヶ月単位） 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） (時間額換算） （従業員数 50人 ）

雇用・労災・健康・厚生

810 円
和歌山県橋本市矢倉脇１１５番地

～56

フロント係 （賃金形態） 時給 制株式会社　紀伊見荘

パート パート労働者 860 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 11人 ） 又は 8時30分～16時30分の間の4時間以上 30070-   92291

パート パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

810 円 (1) 8時30分～12時30分
和歌山県橋本市高野口町応其３６

～ (2)12時30分～16時30分

30070-   91891

55

介護職（かつらぎ店） （賃金形態） 時給 制株式会社　野菊　ひだまりの里 交替制あり 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)10時00分～13時00分

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 12人 ）

労災

1,300 円 (1) 9時00分～13時00分 看護師
和歌山県橋本市高野口町応其３６

～ (2) 9時00分～12時00分 准看護師54

看護師
　　＜　急　募　＞

（賃金形態） 時給 制株式会社　野菊　ひだまりの里

パート パート労働者 1,600 円

原動機付自転車免許

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 17人 ） 又は 8時00分～18時00分の間の1時間以上 30070-   84891

パート パート労働者 2,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,200 円 ホームヘルパー２級
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７番地ー１～ 普通自動車免許ＡＴ

又は 8時00分～17時00分の間の3時間程度 30070-   82491

53

訪問介護員（ヘルパー） （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
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 ホームヘルパー２級

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 14人 ）

労災

1,200 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市紀見７９番地の１
４～ 介護職員初任者研修52

訪問介護職員 （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　心

パート パート労働者 1,200 円

18歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 23人 ） 30070-   75791

パート パート労働者 995 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

948 円 (1)16時30分～ 9時30分
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～51

介護付きホーム介護職員
※夜勤専従パート（橋本市）

（賃金形態） 時給 制株式会社　はるす 変形（１ヶ月単位） 労災
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30070-  130891

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)13時30分～15時30分

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 87人 ）

雇用・労災

1,100 円 (1) 9時30分～11時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2)10時00分～12時00分70

入浴専門介護員＜急募＞ （賃金形態） 時給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

パート パート労働者 1,100 円

(3)17時00分～19時00分

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 87人 ） 30070-  129991

パート 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) 7時00分～ 9時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2)11時30分～13時30分

30070-  127391

69

食事専門介護員＜急募＞ （賃金形態） 時給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

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～19時00分

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 87人 ）

雇用・労災

1,000 円 (1) 7時00分～ 9時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2)11時30分～13時30分68

食事専門介護員＜急募＞ （賃金形態） 時給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

パート パート労働者 1,200 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 380人 ） 又は 8時30分～17時00分の間の4時間以上 30070-  124591

パート パート労働者 1,560 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,220 円 看護師
和歌山県橋本市小峰台二丁目８番
地の１～

30070-  123291

67

看護師 （賃金形態） 時給 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

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 8人 ）

雇用・労災・健康・厚生

810 円 (1)13時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ (2)14時00分～17時00分66

児童支援スタッフ（とんぼ倶
楽部）

（賃金形態） 時給 制合同会社　こまつ制作館

パート 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 150人 ） 30070-  120491

パート パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

870 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～

30070-  119691

65

介護職員 （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

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 (時間額換算） （従業員数 150人 ）

雇用・労災

1,400 円 (1) 9時00分～17時00分 看護師
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ 准看護師64

看護職 （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 1,600 円

(3)10時00分～19時00分

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 150人 ） 30070-  117091

パート パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円 (1) 7時00分～16時00分
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2) 7時30分～16時30分

30070-  115591

63

介護職　≪　急　募　≫ （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

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 (時間額換算） （従業員数 12人 ）

労災

1,450 円 (1) 8時30分～13時00分 看護師
和歌山県橋本市東家４丁目２－４

～ (2)15時30分～19時00分 准看護師62

看護師・准看護師 （賃金形態） 時給 制谷内クリニック

パート パート労働者 1,600 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 12人 ） 30070-  114291

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円 (1)15時30分～20時00分
和歌山県橋本市東家４丁目２－４

～61

受付・医療事務 （賃金形態） 時給 制谷内クリニック 労災
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30070-  161991

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 9人 ）

雇用・労災

1,700 円 (1) 8時30分～13時00分 看護師
和歌山県橋本市高野口町大野２３
５－１～ (2)15時30分～18時30分 准看護師80

看護師（訪問看護含む） （賃金形態） 時給 制医療法人　辻本クリニック

パート パート労働者 1,700 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 9人 ） 30070-  160691

パート 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30分～17時30分
和歌山県橋本市隅田町山内１４４
６－２～

30070-  155791

79

測量補助 （賃金形態） 時給 制有限会社　尾崎測量設計 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 (時間額換算） （従業員数 5人 ）

労災

1,000 円 (1)10時00分～13時00分 保育士
和歌山県橋本市御幸辻５３５　田
中ハイツ２０１～ (2)13時00分～16時00分78

相談援助 （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　ストークサ
ポート

パート 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 95人 ） 30070-  149291

パート パート労働者 810 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

810 円 (1)16時00分～21時00分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～ (2)16時00分～22時30分

30070-  148891

77

ランドキーパー（午後）【均
等法適用除外：女性限定求
人】

（賃金形態） 時給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災

810 円 (1)13時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ (2)14時00分～18時00分76

児童支援スタッフ（チャレン
ジ倶楽部）

（賃金形態） 時給 制合同会社　こまつ制作館

パート パート労働者 1,000 円

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 8人 ） 30070-  144691

パート パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1)13時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ (2)14時00分～17時00分 保育士

30070-  140591

75

保育士（とんぼ倶楽部） （賃金形態） 時給 制合同会社　こまつ制作館 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 172人 ）

雇用・労災・健康・厚生

810 円 (1) 8時30分～12時30分
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～ (2)16時30分～19時30分74

医療事務・受付 （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 950 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 12人 ） 30070-  138491

パート パート労働者 2,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

2,500 円 (1)13時00分～17時00分 言語聴覚士
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～ 普通自動車免許ＡＴ

30070-  137991

73

言語聴覚士
（訪問看護ステーション）

（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 (時間額換算） （従業員数 4人 ）

雇用・労災

850 円 (1)13時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ (2)14時00分～18時00分 保育士72

保育士（チャレンジ倶楽部） （賃金形態） 時給 制合同会社　こまつ制作館

パート パート労働者 1,000 円

(3)10時00分～19時00分

60歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 87人 ） 又は 8時00分～19時00分の間の4時間以上 30070-  132591

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

900 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2) 9時00分～18時00分71

介護職（入所介護）＜急募＞ （賃金形態） 時給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

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00分～17時10分の間の6時間以上 30070- 3715081

（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 263人 ）

雇用・労災・健康・厚生

940 円
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～84

製造作業員 （賃金形態） 時給 制小川工業　株式会社

パート パート労働者 940 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 12人 ） 30070- 3713281

パート 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30分～10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１
４０１－２～ (2)15時30分～17時30分

30070-  163791

83

デイサービスセンター送迎運
転手

（賃金形態） 時給 制社会福祉法人　愛光園 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） (時間額換算） （従業員数 8人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,006 円 (1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市城山台３丁目２９
番地の２１～82

介護職員（デイサービス） （賃金形態） 月給 制ワイズプラニング　株式会社

パート パート労働者 1,140 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 8人 ） 又は 9時00分～14時00分の間の4時間程度 30070-  162491

パート パート労働者 1,300 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,300 円 看護師
和歌山県橋本市城山台３丁目２９
番地の２１～ 准看護師81

看護師 （賃金形態） 時給 制ワイズプラニング　株式会社 雇用・労災



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  １月  21日（月） 

     13:30～1５:30 

C  １月    28日（月） 

     13:30～16:30 

A  2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。 



か

ハローワーク橋本 

  

開催場所：ハローワーク橋本 

           ３階会議室 

  

【大阪第一交通株式会社 橋本営業所】 
  

 日  時：１月２３日（水） ９：３０～１１：３０ 

 求人番号：３００７０－３４５４４８１（他４件） 

 職  種：タクシー乗務員・養成乗務員 

  ◆事前予約不要、開催時間中入室自由 

 
【大阪第一交通株式会社 河内長野営業所】 
 

 日  時：２月８日（金） １３：３０～１５：３０ 

 求人番号：２７１６０－８００６７８１（他６件） 

 職  種：タクシー乗務員・養成乗務員 

   ◆事前予約不要、会時間中入室自由 

＊ご不明な点、ご質問等はハローワーク橋本までお気軽にご連絡下さい。 

     ハローワーク橋本  ＴＥＬ：０７３６－３３－８６０９ 


