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お気軽に

職業相談窓口まで！

 
第８７８号 平成３１年３月１８日発行 
 

※次回発行日   ３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⇒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＞ 
◆3月8日～3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、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。 



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

円 (1) 8時30分～17時30分 大型自動車免許一種
和歌山県橋本市御幸辻７７０－６
６～ フォークリフト技能者

求人番号

1

トラック運転手 （賃金形態） 月給 制海邦倉庫運輸株式会社 雇用・労災・健康・厚生

250,000

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

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 又は17時30分～ 8時30分の間の8時間 30070-  909191

フルタイム 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

雇用・労災・健康・厚生

132,227 円 (1) 8時30分～17時30分
和歌山県橋本市御幸辻７７０－６
６～

（賃金形態） 月給 制海邦倉庫運輸株式会社

3

支援員スタッフ（こまどり）
＜急募＞

（賃金形態） 日給 制社会福祉法人　和歌山県福祉事業団
伊都圏域障害児者相談・生活サポートセン
ターれん

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 3人 ）

2

事務

フルタイム 正社員 150,000 円

158,400 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市小峰台２丁目１０
－２～ (2) 9時30分～18時30分

30070-  910691

(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 9人 ） 30070-  914891

フルタイム 正社員以外 167,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町山内１６７
４～

（賃金形態） 月給 制株式会社　日本ハイパイル

5

歯科衛生士 （賃金形態） 月給 制加藤歯科医院 雇用・労災・健康

（就業場所） 和歌山県橋本市

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

4

パイル製品製造、加工

フルタイム 正社員 200,000 円

250,000 円 (1) 9時00分～19時00分 歯科衛生士
和歌山県橋本市三石台１－３－１
１　フォレスト橋本２Ｆ～

30070-  915291

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070-  916591

フルタイム 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

雇用・労災・健康・厚生

193,600 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市神野々９４６

～

（賃金形態） 日給 制株式会社　三船鉄工

7

臨戸認定調査員 （賃金形態） 日給 制かつらぎ町役場 雇用・公災・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 (月額換算） （従業員数 5人 ）

6

製缶工・溶接工

フルタイム 正社員 264,000 円

166,050 円 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２１６０～

30070-  917191

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 267人 ） 30070-  901391

フルタイム 正社員以外 166,050 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

145,000 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西飯降
３０２－１～

（賃金形態） 月給 制桜井鉄工　株式会社

9

製造作業員 （賃金形態） 日給 制タカラスタンダード　株式会社
和歌山工場

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

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 22人 ）

8

事務　兼　工場内作業

フルタイム 正社員 145,000 円

184,500 円 (1) 8時30分～17時20分
和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田
６２６－１～

30070-  908591

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 72人 ） 30070-  893291

フルタイム 正社員以外 184,500 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

雇用・労災・健康・厚生

131,880 円 (1)12時15分～21時00分
和歌山県橋本市清水５４３－１

～ (2)10時00分～18時45分

（賃金形態） 日給 制公益財団法人　橋本市文化スポー
ツ振興公社

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3) 9時00分～17時45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 16人 ）

10

水泳指導員

フルタイム 正社員以外 131,880 円

30070-  896091

   ＊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。 



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

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

   ＊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。 

11

看護師 （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

201,400 円 (1) 8時30分～17時15分 看護師
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 准看護師

(3) 9時30分～18時15分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ） 30070-  898691

フルタイム 正社員 205,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1) 9時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市市脇１丁目３－１
８橋本商工会館３Ｆ～

（賃金形態） 月給 制アクサ生命保険株式会社　大阪支
社　和歌山営業所　橋本分室

13

放課後児童健全育成業務 （賃金形態） 月給 制特定非営利活動法人　はしもと学
童保育の会

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 （従業員数 6人 ）

12

商工会議所（商工会）共済・
福祉制度推進スタッフ

フルタイム 正社員 240,000 円

152,000 円 (1)10時00分～19時00分
和歌山県橋本市柏原１０３　松長
マンション１－２０２～

30070-  899991

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 71人 ） 30070-  900091

フルタイム 正社員 152,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

雇用・公災・健康・厚生

139,700 円 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

（賃金形態） 月給 制橋本市役所

15

施設管理 （賃金形態） 日給 制公益財団法人　橋本市文化スポー
ツ振興公社

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） （従業員数 14人 ）

14

嘱託職員（水道施設課）

フルタイム 正社員以外 139,700 円

131,880 円 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市清水５４３－１

～ (2)12時30分～21時15分

30070-  880991

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 7人 ） 30070-  883891

フルタイム 正社員以外 131,880 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

雇用・労災・健康・厚生

160,800 円 (1) 6時00分～20時00分 普通自動車免許一種
和歌山県伊都郡高野町高野山１５
６～ (2) 9時00分～17時00分

（賃金形態） 日給 制宗教法人　宝城院

17

宿坊での接客等 （賃金形態） 日給 制宗教法人　宝城院 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 6人 ）

16

宿坊での接客等（短期）

フルタイム 正社員以外 184,800 円

160,800 円 (1) 6時00分～20時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山１５
６～ (2) 9時00分～17時00分

30070-  886191

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 6人 ） 30070-  887091

フルタイム 正社員 184,800 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

雇用・労災・健康・厚生

175,000 円 (1) 6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
６９７～

（賃金形態） 日給 制西室院

19

塗装業務 （賃金形態） 月給 制大岩自動車株式会社 変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 4人 ）

18

調理・清掃業務

フルタイム 正社員以外 175,000 円

183,000 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市隅田町平野１６５

～

30070-  888391

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 4人 ） 30070-  890491

フルタイム 正社員以外 320,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

20

山荘天の里　調理師又は調理
見習い

（賃金形態） 時給 制和島興産　株式会社　紀伊高原事
業部

フルタイム 正社員以外 228,800 円

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

158,400 円 (1) 7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大字神
田１６６－６～

30070-  891791

（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 15人 ）



又は 8時30分～18時00分の間の6時間以上 30070-  897391

（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 45人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

1,200 円 看護師
和歌山県橋本市あやの台２丁目３
０－２～ 准看護師10

看護師 （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 1,200 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 24人 ） 又は 8時30分～17時30分の間の5時間程度 30070-  895191

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円
和歌山県橋本市清水２７１－１

～

30070-  907291

9

一般事務 （賃金形態） 時給 制医療法人　仁清会　つくしの宿 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 （従業員数 22人 ）

雇用・労災

870 円 (1)13時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町西飯降
３０２－１～ (2)12時00分～16時00分8

工場内作業員 （賃金形態） 時給 制桜井鉄工　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 4人 ） 30070-  905791

パート パート労働者 1,250 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～17時30分 普通自動車免許一種
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字寺
尾５４－８２～

30070-  904491

7

運転手 （賃金形態） 日給 制富士運輸　株式会社 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 2人 ）

雇用・労災

830 円 (1) 9時00分～16時45分
和歌山県橋本市神野々８０９

～6

進路事務職員 （賃金形態） 日給 制紀北工業高等学校ＰＴＡ

パート パート労働者 830 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 15人 ） 30070-  903991

パート パート労働者 803 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

803 円 (1)15時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺９
５－３～

30070-  902691

5

清掃業務 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　和福祉会 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 25人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,150 円 (1) 8時30分～16時30分 保育士
和歌山県橋本市さつき台二丁目４
７６番地の５～4

保育士 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　寿翔永会

パート パート労働者 1,150 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 30070-  918091

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1) 9時00分～15時00分 美容師
和歌山県橋本市東家１丁目２‐２
５
サンライズビル２Ｆ

～

30070-  913791

3

美容師（スタイリスト） （賃金形態） 時給 制Ｈａｉｒ　ｇｒｅｅＮ 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 4人 ）

雇用・労災

900 円 (1)13時00分～17時00分 フォークリフト技能者
和歌山県橋本市御幸辻７７０－６
６～2

出荷作業 （賃金形態） 時給 制海邦倉庫運輸株式会社

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070-  911991

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

円 (1) 9時00分～16時00分
和歌山県橋本市御幸辻７７０－６
６～

求人番号

1

ピッキング作業 （賃金形態） 時給 制海邦倉庫運輸株式会社 労災

803

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-  879091

（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

880 円 (1) 8時30分～16時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字上
天野２３０番地～16

巫女（女性専用求人：均等法
適用除外）

（賃金形態） 時給 制宗教法人　丹生都比売神社

パート パート労働者 880 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 30070-  878191

パート パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1) 8時30分～12時30分
和歌山県橋本市高野口町向島４２
－１３～ (2)15時30分～19時30分

30070-  877591

15

医療事務 （賃金形態） 時給 制森下クリニック 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 480人 ）

雇用・労災・健康・厚生

824 円 (1) 8時30分～17時00分 保育士
和歌山県橋本市小峰台二丁目８番
地の１～14

外来アシスタント （賃金形態） 日給 制橋本市民病院

パート パート労働者 824 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ） 又は 8時00分～17時00分の間の3時間以上 30070-  889691

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
和歌山県橋本市神野々１１７８－
３～

又は 8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070-  882791

13

一般事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　岡利商事 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 0人 ）

労災

1,000 円 原動機付自転車免許
和歌山県橋本市学文路１２４７

～12

農作業（臨時） （賃金形態） 時給 制山本農園

パート パート労働者 1,350 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 18人 ） 30070-  881491

パート パート労働者 840 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

840 円 (1) 9時00分～17時00分
和歌山県橋本市紀ノ光台２丁目８
番１６～11

分析補助員 （賃金形態） 時給 制株式会社　ケイ・エステクノロ
ジー

雇用・労災


