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ハローワーク橋本
(０７３６－３３－８６０９

　
お気軽に

職業相談窓口まで！

 
第８７４号 平成３１年２月１８日発行 
 

※次回発行日   ２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＞ 
◆2月8日～2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。 



30070-  589191

（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 20人 ）

10

介護職員（デイサービス）

フルタイム 正社員 170,000 円

雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1) 8時15分～17時15分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市清水２７１－１

～ 介護職員初任者研修

（賃金形態） 月給 制医療法人　仁清会　つくしの宿

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ） 30070-  584491

フルタイム 正社員 190,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1) 8時20分～17時30分
和歌山県橋本市隅田町山内１１２
１～

30070-  580091

9

工場内作業員 （賃金形態） 月給 制日本エレクトリック　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 21人 ）

8

事務補助（税務課）

フルタイム 正社員以外 131,880 円

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

～

（賃金形態） 日給 制橋本市役所

(3)11時00分～20時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 92人 ） 30070-  576491

フルタイム 正社員 196,300 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

178,900 円 (1) 7時00分～16時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２３８５－１～ (2) 8時00分～17時00分

30070-  575991

7

介護スタッフ（やまぼうし） （賃金形態） 月給 制社会福祉法人紀和福祉会　介護老
人福祉施設「やまぼうし」

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 20人 ）

6

保険年金課（臨時職員）

フルタイム 正社員以外 131,880 円

公災

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

～

（賃金形態） 日給 制橋本市役所

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 4人 ） 30070-  601091

フルタイム 正社員 400,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

300,000 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大字高
田７５０番地の６～

30070-  600191

5

鳶仕事・足場仕事一般 （賃金形態） 日給 制川崎装建 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 12人 ）

4

総合職

フルタイム 正社員 350,000 円

雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市清水３２番地の８

～

（賃金形態） 月給 制紀ノ川商事　株式会社

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 19人 ） 30070-  598091

フルタイム 正社員以外 145,304 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

145,304 円 (1) 8時30分～17時30分
和歌山県橋本市隅田町下兵庫５０
７～

30070-  592491

3

竿の製造作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　がまかつ　和歌山工場 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ）

2

介護職員（高野口町）

フルタイム 正社員 220,000 円

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

170,000 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大字中
飯降１６５７－２～ (2)17時00分～ 8時00分

（賃金形態） 月給 制株式会社　アイガアル

18歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070-  591991

フルタイム 正社員 220,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

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中
飯降１６５７－２～ (2)17時00分～ 8時00分

求人番号

1

介護職員（かつらぎ町） （賃金形態） 月給 制株式会社　アイガアル 変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

170,000

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-  555191

（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 1人 ）

20

調理補助・清掃業務（臨時）

フルタイム 正社員以外 175,000 円

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
４９３～

（賃金形態） 日給 制宗教法人　光明院

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 5人 ） 30070-  554591

フルタイム 正社員以外 175,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

175,000 円 (1) 6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山３６
５～

30070-  553291

19

調理補助・清掃業務（臨時） （賃金形態） 日給 制宗教法人　常喜院 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 4人 ）

18

調理補助・清掃業務（臨時）

フルタイム 正社員以外 175,000 円

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
２９３～

（賃金形態） 日給 制宗教法人　桜池院

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 30070-  550491

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～16時45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～ (2)12時00分～20時45分

30070-  548391

17

ＮＣ旋盤での加工 （賃金形態） 月給 制旭精機　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3) 8時30分～13時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 440人 ）

16

診療放射線技師

フルタイム 正社員 215,300 円

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

206,550 円 (1) 8時30分～17時00分 診療放射線技師
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2) 8時30分～20時30分

（賃金形態） 月給 制医療法人　南労会　和歌山本部

18歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 440人 ） 30070-  545591

フルタイム 正社員 285,950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

214,450 円 (1) 8時30分～17時00分 看護師
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2)16時30分～ 9時00分

30070-  541491

15

看護師 （賃金形態） 月給 制医療法人　南労会　和歌山本部 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) 8時30分～12時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ）

14

歯科衛生士

フルタイム 正社員 300,000 円

雇用・労災・健康

191,000 円 (1) 8時30分～18時30分 歯科衛生士
和歌山県橋本市隅田町垂井５５－
２～ (2) 9時30分～19時30分

（賃金形態） 月給 制つちだ歯科医院

(3)11時00分～20時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ） 30070-  572091

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) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市向副１０５１番地

～ (2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

30070-  570591

13

訪問介護職員 （賃金形態） 月給 制株式会社　メディカルサービスあ
ゆみ

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 ）

12

木製品の製造と組立

フルタイム 正社員 180,000 円

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

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

～
（賃金形態） 月給 制株式会社　隅田木工

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 5人 ） 30070-  567991

フルタイム 正社員 299,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

230,000 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丁ノ町
２５３８番地～11

砂・砂利製造プラント作業主
任

（賃金形態） 日給 制有限会社　木村組砂利 変形（１年単位） 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。 

30070-  563191

（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 ）

雇用・労災・健康・厚生

162,278 円 (1) 9時00分～17時15分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～ (2)13時45分～22時00分26

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）

フルタイム 正社員 202,710 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 150人 ） 30070-  561291

フルタイム 正社員 255,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

220,000 円 (1) 8時30分～17時30分 看護師
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 准看護師

30070-  559991

25

看護職 （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

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 16人 ）

24

清掃業務（臨時）

フルタイム 正社員以外 175,000 円

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高野山７０
０～

（賃金形態） 日給 制宗教法人　蓮華定院

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-  558691

フルタイム 正社員以外 175,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

175,000 円 (1) 6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山５７
５～

30070-  557391

23

調理補助（臨時） （賃金形態） 日給 制宗教法人　遍照光院 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 4人 ）

22

接客・清掃業務（臨時）

フルタイム 正社員以外 175,000 円

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高野山５７
５～

（賃金形態） 日給 制宗教法人　遍照光院

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-  556091

フルタイム 正社員以外 175,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

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
５７１～21

調理補助・清掃業務（臨時） （賃金形態） 日給 制宗教法人　赤松院 雇用・労災・健康・厚生



№

職種名 賃金形態 事業所名

求人番号

1

訪問介護 （賃金形態） 時給 制株式会社　アイガアル　愛がある
ケアサポート

雇用・労災・健康・厚生

1,100

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

普通自動車免許ＡＴ

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 又は 8時30分～18時00分の間の1時間以上 30070-  590691

パート パート労働者 1,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 介護職員初任者研修
和歌山県橋本市高野口町向島２０
０－１０～ ホームヘルパー２級

雇用・労災・健康・厚生

850 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中
飯降１６５７－２～2

介護職員（かつらぎ町） （賃金形態） 時給 制株式会社　アイガアル

パート パート労働者 1,000 円

30070-  593791

3

介護職員（高野口町） （賃金形態） 時給 制株式会社　アイガアル 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 8人 ）

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 30070-  594891

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) 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中
飯降１６５７－２～

労災

810 円 (1) 8時00分～15時00分
和歌山県橋本市隅田町上兵庫２３
３番地～4

包装・梱包作業員 （賃金形態） 時給 制農事組合法人　きのくに農業村

パート パート労働者 1,000 円

30070-  595291

5

水泳指導
（橋本市温水プール）

（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

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 28人 ）

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 16人 ） 又は13時00分～21時00分の間の3時間以上 30070-  596591

パート パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円
和歌山県橋本市清水５４３－１

～

労災

850 円
和歌山県橋本市清水５４３－１

～6

水泳監視員
（橋本市温水プール）

（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 1,100 円

又は13時00分～21時00分の間の3時間以上 30070-  597191

7

サービスカウンター （賃金形態） 時給 制株式会社オークワ
スーパーセンターオークワ橋本店

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ヶ月未満） （従業員数 16人 ）

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 200人 ） 30070-  599391

パート パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

820 円 (1)16時00分～20時00分
和歌山県橋本市妻２丁目２番２５
号～

雇用・労災・健康・厚生

1,500 円 普通自動車免許一種
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字高
田７５０番地の６～8

鳶仕事・足場仕事一般 （賃金形態） 時給 制川崎装建

パート パート労働者 2,000 円

又は 8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070-  602391

9

事務補助職員 （賃金形態） 日給 制和歌山県立　紀北工業高等学校 雇用・公災・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 4人 ）

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 47人 ） 30070-  603691

パート パート労働者 880 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

880 円 (1) 9時00分～16時45分
和歌山県橋本市神野々８０９

～

雇用・労災

830 円 (1) 9時30分～16時15分
和歌山県橋本市古佐田４－１０－
１
和歌山県立橋本高等学校内

～10

会計事務その他一般事務 （賃金形態） 日給 制和歌山県立古佐田丘中学校・橋本
高等学校ＰＴＡ

パート パート労働者 830 円

30070-  574691

（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 ）

＊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。 
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11

介護スタッフ （賃金形態） 時給 制社会福祉法人紀和福祉会　介護老
人福祉施設「やまぼうし」

雇用・労災・健康・厚生

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 92人 ） 又は 7時00分～23時00分の間の4時間程度 30070-  577791

パート パート労働者 1,070 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
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２３８５－１～

雇用・労災・健康・厚生

960 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丁
ノ町２３８５－１～12

事務職員兼送迎担当者 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人紀和福祉会　介護老
人福祉施設「やまぼうし」

パート パート労働者 960 円

又は 8時00分～17時00分の間の6時間程度 30070-  578891

13

事務及び店頭接客、販売 （賃金形態） 時給 制服部楽器　株式会社　橋本営業所 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 92人 ）

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070-  579291

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

803 円 (1) 9時30分～15時30分
和歌山県橋本市東家一丁目３９２
－５　ジャパンビル１階～ (2)13時00分～19時00分

雇用・労災

803 円 (1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許二種
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１７－４８～ (2) 8時00分～13時00分14

観光タクシー乗務員 （賃金形態） その他 制高野山タクシー　株式会社

パート パート労働者 810 円

30070-  581391

15

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） 和歌山県伊都郡九度山町 (3) 8時30分～16時00分

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 3人 ）

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 150人 ） 30070-  582691

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～

雇用・労災・健康・厚生

900 円 (1) 9時00分～18時00分
和歌山県橋本市高野口町名倉１０
０－２～ (2) 8時00分～12時00分16

介護職員（日勤） （賃金形態） 時給 制有限会社　ネオファミリー

パート パート労働者 1,100 円

又は 8時00分～20時00分の間の2時間以上 30070-  583991

17

介護職員（デイサービス） （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） 和歌山県橋本市 (3) 9時00分～16時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ）

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 又は 8時30分～17時30分の間の4時間程度 30070-  588591

パート パート労働者 980 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円 (1) 8時15分～12時30分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市清水２７１－１

～ (2)13時00分～17時00分 介護職員初任者研修

雇用・労災・健康・厚生

1,100 円 (1)10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笠
田東４８７－１～ 理学療法士18

理学療法士 （賃金形態） 時給 制有限会社　フリーポケット

パート パート労働者 1,300 円

30070-  564091

19

柿の摘蕾作業 （賃金形態） 時給 制中阪　和弘

（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 20人 ）

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 0人 ） 30070-  565391

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背ノ山
３３５～

労災

900 円
和歌山県橋本市隅田町下兵庫５６
５－１～20

接客ホール及び調理補助 （賃金形態） 時給 制旬彩食処　べんてんさん

パート パート労働者 1,000 円

又は17時15分～23時00分の間の3時間程度 30070-  566691

（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 ）
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21

介護職員（夜勤） （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　相和会　ケアハウ
ス　かつらぎ乃里

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

18歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 30人 ） 30070-  569791

パート パート労働者 945 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

945 円 (1)16時30分～ 8時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木字
平山東尾８４８番地～ ホームヘルパー２級

労災

810 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22

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 810 円

30070-  573391

23

配送員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 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

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 又は 8時00分～18時00分の間の4時間以上 30070-  542791

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 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
０７８～ フォークリフト技能者

労災

1,000 円 (1) 8時00分～ 9時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2)12時00分～13時30分24

送迎運転手（アルバイト） （賃金形態） 時給 制医療法人　南労会　和歌山本部

パート パート労働者 1,000 円

30070-  543891

25

薬剤師 （賃金形態） 時給 制医療法人　南労会　和歌山本部 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)16時30分～17時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 440人 ）

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 425人 ） 30070-  544291

パート パート労働者 1,650 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,650 円 (1) 9時00分～17時30分 薬剤師
和歌山県橋本市神野々１１０３

～

雇用・労災・健康・厚生・財形

1,000 円 (1) 6時30分～15時00分
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2) 7時00分～15時30分26

ケアワーカー （賃金形態） 時給 制医療法人　南労会　和歌山本部

パート パート労働者 1,070 円

30070-  546191

27

交通誘導警備員 （賃金形態） 日給 制合同会社　司生警備 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3) 8時30分～17時00分

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 440人 ）

(3) 0時00分～ 8時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 20人 ） 30070-  549691

パート パート労働者 937 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

937 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原７４
５番地１４～ (2)21時00分～ 5時00分

雇用・労災

860 円 (1) 9時15分～17時00分
和歌山県橋本市紀ノ光台３丁目７
－２～28

加工品の検査 （賃金形態） 時給 制旭精機　株式会社

パート パート労働者 860 円

30070-  551791

29

工場内での軽作業 （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 （従業員数 40人 ）

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 30070-  552891

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～

労災

872 円 (1)16時00分～18時45分 普通自動車免許ＡＴ
橋本市高野口町名倉２５１－１

～ 大型自動車免許一種30

陳列作業員 （賃金形態） 日給 制肉家　雅屋

パート パート労働者 872 円

30070-  560891

（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 6人 ）



№

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

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

＊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。 

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 95人 ） 30070-  562591

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) 9時00分～15時30分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～31

フロント係
【９時～１５時３０分】

（賃金形態） 時給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

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≫ 

 

Ｃ  3月  4日（月） 

     13:30～16:30 

Ａ  3月   11日（月）       

     13:30～15:30 

Ｂ    3月 18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。 



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：３月５日（火）３月２６日（火） 

           ９：３０～１１：３０ 

 求人番号：３００７０－４９１３９１（他４件） 

 職  種：タクシー乗務員・養成乗務員 

 
【大阪第一交通株式会社 河内長野営業所】 
 

 日  時：３月８日（金） １３：３０～１５：３０ 

 求人番号：２７１６０－９２９１９１（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 


