
ハローワーク橋本
(０７３６－３３－８６０９

　
お気軽に

職業相談窓口まで！

 
第９２０号 令和２年１月２０日発行 
 

※次回発行日   １月２７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＞ 
◆１月１０日～１月１６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)7時00分～15時00分 大型自動車免許
和歌山県橋本市御幸辻７７０－６
６～ フォークリフト運転技能者

求人番号

1

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 15人 ） 30070-  168701

（フルタイム） 正社員 350,000 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

168,000 円 (1)6時30分～19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

3

炊事 （賃金形態） 月給 制宗教法人　桜池院 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

64歳以下 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 10人 ）

2

接客・清掃業務（臨時）

（フルタイム） 正社員以外 168,000 円

160,000 円 (1)6時30分～19時00分 調理師
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
２９３～

30070-  169801

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 30070-  170301

（フルタイム） 正社員 180,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

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～

（賃金形態） 月給 制総本山金剛峯寺

5

総合職 （賃金形態） 月給 制橋本商工会議所 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

69歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

4

調理及びその他業務

（フルタイム） 正社員 147,000 円

147,000 円 (1)8時30分～17時30分 日商簿記３級
和歌山県橋本市市脇１－３－１８

～ 中小企業診断士

30070-  172901

30歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 30070-  174401

（フルタイム） 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

雇用・公災・健康・厚生

137,280 円 (1)8時00分～16時30分
和歌山県橋本市学文路１７２

～

（賃金形態） 月給 制橋本伊都衛生施設組合

7

牛の飼育員 （賃金形態） 月給 制株式会社　井上畜産 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 10人 ）

6

一般事務

（フルタイム） 正社員以外 231,920 円

187,000 円 (1)7時30分～11時00分 中型自動車免許
和歌山県橋本市高野口町伏原１３
５４－３～ (2)14時30分～17時30分 大型自動車免許

30070-  131901

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30070-  144201

（フルタイム） 正社員 187,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)9時00分～17時00分 調理師
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
６９７～

（賃金形態） 月給 制西室院

9

接客・清掃業務 （賃金形態） 月給 制西室院 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 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ）

8

調理・清掃業務

（フルタイム） 正社員 200,000 円

200,000 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
６９７～

又は6時00分～20時00分の間の10時間程度 30070-  109701

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 又は6時00分～20時00分の間の10時間程度 30070-  110501

（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

雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1)8時30分～17時15分
和歌山県橋本市市脇１丁目１番２
４号～

（賃金形態） 月給 制公益社団法人　橋本市シルバー人
材センター

（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 6人 ）

10

事務職

（フルタイム） 正社員以外 150,000 円

30070-  113601

   ＊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

事務 （賃金形態） 月給 制海邦倉庫　株式会社　和歌山支店 雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町萩原５
８９番地～

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 30070-  114901

（フルタイム） 正社員 180,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町



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 看護師
和歌山県橋本市隅田町下兵庫１０
４７－２～ 准看護師

求人番号

1

看護師（特定施設みとうの
里）

（賃金形態） 時給 制みとうメディカル　株式会社　み
とうの里

労災

1,500

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 33人 ） 又は9時00分～16時30分の間の4時間程度 30070-  166101

（パートタイム） パート労働者 1,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災

830 円 (1)9時00分～13時00分
和歌山県橋本市東家６丁目１－２
０～ (2)9時00分～18時30分

（賃金形態） 時給 制株式会社　紀北調剤薬局

3

介護職員 （賃金形態） 時給 制ケアガーデンズ　デイサービスセ
ンター（ジルチインターナショナ
ル　株式会社）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)9時00分～12時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 3人 ）

2

薬局調剤事務

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

950 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々１１２４

～ (2)8時00分～13時00分

30070-  173101

(3)13時00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 9人 ） 30070-  111001

（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

4

ホールスタッフ （賃金形態） 時給 制Ｃａｆｅ＆Ｇｒｉｌｌ　にしき

（パートタイム） パート労働者 850 円

労災

830 円 (1)9時30分～14時30分
和歌山県橋本市原田４８５－１

～

又は9時30分～15時45分の間の6時間以上 30070-  130601

（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 ）

＊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。 



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≫ 

 

Ａ   １月 ２７日（月） 

     13:30～15:30 

Ｂ   ２月  ３日（月） 

     13:30～15:30 

Ｃ   ２月 １７日（月） 

     13:30～16:30 

 

 
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。 



 【株式会社 東研サーモテック】 

   日  時： １月２３日（木） １４：００～１４：３０ 

  職  種：製造補助作業・入出荷業務 

 

 ◆事前予約は不要です。 

  １４：００開始となりますのでお時間までにお集まりください。  
  

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 

＊詳しい求人内容やご質問等はハローワーク橋本までお気軽にお問合せ下さい。 

     ハローワーク橋本  ＴＥＬ：０７３６－３３－８６０９ 

 【ニチイ学館 株式会社 和歌山支店】 

   日  時： １月２３日（木） １０：３０～１１：３０ 

  職  種：医療事務  就業場所：橋本市民病院 

 

 ◆事前予約は不要です。 

  １０：３０開始となりますのでお時間までにお集まりください。  

講義形式 

講義形式 

 【セコムジャスティック株式会社 関西本部（ミニ面接会）】 

   日  時： １月２４日（金） １３：００～ 

  職  種：常駐セキュリティスタッフ（就業場所：高野町） 

 

 ◆前日までの予約制。 

  仕事内容の説明を聴くだけの参加も可能です。（※予約要） 

    


