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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＞ 
◆５月２２日～５月２８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 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30070- 1337101

（フルタイム） 正社員 220,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７－１～

30070- 1340501

5

生活支援員 （賃金形態） 月給 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） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

160,800 円 (1)6時00分～16時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山４７
９～ (2)8時00分～18時00分4

接客・雑務 （賃金形態） 月給 制密厳院

（フルタイム） 正社員 180,000 円

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 56人 ） 30070- 1343601

（フルタイム） 正社員 171,700 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

150,600 円 (1)8時30分～17時15分
和歌山県伊都郡高野町高野山６３
６～

30070- 1342301

3

（障）一般事務職員 （賃金形態） 月給 制高野町役場 公災

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 56人 ）

公災

150,600 円 (1)8時30分～17時15分 保健師
和歌山県伊都郡高野町高野山６３
６～2

保健師 （賃金形態） 月給 制高野町役場

（フルタイム） 正社員 171,700 円

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 56人 ） 30070- 1341001

（フルタイム） 正社員 171,700 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

円 (1)8時30分～17時15分
和歌山県伊都郡高野町高野山６３
６～

求人番号

1

一般事務職員 （賃金形態） 月給 制高野町役場 公災

150,600

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。 



18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 3人 ） 30070- 1332501

（パートタイム） パート労働者 980 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

880 円 (1)14時30分～23時30分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～ (2)5時30分～14時30分

30070- 1331201

7

施設警備業務（オークワ高野
口店）

（賃金形態） 時給 制エヌ・エム・エス　株式会社 変形（1ヶ月単位） 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)13時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ）

雇用・労災・健康・厚生

850 円 (1)10時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町向島２１
９－４～ (2)13時00分～17時00分6

インターネット通販店舗運営
補助

（賃金形態） 時給 制株式会社　キーポイント

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 1334301

（パートタイム） パート労働者 930 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

930 円 (1)8時30分～13時30分 介護福祉士
和歌山県橋本市岸上４１５－１

～ (2)12時30分～17時00分

30070- 1338401

5

デイサービスリハビリ （賃金形態） 時給 制合同会社　Ｐ．Ｍ．Ｐ 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 19人 ）

雇用・労災

1,714 円 (1)21時00分～9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～ 介護職員初任者研修修了者4

介護職（夜勤） （賃金形態） 日給 制株式会社　仁昌堂

（パートタイム） パート労働者 1,714 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 26人 ） 又は8時30分～19時30分の間の7時間程度 30070- 1336901

（パートタイム） パート労働者 1,040 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円
和歌山県橋本市市脇５丁目４－２
２～

又は11時30分～19時30分の間の5時間以上 30070- 1335601

3

郵便窓口業務 （賃金形態） 時給 制日本郵便株式会社　橋本郵便局 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 （従業員数 19人 ）

交替制あり 雇用・労災

980 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修了者2

介護職 （賃金形態） 時給 制株式会社　仁昌堂

（パートタイム） パート労働者 1,020 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 50人 ） 又は8時00分～16時30分の間の4時間以上 30070- 1339701

（パートタイム） パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円
和歌山県橋本市三石台２丁目１－
３～

求人番号

1

調理員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制学校法人　泉新学園　みついしこ
ども園

雇用・労災

950

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。 


