
ハローワーク橋本
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お気軽に

職業相談窓口まで！

第９８２号 令和３年５月６日発行

※次回発行日 ５月１７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＞
◆４月２３日～４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。



59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 23人 ） 30070- 1067711

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

174,000 円 (1)8時45分～17時10分 フォークリフト運転技能者
和歌山県橋本市高野口町名倉９９
８－１～

30070- 1080611

5

製造・物流 （賃金形態） 月給 制株式会社　コマイ 雇用・労災・健康・厚生

（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 149人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

141,685 円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市神野々４９２

～4

ニット整経作業スタッフ （賃金形態） 時給 制原田織物　株式会社　神野々工場

（フルタイム） 正社員 141,685 円

(3)17時00分～10時00分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 146人 ） 30070- 1078511

（フルタイム） 正社員 237,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

182,000 円 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2)10時00分～19時00分

30070- 1082111

3

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

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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 275人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

220,000 円 (1)8時00分～17時10分
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～2

営業（本社）＜急募＞ （賃金形態） 月給 制小川工業　株式会社

（フルタイム） 正社員 370,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 275人 ） 30070- 1081911

（フルタイム） 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時00分～17時10分
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～

求人番号

1

資材調達 （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

155,000

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。



又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070- 1066111

（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 ）

雇用・労災・健康・厚生

880 円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東５５８～ (2)14時00分～18時30分10

学童保育指導員 （賃金形態） 時給 制かせだひまわりキッズ

（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 15人 ） 30070- 1073911

（パートタイム） パート労働者 863 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

831 円 (1)8時00分～17時15分
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
０７８～ (2)9時00分～15時00分

30070- 1072611

9

事務員 （賃金形態） 時給 制寺本紙器　株式会社 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ）

雇用・労災

1,000 円 (1)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市市脇１－１－６　
ＪＡ紀北かわかみ橋本支店ビル
５号室

～ ホームヘルパー２級8

介護職員 （賃金形態） 時給 制有限会社　レッツ「訪問介護ス
テーション千樹木（せんじゅ）」

（パートタイム） 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 0人 ） 30070- 1071311

（パートタイム） パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

850 円 (1)6時00分～10時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原５３
－６～

30070- 1070011

7

清掃員（伊都郡かつらぎ町中
飯降）

（賃金形態） 時給 制株式会社　ＯＢＭ 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 1,400人 ）

雇用・公災・健康・厚生

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～6

一般事務員（シティセールス
推進課　会計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 924 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ） 30070- 1079411

（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

880 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市隅田町下兵庫５１
４－３～ (2)8時30分～13時00分

30070- 1077211

5

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

交替制あり 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ）

労災

1,550 円 (1)15時50分～19時00分 看護師
和歌山県橋本市高野口町名古曽１
０３８－２～ 准看護師4

看護業務 （賃金形態） 時給 制阪上医院

（パートタイム） パート労働者 1,650 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 30070- 1076811

（パートタイム） パート労働者 920 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

920 円 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市高野口町伏原１０
４８－１～ ホームヘルパー２級

30070- 1075711

3

住宅型有料老人ホーム　介護
職員（シニアヴィラジュレ橋
本）

（賃金形態） 時給 制株式会社　マリックス 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 13人 ）

労災

1,500 円 (1)8時30分～12時00分 看護師
和歌山県橋本市三石台３－２３－
６～ (2)16時00分～19時00分 准看護師2

看護師、准看護師 （賃金形態） 時給 制おおはぎ内科

（パートタイム） パート労働者 1,600 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 12人 ） 又は8時00分～22時00分の間の5時間程度 24040- 2892611

（パートタイム） パート労働者 831 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 登録販売者（一般医薬品）
三重県松阪市久保町１４５６番地
４～

求人番号

1

（かつらぎ佐野店）店舗ス
タッフ

（賃金形態） 時給 制株式会社　東海セイムス 雇用・労災

831

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- 1069211

（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） （従業員数 81人 ）

労災

835 円 (1)8時30分～13時30分
和歌山県伊都郡九度山町河根８０
７－６４～12

清掃作業 （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

（パートタイム） パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070- 1068811

（パートタイム） パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

880 円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺８５７～ (2)14時00分～18時30分11

学童保育指導員 （賃金形態） 時給 制妙寺ひまわりキッズ 雇用・労災・健康・厚生


