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お気軽に

職業相談窓口まで！

第９９４号 令和３年８月２日発行

※次回発行日 ８月９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⇒就職・仕事⇒雇用・就職支援情報について⇒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＞
◆７月２１日～７月２９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。



27010-36173511

（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 102人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

180,000 円 (1)8時20分～17時20分 フォークリフト運転技能者
大阪府大阪市中央区道修町２丁目
１－１０　Ｔ・Ｍ・Ｂ道修町ビル～10

物流業務 （賃金形態） 月給 制田村薬品工業株式会社

（フルタイム） 正社員 275,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ） 25020- 3258711

（フルタイム） 正社員 400,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

300,000 円 (1)8時30分～17時30分
滋賀県長浜市東上坂町２４２－５

～

30070- 1877511

9

営業職（和歌山） （賃金形態） 月給 制マツイ機器工業　株式会社 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県橋本市 ８トン限定中型自動車免許

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1)7時00分～17時00分 大型自動車免許
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
番地５９～ 中型自動車免許8

４ｔ・１０ｔドライバー （賃金形態） 月給 制株式会社　サザン

（フルタイム） 正社員 500,000 円

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 1人 ） 30070- 1876211

（フルタイム） 正社員 212,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

212,000 円 (1)7時30分～17時00分 フォークリフト運転技能者
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東５８６～ 大型自動車免許

30070- 1875811

7

トラック運転手兼工場内作業 （賃金形態） 日給 制青山チップ 雇用・労災

（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 140人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

164,400 円 (1)8時20分～17時20分
和歌山県橋本市紀ノ光台３丁目２
－８～6

製造課員【原料調合】　＜急
募＞

（賃金形態） 月給 制日進化学株式会社　橋本工場

（フルタイム） 正社員 214,000 円

34歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 30010- 9765711

（フルタイム） 正社員 167,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

162,000 円 (1)9時30分～18時30分
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～

30010- 9759211

5

美容アシスタント（かつらぎ
町笠田）

（賃金形態） 月給 制株式会社　仁インターナショナル 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

34歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

162,000 円 (1)9時30分～18時30分
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～4

美容アシスタント（橋本市） （賃金形態） 月給 制株式会社　仁インターナショナル

（フルタイム） 正社員 167,000 円

62歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30010- 9753311

（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

180,000 円 (1)9時30分～18時30分 美容師
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～

30010- 9747911

3

美容スタイリスト（かつらぎ
町）

（賃金形態） 月給 制株式会社　仁インターナショナル 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

34歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

162,000 円 (1)9時30分～18時30分
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～2

美容アシスタント（かつらぎ
町中飯降）

（賃金形態） 月給 制株式会社　仁インターナショナル

（フルタイム） 正社員 167,000 円

62歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 30010- 9735511

（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

円 (1)9時30分～18時30分 美容師
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～

求人番号

1

美容スタイリスト（かつらぎ
町中飯降）

（賃金形態） 月給 制株式会社　仁インターナショナル 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

180,000

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- 1863611

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

211,300 円 (1)8時45分～17時45分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１３７－７～20

自動車販売（営業） （賃金形態） 月給 制紀和ホンダ　株式会社

（フルタイム） 正社員 211,300 円

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30070- 1859811

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)10時00分～18時00分
和歌山県橋本市市脇３９０－１

～

30070- 1857111

19

店頭スタッフ （賃金形態） 月給 制カーシティ　カワサキ 雇用・労災

（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 12人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1)8時00分～17時00分 日商簿記３級
和歌山県橋本市学文路１９１－２

～18

事務職 （賃金形態） 月給 制ニューリンクコンクリート　株式
会社

（フルタイム） 正社員 170,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 1873111

（フルタイム） 正社員 200,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

200,600 円 (1)8時30分～17時30分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
和歌山県橋本市神野々１１０９－
２～

30070- 1872911

17

介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）

（賃金形態） 月給 制バイカル　株式会社 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 10人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

192,000 円 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～ (2)8時30分～17時30分16

介護職（正社員）（デイサー
ビス）

（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

（フルタイム） 正社員 215,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 7人 ） 30070- 1871611

（フルタイム） 正社員 244,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

163,200 円 (1)8時00分～17時20分
和歌山県橋本市高野口町応其９

～

30070- 1870311

15

工場内作業（織物加工） （賃金形態） 日給 制有限会社　大前織物加工所 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ）

雇用・労災・健康・厚生

159,550 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野６
７７－１～14

生活支援員・就労支援員・児
童支援員など（パート労働
者）

（賃金形態） 月給 制ＮＰＯ法人　よつ葉福祉会

（フルタイム） 正社員以外 159,550 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 30070- 1869511

（フルタイム） 正社員 292,800 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

147,700 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野６
７７－１～

30070- 1868211

13

生活支援員・就労支援員・職
業指導員・児童指導員など

（賃金形態） 月給 制ＮＰＯ法人　よつ葉福祉会 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

61歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 70人 ）

雇用・労災・健康・厚生

234,178 円 (1)8時30分～17時30分 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１
４０１－２～ 准看護師12

看護師 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　愛光園

（フルタイム） 正社員 241,254 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 33人 ） 30070- 1864911

（フルタイム） 正社員 306,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

272,000 円 (1)9時00分～19時00分 理学療法士
和歌山県橋本市市脇１丁目４５－
２～ (2)9時00分～12時00分11

理学療法士 （賃金形態） 月給 制医療法人　岡田整形外科 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- 1847611

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～30

ＷＥＢスタッフ（デザイ
ナー・クリエイター）

（賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ

（フルタイム） 正社員 300,000 円

ＩＴパスポート

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 30070- 1845011

（フルタイム） 正社員 171,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

171,500 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

又は6時00分～18時00分の間の8時間程度 30070- 1844411

29

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） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 70人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

280,000 円 (1)8時30分～17時30分 大型自動車免許
和歌山県橋本市高野口町小田５４
６－１～ 牽引免許28

トラックドライバー （賃金形態） 月給 制有限会社　海邦ライン

（フルタイム） 正社員以外 380,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 0人 ） 30010- 9532211

（フルタイム） 正社員 397,900 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

242,200 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県和歌山市相坂１２５－６

～ (2)8時00分～14時30分

27090- 4731011

27

配管・製造 （賃金形態） 時給 制瀬名畑工業 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 28人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

230,000 円 (1)8時00分～16時40分 フォークリフト運転技能者
大阪府貝塚市窪田１８５

～26

リフト作業・仕分け （賃金形態） 月給 制株式会社　広和ＬＳ

（フルタイム） 正社員 250,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 12人 ） 27020-40985511

（フルタイム） 正社員以外 143,936 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

143,936 円 (1)7時30分～15時30分
大阪府大阪市北区角田町８番１号

梅田阪急ビルオフィスタワー２１

～

又は6時00分～19時30分の間の8時間程度 27020-40983811

25

食器洗浄（橋本市）３０３１
－２Ｇ

（賃金形態） 時給 制日清医療食品　株式会社　関西支
店

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 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 6人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

147,050 円
大阪府大阪市北区角田町８番１号

梅田阪急ビルオフィスタワー２１

～24

調理員（伊都郡）３０２９－
２Ｇ

（賃金形態） 時給 制日清医療食品　株式会社　関西支
店

（フルタイム） 正社員以外 152,240 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 8人 ） 27020-40975811

（フルタイム） 正社員以外 250,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

250,000 円 (1)7時00分～15時30分 調理師
大阪府大阪市西淀川区竹島４丁目
１－２８～

又は5時00分～20時00分の間の8時間程度 13200-10006511

23

調理師（伊都郡かつらぎ町） （賃金形態） 月給 制株式会社　魚国総本社 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

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 32人 ）

雇用・労災・健康・厚生

165,600 円 栄養士
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番
地３～22

栄養士／橋本市小峰台 （賃金形態） 時給 制シダックスフードサービス　株式
会社

（フルタイム） 正社員以外 248,400 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 1852411

（フルタイム） 正社員 270,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

200,000 円 (1)9時00分～17時00分 看護師
和歌山県橋本市高野口町応其３６

～ 准看護師21

訪問看護 （賃金形態） 月給 制株式会社　野菊 変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生



求人番号

就業時間
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＊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。

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ） 30070- 1848911

（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

150,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～31

販売企画スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ 雇用・労災・健康・厚生



30070- 1867811

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)16時00分～18時00分

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 33人 ）

労災

1,000 円 (1)8時00分～10時30分
和歌山県橋本市市脇１丁目４５－
２～ (2)12時00分～14時00分10

運転手 （賃金形態） 時給 制医療法人　岡田整形外科

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

(3)16時00分～19時00分

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 33人 ） 30070- 1866711

（パートタイム） パート労働者 1,700 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,650 円 (1)8時30分～12時00分 看護師
和歌山県橋本市市脇１丁目４５－
２～ (2)8時30分～17時30分 准看護師

30070- 1865111

9

正・准看護師 （賃金形態） 時給 制医療法人　岡田整形外科 交替制あり 雇用・労災

（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 33人 ）

労災

1,800 円 (1)9時00分～19時00分 理学療法士
和歌山県橋本市市脇１丁目４５－
２～ (2)9時00分～12時00分8

理学療法士 （賃金形態） 時給 制医療法人　岡田整形外科

（パートタイム） パート労働者 2,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ） 30010- 9596111

（パートタイム） パート労働者 840 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

840 円 (1)8時30分～16時00分
和歌山県和歌山市新内２３　ユウ
シンビル６Ｆ～

又は9時00分～17時00分の間の6時間 30010- 9696511

7

清掃（橋本市） （賃金形態） 時給 制株式会社　天翔 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 7人 ）

労災

1,300 円 介護福祉士
和歌山県和歌山市友田町２丁目１
４５番地　
ＫＥＧ教育センタービル２Ｆ

～6

介護講師（和歌山） （賃金形態） 時給 制株式会社　ＫＥＧキャリア・アカ
デミー

（パートタイム） パート労働者 2,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 7人 ） 又は9時00分～17時00分の間の6時間 30010- 9694811

（パートタイム） パート労働者 1,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,200 円
和歌山県和歌山市友田町２丁目１
４５番地　
ＫＥＧ教育センタービル２Ｆ

～

又は9時00分～17時00分の間の6時間 30010- 9690611

5

パソコン講師（和歌山） （賃金形態） 時給 制株式会社　ＫＥＧキャリア・アカ
デミー

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 7人 ）

労災

1,400 円 キャリアコンサルタント
和歌山県和歌山市友田町２丁目１
４５番地　
ＫＥＧ教育センタービル２Ｆ

～4

就職支援担当講師（和歌山） （賃金形態） 時給 制株式会社　ＫＥＧキャリア・アカ
デミー

（パートタイム） パート労働者 2,200 円

62歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 又は9時30分～18時30分の間の5時間程度 30010- 9762611

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

910 円 美容師
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～

又は9時30分～18時30分の間の5時間程度 30010- 9750511

3

美容スタイリスト（かつらぎ
町笠田）

（賃金形態） 時給 制株式会社　仁インターナショナル 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

62歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

雇用・労災・健康・厚生

910 円 美容師
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～2

美容スタイリスト（橋本市隅
田）

（賃金形態） 時給 制株式会社　仁インターナショナル

（パートタイム） パート労働者 1,200 円

62歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 又は9時30分～18時30分の間の5時間程度 30010- 9749711

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 美容師
和歌山県和歌山市大垣内６８３－
３～

求人番号

1

美容スタイリスト（かつらぎ
町中飯降）

（賃金形態） 時給 制株式会社　仁インターナショナル 雇用・労災・健康・厚生

910

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
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№
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＊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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又は8時00分～16時40分の間の6時間以上 27090- 4733611

（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 28人 ）

変形（1ヶ月単位） 労災

1,000 円
大阪府貝塚市窪田１８５

～20

工場ライン作業・梱包 （賃金形態） 時給 制株式会社　広和ＬＳ

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 27090- 4732311

（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

1,000 円 (1)8時00分～16時50分
大阪府貝塚市窪田１８５

～ (2)9時00分～16時50分

27020-40931711

19

一般事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　広和ＬＳ 変形（1ヶ月単位） 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 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 6人 ）

交替制あり 労災

832 円 (1)10時00分～15時00分
大阪府大阪市北区角田町８番１号

梅田阪急ビルオフィスタワー２１

～ (2)15時00分～19時30分18

調理補助（伊都郡）３０２９
－２Ｇ

（賃金形態） 時給 制日清医療食品　株式会社　関西支
店

（パートタイム） パート労働者 832 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 32人 ） 又は5時00分～20時00分の間の5時間程度 13200-10009311

（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

831 円
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番
地３～

又は5時00分～20時00分の間の5時間程度 13200-10003711

17

調理補助／橋本市小峰台 （賃金形態） 時給 制シダックスフードサービス　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ヶ月未満） （従業員数 37人 ）

労災

831 円
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番
地３～16

調理補助／橋本市岸上 （賃金形態） 時給 制シダックスフードサービス　株式
会社

（パートタイム） パート労働者 950 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 6人 ） 30070- 1853011

（パートタイム） パート労働者 970 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

920 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市橋本２－７３―１

～

又は10時00分～18時00分の間の3時間以上 30070- 1860411

15

介護職 （賃金形態） 時給 制株式会社　ひらい 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 2人 ）

労災

900 円
和歌山県橋本市市脇３９０－１

～14

店頭スタッフ （賃金形態） 時給 制カーシティ　カワサキ

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

(3)8時45分～17時15分

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 30人 ） 30070- 1856911

（パートタイム） パート労働者 1,216 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,103 円 (1)8時30分～17時00分 保育士
和歌山県橋本市東家１－１－１

～ (2)8時15分～16時45分

30070- 1855611

13

保育士（会計年度任用職員） （賃金形態） 月給 制橋本市役所 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 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 30人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,353 円 (1)8時30分～16時45分 看護師
和歌山県橋本市東家１－１－１

～12

看護師（紀見保育園　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 1,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30070- 1874711

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1)9時00分～12時30分
和歌山県橋本市しらさぎ台１２－
９～ (2)15時00分～18時30分11

事務スタッフ （賃金形態） 時給 制有限会社　翔和 労災
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30070- 1851511

（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 ）

雇用・労災

900 円 (1)9時00分～12時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原１８
８－１～ (2)14時30分～18時00分24

受付・医療事務　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制株式会社　ハーブ薬局

（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 15人 ） 又は8時00分～17時15分の間の4時間以上 30070- 1850211

（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

900 円 (1)8時00分～17時15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古曽１
０７８～

30070- 1849111

23

配送員 （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 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 162人 ）

雇用・労災

940 円 (1)8時00分～14時00分
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～ (2)9時00分～15時00分22

清掃作業、他 （賃金形態） 時給 制小川工業　株式会社

（パートタイム） パート労働者 940 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 275人 ） 又は8時00分～17時10分の間の6時間以上 30070- 1846311

（パートタイム） パート労働者 940 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

940 円
和歌山県橋本市隅田町真土３９

～21

検査工　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制小川工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生


