
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１０７６号 令和５年３月２０日発行

※次回発行日 ３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⇒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＞
◆３月１０日～３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、求人内容が変更さ
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。



27160- 1941631

（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 5人 ）

雇用・労災・健康・厚生

220,000 円 (1)9時00分～18時00分
大阪府河内長野市楠町東４４４－
４　シティコート古谷１階～10

高齢者向け弁当配達 （賃金形態） 月給 制スパテラコーポレーション　株式
会社　ごんべえドリ薬局

（フルタイム） 正社員 220,000 円

45歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30016-  788231

（フルタイム） 正社員 240,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

185,000 円 (1)7時00分～18時00分
和歌山県紀の川市平野１３２２

～ (2)8時00分～17時30分

30070-  887631

9

農作業全般（未経験者・独立
就農希望者大歓迎）

（賃金形態） 月給 制小川農園　小川　真司 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 22人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

189,550 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２１６０～8

補助作業員　≪急募≫ （賃金形態） 日給 制かつらぎ町森林組合

（フルタイム） 正社員以外 189,550 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 43人 ） 30070-  886331

（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

188,000 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～

30070-  885731

7

在庫管理スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)17時00分～10時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 146人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

181,500 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 介護職員初任者研修修了者6

介護職 （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

（フルタイム） 正社員以外 225,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ） 30070-  902131

（フルタイム） 正社員 230,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

210,000 円 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士
和歌山県橋本市隅田町山内１９１
９－３～ (2)8時30分～17時30分

30070-  898131

5

介護職員（デイサービス） （賃金形態） 月給 制医療法人　敬英会　デイサービス
幸楽の里

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)0時25分～9時15分

18歳～45歳 雇用期間の定めなし （従業員数 182人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

169,000 円 (1)8時25分～17時15分
和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田
６５１－２３～ (2)16時25分～1時15分4

機械オペレーター （賃金形態） 月給 制株式会社　寿精密

（フルタイム） 正社員 230,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 1人 ） 30070-  895331

（フルタイム） 正社員以外 145,960 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

145,960 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県橋本市市脇四丁目７番６
号～

30070-  893431

3

受付事務 （賃金形態） 時給 制一般社団法人　伊都薬剤師会 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 7人 ）

雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町山内１６９
１－４～2

部品組み立て軽作業　≪急募
≫

（賃金形態） 月給 制畠山金属　株式会社　和歌山工場

（フルタイム） 正社員 180,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 30070-  906531

（フルタイム） 正社員 170,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士
和歌山県伊都郡かつらぎ町高田１
９６番地～ (2)8時00分～17時00分

求人番号

1

介護スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　アナログ 交替制あり 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。

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 又は6時30分～19時30分の間の8時間程度 30070-  884431

（フルタイム） 正社員 204,178 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

189,775 円
和歌山県伊都郡高野町高野山１５
４～

又は6時30分～19時30分の間の8時間程度 30070-  883531

13

調理補助・雑用　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制宗教法人　西禅院 交替制あり 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 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

200,000 円
和歌山県伊都郡高野町高野山１５
４～12

フロント・宿坊業務全般　≪
急募≫

（賃金形態） 月給 制宗教法人　西禅院

（フルタイム） 正社員 200,000 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 3人 ） 30070-  875531

（フルタイム） 正社員以外 127,092 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

127,092 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原２５
７－２～11

受付事務員 （賃金形態） 時給 制紀北自動車整備協同組合 雇用・労災・健康・厚生



又は9時00分～18時00分の間の5時間以上 30070-  900631

（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 8人 ）

雇用・労災

889 円
和歌山県伊都郡九度山町九度山１
１９０－１～10

接客・調理補助 （賃金形態） 時給 制一般財団法人　九度山町柿の里振
興公社

（パートタイム） パート労働者 889 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 又は9時30分～19時30分の間の3時間以上 30070-  896631

（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

900 円
和歌山県橋本市市脇１－４－５

～

又は8時00分～17時00分の間の5時間程度 30070-  894731

9

作業及び手洗い洗車 （賃金形態） 時給 制株式会社　ハシモト 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 ）

雇用・労災

900 円 (1)9時00分～15時30分
和歌山県橋本市隅田町山内１６９
１－４～8

部品組み立て軽作業　≪急募
≫

（賃金形態） 時給 制畠山金属　株式会社　和歌山工場

（パートタイム） パート労働者 900 円

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 200人 ） 30070-  891231

（パートタイム） パート労働者 968 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

968 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070-  914531

7

事務員（いきいき健康課）
（会計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

18歳以上 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 66人 ）

雇用・労災・健康・厚生

669 円 (1)17時40分～8時40分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺１７８１～6

和歌山県立学校等会計年度任
用職員　舎監

（賃金形態） 時給 制和歌山県立　紀北農芸高等学校

（パートタイム） パート労働者 669 円

看護師

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 200人 ） 30070-  913231

（パートタイム） パート労働者 1,325 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,205 円 (1)8時30分～17時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
和歌山県橋本市東家１－１－１

～ 保健師

30070-  912831

5

認定調査員（会計年度任用職
員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・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 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,000 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県橋本市神野々９７７

～ (2)13時00分～18時00分4

洗車スタッフ （賃金形態） 時給 制有限会社　畑自動車

（パートタイム） パート労働者 1,200 円

(3)13時00分～17時30分

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070-  910131

（パートタイム） パート労働者 3,500 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

2,500 円 (1)8時30分～17時15分 看護師
和歌山県橋本市高野口町応其３６

～ (2)8時30分～13時00分 准看護師

30070-  908731

3

看護師（こもれびの里）　≪
急募≫

（賃金形態） 時給 制株式会社　野菊 変形（1ヶ月単位） 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 5人 ）

労災

1,500 円 (1)9時00分～17時00分 医療事務資格
和歌山県橋本市東家一丁目３番１
号～2

医療事務 （賃金形態） 日給 制伊都地方休日急患診療所

（パートタイム） パート労働者 1,500 円

(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 172人 ） 30070-  907431

（パートタイム） パート労働者 1,950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時30分～12時30分 看護師
和歌山県橋本市東家６丁目７－２
６～ (2)13時00分～17時00分

求人番号

1

看護師・内視鏡室勤務（山本
病院）≪急募≫

（賃金形態） 時給 制社会医療法人　博寿会 雇用・労災

1,700

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-  873831

（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ヶ月未満） （従業員数 0人 ）

労災・その他

1,050 円 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町山崎２
３～20

柿の摘蕾・摘果作業（臨時） （賃金形態） 時給 制前田農園　前田真吾

（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 10人 ） 又は5時00分～20時00分の間の2時間以上 13200- 5873631

（パートタイム） パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

950 円
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番
地３～

30030- 1547531

19

洗い場スタッフ／紀の郷病院 （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） 和歌山県伊都郡九度山町

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 3人 ）

公災

1,300 円 (1)8時30分～10時30分
和歌山県田辺市新庄町２３４５－
１～18

清掃員（九度山町） （賃金形態） 日給 制和歌山森林管理署

（パートタイム） パート労働者 1,300 円

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 3人 ） 30030- 1545831

（パートタイム） パート労働者 1,285 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

1,285 円 (1)8時30分～16時30分
和歌山県田辺市新庄町２３４５－
１～

30030- 1537831

17

現場作業員（九度山）（ア） （賃金形態） 日給 制和歌山森林管理署 公災

（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 3人 ）

公災

930 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県田辺市新庄町２３４５－
１～16

事務員２（九度山町） （賃金形態） 時給 制和歌山森林管理署

（パートタイム） パート労働者 1,320 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ） 30010- 3867131

（パートタイム） パート労働者 890 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

890 円 (1)9時00分～14時00分
和歌山県和歌山市松島１０５－３

～ (2)18時00分～21時00分

30070-  890831

15

調理補助・ホール係（信濃路
かつらぎ店）

（賃金形態） 時給 制株式会社　信濃路 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

労災

890 円 (1)9時00分～12時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
２６－２３～ (2)16時00分～20時00分14

整骨院受付 （賃金形態） 時給 制松本鍼灸整骨院

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

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 200人 ） 30070-  888931

（パートタイム） パート労働者 968 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

968 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070-  905231

13

事務員（建築住宅課）（会計
年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)10時30分～19時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

雇用・労災

1,030 円 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
和歌山県伊都郡かつらぎ町高田１
９６番地～ (2)8時00分～12時00分 介護職員初任者研修修了者12

介護スタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社　アナログ

（パートタイム） パート労働者 1,230 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 又は8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070-  903031

（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～17時00分
和歌山県橋本市隅田町中島１０５
７－１６～11

柿の摘蕾作業（短期） （賃金形態） 時給 制中嶋　昇 その他



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。

(3)21時00分～9時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 7人 ） 30070-  871131

（パートタイム） パート労働者 1,330 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

1,000 円 (1)15時00分～21時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺９
５－３～ (2)9時00分～16時00分

30070-  870931

29

グループホーム世話人（すみ
れ／資格をお持ちでない方）

（賃金形態） 時給 制社会福祉法人　和福祉会 交替制あり 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ヶ月未満） （従業員数 5人 ）

雇用・労災

1,000 円 (1)15時30分～20時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺９
５－３～ (2)9時00分～15時30分28

グループホーム世話人（くす
の樹）

（賃金形態） 時給 制社会福祉法人　和福祉会

（パートタイム） パート労働者 1,130 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 30070-  882231

（パートタイム） パート労働者 960 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

940 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-  881831

27

介護職員（民家型デイサービ
スまりっくす）

（賃金形態） 時給 制株式会社　マリックス 労災

（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） (時間額換算） （従業員数 9人 ）

雇用・公災・健康・厚生

922 円 (1)8時00分～16時30分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１１９４番地～26

労務職（会計年度任用職員）
給食センター調理員

（賃金形態） 日給 制九度山町教育委員会

（パートタイム） パート労働者 922 円

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 200人 ） 30070-  880031

（パートタイム） パート労働者 968 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

968 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

又は18時10分～22時00分の間の1時間以上 30070-  879631

25

事務員（農林整備課）（会計
年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・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 6人 ）

労災

1,000 円
和歌山県橋本市賢堂２７５

～24

個別学習塾講師　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制学匠舎

（パートタイム） パート労働者 3,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 30070-  878331

（パートタイム） 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
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字東
谷４５４～

又は9時00分～15時00分の間の4時間 30070-  877731

23

農業（柿の摘蕾作業） （賃金形態） 時給 制杉本農園 労災・その他

（就業場所） 和歌山県橋本市

45歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 21人 ）

雇用・労災

930 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県橋本市高野口町向島１２
３－１～22

きのこ製品の出荷、検品・そ
の他雑務

（賃金形態） 時給 制株式会社　かつらぎ産業

（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ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 又は8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070-  876431

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

950 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字入郷
６０８～21

柿の摘蕾（短期） （賃金形態） 時給 制海堀農園 労災


