
15070-
04687521

株式会社 コメリ

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

三重県熊野市

販売・店舗運営
職（リージョナ
ル社員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネージャーと
して、店舗運営の中堅幹部を目指していただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管
理、店長代行業務などを通じて知識と技術を習得していただ
きます。生活用品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃
えで、お客様の層も広く、得意分野とやりがいを見つけやす

181,000円～235,000円 (1)8時45分～18時00分

その他
(2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

24081-
00727021

株式会社 夢工房くまの

三重県熊野市久生屋町１４８８

三重県熊野市

みかん搾汁等作
業員

◆「里創人 熊野倶楽部」に隣接して建てられた「夢工房
くまの」の施設でのみかんゼリー製作およびギフト発送
等のお仕事です。 ＜主な仕事内容＞ ・ジュー

スのビン詰め、および商品の検品 ・出来上がったジュー
スのビンにラベルを貼付ける作業 ・みかんゼリー製作
・ギフト発送の業務

153,450円～153,450円 (1)8時30分～17時00分

日祝日その他

21010-
13001421

コマツカスタマーサポート株式会社
中部カンパニー本社

岐阜県各務原市各務西町４丁目３０３
－７

三重県熊野市

メカニック（熊
野支店）

○建設機械・フォークリフト等のメンテナンス業務 ユー
ザー先を巡回又は自社の整備工場内での整備・点検・修理業
務 ※応募希望の方は、ハローワークより「紹介状
」の交付を受けて ください。

173,000円～270,000円 (1)8時30分～17時30分

土日祝日その他

24081-
00725921

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

医療事務員 ◆病院窓口において医療事務全般をおこないます。 ＜
受付業務＞診察券・保険証確認、電子カルテへの

患者登録、電話対応、予約受付等。 ＜診療報酬
請求業務＞パソコン操作によるレセプト作成 ＜会計業
務＞受診料徴収、及び帳票記載 ＜書類作成業務＞各種
請求書、及び資料作成等。

154,800円～194,400円 (1)8時30分～17時00分

その他

13130-
08695121

株式会社ダイキパーソン

東京都江戸川区平井６丁目３４－１

三重県南牟婁郡紀宝町

急募！！事務ス
タッフ／紀宝町

＊大手企業の出張所でのお仕事です。 ・電話応対、お茶出
し、おつかいやお弁当の手配、事務所の 簡単な清掃。
・ＰＣではＥｘｃｅｌでの入力業務や簡単な集計もお願いし
ます。 ・少人数で気兼ねなく残業もないので、お子様の行
事等でのお休み も取りやすく働きやすい職場です。
・ていねいに教えますのでスキルアップできます。

172,200円～196,800円 (1)8時30分～17時00分

土日祝日その他
(2)9時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分

その他

な し

毎 週

その他

毎 週

事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00723321

共同ビルサービス株式会社 紀州営業
所

三重県熊野市井戸町７５６－２

三重県熊野市

設備管理スタッ
フ

官公庁建物において、庁舎内の電球交換、冷暖房、空調設備
等の 運転管理、環境衛生に関わる維持管理（貯水槽の検
査）を手順書 等に従って年間スケジュールにより毎日保
守管理点検等を行って いただきます。 ６階の管
理室に於いてＰＣで各種報告書の作成をしていただきま
す。

200,000円～220,000円 (1)8時30分～17時15分

土日祝日その他

又は 7時 30分 ～
17時 30分 の間の8時
間

24090-
02839721

Ｍ・Ａ・Ｐ 有限会社

三重県鈴鹿市南玉垣町７０３３番地

三重県南牟婁郡紀宝町

（派）南牟婁郡
／電子機器組立
（昼勤）

防災関連製品（住宅用火災警報器、けむり探知機等）の組立
作業 ★年１回の職務評価制度をもとに昇給や昇格の査定
を致します。 ★派遣先会社（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ１００％
出資子会社）への準社 員登用実績あり ●●
●現地面接、出張面接承ります●●●

159,078円～159,078円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

24090-
02840521

Ｍ・Ａ・Ｐ 有限会社

三重県鈴鹿市南玉垣町７０３３番地

三重県南牟婁郡紀宝町

（派）南牟婁郡
／総務事務員

・システムの管理、ＰＣを使用して会計システムの入力作業
・伝票 発行及び照合、一般経費の処理・納品書及び受領
書の処理、会 計事務に付随する業務・庶務全般を担当して
頂きます。 ★年１回の職務評価制度をもとに昇給や昇格
の査定を致します。 ★派遣先会社（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ１
００％出資子会社）への準社 員登用実績あり ●

159,078円～159,078円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

24090-
02842321

Ｍ・Ａ・Ｐ 有限会社

三重県鈴鹿市南玉垣町７０３３番地

三重県南牟婁郡紀宝町

（派）電子機器
組立（夜勤）

防災関連製品（住宅用火災警報器、けむり探知機等）の組立
作業 ★年１回の職務評価制度をもとに昇給や昇格の査定
を致します。 ★派遣先会社（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ１００％
出資子会社）への準社 員登用実績あり ●●
●現地面接、出張面接承ります●●●

159,078円～159,078円 (1)20時30分～5時15分

土日その他

28020-
06594421

共同ビルサービス株式会社

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２丁目６
－３

三重県熊野市

設備管理スタッ
フ

官公庁建物において、冷暖房、空調設備等の運転管理 手
順書等に従って、年間スケジュールにより毎日点検等を行う
。

200,000円～220,000円 (1)8時30分～17時15分

土日祝日その他
(2)7時30分～17時30分

(3)7時30分～17時15分

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24040-
02786021

クラギ株式会社

三重県松阪市川井町花田 ５３９

三重県南牟婁郡御浜町

店長候補社員
（農業屋御浜
店）

農業用品の専門店「農業屋」の店長候補社員として、店舗運
営・農家のお客様の畑へ出向き営業活動を行います。家庭菜
園のお客様から農家さんまで、様々な悩みを抱かえたお客様
が来店されます。そんなお客様の声に耳を傾け、お客様が
も必要とされている商品・情報・サービスを提供する、ワン
、トゥーサービスが当社の特徴です。

200,000円～250,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00719021

社会福祉法人 紀和会 ケアホーム熊
南

三重県熊野市紀和町板屋字板屋谷 １
３２－２

三重県熊野市

調理員 特別養護老人ホームと身体障害者支援施設の利用者９０名の
食事を作ります。厨房内で食材の仕込み、調理及び盛り付け
、食器の片付けを行っていただきます。ご利用者によって主
食、副食ともに６種類の食事形態があります。

159,600円～159,600円 (1)5時30分～14時30分

その他
(2)6時00分～15時00分

(3)9時00分～18時00分

24081-
00720221

有限会社 調剤薬局 花みかん

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和６０
６６－２

三重県南牟婁郡御浜町

デイサービス生
活相談員兼介護
職員

◆リハビリデイサービス事業所において、生活相談員兼介護
職員 業務に従事していいただきます。 ＜主な業務
内容＞ ・利用者の方のリハビリ時の介助 ・新規の利
用希望者への対応、書類作成・担当者会議への出席 ・利
用者の送迎（軽自動車使用） ・その他、事業所の運
営にかかる業務

187,500円～187,500円 (1)8時30分～17時30分

土日祝日

24010-
04779721

株式会社 岡村販売

三重県四日市市大治田３－２－４６

三重県南牟婁郡御浜町

移動販売スタッ
フ（正社員）
（熊野営業所）

軽バン（ＡＴ車）にてお客様のご自宅や会社などに岡村とう
ふの商品を移動販売するお仕事です。 お得意様への毎週決
まった曜日（時間帯）のルート販売ですので、とび込み販売
（営業）ではございませんのでご安心ください。 初の研
修期間（ルートを覚えたり、販売方法）は担当者が同乗して
丁寧にマンツーマンで研修を行います。 詳しい内容は面接

250,000円～250,000円

土日

又は 8時 30分 ～
19時 00分 の間の8時
間

24050-
02627621

株式会社 キング観光

三重県桑名市中央町１－９６

三重県熊野市

一般事務（熊野
店）

店舗内事務所にて一般事務の仕事をお願いします。 ＊Ｐ
Ｃ操作にてデータ入力（入力程度の文書作成含む） ＊タ
イムカードの計算・チェック ＊郵便・書類整理
＊電話対応（業者） ＊事務所清掃
等 ご応募をお待ちしております。

150,000円～150,000円 (1)9時00分～17時00分

その他

その他

その他

毎 週

毎 週

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24010-
04643521

株式会社 魚国総本社 三重支社

三重県四日市市日永１丁目２－２０

三重県熊野市

（請）調理補助
（たちばな園）

＊施設内厨房での調理補助のお仕事をしていただきます。
（主なお仕事内容） ＊調理補助・盛付 ＊配膳 ＊洗浄・
後片付け 等を行っていただきます。 初めての方で
も親切丁寧に教えますので、安心して働けます。 「食べ
る人に喜んでもらおう！」という意欲、 盛付のちょっとし
た工夫などが「ありがとう」 に繋がってヤリガイがありま

152,040円～152,040円 (1)5時00分～14時00分

その他
(2)10時00分～19時00分

24081-
00715321

有限会社 楽らく

三重県南牟婁郡紀宝町成川字谷ノ川１
０７１－１

三重県南牟婁郡紀宝町

キャンプ場管理 ◆飛雪の滝キャンプ場の管理業務全般を行います。 ＜
主な業務内容＞ ・利用予約の受付 ・売店での販
売業務全般（販売・発注・品出し等） ・ＥＣサイトで
の受注、販売、発送 ・ＳＮＳでの情報発信 （
インスタグラム、ブログ、ツイッター等を使用） ・売
店調理場又はキッチンカーでの調理、販売 ・キャンプ

158,000円～250,000円

その他

又は 8時 00分 ～
22時 00分 の間の8時
間

24080-
00708921

株式会社 ナカミチ

三重県北牟婁郡紀北町東長島３４５１

三重県北牟婁郡紀北町

店員（店長候
補）

＊店舗の管理 ＊パート従業員の管理 ＊商品の品出し・陳
列等の商品管理 ＊店舗内での接客業務 ＊その他、関連す
る業務 ◎婦人・紳士・子供の各衣料品及び生活雑貨など
を取り扱っていま す。 ◆就業場所はナカミチ全店で相談
に応じます。 ◆◇◆ 土日出勤できる方を希望しま
す ◆◇◆

206,000円～206,000円

その他

又は 9時 00分 ～
20時 00分 の間の8時
間

24080-
00709121

株式会社 ナカミチ

三重県北牟婁郡紀北町東長島３４５１

三重県北牟婁郡紀北町

店員（バイヤー
候補）

＊メーカー・問屋からの商品仕入れ業務 （大阪・名古
屋など出張あり） ＊商品管理・商品の値付け ＊各店（
全店）を巡回し売場作り ＊その他、関連する業務 ◎婦
人・紳士・子供の各衣料品及び生活雑貨などを取り扱ってい
ま す。 ◆就業場所はナカミチ全店で相談に応じます。

◆◇◆ 土日出勤できる方を希望します ◆◇◆

206,000円～206,000円

その他

又は 9時 00分 ～
20時 00分 の間の8時
間

24080-
00736221

株式会社 主婦の店

三重県尾鷲市瀬木山町１１－５７

三重県尾鷲市

総合職 ※販売・商品企画。将来の幹部（店長、バイヤー）候補とし
て、 入社後は、スーパーマーケットの主力である生鮮食
料部門を 担当。

◆尾鷲市・紀北町・熊野市の当社事業所い
ずれかに配属となり ます。

164,800円～193,500円 (1)8時00分～17時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)9時15分～18時15分

その他

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00585021

協立内科外科医院

三重県熊野市井戸町３７８

三重県熊野市

医療事務 来院患者さんの受付・電話応対、レセプト等の医療事務業務
、院内清掃等が主な業務です。

190,000円～200,000円 (1)8時30分～18時00分

日祝日
(2)8時30分～12時30分

24081-
00593121

南海カツマ株式会社 熊野支店

三重県熊野市井戸町４９３５番地

三重県熊野市

測量設計助手 ◆土木測量及び設計の全般の業務をおこなっていただき
ます。 ※主に、官公庁関係の道路・河川の測量・設計業
務と なります。 ＜主な業務内容＞ ・現場
での測量、調査の助手 ・パソコンを使用しての設計助
手 ＊丁寧にわかりやすく指導いたします。 ＊
経験者優遇

169,600円～169,600円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24081-
00597221

特定非営利活動法人 てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

ケアマネー
ジャー
「介護」

※介護を必要とする人に対し、個々のニーズに応じた介護
サービスを提供する仕事です。 （１）ケアプラン（介

護サービス計画書）の作成業務。 （２）市町村から「要介
護認定調査」を委託された場合、 調査、及び報告業
務を行います。 （３）サービス開始後、在宅利用者の日常
生活の状況把握 を行います。 （４）利用者の状態

200,000円～250,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00598521

特定非営利活動法人 てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

訪問介護 ※高齢者や障がいのある方に対して在宅介護サービス 提
供業務を行います。 （１）家事援助…料理、洗濯、掃除
、買物代行等を行い、 利用者本人や家族
の負担軽減を図ります。 （２）身体介助…入浴介助、排
泄（トイレ）介助、おむつ 交換、衣服の
脱着介助等を行い、在宅で の基本的な生

156,500円～156,500円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00600821

思いやり支援センターくまの デイ
サービス

三重県熊野市有馬町５３２４－２

三重県熊野市

介護職員 ■小規模通所介護施設における介護業務全般 ・利用
者様の食事、入浴、排泄等の身体介助を行なうとと も
に、脳の活性化を図るため、いろいろなレクリエー シ
ョンの相手をしたりして、在宅での基本的な生活が送
れるよう支援します。

160,000円～180,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

その他

その他

毎 週

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00603421

ワイズネット工業

三重県南牟婁郡紀宝町神内８２－２３

三重県南牟婁郡紀宝町

作業員（法面
工）

◆工事現場において主に法面での作業を行います。 ・法
面の草や木の伐採 ・ネットによる法面保護作業など
＊現場は三重県・和歌山県・奈良県等です。 ＊現場へ

は基本的に乗り合わせで向かいます。 ＊その日の作業内
容や現場により、早朝出勤の場合や早く帰る 場合もあ
ります。

240,000円～370,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00605621

芝圧送

三重県南牟婁郡紀宝町井内字萩尾６１
４－２

三重県南牟婁郡紀宝町

コンクリート圧
送業務

◆コンクリートポンプ車を使用して、コンクリートを圧送す
る業務 です。ミキサー車では入れない工事現場（狭いと
ころ、上部、 下部等）で作業をおこないます。
＊未経験の方にはベテラン従業員がわかりやすく指導します
。 ＊他の事業所の人とのコミュニケーションが大事な業
務です。

216,000円～216,000円 (1)7時30分～16時30分

日祝日その他

24081-
00608021

三重くまの森林組合

三重県熊野市久生屋町１３６８番地２

三重県熊野市

山林作業員 ※山林作業全般 ・人工林の「下刈」「除伐」「地ごしら
え」「植付け」 「つる切り」「枝打ち」「間伐」など様
々な工程を行 い、長い年月をかけて成長後に伐採作業を
行います。 ◎それぞれの工程には刈払機、チェーンソ
ー、重機運転 等作業があります。

192,000円～288,000円 (1)7時30分～16時30分

日祝日その他

24081-
00609721

特定非営利活動法人 てとて 井内
てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 ◆通所介護事業所「井内 てとて」における介護業務を
おこないます。 ＜主な業務内容＞ ・利用者の方々
への食事、入浴、排泄等の介助及び会話や レクリエー
ションの相手等の支援 ・施設の清掃及び利用者の送迎

156,500円～156,500円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00610521

特定非営利活動法人 てとて 井内
てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 ◆手すりや、床のバリアフリーが設置され、トイレ、浴室、
キッチン等が完備された「サービス付高齢者向け住宅」

に おける介護業務全般。 （１）日常生活を営む上
での食事介助・入浴介助・排泄 介助等をおこない
ます。 （２）利用者の方々が、より人間らしい生活が
できるよう 機能回復訓練の補助をおこないます。

156,500円～156,500円 (1)8時30分～17時30分

その他
(2)6時30分～15時30分

(3)17時00分～8時00分

その他

その他

その他

毎 週

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00614921

株式会社 西美組

三重県熊野市有馬町２８４４－１

三重県熊野市

一般事務 ◆当事業所において一般事務の業務をおこなっていただきま
す。 ＜主な業務内容＞ ・役所等への提出書類の作成
、提出 ・電話対応、来客対応 ・金融機関等での手続
き等 ・その他、関係する業務

150,000円～200,000円 (1)8時30分～17時00分

土日祝日その他

24081-
00615121

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

ホールスタッフ ＜主な業務内容＞ 宿泊や外部のお客様の食事の調理補
助、配膳、食後の下膳のほか 食器類の洗浄作業や片付け
をおこないます。

190,000円～210,000円

その他

又は 5時 00分 ～
22時 00分 の間の7時
間

24081-
00616021

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

ホールスタッフ ＜主な業務内容＞ 宿泊や外部のお客様の食事の調理補
助、配膳、食後の下膳のほか 食器類の洗浄作業や片付けを
おこないます。 ＊未経験の方には丁寧に指導いたし
ますので、ご安心ください。

120,000円～132,000円

その他

又は 5時 00分 ～
22時 00分 の間の8時
間

24081-
00617721

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

フロント・宿直
係

＜主な業務内容＞ ・電話での予約受付、予約確認業務
・チェックイン、チェックアウト業務 ・レストラン補

助業務 ・メール確認、伝票入力、その他業務 ・事務
所、ロビー等の日常清掃、客室清掃 ・宿泊中の客室の対
応、及びその他関係業務 ・宿直業務あります。 ＊
試用期間中はホテルの全体業務を把握していただくため、客

233,000円～277,000円 (1)15時00分～0時00分

その他
(2)6時00分～15時00分

(3)8時00分～17時00分

24081-
00618821

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

清掃管理・シフ
ト管理・屋外作
業等

全ホテルの客室清掃を覚えてから次の業務をおこないます。
●清掃管理・事務作業 ・施設内清掃に関する指示
・従業員の送迎 ・簡単な書類作成等の事務（パ

ソコン使用） ●シフト管理 ●屋外作業等 ・ホ
テル周辺の清掃作業・木の剪定・草刈り等、施設 の
維持・美化に関する作業

156,800円～188,160円 (1)8時00分～16時00分

その他
(2)8時30分～16時30分

(3)9時00分～17時00分

毎 週

毎 週

な し

な し

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00619221

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

厨房スタッフ ※ホテル内レストランにおける朝・昼・夕食の調理（和洋食
）業務 全般 ・料理長が決めたメニューや調理法に
従って、新鮮な材料 を水洗いし、切るなどの下準備、
ゆでる・油で炒める・ 焼く・スープ類をつくるなどの
調理やお皿に盛りつけな どを行います。

190,000円～210,000円

その他

又は 5時 00分 ～
22時 00分 の間の7時
間

24081-
00620621

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

厨房スタッフ ※ホテル内レストランにおける朝・昼・夕食の調理（和洋食
）業務 全般 ・料理長が決めたメニューや調理法に
従って、新鮮な材料 を水洗いし、切るなどの下準備、
ゆでる・油で炒める・ 焼く・スープ類をつくるなどの
調理やお皿に盛りつけな どを行います。

120,000円～156,000円

その他

又は 5時 00分 ～
22時 00分 の間の8時
間

24081-
00621921

株式会社 河上

三重県熊野市井戸町１０２０－７

三重県熊野市

フロント・宿直 ＜主な業務内容＞ ・電話での予約受付、予約確認業務
・チェックイン、チェックアウト業務 ・メール確認、

伝票入力、その他業務 ・事務所、ロビー等の日常清掃、
客室清掃 ・宿泊中の客室の対応、及びその他関係業務
・宿直業務あります

162,000円～168,000円 (1)15時00分～0時00分

その他
(2)6時00分～15時00分

24081-
00623021

有限会社 熊野プロパン

三重県熊野市井戸町５０６０

三重県熊野市

プロパンガス配
送・検針・集金
業務

◆プロパンガスの販売に関する業務をおこないます。
＜主な業務内容＞ ・取引先へのプロパンガス配達や使
用済みガス容器の回収等 ・ガス器具等の点検や修理

・ガス検針・請求書配布・集金業務

155,000円～180,000円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24081-
00624721

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

薬剤師 ◆熊野病院薬局における調剤業務をおこないます。 ＜
主な業務内容＞ ・医師の処方箋に基づいて、入院患者
様への調剤業務 （外来は院外処方） ・入院患
者様への服薬指導・ＤＩ業務 ・医薬品管理業務

320,000円～420,000円 (1)8時30分～17時00分

その他

な し

毎 週

な し

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00625821

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

相談支援専門員 ◆相談支援事業所「オランジュ」において、相談員として
業務をおこないます。 ＜主な業務内容＞ ＊障

がい児・者、及びその家族等からの生活相談を受け
行政関係者や医療・保健・福祉に関わる専門職者との
共同による支援計画等の作成 ＊障がい者の社会復帰

や日常生活の相談 ＊日常生活支援業務

176,800円～217,200円 (1)8時30分～17時00分

日その他

24081-
00627521

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

生活支援員 ＊熊野病院に隣接されている、当法人の障がい者グループ
ホーム「熊野の里」における、生活支援業務をおこない
ます。 ・入所利用者様の日常生活の補助業務

・その他、生活支援や相談に関する業務など

159,200円～197,200円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)12時30分～21時00分

(3)5時00分～13時30分

24081-
00630121

社会福祉法人 ひまわり会

三重県熊野市井戸町３４９

三重県熊野市

保育士 ※井戸保育園またはひまわり保育園における保育業務。
子どもの身の回りの世話を行ないながら基本的な生活習慣
を身につけるように援助し、遊びを通して心身の発達を

促 していきます。 また、行事等の計画を立案したり
、保育日誌の記帳等を行 います。

176,000円～176,000円 (1)7時30分～19時00分

日祝日その他
(2)7時30分～18時00分

24081-
00634221

株式会社 うぶた堂

三重県熊野市有馬町５８２１－４０

三重県熊野市

お菓子製造（見
習可）

中の茶屋店工場において、お菓子の製造作業に従事します。
・各種 和・洋菓子のそれぞれの材料の決められた分量

を量 り、混ぜ合わせてこねたりなどの仕込み作業 ・
製造機械に調合した材料を投入する作業 ・完成したお菓
子の小包装作業

172,800円～172,800円 (1)7時00分～16時00分

水日

24081-
00636421

株式会社 オートサロン熊野ホンダ
（ホンダカーズ熊野）

三重県熊野市有馬町５１３１番地

三重県熊野市

営業職 新車・中古車の販売を主に、修理・点車検・保険などお客様
とのコンタクトを役を担います。

165,000円～180,000円 (1)8時45分～17時45分

水

毎 週

毎 週

な し

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00637321

株式会社 オートサロン熊野ホンダ
（ホンダカーズ熊野）

三重県熊野市有馬町５１３１番地

三重県熊野市

自動車整備士 自動車の修理・点車検・用品取付けなどの役割を担います。 165,000円～180,000円 (1)8時45分～17時45分

水その他

24081-
00638621

株式会社 山口建設

三重県南牟婁郡紀宝町井田１４１４－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

技術者 当社において、土木施工管理技士として次のような業務に従
事していただきます。 ＜主な業務内容＞ ・河川、
道路などの土木現場における管理、監督業務 ・設計・
施工に関する計画の作成業務 ・各現場において土木の
施工管理および各現場での安全管理、 段取り、指示
、作業等 公共工事を主として業務を行います。 現場

230,000円～300,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他
(2)7時30分～16時30分

24081-
00639921

株式会社 山口建設

三重県南牟婁郡紀宝町井田１４１４－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

技術者 当社において、土木施工管理技士として次のような業務に従
事していただきます。 ＜主な業務内容＞ ・河川、
道路などの土木現場における管理、監督業務 ・設計・
施工に関する計画の作成業務 ・各現場において土木の
施工管理および各現場での安全管理、 段取り、指示
、作業等 公共工事を主として業務を行います。 現場

270,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他
(2)7時30分～16時30分

24081-
00642221

株式会社 北越ペーパーテック紀州

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１８２

三重県南牟婁郡紀宝町

機械オペレー
ター

●当社は北越コーポレーション（株）のグループ会社として
紀州工場内に所在し、地元に根付いた企業として発展し

て いきます。 ＊紀州工場の関連作業一式、洋紙の断
裁・加工・包装・ 検査・仕上業務 ＊湾岸荷役業務
（各種原材料、薬品等の荷揚げ作業） ＊構内運搬・搬送
業務（パルプ・薬品等） ＊バイオマスボイラー燃料の仕

150,000円～171,000円 (1)7時00分～15時00分

その他
(2)15時00分～22時00分

(3)22時00分～7時00分

24081-
00643521

有限会社 恵洋水産

三重県熊野市木本町 ３３０－５９

三重県熊野市

定置網漁業従事
者

※魚が来遊しそうな場所に網を常設し、魚群を網内部に滞留
させる「定置網漁」作業全般を行います。 （１）早

朝、出港して漁場に着くまでに船上で準備を終え 到
着と同時に網起こし、巻き上げ、仕分け等の作業 に
取り掛かります。 （２）特に、仕分け作業は丁寧に、素早
く行う必要があり セリの時間までに鮮度を保ちなが

189,280円～189,280円 (1)4時00分～13時00分

土その他
(2)6時00分～15時00分

その他

な し

な し

その他

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00652421

熊野精工 株式会社

三重県熊野市有馬町１４９１－１

三重県熊野市

金型の設計 ※金属プレス金型、樹脂金型の製作にあたり、３次元 Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭシステムを駆使し、高精度、高品質の金型
を設計します。車載部品が多く、精度にかけては非常に厳
しい製品となります（重要保安部品）。経験者希望の求人
であり、１から教えるのではなく、ある程度のことは出

来 る人材を求めています。

169,300円～250,000円 (1)8時00分～16時45分

土日

24081-
00653321

熊野精工 株式会社

三重県熊野市有馬町１４９１－１

三重県熊野市

営業企画職 ※３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを駆使して製作した高品質
で高精度の金型、及び部品の売り込みが主な仕事です。
販促地域は全国にまたがり、近々関東地方にも営業拠点

が 設置されます。 尚、営業は当社の技術力を売る仕
事であり、当社の技術力 を理解した上で注文を取りに行
く仕事になり、ある程度図 面が理解できる人でないと業

169,300円～250,000円 (1)8時00分～16時45分

土日その他

24081-
00663921

紀南特別養護老人ホーム組合 宝寿園

三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖９０番地

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員（介護
未経験者可）

※紀南特別養護老人ホーム組合「宝寿園」において施設介護
業務全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、

衣服脱着介助、オムツ交換等 排泄介助、また、レクリ
エーションや外出の支援等 日常生活全般の介助業務に
従事します。

147,560円～147,560円 (1)7時30分～16時15分

その他
(2)8時00分～16時45分

(3)9時45分～18時30分

24081-
00671621

紀南介護保険広域連合

三重県熊野市井戸町３７１ 三重県熊
野庁舎５階

三重県熊野市

介護保険認定調
査員（会計年度
任用職員）

要介護認定申請されたケースについて、申請者・ケアマネー
ジャー等と連絡調整を行い、家庭や施設を訪問し要介護認定
調査を行っていただきます。また調査した内容をパソコンに
入力し、調査票を作成する業務もあります。

136,025円～136,025円 (1)8時30分～16時30分

土日祝日その他

24081-
00672921

日本郵便株式会社 熊野郵便局

三重県熊野市井戸町７６４

三重県南牟婁郡紀宝町

配達員 ◆阿田和郵便局管内の郵便集配の業務です。 【主な業務
内容】 担当するエリア内の郵便物を二輪車にて配達やエ
リア内ポ ストの郵便物の取り集め、荷物の集荷作業等（主
にバイク での業務） ＊初めは指導者がつきますので初
めての方でも応募可能です＊契約の更新は９月末と３月末と
なります。

169,344円～169,344円

その他

又は 8時 30分 ～
19時 00分 の間の8時
間

毎 週

毎 週

その他

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00678521

パナソニック ライフソリューション
ズ紀南電工株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山２９
０－１５

三重県南牟婁郡紀宝町

製造作業員（交
替）

※電子デバイス製造部における自動実装機のオペレーターの
仕事です。 ・外観検査 ・マニュアルによる始

業前点検作業 ・基板の実装機への挿入作業 ・完成品
の目視チェック作業 ・作業終了後の４Ｓ（整理・整頓・
清掃・清潔）の 完全実施 ◆未経験の方でも十分
対応できる作業です。

188,533円～204,100円 (1)8時30分～17時15分

その他
(2)16時45分～1時15分

(3)0時45分～9時15分

24081-
00679421

パナソニック ライフソリューション
ズ紀南電工株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山２９
０－１５

三重県南牟婁郡紀宝町

製造技術 ◆製造部門において、次のような業務をおこないます。
＜主な業務内容＞ ・製造設備のメンテナンス作業
・製造部門内での生産レイアウトの管理業務 ・そ

の他、製造部門における製造技術関係業務等

150,758円～166,400円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

24081-
00684821

特定非営利活動法人 ケアハウスたん
ぽぽ

三重県熊野市有馬町字山崎前４５２０
－３４５

三重県熊野市

介護職員（デイ
サービス）

※通所介護（デイサービス）における、食事介助、入浴介助
排泄介助、歩行介助、衣服着脱介助等の介護業務全般、

及 びレクリエーションの提供やご利用者宅への送迎業務
等を 行ないます。

156,800円～200,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00685221

有限会社 熊野電機

三重県熊野市有馬町５６２１番地

三重県熊野市

一般作業員 ◆タイヤ交換、オイル交換を中心に当事業所が行なうすべて
の作業を行なっていただきます。 ・タイヤ販売

、バッテリー販売、接客など ・店内の清掃や整理・整
頓 ※大型トラックなどの大きなタイヤ（重量物）を扱
うため 体力を要します。

151,536円～151,536円

その他

又は 8時 30分 ～
18時 30分 の間の7時
間

24081-
00687421

特定非営利活動法人 つどい

三重県南牟婁郡御浜町大字志原１８１
９－３３

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 おろし複合福祉施設内のデイサービス部門において、高齢者
の方の入浴介助、食事介助、排泄介助、ご利用者様の送迎な
ど、生活全般の介護業務を行います。

180,900円～193,500円 (1)8時30分～17時30分

その他

その他

毎 週

毎 週

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00690021

有限会社 みはま介護センタ－

三重県南牟婁郡御浜町下市木３７３１
－２

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ◆通所介護（デイサービス）施設にて利用者の方々への介護
業務 全般をおこないます。 ・食事、入浴、排泄等
の介助、送迎のほか、会話やレクリ エーションの
相手等の支援を行います。 ＜トライ
アル雇用併用求人＞

157,000円～165,000円 (1)8時30分～17時30分

日その他

24081-
00694521

共栄工業

三重県熊野市久生屋町４３０－２

三重県熊野市

法面保護エ（土
木エ）

※各工事現場におけるコンクリートラス張り作業を行ない
ます。 ・工事する山の斜面に安全帯を使用してロー

プにぶらさ がり、法面の草や木などを伐採してからコ
ンクリート を吹き付け、網で保護する作業です。現場
によっては、 崩落した土砂などを４ｔダンプで運搬す
る作業もあり ます。 ◆工事現場により早朝出勤

230,000円～299,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00696321

株式会社 ＡＱＵＡ ＷＡＴＥＲ Ｗ
ＯＲＫＳ

三重県南牟婁郡紀宝町井田９５６－２

三重県南牟婁郡紀宝町

配管工および浄
化槽管理士（見
習可）

＊給排水衛生設備工事、ガス配管、設備器具販売 ・工
事は地元中心になります。主に尾鷲から串本までの エ
リアで作業をします。工事内容としては、一般住宅 が
多く、設備工事から、関係用品の販売まで、幅広く 業
務をおこないます。

184,000円～184,000円 (1)8時00分～17時30分

日祝日その他

24081-
00697621

特定非営利活動法人 てとて 井内
てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

調理業務 ◆当施設利用者の方々へ提供する食事の調理業務を行います
。 ・朝食及び夕食の調理です。約１８食分を調理しま
す。 ・食材の下準備、調理、盛り付けのほか、食器や調
理器具の 後片付け、厨房内の清掃なども行います。

156,500円～156,500円 (1)6時30分～15時30分

その他
(2)9時30分～18時30分

24081-
00702721

社会福祉法人 愛友会 紀宝の丘

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３８９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

介護支援専門員 ◆居宅介護支援事業所におけるケアマネージャー業務管理を
おこないま す。 ＜主な業務内容＞ ・ケアプ
ラン作成等のケアマネジメント業務 ・国保連請求事務

・その他、関係業務

175,000円～214,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

その他

その他

その他

毎 週

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00703821

山瀬造園

三重県南牟婁郡紀宝町神内４６１－１

三重県南牟婁郡紀宝町

造園等作業員 ※熊野市～新宮市までのエリア内において、主に一般住宅の
庭園の造園工事、及び剪定作業等を行います。 ・

造園デザイン、設計管理（パソコン使用） ・造園、及び
土木施行（石積み工事等）業務全般 ・樹木、資材（重量
物あり）の運搬、及び植付、芝張り ・植木の剪定、除草
等清掃 ・その他、造園に付随する作業及び事務 ◆

245,000円～245,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

30020-
00940821

株式会社 コトブキ

和歌山県新宮市新宮４６４３－６２

三重県熊野市

一般事務員・
キャンプ場受付

＊一般事務員・キャンプ場受付としての業務を行って頂きま
す。 利用者へ規約やキャンプ場の説明をしリーフ等を
お渡しする。 オートキャンプですので案内は受付窓口で
対応 各伝票類の作成や帳票の整理整頓 パソコンを
使っての文章等の作成 官公庁や取引先への書類持参など
の業務 事務所内の清掃

140,000円～140,000円 (1)9時00分～17時00分

その他

30020-
00953621

株式会社 グリーンウインド

和歌山県新宮市浮島１番３５号

三重県南牟婁郡紀宝町

製造（紀南電工
株式会社）

＊電気機器の製造工場内での作業 ＊電気機器の製造工場
内での検査作業

163,200円～163,200円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

30020-
00969321

有限会社 あさひ

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字朝日
１丁目１６５番地

三重県南牟婁郡紀宝町

看護師・准看護
師【ケアビレッ
ジ 和（なご
み）】

＊【ケアビレッジ和】においてバイタルチェック、服薬管理
、 体調確認、身体援助等 ＊看護記録作成 ＊夜間
緊急時電話応対 ＊未経験者、長期ブランクのある方など
不安なところがあっても、 実習を行ない不安解消に努め
ますので、安心してご応募下さい。 《
急 募 》

158,000円～230,000円 (1)8時30分～17時30分

その他
(2)9時00分～18時00分

24081-
00580421

紀南特別養護老人ホーム組合 宝寿園

三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖９０番地

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 ※紀南特別養護老人ホーム組合「宝寿園」において施設介護
業務全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、

衣服脱着介助、オムツ交換、 排泄介助、及びレクリエ
ーションや外出の支援等、 日常生活全般の介助業務に
従事します。

177,000円～194,500円 (1)6時55分～15時45分

その他
(2)10時45分～19時30分

(3)13時15分～22時00分

な し

毎 週

毎 週

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00581321

紀南特別養護老人ホーム組合 宝寿園

三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖９０番地

三重県南牟婁郡紀宝町

社会福祉士兼介
護支援専門員

・生活支援に関する業務と施設サービス計画、立案他 177,000円～194,500円 (1)8時30分～17時15分

その他

30020-
00834021

株式会社 桐本商店 （丹鶴介護サー
ビスセンター）

和歌山県新宮市仲之町３丁目１－５

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員（みふ
ねの杜）

＊「みふねの杜」において介護業務を行います。 入浴
や食事の介助、排泄介助、レクリエーション等を行います。

施設利用者は約３０名 夜勤については２名体制で
月２～３回の業務 初は３名体制で指導いたします。

155,144円～169,420円 (1)8時00分～17時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)18時00分～9時00分

24081-
00567921

有限会社 大崎商店

三重県熊野市井戸町赤坂７１５－２

三重県熊野市

配達・営業 ◆事務用品・日曜雑貨・ギフト用品等の荷造り、出荷、配達
業務を行います。 ・入社後、約１年間位は、倉庫

で各商品の荷造り・荷出し 作業を行い商品知識を得て
頂き、その後熊野市～那智勝 浦方面への販売促進業務
を行います。 また、ネット通販に係わる業務も行いま
す。

160,000円～200,000円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24081-
00565321

有限会社 前田商店

三重県熊野市有馬町５００４－６

三重県熊野市

事務員（熊野支
店）

◆熊野支店での事務のお仕事です。業務内容は次のとおりで
す。 ・来客応対、電話応対、郵便物発送及び収受業務

・売掛金、買掛金、現金出納簿等、帳票理に関する書類
の作成 および発行業務 ・金融機関での入出金業務

・事務所内清掃、整理、整頓業務

153,300円～153,300円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00566621

社会福祉法人 愛友会 紀宝の丘

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３８９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員（夜勤
業務あり）

◆当事業所において、介護業務に従事していただきます。
入所者の生活を尊重した介護を、他の職種のスタッフと
連携しておこないます。 また、介護計画に沿った食

事、入浴、排泄、着衣等の支援 をおこないます。

159,500円～197,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

その他

その他

その他

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00561821

有限会社 調剤薬局 花みかん

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和６０
６６－２

三重県南牟婁郡御浜町

デイサービス生
活相談員兼介護
職員（産休・育
休代替職員）

◆リハビリデイサービス事業所において、生活相談員兼介護
職員 業務に従事していいただきます。 ＜主な業務
内容＞ ・利用者の方のリハビリ時の介助 ・新規の利
用希望者への対応、書類作成・担当者会議への出席 ・利
用者の送迎（軽自動車使用） ・その他、事業所の運
営にかかる業務

187,500円～187,500円 (1)8時30分～17時30分

土日祝日

13040-
31229721

株式会社 すき家

東京都港区港南二丁目１８番１号 Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

三重県熊野市

接客・調理／４
２号熊野店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、 （１）接
客（２）調理（３）清掃（４）金銭管理（５）棚卸 （６）
店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面接 などを行って
頂くお仕事です。

190,000円～210,000円

その他

又は 22時 00分 ～
9時 00分 の間の8時間

24081-
00555521

一般財団法人 熊野市ふるさと振興公
社 入鹿温泉 ホテル瀞流荘

三重県熊野市紀和町小川口１５８

三重県熊野市

事務及びフロン
ト

「入鹿温泉ホテル瀞流荘」において、事務及びフロントを中
心とし た業務全般に従事していただきます。 ・売上、
経費処理、銀行への入金・支出処理などの事務作業。 ・電
話、インターネットなどによる宿泊などの予約受付 ・施設
利用者の接客（チェックイン・チェックアウト、館内及び周
辺観光の簡単なインフォメーション対応） ・社用車を処

155,865円～155,865円

その他

又は 8時 00分 ～
22時 00分 の間の8時
間

24081-
00556421

株式会社 須川洋行

三重県南牟婁郡御浜町阿田和２２７３

三重県南牟婁郡御浜町

木材加工等作業
員

◆当社において、次のような業務に従事していただきます。
＊フォークリフト等を使用し原木・製品の仕分け作業

＊木材の加工作業 ＊機械周りの清掃及び工場内の整
理・整頓

154,225円～154,225円 (1)8時00分～17時00分

土日祝日その他
(2)9時00分～18時00分

24081-
00551021

有限会社 みはま介護センター みは
まショートステイセンター

三重県南牟婁郡御浜町下市木 ３７２
８－２

三重県南牟婁郡御浜町

看護職員 ※ショートステイ（短期入所生活介護）施設にて利用者の方
々の 健康管理や健康相談、病状観察、血圧測定及び、く
すりの服用・ 管理などの看護業務を行ないます。 そ
れに付随した報告書などの作成も行ないます。

230,000円～240,000円 (1)8時00分～17時00分

その他
(2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

毎 週

毎 週

その他

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24030-
03627921

三重いすゞ自動車株式会社

三重県津市垂水字中境５０５番地

三重県熊野市

整備職 ＊自動車の整備、点検車検、部品交換 ＊車両の回送、引取
、洗車 ＊パソコン入力

163,160円～193,380円 (1)9時00分～17時20分

日祝日その他

24081-
00549321

株式会社 熊野の樹

三重県熊野市木本町７１０番地７

三重県熊野市

訪問介護員 ・介護認定を受けている利用者宅へ訪問を行い調理、掃除等
の生活支援、入浴、排泄等の身体援助を行って頂きます。ま
た、必要に応じ、病院受診の付き添いを行って頂く事もあり
ます。

224,000円～231,000円

その他

又は 8時 00分 ～
18時 00分 の間の8時
間

24080-
00603121

株式会社 かわばた

三重県北牟婁郡紀北町相賀２５４－３

三重県熊野市

ルート配送・営
業（熊野営業
所）

※商品の配送業務 熊野市、御浜町、紀宝町、新宮市、奈
良県北山村 ※得意先管理、商品の管理、集金等 ※日用
品雑貨・包装資材・業務資材・文具等の営業 （商店・事
業所・施設・官公庁・飲食店等）

◆営業・配送には軽ト
ラック等の社用車（ＭＴ車）を 使用していただきます。

179,650円～240,300円 (1)8時00分～17時00分

土日その他

24081-
00544721

有限会社 紀伊自動車学校

三重県南牟婁郡御浜町大字下市木９４
２

三重県南牟婁郡御浜町

自動車教習所指
導員

※法律に定められたカリキュラムに沿って自動車の安全運転
に必要な技能と知識を教える業務を行ないます。

・教習所内でハンドル操作やブレーキ操作、車を走らせる
位置や止まる位置、進路変更、駐車の方法など、運転操
作について指導します。 ・仮免許試験に合格した

教習生には一般道路に出て路上教 習を行ないます。

165,000円～185,000円 (1)9時00分～18時00分

その他
(2)10時00分～18時00分

(3)9時00分～17時00分

28010-
06944921

株式会社 協立ジャパン 神戸営業所

兵庫県神戸市中央区相生町４丁目３ー
１ 神戸ストークビ

三重県南牟婁郡御浜町

調理師（三重県
南牟婁郡御浜町
阿田和）

病院内厨房での調理全般のお仕事です。 ・調理、下処理、
盛り付け、洗浄などの お仕事をしていただきます。

250,000円～270,000円

その他

又は 6時 00分 ～
20時 00分 の間の8時
間

その他

毎 週

毎 週

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

28010-
06978121

株式会社 協立ジャパン 神戸営業所

兵庫県神戸市中央区相生町４丁目３ー
１ 神戸ストークビ

三重県南牟婁郡御浜町

栄養士（三重県
南牟婁郡御浜町
阿田和）

病院内厨房での栄養士業務全般のお仕事です。 ・献立・工
程表の作成や衛生管理、 調理補助のお仕事をしていただ
きます。

240,000円～260,000円

その他

又は 6時 00分 ～
20時 00分 の間の8時
間

24081-
00536021

有限会社 紀伊自動車学校

三重県南牟婁郡御浜町大字下市木９４
２

三重県南牟婁郡御浜町

事務員 ※自動車学校における、事務業務全般をおこないます。
・教習生や講習生等の予約の受付 ・電話応対、来客応

対 ・公安委員会などへの提出書類の作成 ・パソコン
（ワード・エクセル）を使用して教習時間など の作成

・ホームページ作成 ・その他、事務に付随する業務

160,000円～180,000円 (1)9時00分～17時00分

その他
(2)10時00分～18時00分

24080-
00544521

株式会社 紀北警備

三重県北牟婁郡紀北町便ノ山３５８－
１

三重県北牟婁郡紀北町

列車見張り業務 ＪＲ東海在来線工事の保安業務全般をおこなっていただきま
す。 （列車見張り） ＊当社において、ＪＲ東海列車
見張り員の資格を取得して いただきます。（決まった
月にＪＲ東海列車見張り員の 試験があります）

★★ 急募 ★★

166,400円～166,400円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24080-
00545421

株式会社 紀北警備

三重県北牟婁郡紀北町便ノ山３５８－
１

三重県熊野市

列車見張り業務 ＪＲ東海在来線工事の保安業務全般をおこなっていただきま
す。 （列車見張り） ＊当社において、ＪＲ東海列車
見張り員の資格を取得して いただきます。（決まった
月にＪＲ東海列車見張り員の 試験があります）

★★ 急募 ★★

166,400円～166,400円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24080-
00549121

株式会社 紀北警備

三重県北牟婁郡紀北町便ノ山３５８－
１

三重県熊野市

交通誘導警備 ＊道路工事・建設工事現場等における交通誘導警備 ＊イベ
ント会場における雑踏警備 ＊その他各種警備及び関連する
業務全般 ◆現場は熊野市・御浜町・紀宝町となります
。 ◆各現場へ各自で集合していただきます。

★★ 急募 ★★

155,144円～182,750円 (1)8時00分～17時00分

日その他

その他

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00412921

パナソニック ライフソリューション
ズ紀南電工株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山２９
０－１５

三重県南牟婁郡紀宝町

生産管理 ◆工場内での生産管理部（生産管理課、調査課）の業務を
行ないます。 ・受注管理、販売業務（伝票整理、部

品の発注業務） ・納期管理（部品倉庫での在庫管理業
務） ・製品の変更対応 ※いずれも、当社システ
ムを使用した業務です。

150,033円～165,600円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

24081-
00413121

パナソニック ライフソリューション
ズ紀南電工株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山２９
０－１５

三重県南牟婁郡紀宝町

総務事務 ◆管理部総務課における一般事務業務を担当していただきま
す。 ＜主な業務内容＞ ●庶務全般 ・給
与計算、社会保険等事務処理 ・備品管理、資料作成
、資料配付 ・来客応対、電話応対 ・その他
、庶務に付随する業務

150,033円～165,600円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

24081-
00414021

パナソニック ライフソリューション
ズ紀南電工株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山２９
０－１５

三重県南牟婁郡紀宝町

機器製造加工 ◆コンポ製造部および機器製造部において、住宅用火災警報
器、 感知器、インターホン等の組み立て作業を行ないま
す。 作業内容は次のとおりです。 ・電気検査機に
よるチェック作業（経験不問） （１ｍｍ角等の細か
い部品のチェック作業） ・部品の組み立て作業（経験
不問） ・部品の半田付け（経験者） ※チェック作

150,033円～165,600円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

24081-
00421121

ユウテック株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井田 ２４０４
－１３

三重県南牟婁郡紀宝町

法面工 ＜法面工＞ 工事する山の斜面で安全帯を使用して作業
をおこないま す。法面の草や木などを伐採してから、
コンクリートを 吹き付け、網で保護するなどの高所で
の作業です。

202,000円～254,000円 (1)8時00分～17時30分

日その他
(2)8時00分～12時00分

24081-
00424821

一般財団法人熊野市ふるさと振興公社

三重県熊野市紀和町板屋７８

三重県熊野市

企画営業 企画営業事業部において公社特産品の営業、販売、商品企画
、営業事務、イベント出展等を行って頂きます。繁忙期は、
他部署への応援も有ります。 ＜主となる作業＞ 公社商
品、地鶏、新姫、味噌、梅干し等の営業、販売出荷作業、
電話による受注作業、近隣への配達、集金、伝票発行等の営
業・ 販売、その他営業に係る付帯作業、イベント出展等に

162,400円～162,400円 (1)8時30分～17時30分

土日祝日その他

毎 週

毎 週

毎 週

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00425221

下平組

三重県熊野市育生町長井 ６１５

三重県熊野市

法面工 ◆各工事現場において、コンクリートラス張り作業をおこな
いま す。 ・工事する山の斜面に安全帯を使用して
ロープにぶら下がり、 法面の草や木などを伐採してか
ら、コンクリートを吹き付け、 網で保護する作業です
。現場によっては土砂などをトラックで 運搬する作業
もあります。 ＊工事現場により、早朝出勤や、その日

242,000円～387,200円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00426521

株式会社 Ｔｒｕｎｋ

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和５１
４９番地１

三重県南牟婁郡御浜町

建築板金 ◆住宅や工場の、新築・リフォームの際の金属屋根・外壁・
雨といの施工のお仕事です。 ＊基本的には屋外作業とな
りますが、工場において金属屋根、板金（屋根の部品）の加
工業務も行います。 ◆未経験者の方も歓迎します。
＊未経験の方には、スタッフが丁寧に指導します。

225,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00427421

株式会社 ＵＲＫカンパニー

三重県熊野市有馬町 １５５６－７

三重県熊野市

雑務作業員 ◆建物内の簡単な補修や修繕作業をおこないます。 ・
簡単な大工仕事（日曜大工） クロスの剥がれを直し
たり、備品や扉などの簡単な 修繕などをおこないま
す。 ＊専門的な知識や経験が無くても大丈夫です。

日曜大工等がお好きな方、歓迎します。

157,000円～350,000円 (1)8時00分～17時00分

土日

24081-
00429621

株式会社 エムアンドエムサービス
里創人 熊野倶楽部

三重県熊野市久生屋町１４３０

三重県熊野市

接客（ホール
サービス）

◆「里創人熊野倶楽部」のレストラン「穀雨」でのホール
サービスを担当します。 ・来店されたお客様を

席まで案内し、食事を提供してい ただきます。また
、レストラン内の清掃やその他レス トラン業務をお
こなっていただきます。

180,000円～250,000円

その他

又は 6時 00分 ～
23時 00分 の間の8時
間

24081-
00435421

医療法人 茜会 介護センター み
やき

三重県熊野市久生屋町 ５４１

三重県熊野市

介護業務（グ
ループホーム）

※グループホームにおける認知症高齢者の介護全般を行いま
す。 ・利用者の食事介助・入浴介助・排泄介助・調理
等、及び 室内整理整頓、洗濯業務、レクリエーション
活動、業務の 記録を行います。 （入居者９名の
方のお世話をする業務となります）

160,000円～180,000円 (1)8時30分～17時30分

その他
(2)7時00分～16時00分

(3)10時30分～19時30分

その他

その他

毎 週

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00437621

医療法人 茜会 介護センター み
やき

三重県熊野市久生屋町 ５４１

三重県熊野市

サービス提供責
任者（訪問介
護）

訪問介護みやきのサービス提供責任者 200,000円～220,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00438921

株式会社 ワダマツ

三重県南牟婁郡御浜町大字志原９３９
－１９

三重県南牟婁郡御浜町

一般事務 ◆当社において、一般事務の業務全般をおこないます。
＜主な業務内容＞ ・伝票処理業務、請求書作成等の

請求処理業務 ・書類等の整理 ・電話応対、来客
応対 ・その他、関係する業務

156,347円～156,347円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00441221

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

相談支援専門員 ◆相談支援事業所「オランジュ」において、相談員として
業務をおこないます。 ＜主な業務内容＞ ＊障

がい児・者、及びその家族等からの生活相談を受け
行政関係者や医療・保健・福祉に関わる専門職者との
共同による支援計画等の作成 ＊障がい者の社会復帰

や日常生活の相談 ＊日常生活支援業務

154,800円～171,000円 (1)8時30分～17時00分

日その他

24081-
00442521

株式会社 宇城組

三重県熊野市五郷町寺谷７４６－４

三重県熊野市

技術職（土木技
術者見習）

土木現場における監理見習い ・土木工事における基礎知識
を習得後、各現場において、現場監督 の下で実際の作業に
携わりながら徐々に土木技術を習得します。 ・作業に必要
な資格「１級土木施工管理技士」を目指していただき ます
。 ◆◆◆◆◆ ユースエール認定企業 ◆◆◆◆◆

180,000円～280,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00444321

株式会社 紀州整備工場

三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４ー
６

三重県南牟婁郡紀宝町

自動車整備工又
は自動車検査員
（見習い可）

※自動車整備、及び修理・検査業務全般。
自動車が快適に、安全に運

転できるように、エンジン・操 縦・制動・緩衝・動力伝
達等の各装置や、燃料、電気まわ りの各部分を点検し、
故障個所などを見つけて、分解の上 損耗、破損部分を交
換整備して、自動車の性能や機能をも とに回復させる仕

160,000円～280,000円 (1)8時30分～17時30分

木祝日その他

毎 週

毎 週

毎 週

その他

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00447121

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

介護支援専門員
（主任介護支援
専門員）

◆居宅介護支援事業所におけるケアマネージャー業務全般
・居宅サービス計画の作成 ・サービス事業者、行政等

との連絡調整 ・請求事務 ・施設運営関連業務

176,800円～193,000円 (1)8時30分～17時00分

その他

24081-
00450521

株式会社 光輝会

三重県熊野市二木島町５８２－１６

三重県熊野市

介護職員 住宅型有料老人ホームでの介護業務全般をご担当いただきま
す。 主な仕事は、食事、入浴、排泄の介助、身体介助等ご
利用者様が快適に過ごしていただけるよう生活のサポートを
お願いします。

193,000円～248,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)16時00分～9時00分

24081-
00454921

株式会社 三角田工業

三重県熊野市井戸町４４６－１６

三重県熊野市

事務員 ＜主な業務内容＞ ・電話応対 ・接客業務 ・パ
ソコン（ワード・エクセル他）を使った一般事務 ・集金
・納品や書類など配達業務

161,200円～178,500円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00455121

株式会社 三角田工業

三重県熊野市井戸町４４６－１６

三重県熊野市

配管工（見習い
可）

＜主な業務内容＞ 住宅リフォーム・給排水衛生設備・
空調設備・業務用機器設置設備工事等の幅広い管工事業務を
行って頂きます。

164,500円～207,500円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00457721

株式会社 山口建設

三重県南牟婁郡紀宝町井田１４１４－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

事務職 当社において、事務の業務に従事していただきます。 ＜
主な業務内容＞ ・パソコンを使用しての文書、書類作
成 ・公共工事における入札に関する業務（工事関係書
類等の作 成・補助業務） ・経理事務に関する
業務 ・書類の整理、整頓 ・来客応対および電話
応対 ・その他、付随する業務

150,000円～250,000円 (1)8時30分～17時00分

日祝日その他

その他

毎 週

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00458821

株式会社 山口建設

三重県南牟婁郡紀宝町井田１４１４－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

土木作業員 ◆当社において、土木作業員として河川、道路などの土木
工事現場での作業全般の業務をおこないます。 ・

コンクリート打設、構造物の搬入や設置等 ・土工、型
枠等 ●公共工事を主として業務を行います。 ●現
場は熊野市～南牟婁郡および、新宮市～東牟婁郡 です
。

230,000円～345,000円 (1)7時30分～16時30分

日その他

24081-
00459221

株式会社 遊木大敷

三重県熊野市遊木町９８－３

三重県熊野市

定置網作業員 ◆魚が通りそうな海面に網を仕掛けておく「定置網漁」の
作業全般をおこないます。 早朝、出向して漁場に

つくまでに船上で準備をして、 到着と同時に作業に取り
かかります。網おろし、網の 巻き上げ、漁獲物の仕分け
等の作業をおこないます。

250,000円～300,000円 (1)4時30分～12時30分

土その他

24081-
00460621

株式会社 遊木大敷

三重県熊野市遊木町９８－３

三重県熊野市

定置網作業員 ◆魚が通りそうな海面に網を仕掛けておく「定置網漁」の
作業全般をおこないます。 早朝、出向して漁場に

つくまでに船上で準備をして、 到着と同時に作業に取り
かかります。網おろし、網の 巻き上げ、漁獲物の仕分け
等の作業をおこないます。

200,000円～250,000円 (1)4時30分～12時30分

土その他

24081-
00461921

株式会社 渕上組

三重県熊野市金山町６２０－２６

三重県熊野市

建築鳶職（見習
可）

＊公共施設、一般住宅の建築現場等において足場組立、及び
建築土木作業を行います。高所での作業を伴いますので

細 心の注意を払う必要があります。 ＊現場は熊野市
～那智勝浦町の範囲内で、現場によっては朝 早くから動
き出しますが、帰宅はその日の仕事内容によっ て早く帰
れる場合もあります。 ＊トライアル雇用併用求人

196,800円～319,800円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00466221

紀南特別養護老人ホーム組合 亀楽苑

三重県南牟婁郡紀宝町井田 １６０９
番地２

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員（介護
未経験者可）

紀南特別養護老人ホーム組合「亀楽苑」において施設介護
業務全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、衣服脱
着介助、オムツ交換、 排泄介助、及びレクリエーション
や外出の支援等 日常生活全般の介助業務に従事します。

137,020円～137,020円 (1)6時55分～15時45分

その他
(2)10時45分～19時30分

(3)8時00分～16時45分

な し

その他

その他

な し

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00467521

紀南病院組合

三重県南牟婁郡御浜町阿田和 ４７５
０番地

三重県南牟婁郡御浜町

看護師（正・
准）

病棟：入院患者様の健康状態の把握、管理、患者指導、点滴
や与薬などの治療に伴う処置、検査や手術の送り出
し、食事の配膳、介助、ナースコール対応等の業務

で す。【２交代制勤務です】 外来：医師診療の
補助、患者指導、診察前準備、診察終了後 の片付け
、当直業務があります。 【２交代制勤務です】

166,000円～281,700円 (1)8時30分～17時15分

その他
(2)16時30分～9時15分

24081-
00469321

吉野熊野新聞社 有限会社

三重県熊野市木本町６３５

三重県熊野市

印刷オペレー
ター

印刷オペレーター業務全般を担当していただきます。 ＜
主な業務内容＞ ・新聞の印刷機器の操作及びメンテナン
ス（印刷機器の整備・ 点検・清掃等） ・その他、
検品、梱包、工場清掃、配達の応援等

＜トライアル雇用併用求人＞

157,000円～200,000円 (1)8時30分～16時00分

日祝日その他

24081-
00470121

熊本商会 有限会社

三重県南牟婁郡御浜町大字上市木２９
４９－５５

三重県南牟婁郡御浜町

大型トラック運
転手

◆大型トラックでの運送業務のお仕事です。 ・北越コ
ーポレーション（株）紀州工場の製品の運送業務をおこ
なっていただきます。 ・配送先は、関東方面、関西

方面及び中京方面の取引先となりま す。

300,000円～480,000円 (1)9時00分～18時00分

その他

24081-
00473821

向井自整有限会社

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１３７９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

板金塗装工（経
験者）

※何らかのアクシデントにより、外装に傷を負った自動車の
板金塗装業務全般。 車体を分解し修理可能かの判

断をし、可能の場合は特殊技 術を駆使して凸凹を修復し
ていきます。次に、下塗りから 始め、元の車体の色に忠
実に、むらなく塗装する作業を行 います。

156,000円～250,000円 (1)9時00分～18時00分

日祝日その他

24081-
00474221

向井自整有限会社

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１３７９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

自動車整備士
（未経験者可）

※自動車整備業務全般。 自動車が安全に、快適に運行
できるように、エンジン・操 縦・制動・緩衝・動力伝達
等の各装置や、燃料、電気まわ りの各部分を点検し、故
障個所などを見つけて、分解の上 損耗、破損部分を交換
整備して、自動車の性能や機能を もとに回復させる仕事
です。 （未経験者可）

156,000円～250,000円 (1)9時00分～18時00分

日祝日その他

その他

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00479921

社会福祉法人 エイジハウス

三重県南牟婁郡御浜町大字神木２３番
地

三重県南牟婁郡御浜町

看護職員 特別養護老人ホーム「エイジハウス」での高齢者の看護業務
全般を行います。それに伴う報告書や書類の作成などの業務
をおこないます。 ・利用者の病状観察及び健康状態の把握
・利用者の服薬確認及び薬の管理 ・利用者の通院の付添

いなど

218,127円～249,192円 (1)8時00分～17時00分

その他

又は 9時 00分 ～
18時 00分

24081-
00480721

社会福祉法人 エイジハウス

三重県南牟婁郡御浜町大字神木２３番
地

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ※高齢者の介護業務全般を行ないます。 ・食事介助、
入浴介助、排泄介助、オムツ交換、衣服の 着脱介助、
又、レクリエーションや外出の支援など 日常生活全般
の介護業務に従事します。

186,000円～186,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

24081-
00484421

社会福祉法人 愛友会 紀宝の丘

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３８９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員（夜勤
業務なし）

◆当事業所において、介護業務に従事していただきます。
入所者の生活を尊重した介護を、他の職種のスタッフと
連携しておこないます。 また、介護計画に沿った食

事、入浴、排泄、着衣等の支援 をおこないます。

157,000円～178,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

24081-
00489021

上古代折箱店

三重県熊野市木本町４７９－１１

三重県熊野市

木箱製造及び配
達（見習い）

◆吉野杉・吉野桧・桐・樅・ファルカタ材を使用した木箱・
桐箱・ 折箱の製造をおこないます。 ・木材の製材
作業（機械作業や手作業） ・組み立て →釘を一切
使用せず、トメ作り組子作りで仕上げます。 ・受注先へ
の荷物の配達（熊野市内） ＊熟練職人が指導いたしま
す。 ＜トライアル雇用併用求人＞

180,000円～180,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00493321

特定非営利活動法人 つどい

三重県南牟婁郡御浜町大字志原１８１
９－３３

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 短期入所生活介護において、高齢者の方々への入浴、食事の
提供 排泄等、日常生活全般の介護業務及びレクリエーショ
ン等や 歩行運動、上下肢運動等必要に応じた機能訓練を行
います。

190,900円～203,500円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)8時30分～17時30分

(3)9時20分～18時30分

毎 週

その他

毎 週

な し

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00495921

畑中歯科医院

三重県熊野市有馬町 ５８２１－１２
３

三重県熊野市

歯科助手 ＊歯科医師のアシスタント、器具の洗浄滅菌をする。 ＊
受付業務、簡単なパソコン入力、カルテ作成、お会計を
患者様より頂く。 ＊朝の掃除（ユニットの周りの水拭き
、クリーナー、トイ レ、洗面所の掃除など）

129,888円～129,888円 (1)8時30分～19時00分

木日祝日その他
(2)8時30分～12時30分

24081-
00496121

湊農園

三重県熊野市有馬町４７０８－３

三重県南牟婁郡御浜町

みかん栽培作業
員

みかん栽培の作業全般を行っていただきます。 〈主な
業務内容〉 ・みかんの木の剪定、消毒作業 ・施
肥作業 ・マルチを敷く、たたむ作業 ・みかんの
摘果、収穫作業 ・みかんの選別および出荷作業
・その他、関係する業務

147,206円～155,040円 (1)8時00分～17時00分

土日

24081-
00499821

有限会社 であい

三重県南牟婁郡御浜町大字志原９２２
－１２１

三重県熊野市

看護師（正・
准）

◆小規模デイサービス施設「デイサービス わらき」におい
て看護業務、介護業務をおこないます。 ・利用者

様のお出迎えから始まり、食事介助、入浴介助、 排泄
介助等の身体介助を行うと共に、脳の活性化を図る 為
、いろいろなレクリエーションの相手をしたりして、
在宅での基本的生活が送れるよう援助します。 ・利用者

160,000円～200,000円 (1)8時30分～17時30分

日その他

24081-
00500921

有限会社 であい

三重県南牟婁郡御浜町大字志原９２２
－１２１

三重県熊野市

介護職員 ◆小規模デイサービス施設「デイサービス わらき」におい
て介護業務全般をおこないます。 ・利用者様のお

出迎えから始まり、食事介助、入浴介助、 排泄介助等
の身体介助を行うと共に、脳の活性化を図る 為、いろ
いろなレクリエーションの相手をしたりして、 在宅で
の基本的生活が送れるよう援助します。 ・１日平均の

157,000円～170,000円 (1)8時30分～17時30分

日その他

24081-
00503721

パナソニック ライフソリューション
ズ紀南電工株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山２９
０－１５

三重県南牟婁郡紀宝町

総務事務 ◆管理部総務課における一般事務業務を担当していただき
ます。 ＜主な業務内容＞ ●庶務全般 ・

給与計算、社会保険等事務処理 ・備品管理、資料作
成、資料配付 ・来客応対、電話応対 ・その
他、庶務に付随する業務

160,000円～190,000円 (1)8時30分～17時15分

土日その他

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00504821

有限会社 フリースタイル

三重県熊野市井戸町４９６８

三重県熊野市

電気通信工事・
電気工事業務

◆ケーブルテレビ工事全般・外構工事・宅内工事 ・昇柱
、高所作業車による柱上での通信ケーブル敷設、接続切替
・ケーブル切替については条件により夜間作業の場合あり
・災害時による設備復旧作業 ◆各種電気工事 ・一

般住宅の電気工事 ・各住宅等のエアコン取付 ◆その他
関連業務

182,000円～235,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00506521

有限会社 みはま介護センター みは
まショートステイセンター

三重県南牟婁郡御浜町下市木 ３７２
８－２

三重県南牟婁郡御浜町

生活相談員
「介護」

※ショートステイ（短期入所生活介護）における利用者、及
び家族の方々への相談・援助などを行います。 ・

利用者一人ひとりが、ショートスティを安心して利用で
きるよう、利用者を取り巻く環境を調整する、利用者や
家族からの相談の対応や個々の利用者の介護計画書の作
成やその評価などを行います。 〈

200,000円～220,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00507421

有限会社 みはま介護センター みは
まショートステイセンター

三重県南牟婁郡御浜町下市木 ３７２
８－２

三重県南牟婁郡御浜町

調理職員 ＊ショートスティ（短期入所生活介護）施設における利用者
の方々 への調理、及び片付け作業を行います。 ・
食事の準備については昼間は７０食プラス職員分、朝と
夕方は４０食程度で栄養士が作成した献立を基に調理作
業を行います。

157,000円～157,000円 (1)9時15分～18時15分

その他
(2)6時00分～15時00分

24081-
00510021

有限会社 熊野自工

三重県熊野市飛鳥町小阪９８９－２

三重県熊野市

塗装工 ◆小型自動車から大型トラック、特殊自動車に至るまで、
あらゆる車の塗装をおこないます。 中古車の架装修理

、新車の架装等、お客様のニーズに合わせた車 づくりを
します。

180,000円～270,000円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24081-
00511721

有限会社 熊野養魚

三重県熊野市甫母町３００

三重県熊野市

まぐろ養殖作業
員

＊二木島湾において、まぐろ養殖に関する飼育作業全般を行
ないま す。 ・給餌船による給餌、出荷作業 ・
飼育設備のメンテナンス（潜水作業もあり） ・陸上での
道具類メンテナンス ・作業終了後の４Ｓ（整理・整頓・
清潔・清掃）の完全 実施

176,000円～250,000円 (1)7時00分～15時30分

日祝日その他

その他

毎 週

毎 週

その他

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00516321

有限会社 新橋

三重県熊野市井戸町３８６－３

三重県熊野市

調理人 ◆飲食店において、調理業務全般を担当していただきます。
＜主な業務内容＞ ・魚類、肉類、野菜類等の材

料の下ごしらえ、仕込み、 調理 ・料理の盛り
付け等 ・調理器具の管理、洗浄 ・厨房内の清掃
業務等

160,000円～160,000円

日その他

又は 16時 00分 ～
23時 00分 の間の5時

24081-
00518921

有限会社 前田商店

三重県熊野市有馬町５００４－６

三重県熊野市

運転手及び工場
内雑務

■パッカー車を運転し、産業廃棄物の収集・運搬、及び工場
内での雑務を行ないます。 【収集・運搬業務の範囲

等】 ・熊野～南牟婁郡を中心に尾鷲～紀伊長島 ・ス
ーパー、個人商店、工場等への回収 【工場内雑務】
廃棄物の分別作業をおこなっていただきます。

204,300円～204,300円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00520821

有限会社 調剤薬局 花みかん

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和６０
６６－２

三重県南牟婁郡紀宝町

管理薬剤師 管理薬剤師として、以下の業務に従事していただきます。
・医療機関発行の処方せんに基づく医薬品調剤業務 ・処方
箋に疑義がある場合には医療機関に対し照会 ・患者さんに
対する医薬品の説明・健康状態の確認等服薬指導業務 ・パ
ソコンを使用した薬歴入力・管理業務 ・その他薬剤師とし
ての対応業務、医薬品管理

343,750円～375,000円 (1)9時00分～18時00分

土日祝日その他

24081-
00521221

有限会社 東海ヴァテックス

三重県南牟婁郡御浜町大字上市木２９
２２番地１

三重県南牟婁郡御浜町

土木施工管理技
士

◆現場監督業務全般を行います。 ・発注依頼を受けた
土木工事に関する施工計画、及び 打合せ等。
・工事現場での工程管理、品質管理、安全管理、写真管理等

施工管理全般。 ・監督官庁への提出書類の作成等
。

300,000円～400,000円 (1)7時30分～17時00分

土日その他

24081-
00522521

有限会社 徳田組

三重県南牟婁郡紀宝町井田２０９５－
６

三重県南牟婁郡紀宝町

土木作業員 ◆公共工事を主とし、南牟婁郡管内を中心に（熊野市に至る
工事もある）道路、河川、砂防などの土木工事現場において
、技術者の指導のもとに作業を行います。 ・型枠組立
作業、ブロック据付、コンクリート打設、 土砂運搬な
ど

240,000円～288,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

その他

その他

毎 週

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

30020-
00569821

有限会社 あさひ

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字朝日
１丁目１６５番地

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員【ケア
ビレッジ 和
（なごみ）】

＊ケアビレッジ和において介護業務を行います。 ケア
ビレッジ和の利用者は１５名（定員２０名） 利用者の
食事・入浴・排せつ等の介護、 及び会話やレクリエーシ
ョンの支援業務 介護計画等をＰＣにて作成します。
利用者の送迎と通院援助、社用車（軽：ＡＴ）使用

159,000円～220,000円 (1)8時30分～17時30分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)16時00分～8時30分

24081-
00400421

社会福祉法人 ひまわり会

三重県熊野市井戸町３４９

三重県熊野市

調理師 ※井戸保育園において、主に子供約８３人分の手作りおやつ
の調理 とお昼には職員１５人分を含めた給食の調理をし
ていただきます それに付随して後片付けや調理器具な
どの洗浄作業も行います。

173,800円～173,800円 (1)8時30分～16時30分

日祝日その他
(2)8時15分～16時15分

24081-
00395521

株式会社 須川洋行

三重県南牟婁郡御浜町阿田和２２７３

三重県南牟婁郡御浜町

木材加工等作業
員

◆当社において、次のような業務に従事していただきます。
＊フォークリフト等を使用し原木・製品の仕分け作業

＊木材の加工作業 ＊機械周りの清掃及び工場内の整
理・整頓

200,000円～270,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00390121

社会福祉法人 愛友会 紀宝の丘

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３８９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員（夜勤
業務なし）

◆「紀宝の丘２」へ入居されている方々に対する訪問介護
業務をおこないます。 ・入居者の生活を尊重した介

護を他の職種のスタッフと 連携しておこないます。
・介護計画に沿った食事、入浴、排泄、着替え等の支援
をおこないます。

157,000円～178,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

13010-
19695221

シー・シー・コアファーマシー株式会
社

東京都文京区本郷１－５－７ 宝生ハ
イツ５０５

三重県南牟婁郡御浜町

管理薬剤師／南
牟婁郡御浜町

・受付、処方せん入力 ・調剤 ・服薬指導 ・監査 ・薬
歴管理 ・会計など 総合病院が門前の調剤薬局で、薬局
業務全般をお願い致します。 人員体制は薬剤師２人、事
務２人で対応しております。

416,000円～458,000円 (1)9時00分～18時00分

土日祝日その他

毎 週

毎 週

その他

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00376021

竹鼻電器

三重県南牟婁郡紀宝町神内１０８－２

三重県南牟婁郡紀宝町

部材の管理及び
出庫業務

・取引先との部材の連携やメール、電話での連絡確認 ・
部材の出庫や管理など ・設備などのメンテナンスや技能
、スキルを養ってもらい管理 する業務

160,000円～250,000円 (1)8時30分～17時30分

土日その他

24081-
00378821

有限会社 調剤薬局 花みかん

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和６０
６６－２

三重県南牟婁郡御浜町

薬剤師 薬剤師として、以下の業務に従事していただきます。 ・医
療機関発行の処方せんに基づく医薬品調剤業務 ・処方箋に
疑義がある場合には医療機関に対し照会 ・患者さんに対す
る医薬品の説明・健康状態の確認等服薬指導業務 ・パソコ
ンを使用した薬歴入力・管理業務 ・その他薬剤師としての
対応業務、医薬品管理 ラウンダーとして、紀宝町の店舗に

343,750円～375,000円 (1)9時00分～18時00分

土日祝日その他

24081-
00367121

有限会社 ケイバンズ

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿 ７８３

三重県南牟婁郡紀宝町

自動車整備士 車両整備、車両販売、その他付随する業務 210,000円～230,000円 (1)9時00分～18時00分

日祝日その他

24010-
02335221

株式会社 魚国総本社 三重支社

三重県四日市市日永１丁目２－２０

三重県熊野市

（請）調理員
（紀南ひかり
園）

＊紀南ひかり園内厨房での調理のお仕事をしていただき ま
す。 （主なお仕事内容） ＊調理・盛付 ＊配膳 ＊洗浄
・後片付け ＊仕込 等を行っていただきます。 「食べ
る人に喜んでもらおう！」という意欲、 盛付のちょっとし
た工夫などが「ありがとう」 に繋がってヤリガイがありま
す！

159,600円～159,600円 (1)6時00分～15時00分

その他
(2)10時00分～19時00分

24010-
02338321

株式会社 魚国総本社 三重支社

三重県四日市市日永１丁目２－２０

三重県南牟婁郡紀宝町

（請）栄養士
（宝寿園）

老人施設での食事提供サービス ＊調 理 ＊盛付・配
膳 ＊仕 込 ＊洗浄・片付け ＊献立作成・発注業
務 ＊経験者優遇いたします。あなたの経験を活かせる職
場 です。今までの経験を当社で活かしませんか？

170,000円～170,000円

その他

又は 5時 30分 ～
19時 15分 の間の8時
間

その他

毎 週

な し

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24010-
02340021

株式会社 魚国総本社 三重支社

三重県四日市市日永１丁目２－２０

三重県南牟婁郡紀宝町

（請）栄養士
（宝寿園）

老人施設内厨房でのお仕事です。 盛付、配膳、洗浄、後
片付け、献立、発注等をご担当いただきます。

168,800円～168,800円 (1)5時30分～14時30分

その他
(2)10時00分～19時00分

24010-
02347621

株式会社 魚国総本社 三重支社

三重県四日市市日永１丁目２－２０

三重県熊野市

（請）調理師
（熊野市学校給
食センター）

学校給食センター内厨房での食事提供のお仕事です。 調
理、仕込み、盛付、配膳、洗浄・後片付け他 経験者優遇
。あなたの経験を活かせる職場です。

170,000円～170,000円 (1)7時30分～16時30分

その他

13010-
15902621

株式会社 アクティオ

東京都中央区日本橋３丁目１２－２
朝日ビルヂング７Ｆ

三重県南牟婁郡御浜町

機械整備（熊野
営業所）

建設現場などで使用するレンタル機械を、修理・点検・メン
テナンスする仕事です。 機械整備の経験や資格がある方
は特技を活かせる仕事です。 未経験の方も、入社後の研修
で必要なスキルを身につけることができ、資格取得も会社で
バックアップしています。

173,000円～296,380円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24040-
01062321

株式会社 弘洋コンサルタンツ

三重県松阪市山室町３２１０－４５

三重県南牟婁郡御浜町

事務（総務）
（御浜町）

・建設事業における総務業務 （電話対応、契約書・請求
書等の各種書類作成・整理、 データ入力等）

160,000円～200,000円 (1)8時00分～17時00分

その他

24040-
01063621

株式会社 弘洋コンサルタンツ

三重県松阪市山室町３２１０－４５

三重県南牟婁郡御浜町

設計業務及び測
量、調査（御浜
町）

・建設コンサルタント設計業務 ・測量、調査 ※業務
で社用車の運転があります ※資格者優遇 （ＲＣＣ
Ｍ、技術士、測量士、１級土木施工管理技士、 ２級土
木施工管理技士）

220,000円～600,000円 (1)8時00分～17時00分

その他

毎 週

毎 週

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24030-
01544021

セコム三重 株式会社

三重県津市寿町 １４番１５号 セコ
ム津ビル

三重県熊野市

機械警備スタッ
フ（機械警備、
熊野地区限定）

・機械警備の契約先センサー作動時に、事業所から車両で駆
けつけ る業務です。 ・ご契約先の巡回、点検、ＡＴＭ
障害の初期対応などを行います。 ・３日に１回の勤務の
為、兼業が可能です。

182,000円～182,000円 (1)9時00分～8時59分

その他

24081-
00176521

（株）ＨＰＡ すずき動物病院

三重県南牟婁郡御浜町阿田和６１０３
－１

三重県南牟婁郡御浜町

動物看護、受付
事務

※犬、猫を主体に動物看護を行ないます。 ・診察、手
術、レントゲン撮影時の動物の保定等の助手 ・薬の準備
及び在庫管理 ・入院動物の看護（餌やり、薬投与、ゲー
ジ内の清掃等） ・受付事務（電話対応、カルテの出し入
れ、会計） ・簡単なパソコン入力 ・院内清掃

143,100円～143,100円 (1)8時30分～18時30分

日祝日その他
(2)8時30分～12時30分

24081-
00181721

きへや商店

三重県南牟婁郡紀宝町井田 ２１８９
－２１

三重県南牟婁郡紀宝町

配達等作業員 ◆牛乳配達のほか、次のような業務をおこないます。 ・
紀宝町、御浜町、熊野市、新宮市（高田）、尾鷲市（梶賀）
の 個人宅に牛乳を配達していただきます。 商品
は、ビン等の割れ物もあり、安全運転に心掛ける必要があ

ります。 ・配達には社用車（軽貨物）を使用します
。 ・仕事に慣れるまでは、ベテランスタッフが同行しま

155,000円～155,000円 (1)5時00分～14時00分

土日その他

24081-
00192521

ユウテック株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町井田 ２４０４
－１３

三重県南牟婁郡紀宝町

施工管理（見習
可）

◆現場監督業務全般を行います。 ・発注依頼を受けた
土木工事に関する施工計画、及び 打合せ等。
・工事現場での工程管理、品質管理、安全管理、写真管理等

施工管理全般。 ・監督官庁への提出書類の作成等
。 ※見習いの方については、入社後、資格取得するま
で当社 で全面的にサポートします。安心して資格取得

202,000円～289,000円 (1)8時00分～18時00分

日その他
(2)8時00分～12時00分

24081-
00194321

阿田和大敷漁業生産組合

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和４２
３２－１

三重県南牟婁郡御浜町

漁業従事者 ※魚が通りそうな場所に網を仕掛けておく「定置網漁」全般
・早朝、出港して漁場に着くまでに船上で準備を終え、

到着 と同時に作業に取りかかります。網おろし、網の巻
き上げ 漁獲物の仕分け等を行います。市場での価格に大
きく影響 するため、魚の仕分けは慎重に素早く行い、市
場でのセリ の時間までに港に戻ります。漁を終えて帰港

185,000円～200,000円 (1)5時00分～14時00分

土

その他

その他

毎 週

その他

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00195621

伊勢農業協同組合 三重南紀地区本部

三重県南牟婁郡御浜町阿田和４６９４
－４

三重県南牟婁郡御浜町

事務一般 ◆ＪＡ伊勢統一選果場における事務 ＜主な業務内容＞
・選果データに係る事務処理 ・小売り等による来客

対応 ・精算事務 ・給与等の事務処理

138,908円～138,908円 (1)8時30分～17時00分

その他

24081-
00196921

株式会社 ピース

三重県南牟婁郡御浜町阿田和４９２６
－５

三重県南牟婁郡御浜町

訪問介護 ※訪問介護（生活援助・身体介護） ・利用者のご自宅へ
伺い買物代行、掃除、洗濯、薬受取り等 の生活援助や入
浴介助、更衣介助、口腔ケア、排泄介助、 通院介助等の
身体介助を行ないます。 その他、伝票記入、伝票整理等
の簡単な作業もあります。

157,000円～205,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00198021

医療法人 茜会 介護センター み
やき

三重県熊野市久生屋町 ５４１

三重県熊野市

介護支援専門員
（居宅ケアマ
ネ）

要支援、要介護の方の介護計画（ケアプラン）作成業務や
それに伴う利用者様及びご家族様の相談業務、行政、病院、
サービス事業所等との連絡調整、各種申請の代行等の業務
を行います。 当センターはデイサービスと１ユニットの

認知症グループホームを 併設しており、多機能、多事業の
支援をしていただける方を求めて います。

195,000円～235,000円 (1)8時30分～17時30分

土日

24081-
00200621

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

准看護師（熊野
病院）

※看護業務全般を行ないます。 ・食事、入浴、衣服脱
着、排泄等の介助業務。 ・バイタルチェック等を行い、
健康状態の把握。 ・利用者に対し、常備薬の確認、及び
保管業務。 ・その他健康管理、健康相談等の業務を行な
います。

185,000円～201,200円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)10時00分～18時30分

(3)16時45分～8時45分

24081-
00201921

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

看護師（熊野病
院）

※看護業務全般を行ないます。 ・食事、入浴、衣服脱
着、排泄等に介助業務。 ・バイタルチェック等を行い、
健康状態の把握。 ・利用者に対し、常備薬の確認、及び
保管業務。 ・その他健康管理、健康相談等の業務を行な
います。

239,500円～257,500円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)10時00分～18時30分

(3)16時45分～8時45分

その他

毎 週

毎 週

な し

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00202121

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

生活支援員 ＊熊野病院に隣接されている、当法人の障がい者グループ
ホーム「熊野の里」における、生活支援業務をおこない
ます。 ・入所利用者様の日常生活の補助業務

・その他、生活支援や相談に関する業務など

147,400円～163,600円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)12時30分～21時00分

(3)5時00分～13時30分

24081-
00203021

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

精神保健福祉士
（熊野病院）

※こころの病を負ったことで、様々な障がいを抱えた人々
（精神障がい者）に対する社会復帰や社会参加への支援業
務を行います。 （１）受診や入院に関すること。

（２）療養中の経済的な問題や心配事、社会復帰に関する
こと。 （３）入院中の人権擁護に関すること等。

198,000円～214,200円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)10時30分～19時00分

24081-
00204721

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

ケアワーカー
（看護補助）
（熊野病院）

※看護が提供される場において、看護チームの一員として、
看護の専門的判断を要しない療養上の世話業務、及び診

療 補助にかかわる周辺業務を行ないます。 （１）
生活環境にかかわる業務（病床及び病床周辺の 整
頓など） （２）日常生活にかかわる業務（身体の清潔に
関する 世話など） （３）診療にかかわる周辺

154,400円～170,600円 (1)7時30分～16時00分

その他
(2)8時30分～17時00分

(3)10時00分～18時30分

24081-
00205821

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

ケアワーカー
（介護福祉士）
（熊野病院）

※看護が提供される場において、看護チームの一員として、
看護の専門的判断を要しない療養上の世話業務、及び診

療 補助にかかわる周辺業務を行ないます。 （１）
生活環境にかかわる業務（病床及び病床周辺の 整
頓など） （２）日常生活にかかわる業務（身体の清潔に
関する 世話など） （３）診療にかかわる周辺

171,200円～187,400円 (1)7時30分～16時00分

その他
(2)8時30分～17時00分

(3)10時00分～18時30分

24081-
00210121

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

准看護師（オレ
ンジロードむつ
み苑）

※看護業務全般を行ないます。 ・食事、入浴、衣服脱
着、排泄等の介助業務。 ・バイタルチェック等を行い、
健康状態の把握。 ・利用者に対し、常備薬の確認、及び
保管業務。 ・その他健康管理、健康相談等の業務を行な
います。

185,000円～201,200円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)10時00分～18時30分

(3)16時45分～8時45分

毎 週

その他

な し

な し

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00211021

株式会社 メディカルナカニシ

三重県熊野市井戸町 ７３８－２

三重県熊野市

薬剤師 ◆薬局内における薬剤師業務全般。 ・調剤業務 医師が
出した処方箋による薬の調合 ・服薬指導 服用薬、体質
、薬物アレルギー等のデータを 記録し患者に
応じた服薬指導 ・疑義照会 処方箋内容の疑問点を医師
に確認

320,000円～420,000円

日祝日その他

又は 9時 00分 ～
19時 00分 の間の8時
間

24081-
00212721

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

看護師（オレン
ジロードむつみ
苑）

※看護業務全般を行ないます。 ・食事、入浴、衣服脱
着、排泄等に介助業務。 ・バイタルチェック等を行い、
健康状態の把握。 ・利用者に対し、常備薬の確認、及び
保管業務。 ・その他健康管理、健康相談等の業務を行な
います。

239,500円～257,500円 (1)8時30分～17時00分

その他
(2)10時00分～18時30分

(3)16時45分～8時45分

24081-
00214221

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

介護員 ※在宅復帰を目的とする介護老人保健施設（入所対象者は
介護保険が適用される方）においての業務全般。 （

１）入浴介助 （２）排泄（トイレ）介助 （３）おむ
つ交換 （４）衣服の脱着介助 （５）食事の介助等を
行い、在宅での基本的な生活が 継続できるよう援
助します。

154,400円～170,600円 (1)7時00分～15時30分

その他
(2)8時30分～17時00分

(3)10時00分～18時30分

24081-
00217321

医療法人 紀南会

三重県熊野市久生屋町８６８番地

三重県熊野市

介護福祉士 ※在宅復帰を目的とする介護老人保健施設（入所対象者は
介護保険が適用される方）においての業務全般。 （

１）入浴介助 （２）排泄（トイレ）介助 （３）おむ
つ交換 （４）衣服の脱着介助 （５）食事の介助等を
行い、在宅での基本的な生活が 継続できるよう援
助します。

171,200円～187,400円 (1)7時00分～15時30分

その他
(2)8時30分～17時00分

(3)10時00分～18時30分

24081-
00218621

株式会社 井本組

三重県熊野市井戸町４４６番地２３

三重県熊野市

土木施工管理技
士

◆現場監督業務全般をおこないます。 ・発注依頼を受
けた土木工事に関する設計計画、及び 打合せ等 ・
道路工事現場での工程管理、品質管理、安全管理等、
施工管理全般 ・監督官庁への提出書類の作成等

250,000円～350,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

毎 週

な し

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00219921

株式会社 井本組

三重県熊野市井戸町４４６番地２３

三重県熊野市

土木作業員及び
土木施工管理技
士見習い

◆主に、公共土木工事における道路、河川、港湾等の土木
工事現場において作業をおこないます。 ・浚渫作業

、道路等舗装作業、型枠作業、コンクリート 打設作業
、排水管設置作業、ブロック据付作業 ・ダンプ（２ｔ
、４ｔ）での土砂等運搬作業など

198,050円～307,560円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00220721

株式会社 紀州整備工場

三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４ー
６

三重県南牟婁郡紀宝町

一般事務 ◆当社において一般事務の業務を担当していただきます。
＜主な業務内容＞ ・電話応対および来客応対業務
・整備、修理、車検等の各種書類作成 ・各種帳

票をもとにパソコン入力処理 ・顧客管理及び車検等周
知案内業務 ・業務をおこなうにあたってパソコンを使
用します。

160,000円～230,000円 (1)8時15分～17時30分

木祝日その他

24081-
00222221

株式会社 細川

三重県南牟婁郡御浜町阿田和１２８

三重県南牟婁郡御浜町

自動車整備（見
習可）

◆当社において、自動車整備の業務をおこなっていただき
ます。 ＜主な業務内容＞ ・自動車点検、整備
・車検、車検登録、車検に伴う整備 ・カー用品の

取付け ・タイヤ交換 ・洗車 ・故障車の修
理 ・車両引取り及び納車 ・ロードサービス

＜トライアル雇用併用求人＞

160,000円～230,000円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24081-
00223521

株式会社 西美組

三重県熊野市有馬町２８４４－１

三重県熊野市

１級・２級土木
施工管理技士

◆各土木作業現場における現場監督業務をおこないます。
・熊野市～南牟婁郡までの範囲内において、現場土木工

事 の管理技術者として、施工計画を作成し、施工管理
・品 質管理・安全管理など、工事施工に必要な技術上
の管理 をおこないます。 それに伴い、提出書類
等の作成もおこないます。

250,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00224421

株式会社 西美組

三重県熊野市有馬町２８４４－１

三重県熊野市

１級・２級土木
施工管理技士

◆各土木作業現場における現場監督業務をおこないます。
・熊野市～南牟婁郡までの範囲内において、現場土木工

事 の管理技術者として、施工計画を作成し、施工管理
・品 質管理・安全管理など、工事施工に必要な技術上
の管理 をおこないます。 それに伴い、提出書類
等の作成もおこないます。

250,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

その他

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00225321

株式会社 西美組

三重県熊野市有馬町２８４４－１

三重県熊野市

一般作業員 ◆一般土木工事に伴う作業全般で、現場は熊野市～御浜町
全域となります。 ・公共工事を主とした、道路、河

川、橋梁等の土工、コン クリート打設、製品据え付け
、掘削、埋め戻し作業、 型枠、鉄筋等の業務を行ない
ます。 ◎経験に応じた作業に従事していただきます。

◎４ｔ車を運転できる方には、ダンプの運転をお願いす

207,900円～311,850円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00226621

株式会社 川上組

三重県熊野市井戸町５４８－６

三重県熊野市

土木施工管理技
士（見習可）

◆公共工事主とし、南牟婁郡～熊野市のエリアにおいて現場
作業に携わりながらながら、河川・道路・橋梁などの土木工
事現場において管理技術者として、施工計画を作成し施工管
理・安全管理・品質管理など工事施工に必要な技術上の管理
をおこないます。それに伴い監督官庁への提出書類の作成な
どもおこないます。 ※見習の方には、ベテランスタッフ

250,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

土日その他

24081-
00227921

株式会社 川上組

三重県熊野市井戸町５４８－６

三重県熊野市

現場作業員 ◆各工事現場において、現場監督の指示のもと、一般土木作
業全般業務、及び関係業務をおこなっていただきます。
＜現場の範囲＞ ・工事現場は主に、熊野市～南牟

婁郡となります。

212,000円～254,400円 (1)8時00分～17時00分

土日その他

24081-
00228121

株式会社 尾崎畜産御浜ファーム

三重県南牟婁郡紀宝町井田２１８０－
６

三重県南牟婁郡御浜町

ボイラー部門運
転業務

第２牧場において、バイオマスボイラーの運転業務をおこな
います。 《主な業務》 ・バイオマスボイラーの運

転 ・ボイラーの点検、清掃等のメンテナンス ・木製
チップの投入作業、燃え殻の収集

180,000円～180,000円 (1)0時00分～9時00分

その他
(2)12時00分～21時00分

24081-
00229021

株式会社 夢の未来（訪問看護リハビ
リステーション 夢の未来）

三重県南牟婁郡御浜町下市木９４０番
地の１

三重県南牟婁郡御浜町

看護師 ◆在宅療養中の方のご自宅に伺い、看護業務を行います。
・健康状態の観察、及び日常生活上のケア ・医師の

指示による処置、及び管理 ・リハビリ補助や指導 ・
月に７日～１０日程、オンコールの対応あり ※祝日は
交替制で勤務となります。（振替あり） ※土・日は対
応が必要な利用者様がいる場合のみ （１～２時間程度

220,000円～280,000円 (1)9時00分～18時00分

その他

その他

毎 週

な し

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00230221

株式会社 緑樹

三重県熊野市有馬町５８２１番地２９

三重県熊野市

（請）栄養士 ＜仕事の内容＞ 熊野病院内の厨房において、栄養士事務
（食数管理・帳票 作成・発注・検品）と、厨房業務（調
理・盛り付け・配 膳・洗浄など）のお仕事をおこなって
いただきます。

160,000円～160,000円 (1)8時30分～17時15分

その他
(2)10時30分～19時15分

(3)6時00分～14時45分

24081-
00231521

株式会社 緑樹

三重県熊野市有馬町５８２１番地２９

三重県熊野市

（請）病院給食
業務（調理員）

＜仕事の内容＞ 熊野病院内の厨房で、一日に１３００
食（朝・昼・夕食 含む）前後の給食調理をおこないます
。 食材の下準備から調理、配膳、洗浄、清掃など調理
業務 全般をおこなっていただきます。 下準備や調
理に関しては、手作業から機械を使用した作 業まで幅広
い作業をおこなっていただきます。 また、病院給食な

147,400円～153,400円 (1)6時00分～14時45分

その他
(2)8時30分～17時15分

(3)10時30分～19時15分

24081-
00236121

一般財団法人 熊野市ふるさと振興公
社 入鹿温泉 ホテル瀞流荘

三重県熊野市紀和町小川口１５８

三重県熊野市

フロント及び
ホール係

「入鹿温泉ホテル瀞流荘」において、フロントを中心とした
業務全般に従事していただきます。 ・電話、インターネッ
トなどによる予約受付 ・施設利用者の接客（チェックイン
・チェックアウト対応、 館内及び周辺観光のインフォメ
ーション対応など） ・簡易な事務 ・温泉の検温などの点
検作業 ・その他、関連する業務 ・レストランでの配膳、

155,865円～155,865円 (1)8時00分～22時00分

その他

24081-
00240421

株式会社 眞建

三重県南牟婁郡御浜町下市木４６４７
－３４

三重県南牟婁郡御浜町

現場監督 ◆◇◆ 急 募 ◆◇◆ 北牟婁郡から南牟婁郡ま
での紀州エリアにおいて、土木施工 の管理を担当していた
だきます。 ・主な仕事として、パソコンを使用しての図
面作成 ・測量機器を使用しての現場管理 ・下請けとの作
業打ち合わせや契約交渉 など

350,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00244121

下岡水道

三重県熊野市有馬町 ５６６９

三重県熊野市

配管工見習 ＊主に熊野市内（たまに南牟婁郡もあり）での配管工事業務
です。 （１）住宅の給配水工事、並びに下水工事
（２）住宅のボイラー、温水器の据付工事 （３）道

路を掘っての配管工事 （４）コンクリートなどの廃棄物
の入った土のう袋（約２ ０ｋｇ～３０ｋｇ）の運
搬作業 （５）その他、配管工事に付随する作業など

172,800円～259,200円 (1)7時45分～17時15分

日その他

毎 週

毎 週

毎 週

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00247821

下岡水道

三重県熊野市有馬町 ５６６９

三重県熊野市

配管工 ＊主に熊野市内（たまに南牟婁郡もあり）での配管工事業務
です。 （１）住宅の給配水工事、並びに下水工事
（２）住宅のボイラー、温水器の据付工事 （３）道

路を掘っての配管工事 （４）コンクリートなどの廃棄物
の入った土のう袋（約２ ０ｋｇ～３０ｋｇ）の運
搬作業 （５）その他、配管工事に付随する作業など

259,200円～302,400円 (1)7時45分～17時15分

日その他

24081-
00249521

株式会社 ＵＲＫカンパニー

三重県熊野市有馬町 １５５６－７

三重県熊野市

事務兼雑務 ＊主にパソコンを使用してインフォメーション等の作成を行
ない、三重県を中心に（一部、那智勝浦町、愛知県一宮

市 に１軒づつ）１６軒あるホテルの客室点検、集金業務
、在 庫管理の為、週１回各ホテルへ出張していただきま
す。 ＊その他、客室の清掃及びホテル運営に付随する業
務を行な います。 ◆１ヶ月程度清掃の研修を受け

180,000円～250,000円 (1)10時00分～18時00分

土日

24081-
00251621

株式会社ダイシン ファミリーマート
熊野花のいわや店

三重県熊野市有馬町１８７－１

三重県熊野市

店員 ※コンビニエンスストアにおける業務全般を行います。
（１）お客様に対して心のこもった接客サービス （２

）スピーディーなレジ対応、および商品袋詰め （３）売
り場管理（仕入、品出し、陳列業務） （４）清掃業務（
売り場、トイレ等清潔感の維持） （５）発注業務（商品
選別業務） （６）その他

171,000円～200,000円 (1)14時00分～23時00分

その他
(2)15時00分～0時00分

24081-
00252921

株式会社ダイシン ファミリーマート
熊野花のいわや店

三重県熊野市有馬町１８７－１

三重県熊野市

店員 ◆コンビニエンスストアにおける業務全般を行います。
（１）お客様に対して心のこもった接客サービス （２

）スピーディーなレジ対応、および商品袋詰め （３）売
り場管理（仕入、品出し、陳列業務） （４）清掃業務（
売り場、トイレ等清潔感の維持） （５）発注業務（商品
選別業務） （６）その他

171,000円～200,000円 (1)23時00分～8時00分

その他
(2)0時00分～9時00分

24081-
00255721

紀南特別養護老人ホーム組合 亀楽苑

三重県南牟婁郡紀宝町井田 １６０９
番地２

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 ※紀南特別養護老人ホーム組合「亀楽苑」において施設介護
業務全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、衣

服脱着介助、オムツ交換、 排泄介助、及びレクリエーシ
ョンや外出の支援等 日常生活全般の介助業務に従事しま
す。

189,600円～189,600円 (1)6時55分～15時45分

その他
(2)10時45分～19時30分

(3)13時15分～22時00分

その他

毎 週

毎 週

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00258521

紀南特別養護老人ホーム組合 宝寿園

三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖９０番地

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 ※紀南特別養護老人ホーム組合「宝寿園」において施設介護
業務全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、

衣服脱着介助、オムツ交換等 排泄介助、また、レクリ
エーションや外出の支援等 日常生活全般の介助業務に
従事します。

182,001円～182,001円 (1)7時30分～16時15分

その他
(2)8時00分～16時45分

(3)9時45分～18時30分

24081-
00259421

紀南特別養護老人ホーム組合 宝寿園

三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖９０番地

三重県南牟婁郡紀宝町

介護職員 ※紀南特別養護老人ホーム組合「宝寿園」において施設介護
業務全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、

衣服脱着介助、オムツ交換等 排泄介助、また、レクリ
エーションや外出の支援等 日常生活全般の介助業務に
従事します。

178,808円～178,808円 (1)7時30分～16時15分

その他
(2)8時00分～16時45分

(3)9時45分～18時30分

24081-
00262021

紀南病院組合

三重県南牟婁郡御浜町阿田和 ４７５
０番地

三重県南牟婁郡御浜町

ナースエイド
（看護助手）

入院患者の介助、衣類の脱着の介助、身体の清拭、おむつ交
換、排泄・入浴の介助、移動の介助など、身近な生活のお世
話をすることが業務となります。 ※早出、遅出、夜勤があ
ります。

175,500円～175,500円 (1)8時30分～17時15分

その他
(2)7時30分～16時15分

(3)12時00分～20時45分

24081-
00264821

共同ビルサービス株式会社 紀州営業
所

三重県熊野市井戸町７５６－２

三重県熊野市

業務管理スタッ
フ

◆弊社取扱業務（下記参照）について、現場作業・業務管理
などを担当していただきます。 ＜取扱業務＞

・清掃業務全般 ・警備業務全般（施設警備・交通警
備） ・ビル管理業務全般等

148,000円～196,000円 (1)8時00分～17時00分

土日祝日

24081-
00266521

協立内科外科医院

三重県熊野市井戸町３７８

三重県熊野市

看護師（正・
准）

クリニックでの看護業務です。 外来患者さんのバイタル測
定や採血、各種検査、内視鏡や外来手術の介助や院内の清掃
などが主な業務です。

250,000円～310,000円 (1)8時30分～18時00分

日祝日その他
(2)8時30分～12時30分

その他

その他

毎 週

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00269621

熊野セキュリティサービス 株式会社

三重県熊野市五郷町寺谷３１７－７

三重県熊野市

警備員、交通誘
導員

◆工事現場の出入口や道路において、交通誘導をおこなって
いただ きます。 ・現場は、主に熊野市～紀宝町及び
北山村ですが、その周辺（紀 北町～新宮）となる場合
もあります。 ・現場までは直行直帰となります。 ・
暑い時期は、制服として「空調服」「ネッククーラー（充電

式）」「パラソル」を貸与します。 ・そのほか、

156,347円～190,080円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00275421

熊野市役所

三重県熊野市井戸町７９６番地

三重県熊野市

保育士 ◆熊野市内の保育所において、１歳から５歳までの児童の
保育業務をおこなっていただきます。 【主な業務内

容】 ○通常の保育業務 ○指導計画・保育日誌・
保育経過記録等の作成事務 ＊作成事務は主にパソコン
（ワード）を使用しますが、 パソコンを使用できない
方は手書きでも構いません。

163,100円～168,900円 (1)8時30分～17時15分

土日祝日その他
(2)8時30分～12時30分

24081-
00277621

熊野市役所

三重県熊野市井戸町７９６番地

三重県熊野市

ケアマネジャー ○高齢者の総合相談や介護保険の代行申請を行います。
○介護認定後に、要支援１・２となった人などの予防プラン

の作成と定期的なモニタリングを行い、状態に応じたケ
ア マネジメントを行います。

148,761円～148,761円 (1)8時30分～16時30分

土日祝日その他

24081-
00279121

熊野精工 株式会社

三重県熊野市有馬町１４９１－１

三重県熊野市

マシーンオペ
レーター（部品
製造設備）

当社では主に自動車精密部品を製造しております。 【主
な仕事】 ・「部品成形」といって、工場内の射出成型機を
使い、部品の 形が出来る「金型」を取り付けて設備を操
作して部品を作り ます。 ・部品を製造するための段取
り（材料投入）から製品の出荷準備 を行います。 ・部
品製造には大きく２種類あり、自動で動く設備を操作する

148,512円～148,512円 (1)8時00分～16時45分

その他
(2)16時30分～0時30分

(3)0時15分～8時15分

24081-
00282521

高昇防水

三重県南牟婁郡御浜町志原９２７－１
９

三重県南牟婁郡御浜町

防水塗装工 ◆屋上、ベランダ等での防水工事および塗装工事のお仕事で
す。 ・住宅ベランダ等の防水塗装工事 （防水材を
貼ったり、塗ったりする作業） ・外壁等のシーリング作
業 ・塗床工事等 ＊一般住宅や企業、工場等での作業
です。 ＊未経験の方は、入社後しばらく、防水工事に関
する 軽微な作業や清掃、片づけ等をしながら仕事を覚

200,000円～250,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

その他

毎 週

毎 週

毎 週

な し



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00285621

崎建設 株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町神内 ８５－８

三重県南牟婁郡紀宝町

土木技術者
「建設」

※土木作業現場で工事を指揮監督 ・河川、道路等の土木
工事現場において、監理技術者とし て施工計画を作成し
、工程管理・安全管理・品質管理等 工事施工に必要な技
術上の管理を行います。 それに伴い、監督官庁への提出
書類の作成等も行います。

280,000円～400,000円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00286921

崎建設 株式会社

三重県南牟婁郡紀宝町神内 ８５－８

三重県南牟婁郡紀宝町

土木作業員 ●各工事現場の作業に従事していただきます。 ・一般
的な土木作業 ・工事現場は勝浦～熊野市間が主となりま
す。 ・各現場へは各自で直接向かっていただきます。

※型枠、鉄筋、左官経験者優遇します。

209,700円～279,600円 (1)8時00分～17時00分

日その他

24081-
00287121

三重熊野物流株式会社

三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４０
７７

三重県南牟婁郡御浜町

大型トラック運
転手

◆大型トラックでの運送業務を行っていただきます。
〈主な業務内容〉 ・飲料水パレットの配送業務となりま
す。（リフト積み含む） ・配送先は、関東および関西方
面への取引先となります。

260,000円～430,000円 (1)9時00分～18時00分

日祝日その他

24081-
00289721

社会福祉法人 エイジハウス

三重県南牟婁郡御浜町大字神木２３番
地

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ◆デイサービスセンターにおいて高齢者の介護業務全般を行
ないま す。 ・送迎、レクリエーション、食事、入浴
、排泄の支援など日常生活 全般の介護業務に従事します
。

179,000円～187,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

24081-
00290521

社会福祉法人 エイジハウス

三重県南牟婁郡御浜町大字神木２３番
地

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ※高齢者の介護業務全般を行ないます。 ・食事介助、
入浴介助、排泄介助、オムツ交換、衣服の 着脱介助、
又、レクリエーションや外出の支援など 日常生活全般
の介護業務に従事します。

160,000円～184,000円 (1)7時00分～16時00分

その他
(2)16時30分～9時30分

(3)8時30分～17時30分

その他

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00292321

社会福祉法人 エイジハウス

三重県南牟婁郡御浜町大字神木２３番
地

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ※「グループホームひぐらし」において、高齢者の介護業務
全般を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、排泄

介助、オムツ交換、衣服の 脱着介助、又、レクリエー
ションや外出の支援、炊事、 洗濯など日常生活全般の
介護業務に従事します。

186,000円～202,000円 (1)7時30分～16時30分

その他
(2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

24081-
00294921

社会福祉法人 愛友会 紀宝の丘

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３８９－
１

三重県南牟婁郡紀宝町

看護職員 ◆介護付き高齢者向け住宅における看護業務及び生活支援
業務を担当していただきます。 ・日常生活における

健康管理業務 （健康相談、バイタルチェック、服薬管
理、通院往診の 対応など）

175,000円～219,000円 (1)9時00分～18時00分

その他

24081-
00295121

社会福祉法人 紀和会 ケアホーム熊
南

三重県熊野市紀和町板屋字板屋谷 １
３２－２

三重県熊野市

正・准看護師 ＊高齢者及び身体障がい者の利用者の方々の健康管理や健康
相談、病状観察・血圧測定などの看護業務全般をおこな

い ます。それに伴う報告書や書類の作成などの業務もお
こな います。

203,400円～238,600円 (1)8時00分～17時00分

その他
(2)8時30分～17時30分

24081-
00296021

社会福祉法人 紀和会 ケアホーム熊
南

三重県熊野市紀和町板屋字板屋谷 １
３２－２

三重県熊野市

ケアワーカー ＊高齢者及び身体障がい者の方の日常生活の援助や介護全般
を行ないます。 ・食事介助、入浴介助、排泄介助、

オムツ交換、衣服の着 替え等の介助、また、レクリエ
ーションや外出の支援等 日常生活全般の介護業務に従
事します。 ＜トライアル雇用併用求人＞

202,400円～231,000円 (1)7時30分～16時30分

その他
(2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

24081-
00299221

大井運送 有限会社

三重県南牟婁郡御浜町志原１７６１－
２１

三重県南牟婁郡御浜町

大型運転手 ◆当社において、次に挙げる輸送業務に従事していただき
ます。 ・一般貨物の輸送業務（紙製品・原料）、青

果物、並びに飲料物 のパレット輸送。 ※輸送範
囲は、東海、関西、関東方面となります。 ※フォークリ
フト運転資格が必要です。

254,500円～302,500円 (1)8時00分～17時00分

土その他

その他

毎 週

毎 週

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00300721

大和緑化 株式会社

三重県南牟婁郡御浜町阿田和３４２２
－１

三重県南牟婁郡御浜町

土木技術者 ※現場監督業務全般を行います。 ・注文依頼を受けた土
木に関する設計計画及び打合せ等 ・工事現場での工程管
理、安全管理、品質管理等、工事施 工に必要な技術上の
管理業務。 ・（監督官庁への提出書類の作成出来る方優
遇）

160,000円～310,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00302221

田端創建株式会社

三重県熊野市有馬町４７７番地の６

三重県熊野市

現場監督
「建設」

＊クレバリーホーム・木造建築・リフォームの現場監督
・住宅の設計、現場管理、部材発注、パソコンの入力等の業
務。 （ハウスメーカー等で現場監督の経験のある方、
及び １・２級建築士、１・２級建築施工管理技士の
資格 取得者の方は優遇いたします）

165,000円～350,000円 (1)9時00分～18時00分

水日その他

24081-
00303521

田端創建株式会社

三重県熊野市有馬町４７７番地の６

三重県熊野市

営業 ※クレバリーホーム・木造建築・リフォームに関する販売及
び営業 ＜主な仕事内容＞ 展示販売および営業を行
ない、新規のお客様を獲得していた だきます。 （
ハウスメーカー等営業経験のある方は優遇いたします）

195,000円～290,000円 (1)9時00分～18時00分

火水その他

24081-
00304421

田端創建株式会社

三重県熊野市有馬町４７７番地の６

三重県熊野市

設計士 ◆当社において、設計士として業務をおこないます。
設計担当として、施主との打ち合わせ、設計（建築ＣＡＤを
使用 します）、営業支援、資料作成等の業務をおこない
ます。 また、リフォームの際の相談・設計等もおこない
ます。

250,000円～350,000円 (1)9時00分～18時00分

水木その他

24081-
00305321

特定非営利活動法人 てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

主任ケアマネー
ジャー

※介護を必要とする人に対し、個々のニーズに応じた介護
サービスを提供する仕事です。 （１）ケアプラン（介

護サービス計画書）の作成業務。 （２）市町村から「要介
護認定調査」を委託された場合、 調査、及び報告業
務を行います。 （３）サービス開始後、在宅利用者の日常
生活の状況把握 を行います。 （４）利用者の状態

230,000円～300,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

な し

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00306621

特定非営利活動法人 てとて 井内
てとて

三重県南牟婁郡紀宝町井内字大山４０
９－５

三重県南牟婁郡紀宝町

通所介護 管理
者

◆通所介護事業所「井内 てとて」において、運営・管理全
般を行 います。 ＜主な業務内容＞ ・利用申し
込みにかかる連絡、調整 ・備品や建物の管理全般 ・
従業員のシフト管理 ・請求事務 ・介護業務の補助
・その他、付随する業務

200,000円～380,000円 (1)8時30分～17時30分

その他
(2)7時30分～16時30分

24081-
00307921

特別養護老人ホーム たちばな園

三重県熊野市有馬町字中曽３４６６－
１

三重県熊野市

看護職員 ◆高年齢者の看護業務をおこないます。 ＜主な業務内
容＞ ・衛生管理、健康管理、健康相談、病状観察、血圧
測定、 各種処置及び、くすりの服用・管理などの業務
をおこな います。 ・１ヶ月に７～８日間程度、
夜間のオンコールのシフトが あります

177,300円～219,300円 (1)6時30分～15時15分

その他
(2)8時45分～17時30分

24081-
00308121

特別養護老人ホーム たちばな園

三重県熊野市有馬町字中曽３４６６－
１

三重県熊野市

介護職員 ◆高年齢者の施設介護業務全般を行います。 ・日常生
活における食事介助、入浴介助、歩行介助、 排泄介助
、衣服着衣介助、オムツ交換などの介護 業務及びレク
リエーションなどの支援を行います。

203,800円～241,800円 (1)6時45分～15時30分

その他
(2)10時00分～18時45分

(3)13時15分～22時00分

24081-
00309021

特別養護老人ホーム たちばな園

三重県熊野市有馬町字中曽３４６６－
１

三重県熊野市

介護職員 ◆高年齢者の施設介護業務全般を行います。 ・日常生
活における食事介助、入浴介助、歩行介助、 排泄介助
、衣服着衣介助、オムツ交換などの介護 業務及びレク
リエーションなどの支援を行います。

214,320円～216,320円 (1)6時45分～15時30分

その他
(2)10時00分～18時45分

(3)13時15分～22時00分

24081-
00312421

特別養護老人ホーム たちばな園あす
か

三重県熊野市飛鳥町大又２５０番地

三重県熊野市

介護職員 ◆高年齢者の施設介護業務全般を行います。 ・日常生
活における食事介助、入浴介助、歩行介助、 排泄介助
、衣服着衣介助、オムツ交換などの介護 業務及びレク
リエーションなどの支援を行います。

203,800円～241,800円 (1)6時15分～15時00分

その他
(2)6時30分～15時15分

(3)9時00分～17時45分

毎 週

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00313321

特別養護老人ホーム たちばな園あす
か

三重県熊野市飛鳥町大又２５０番地

三重県熊野市

介護職員 ◆高年齢者の施設介護業務全般を行います。 ・日常生
活における食事介助、入浴介助、歩行介助、 排泄介助
、衣服着衣介助、オムツ交換などの介護 業務及びレク
リエーションなどの支援を行います。 ※パート勤
務も相談に応じます。（短時間等） ※勤務成績が良好な
場合等は、嘱託職員や正規職員への 登用制度あり

214,320円～216,320円 (1)6時15分～15時00分

その他
(2)6時30分～15時15分

(3)9時00分～17時45分

24081-
00317021

日本協同建設株式会社 熊野工事所

三重県熊野市有馬町字矢田沖４２８９
－１

三重県熊野市

電気通信エ事業 【主要業務】 光ケーブルの接続、各家屋への配線、イン
ターネット工事 ＊補助として、次の業務をおこないます
。 ・特殊工事車両による建柱作業 昇柱、高所作業
車による柱上での通信ケーブル敷設、 接続切替作業（
地上～５ｍくらいの高所作業） ・ＭＨ内での通信ケーブ
ル敷設、接続、切替作業 ケーブル切替については条件

176,300円～189,300円 (1)8時00分～16時30分

日祝日その他

24081-
00318721

日本土木工業 株式会社

三重県南牟婁郡御浜町大字引作１４１
－５２

三重県南牟婁郡御浜町

現場監督 ◆熊野市～新宮市間のエリアにおいて、主に土木工事の現場
管理をしていただきます。 ＜主な業務内容＞

・施工管理 ・工程管理 ・品質管理 ・施工計画書
の作成 ・工事写真の管理 ・出来形管理 等々の業務
をおこないます。 ＊その他、詳細な内容については、
面接時にご確認くだ さい。

222,500円～390,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00323921

株式会社 川上組

三重県熊野市井戸町５４８－６

三重県熊野市

事務管理 ◆当事業所において、事務全般を担当していただきます。
＜主な業務内容＞ ・ワード、エクセルによるコンピ

ューター入出力作業 ・監督官庁への提出書類の作成
・電話対応、来客対応 ・建設業の事務手続き及び

それに伴う書類作成 ・その他、雑務 ＊基本的
なパソコン（ワード・エクセル）操作できる方 を募

170,000円～250,000円 (1)9時00分～17時30分

土日祝日その他

24081-
00333121

有限会社 たなか

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３７９

三重県南牟婁郡紀宝町

精肉加工・配送 ◆精肉加工及び配送業務をおこないます。 ＜主な業務
内容＞ ・枝肉を解体し、塊の状態に加工します。
・解体・加工した精肉を各直営店等へ配送します。
＊配送範囲：尾鷲市～新宮市

200,000円～250,000円 (1)8時00分～16時45分

その他

その他

その他

その他

毎 週

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00334021

有限会社 フリースタイル

三重県熊野市井戸町４９６８

三重県熊野市

事務員 ◆一般・営業事務員として次の業務に従事していただきます
。 ＜主な業務内容＞ ・ケーブルテレビの加入に伴
うお客様の来客対応 ・パソコンによるデータ入力、顧客
管理、メール対応等 ・お客様に電話での工事日程調整等

・取引先への訪問：書類提出、機器受け取り等（社用車
：ＡＴ車 を使用します） ・その他、関連する業務

156,800円～160,000円 (1)9時00分～18時00分

土日その他

24081-
00335721

有限会社 みはま介護センター みは
まショートステイセンター

三重県南牟婁郡御浜町下市木 ３７２
８－２

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ※ショートステイ（短期入所生活介護）施設にて利用者
の方々への介護業務全般を行います。 ・食事、入浴、
排泄、衣服の着替えなどの介助や生活 相談、レクリエ
ーションなどの支援を行います。 〈ト
ライアル雇用併用求人〉

157,000円～165,000円 (1)6時30分～15時30分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)17時00分～9時00分

24081-
00336821

有限会社 みはま介護センター みは
まショートステイセンター

三重県南牟婁郡御浜町下市木 ３７２
８－２

三重県南牟婁郡御浜町

清掃員 ◆ショートステイセンター（短期入所生活介護）における
清掃業務全般をおこないます。 ・入所している方の

衣類・タオル・おしぼり・エプロン などの洗濯、乾燥
、お届け ・フロアー、トイレ、洗面、ロビーなどの清
掃 ＊２名で清掃作業をおこないます。

157,000円～157,000円 (1)8時30分～17時30分

その他

24081-
00337221

有限会社 介護センターみつわ

三重県南牟婁郡御浜町志原１６９８－
５０

三重県南牟婁郡御浜町

介護職員 ＊グループホームに関する業務全般をおこないます。
１ユニット９名のグループホームにおいて、高齢の方々
の食事の準備・介助や、家事全般及び、入浴介助など、
生活のお世話を中心におこないます。 ・夜勤は、 大
１８名を２人体制で行います。 ・ヘルパー資格の無い方
につきましては、介護初任者（旧 ２級）資格取得を希

163,000円～180,000円 (1)8時00分～17時00分

その他
(2)9時00分～18時00分

(3)17時30分～7時30分

24081-
00340921

有限会社 桂建設

三重県熊野市五郷町寺谷４７４－１

三重県熊野市

事務員 ●現場監督の補佐（書類作成等） ●庶務・総務に関する事
務全般 ●事務所内の清掃、郵便局等へのお使いなどをする
こと もあります。 ※研修や講習会へ参加していただ
く場合もあります。

136,500円～136,500円 (1)9時00分～17時00分

土日祝日その他

毎 週

毎 週

毎 週

その他

毎 週



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

24081-
00341121

有限会社 桂建設

三重県熊野市五郷町寺谷４７４－１

三重県熊野市

土木作業員 ※土木施工管理一般業務及び監督見習業務で、熊野市内に
おいて公共工事を主とした工事を行ないます。 ・手

間取り ・型枠作業、コンクリート打設作業 ・ダンプ
運転手（２ｔ、４ｔ）、排水管設置 ・その他、場内整理
他

230,000円～322,000円 (1)7時30分～17時00分

日その他

24081-
00342021

有限会社 水谷水産

三重県熊野市有馬町５７０７－１

三重県熊野市

大型運転手 ◆８ｔトラックでの活魚運搬業務をおこないます。
＜主な仕事内容＞ ・尾鷲方面で活魚を積み込み、大阪
、東京、北陸方面に 運搬します。 ※運搬先や
荷物の都合により、終業時間が前後する場合 があり
ます。 （面接時に詳細について説明いたします。）

350,000円～500,000円 (1)8時00分～17時00分

その他

24081-
00343721

有限会社 大崎商店

三重県熊野市井戸町赤坂７１５－２

三重県熊野市

ネット通販出
荷・受注作業

◆文具・事務用品・日用雑貨・ギフト商品等のインターネッ
ト通信販売業務全般に従事していただきます。 ＜

主な業務内容＞ ・商品の梱包作業 ・商品の発送
業務 ・商品の荷受け業務 ・受注時及び売り上げ
に関するパソコン入力作業 ※荷受け・出荷作業時に、２
０～３０ｋｇ程度の荷物を１日 当たり３００個ほど扱う

160,000円～170,000円 (1)8時30分～17時30分

日祝日その他

24081-
00344821

有限会社 徳田組

三重県南牟婁郡紀宝町井田２０９５－
６

三重県南牟婁郡紀宝町

現場管理技術者 ◆現場管理業務 公共工事を主とし、南牟婁郡（たまに熊
野市内もあり）を 中心に、道路などの土木工事現場にお
いて、管理技術者と して施工計画を作成し、施工管理・
安全管理・品質管理な ど施工管理業務全般を行います。
それに伴い、パソコンを 使用して提出書類などの作成を
行います。 また、土木工事に付随した土木一般作業もあ

300,000円～370,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00345221

鈴木建設 株式会社

三重県熊野市有馬町 ３０２

三重県熊野市

足場組立工 ※一般住宅、公共施設の建築現場などにおいて足場組立作業
を行ないます。（高所作業を伴います。） ・工事

内容によりメッシュフェンスや防音シートを貼り ます
。 ・現場の範囲は串本町～尾鷲市の間で、現場によっ
ては 朝早くから動きだしますが、その日の仕事内容に
よって は早く事務所に戻り、倉庫の整理・整頓・清掃

197,600円～370,500円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

その他

その他

その他

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

30020-
00401621

井筒建設 株式会社

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
７８－２

三重県南牟婁郡紀宝町

土木工事技術
者・建築工事技
術者

＊土木工事等の工事現場の管理・監督業務に従事します。
＊パソコン（ワード、エクセル、ＣＡＤ）での書類の作成

を 行います。 ＊主な現場は 和歌山県南部【新宮
市・那智勝浦町・串本町・すさみ町】 三重県紀宝町
＊勤務地は応相談

350,000円～600,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

29040-
01245221

佃造林

奈良県吉野郡下北山村大字下池原４５
５

奈良県吉野郡下北山村

林業作業員・土
木作業員

上北山、下北山、熊野周辺の現場における林業・土木作業全
般 （主に保
育） ＊間伐（全体に十分な光と養分がいきわたるよう
に木の本数を 減らす作業） ＊下刈り（苗木の周辺
に生えた雑草を刈り払う作業） ＊枝打ち（節のない木材
を生産するために枝を切り落とす作業） ＊ダンプカーに

168,000円～252,000円 (1)7時30分～16時30分

その他

29040-
00351621

池原運送 有限会社

奈良県吉野郡下北山村大字上池原３３
７

奈良県吉野郡下北山村

１０ｔ車平ボ
ディ運転手

◇リサイクル・スクラップの運搬業務です ＊三重県熊野
市（１か所）、和歌山県新宮市（１か所）で積込み、 主
に大阪、その他名古屋、神戸方面へ運搬します。 ＊１０
ｔ平ボディ車を使用します。 ＊熊野市にも車庫（御浜町
大字下市木２５０８－１）があり、 そこからも出発でき
ます

180,000円～220,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

24081-
00656121

有限会社 たなか

三重県南牟婁郡紀宝町井田２３７９

和歌山県新宮市

精肉加工販売員 ※精肉加工及び販売業務 ・塊りの肉を販売用にスライ
スして、味付けを行い店頭に 陳列します。 ・お
客様の注文通りに商品を量り、金額をレジに入力し、
預り金を確認して、商品・レシート・つり銭などを渡し
ます。

200,000円～250,000円 (1)9時00分～17時45分

その他

30020-
00959221

井筒建設 株式会社

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
７８－２

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

土木工事技術者
見習・建築工事
技術者見習

＊コンクリート工事・土木工事等の工事現場の 【管理・監
督見習い業務】に従事していただきます。 ＊パソコン（
ワード、エクセル、ＣＡＤ）を使用して書類の作成を 行い
ます。 ＊主な現場は【三重県紀宝町～串本町】です。

180,000円～300,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日その他

その他

その他

毎 週

その他

その他



事業所名

職種 仕事の内容

賃金

就業時間求人番号 事業所所在地

就業場所住所

休日

週休二日制又は
週所定労働日数

30020-
00648721

井筒建設 株式会社

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦
７８－２

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

土木作業員 ＊土木作業全般（コンクリート工事、土工事等）に従事
・就業場所は【三重県紀宝町～串本方面】が主になります。

資材置場に集合してから各自現場へ向かいます。
・１級又は２級の土木施工管理技士、 １級又は２級の

建築施工管理技士は優遇致します。

194,400円～280,800円 (1)7時30分～17時00分

日祝日その他

30030-
01343421

株式会社 ジェイバードＴＭＳ

和歌山県田辺市新庄町２３２２番地２

和歌山県新宮市

警備員 ※交通誘導警備、雑踏警備業務に従事していただきます。
・工事現場、駐車場、イベント等における警備業務
※就業場所地域は【新宮市、新宮市周辺、熊野市】

※初心者の方も丁寧に研修致します。 ※社用車（軽自動車
ＡＴ等）使用。 ≪ 急 募
≫

176,000円～198,000円

その他

又は 7時 00分 ～
22時 00分 の間の8時
間

30020-
00362321

ＴＲＹＡＤ合同会社

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字宇久
井１７３０－３２４

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

理学療法士又は
作業療法士

＊事業所から訪問看護（リハビリテーション）を実施
主な業務は担当利用者のリハビリテーション カルテ業務
・各種 関係機関との連携 （医師、ケアマネージャーは
別組織） 訪問先の範囲【勝浦～新宮紀宝町～熊野市】

法人車両での訪問 訪問初心者の方でも 当社
の研修プログラムに基づくフォローアップがあります。

310,000円～420,000円 (1)9時00分～18時00分

土日その他

30021-
00125021

株式会社 紀州熊野綜合警備

和歌山県東牟婁郡串本町西向８７４番
地

和歌山県東牟婁郡串本町

警備員（請） 歩行者、車両等の誘導 ＊就業期間（短期・長期）は、相
談に応じます。 ＊短期間御希望の方も、御相談下さい。

＊経験のない方は、指導いたします。

＊交通費は、実費全額支給（会社指定
のガソリンスタンドにて給 油）いたします。

161,000円～184,000円 (1)8時00分～17時00分

日祝日

その他

その他

毎 週

その他


