
※就業場所が新庄所管内（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）の求人情報を掲載しております。

※詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

※パートタイムの賃金は時給表示です。

※掲載後、採用内定などで取り消しになる場合がありますのでご了承願います。

※求人はハローワークで簡単に検索できます。ハローワークインターネットサービスで求人情報等提供を行っておりますのでご活用ください。

職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日

150,000  8:15～17:05

～

0233-22-1295 250,000 日祝他

190,000  8:30～17:30

～

17:30～ 8:30

0233-23-5071 220,000 他

150,000  8:00～17:00

～

0233-23-1319 160,000 日祝他

150,000  9:00～18:00

～

0233-29-2991 150,000 他

130,000  8:30～17:30

～

 8:30～17:00

0233-23-1944 200,000 日祝他

150,000  9:00～18:00

～

13:00～22:00

080-1674-5241 200,000 他

193,000  7:00～16:00

～

 8:30～17:30

0233-62-4778 206,000 11:00～20:00 他

230,000  8:00～17:00

～

0233-29-2283 230,000 他

172,100  9:30～18:00

～

023-641-1551 195,500 月他

172,100  9:30～18:00

～

023-641-1551 195,500 月他

170,700 10:00～19:00

～

12:00～21:00

0233-32-1230 181,700 17:00～ 1:00 他

161,500  8:30～17:00

～

0233-35-2228 173,500 他

118,000  8:30～17:00

～

0233-52-2840 118,000 日祝他

190,000  8:30～17:00

～

0233-64-5535 250,000 日他

204,300  7:30～17:00

～

0233-22-1537 295,100 日他

168,000  8:30～17:30

～

0237-55-7333 210,000 土日祝他

168,750  8:00～17:00

～

0233-22-2822 168,750 日祝他

143,000  7:00～16:00

～

13:00～22:00

0233-32-0320 180,000 20:00～ 9:00 他

177,600  7:00～16:00

～

 8:30～17:30

0233-62-4778 189,600 11:00～20:00 他

200,000  8:30～17:00

～

0233-22-3041 200,000 土日祝他

不問

不問

不問

不問

50歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

不問

39歳
以下

不問

64歳
以下

不問

不問

特定非営利活動法人　ハート・
ルート・ドライブ　のぞみ

新庄市金沢２５７５ 介護員（訪問介
護）

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修修
了者以上   介護福祉士優遇   普通自動車免許（限
定可）正社員 06050- 2529581 従業員数 0人

さいほく鉄工　株式会社 新庄市十日町中山野村西５７０
２－１

検査補助 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 2533081 従業員数 28人

セブンイレブン　新庄松本店 新庄市大字松本　３２０ 仕入事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2522881 従業員数 10人

有限会社　笹原製作所 新庄市福田２２９－１ 事務員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2526381 従業員数 7人

1人

1人

1人

不問

うめえ門 新庄市鳥越字栗田６９６－２ 店頭販売 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2518381 従業員数 6人

有限会社　トーワホーム 新庄市桧町２６－５ パネル製造 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 2521781 従業員数 9人

合同会社　ライフ 新庄市住吉町２－２９ 看護師・准看護
師

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師又は准看護師
普通自動車免許

正社員 06050- 2499481 従業員数 20人

株式会社　やすらぎ福祉セン
ター

真室川町大字平岡１６５８番地２ 介護福祉士［新
庄市五日町］

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護福祉士
普通自動車免許

正社員 06050- 2506881 従業員数 24人

1人

1人

1人

1人

山形ダイハツ販売　株式会社 山形市白山３丁目８番３０号 サービスエンジ
ニア（新庄）

勤務場所：新庄市   

免許資格：自動車整備士国家３級資格以上
普通自動車運転免許　（ＡＴ限定・不可）

正社員 06010-18561581 従業員数 19人

山形ダイハツ販売　株式会社 山形市白山３丁目８番３０号 営業スタッフ（新
庄）

勤務場所：新庄市   

免許資格：
普通自動車運転免許　（ＡＴ限定・不可）

正社員 06010-18563781 従業員数 19人

医療法人徳洲会　『介護老人保
健施設　舟形徳洲苑』

舟形町富田字富田１３５－１ 栄養士 勤務場所：舟形町   

免許資格：管理栄養士　又は栄養士

正社員 06050- 2504481 従業員数 74人

株式会社　サンエーフード山形 山形市深町１丁目９－１０ 調理・接客（新
庄）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（通勤のた
め）

正社員 06010-18540181 従業員数 0人

1人

1人

1人

1人

株式会社　ケアウェル　ケアサ
ポート２４

鮭川村大字中渡１３１５－２ 看護師・准看護
師

勤務場所：鮭川村   

免許資格：看護師又は准看護師　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 2512481 従業員数 13人

金山町森林組合 金山町大字山崎３４－５ 一般事務 勤務場所：金山町   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2523281 従業員数 12人

北郡信用組合 村山市楯岡晦日町１番８号 金融事務・営業 勤務場所：村山市  新庄市 天童市

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06070- 3832081 従業員数 15人

株式会社　柿崎工務所 新庄市若葉町５－５ ローリー車運転
手

勤務場所：戸沢村  新庄市 

免許資格：中型免許（Ｈ１９年以前に取得の方
は、普通免許で可）   危険物丙、又は乙四

正社員 06050- 2532181 従業員数 196人

1人

1人

1人

3人

アイル・クリエイト株式会社 新庄市大町３－３４ ケアスタッフ（福
祉ステーション・
つばさ）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許   ヘルパー２級、介護
職員初任者研修修了者等の介護資格があれば尚
可その他 06050- 2508181 従業員数 16人

有限会社　最新清掃興業 新庄市金沢１８０７ 作業員 勤務場所：新庄市   

免許資格：中型免許（Ｈ１９年以前取得の方
は普通自動車免許で可）

その他 06050- 2525081 従業員数 14人

山形県立　新庄養護学校 新庄市大字金沢字金沢山１８９
４－４

［臨時］講師　３０
年９月１６日～３
１年１月５日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：教員免許（小・中・高問わず）
特別支援学校教諭一種又は二種があれば尚
可その他 06050- 2505781 従業員数 116人

株式会社　やすらぎ福祉セン
ター

真室川町大字平岡１６５８番地２ 介護員［新庄市
五日町・契約職
員］

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級　介護職員初任者
研修修了者　以上   普通自動車免許

その他 06050- 2507281 従業員数 24人

1人

1人

1人

1人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

平成 30 年 9 月 4 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（8月27日～8月31日受理分）

毎週火曜日発行
新庄公共職業安定所

面接にはハローワークの紹介状が必要です
〒９９６－００１１　新庄市東谷地田町６－４

月曜日が休日の場合は水曜日発行 ＴＥＬ０２３３（２２）８６０９

次回の週刊求人情報の発行日は9月11日（火）の予定です。

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 1



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
200,000  8:30～18:00

～

0233-22-6573 260,000 他

151,000  8:30～17:15

～

0233-22-0681 151,000 土日他

134,850  8:30～17:30

～

023-681-7101 143,278 土日祝他

740  9:00～15:30

～

0233-23-2659 750 土日祝他

800  8:30～20:30

～

の間の

0233-28-8030 800 7時間程度 他

850  9:00～20:00

～

の間の

080-1674-5241 850 3時間以上 他

770  9:00～15:00

～
0233-22-0975 770 木土日祝

740  8:00～22:00

～

の間の

0233-22-0911 800 6時間程度 他

750  9:00～16:00

～

0233-22-8791 800 土日祝他

1,500  8:00～13:00

～

 9:00～13:00

0233-29-2283 1,500 他

900  6:00～ 8:15

～

0233-29-2283 900 他

800  9:30～15:30

～

0233-23-7690 1,000 土日祝

800  9:00～16:00

～

0233-22-1292 800 日祝他

900  6:00～15:00

～

10:30～19:30

023-647-0261 950 他

1,000  9:00～11:00

～

15:00～17:00

0233-32-2770 1,000 土日祝他

810  8:30～16:00

～

0233-32-1812 810 土日

770 10:00～17:00

～

の間の

090-5232-8179 800 4時間程度 日他

1,200  8:30～17:00

～

0233-64-5535 1,500 日他

900  5:30～19:30

～

の間の

023-647-0261 1,000 5時間以上 他

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

一般財団法人　新庄市体育協
会

新庄市金沢３０７２－２　新庄市
体育館内

［嘱託］事務職員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

その他 06050- 2495381 従業員数 14人

有限会社　大竹商店 新庄市十日町４１５ 【臨時】米の集荷
３０年９月１日～
１０月２５日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

その他 06050- 2501681 従業員数 5人

ＹＦ，Ｄｅｎｓｏ　加藤　幸浩 新庄市松本２７７ 【急募】製造・組
立・検査

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2530881 従業員数 40人

三條物産　株式会社 山形市千歳１丁目１６－４８ 事務職（新庄支
店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

その他 06010-18477781 従業員数 14人

3人

1人

1人

1人

うめえ門 新庄市鳥越字栗田６９６－２ 店頭販売 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2517081 従業員数 6人

スイートオーブン　マックスバリュ
新庄店

新庄市五日町字清水川１２９１
－２

菓子製造及び販
売

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2524181 従業員数 5人

株式会社　郷野目ストア 新庄市沖の町５－４２ 鮮魚部門 勤務場所：新庄市  真室川町 最上町

免許資格：不  問

パート 06050- 2503581 従業員数 30人

有限会社　白新舎 新庄市大町２１－２１ クリーニング工補
助　及び集配業
務

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

パート 06050- 2514881 従業員数 2人

1人

1人

1人

4人

合同会社　ライフ 新庄市住吉町２－２９ 看護師・准看護
師

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師又は准看護師
普通自動車免許

パート 06050- 2498581 従業員数 0人

株式会社　ハザキエンジニア 新庄市大字福田７１１－１５２
新庄中核工業団地内

【急募】電子部品
組立検査

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2500381 従業員数 30人

株式会社ベスト 鶴岡市布目字宮田１６３－１ 栄養士又は管理
栄養士
［新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：栄養士又は管理栄養士

パート 06040- 6605881 従業員数 15人

合同会社　ライフ 新庄市住吉町２－２９ 介護・調理補助
（早朝）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2496681 従業員数 40人

5人

1人

2人

1人

株式会社　メフォス北日本　北
東北事業部　山形支店

山形市城南町１丁目１－１　霞
城セントラル１６Ｆ

（請）調理員（新
庄市）【急募求
人】

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許
（調理師免許又は栄養士あれば尚可）

パート 06010-18533381 従業員数 6人

東北王子運送　株式会社 須賀川市滑川字中津沢２６－１ 一般事務員（山
形新庄営業所）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許

パート 07060- 5024481 従業員数 15人

特定非営利活動法人　もがみ
福祉ネット

舟形町長沢字平石３８２６番地 生活指導員 勤務場所：舟形町   

免許資格：普通自動車免許
ヘルパー２級があれば尚可

パート 06050- 2528981 従業員数 21人

障がい者支援施設〔光生園〕
（社会福祉法人　舟和会）

舟形町舟形４７３３ ［臨時］運転手
～３１年３月３１
日

勤務場所：舟形町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）   ヘル
パー２級又は介護職員初任者研修修了者であれば
尚可パート 06050- 2534381 従業員数 182人

1人

1人

1人

1人

株式会社　ケアウェル　ケアサ
ポート２４

鮭川村大字中渡１３１５－２ 看護師・准看護
師

勤務場所：鮭川村   

免許資格：看護師又は准看護師　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

パート 06050- 2510981 従業員数 13人

株式会社ライジングサポート　ア
ニマート新庄

新庄市大字鳥越字新町１００３
－４

生活支援員［も
がみハウス］

勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
福祉に関する資格があれば尚可

パート 06050- 2515281 従業員数 0人

株式会社　メフォス北日本　北
東北事業部　山形支店

山形市城南町１丁目１－１　霞
城セントラル１６Ｆ

（請）調理員（大
蔵村）【急募求
人】

勤務場所：大蔵村   

免許資格：普通自動車運転免許
（調理師免許又は栄養士あれば尚可）

パート 06010-18534681 従業員数 7人

不問

1人

1人

1人

不問

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 2


