
※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

140,000  8:00～17:00

～

 9:00～18:00

0233-29-2301 150,000 17:00～ 9:30 他

201,500  7:30～16:00

～

 8:30～17:00

0233-32-0535 240,880 10:00～18:30 他

180,000  8:00～17:00

～

0233-22-1140 180,000 日他

150,000 10:00～18:00

～

022-796-8662 180,000 他

130,000  8:00～16:00

～

10:30～18:30

022-796-8662 180,000 他

120,000  7:00～15:00

～

11:00～19:00

022-796-8662 150,000 他

150,000  8:00～16:00

～

 9:30～17:30

022-796-8662 180,000 10:30～18:30 他

130,000  8:00～16:00

～

 9:30～17:30

022-796-8662 181,000 10:30～18:30 他

130,000  9:00～17:00

～

022-796-8662 180,000 他

157,000  8:30～17:00

～

023-686-3011 185,000 日祝他

168,000  8:00～16:45

～

023-652-0338 168,000 土日

168,000 20:00～ 4:45

～

023-652-0338 168,000 土日

134,000  8:30～17:20

～

0233-62-2727 159,000 日祝他

152,320  8:00～17:00

～

0233-44-2847 197,120 日祝他

128,000  8:00～17:00

～

0233-43-2257 160,000 土日他

110,400  8:30～15:30

～

 8:30～17:45

0233-55-3059 152,720 日他

139,200  8:30～17:15

～

0233-23-8811 163,200 土日祝

220,000  8:10～16:40

～

0233-22-1562 220,000 土日祝他

161,300  8:10～16:40

～

0233-22-1562 196,400 土日祝他

146,160  8:30～17:15

～

0233-29-1304 171,360 土日祝

不問

不問

不問

不問

不問

64歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

40歳
以下

不問

18歳
以上

40歳
以下

不問

不問

不問

不問

社会福祉法人　新庄かつろく会 新庄市金沢字西ノ山３０２７－４ 看護師［みどりの
大地］

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師・准看護師
普通自動車免許

正社員 06050- 1838791 従業員数 57人

特定非営利活動法人　オープ
ンハウス　こんぺいとう

新庄市住吉町１－１２ 介護員 勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級又は介護職員初任
者研修修了者以上

正社員 06050- 1850391 従業員数 17人

医療法人　北成会 仙台市青葉区米ケ袋１丁目７－
２４　メゾン・ヴェルデ米ヶ袋１０２

ボイラー技士［山
形県新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：・普通自動車免許（ＡＴ限定可）
・ボイラー技士２級以上

正社員 04010-42944991 従業員数 0人

有限会社　日東商店 新庄市城西町５－３４ 販売営業・配送
（食品）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 1831591 従業員数 3人

1人

1人

2人

18歳
以上

医療法人　北成会 仙台市青葉区米ケ袋１丁目７－
２４　メゾン・ヴェルデ米ヶ袋１０２

調理師（補助）
［山形県新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 04010-42937491 従業員数 0人

医療法人　北成会 仙台市青葉区米ケ袋１丁目７－
２４　メゾン・ヴェルデ米ヶ袋１０２

運転手［山形県
新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：・普通自動車免許（ＡＴ限定可）
・中型自動車免許

正社員 04010-42939891 従業員数 0人

医療法人　北成会 仙台市青葉区米ケ袋１丁目７－
２４　メゾン・ヴェルデ米ヶ袋１０２

介護員［山形県
新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：・普通自動車免許（ＡＴ限定可）
・介護福祉士、介護初任者研修取得者

正社員 04010-42926391 従業員数 0人

医療法人　北成会 仙台市青葉区米ケ袋１丁目７－
２４　メゾン・ヴェルデ米ヶ袋１０２

社会主事［山形
県新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：・普通自動車免許（ＡＴ限定可）
・社会主事

正社員 04010-42932191 従業員数 0人

3人

2人

2人

5人

西東北日野自動車　株式会社 山形市立谷川三丁目３５５３番
地１

自動車整備（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
　（大型自動車運転免許あれば尚可）

正社員 06010-13703491 従業員数 16人

医療法人　北成会 仙台市青葉区米ケ袋１丁目７－
２４　メゾン・ヴェルデ米ヶ袋１０２

事務［山形県新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 04010-42915291 従業員数 0人

日本マニュファクチャリングサー
ビス　株式会社　山形支店

天童市本町１丁目４－３５　新月
堂ビルフロムワン　１階

（請）ラベルなど
の検査作業（夜
勤）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06010-13656691 従業員数 77人

日本マニュファクチャリングサー
ビス　株式会社　山形支店

天童市本町１丁目４－３５　新月
堂ビルフロムワン　１階

（請）ラベルなど
の検査作業（日
勤）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06010-13657991 従業員数 77人

3人

1人

2人

2人

有限会社　マッシュハウス最上 最上町法田７９０ きのこ製造 勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 1845491 従業員数 12人

株式会社　ユーメリアファクト
リーパーク　山形ファクトリー

真室川町大字平岡字片杉野１６
６０－１

機械オペレー
ター

勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 1832191 従業員数 10人

有限会社　鮭川えのきセンター 鮭川村大字川口６２６ きのこ加工・栽培 勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

正社員 06050- 1837491 従業員数 10人

ブルーギア　株式会社 栗原市築館字蟹沢御野立２－３ ハーネス加工
［山形］

勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車運転免許（通勤用）

正社員 04060- 2438791 従業員数 10人

1人

1人

1人

1人

学校法人新庄学園　新庄東高
等学校

新庄市松本５９６ 理科（化学）教員
常勤講師（令和
２年４月～）

勤務場所：新庄市   

免許資格：理科（化学）教員免許（高校一
種）

その他 06050- 1847891 従業員数 48人

山形県　農業総合研究センター
畜産試験場

新庄市大字鳥越字一本松　１０
７６

（臨時）農林作業
員　８／１～１２
／３１まで

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 1851691 従業員数 33人

山形県最上総合支庁　産業経
済部　地域産業経済課

新庄市金沢字大道上２０３４ （臨時）農林作業
員　７／２２～１１
／２７

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 1844991 従業員数 13人

学校法人新庄学園　新庄東高
等学校

新庄市松本５９６ ［臨時］学校会計・
一般事務～２年３
月３１日まで

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 1846791 従業員数 48人

1人

1人

1人

1人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

令和 元年 7 月 2 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（6月24日～6月28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7月9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
270,250  8:00～17:00

～

0233-22-6811 270,250 日祝他

900 16:00～19:00

～

023-666-3388 900 日他

900 15:00～19:00

～

023-666-3388 900 日他

900 13:00～18:00

～

023-666-3388 900 日他

160,000  8:00～16:45

～

023-681-4690 160,000 土日祝他

208,000  8:00～17:00

～

20:00～ 5:00

0237-41-1655 208,000 他

133,056  8:15～17:15

～
0233-45-2136 133,056 日他

1,141  8:30～15:51

～

0233-22-5525 1,775 土日祝他

830 15:30～19:45

～

16:30～19:45

0233-29-2283 830 火

775  8:00～18:00

～

の間の

0233-28-7556 800 4時間程度 他

900  9:30～14:30

～

0233-32-0552 900 金土日祝他

790 10:00～16:00

～

10:00～17:00

0233-22-3332 850 10:00～18:00 月土日他

1,000  9:00～14:00

～

0233-22-3332 1,200 火水金土日

850  8:00～12:00

～

0233-52-2355 850 日祝他

770  8:00～18:00

～

の間の

0233-44-2055 800 5時間程度 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

株式会社　プライムゲート 山形市松山３丁目２－２０　デー
タスケープビル２階

（派）食品加工
（新庄市）【１６：０
０～１９：００】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-13761991 従業員数 0人

沼田建設　株式会社 新庄市大字鳥越　１７８０－１ 土木作業員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許   玉掛け作業
主任者

その他 06050- 1842391 従業員数 118人

株式会社　プライムゲート 山形市松山３丁目２－２０　デー
タスケープビル２階

（派）食品加工
（新庄市）【１３：０
０～１８：００】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-13755791 従業員数 0人

株式会社　プライムゲート 山形市松山３丁目２－２０　デー
タスケープビル２階

（派）食品加工
（新庄市）【１５：０
０～１９：００】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-13756891 従業員数 0人

1人

1人

1人

1人

株式会社　グロップジョイ　山形
オフィス

東根市さくらんぼ駅前３丁目－４
－５サンライズマンションビル１１３

（派）スマートフォ
ンのコネクタ組
立・検査

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06070- 2630491 従業員数 4人

株式会社　テクノ・サービス　山
形営業所

山形市嶋北２－５－１７　フレス
ポ山形北Ｄ棟

（派）生産管理の
補助、部品の
製造作業

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（通勤用）

その他 06010-13713891 従業員数 34人

山形県立　新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 【嘱託】看護師
～２年３月３１日
迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師または准看護師

パート 06050- 1849591 従業員数 513人

株式会社　三和食品 最上町大字富沢１３３０－４ 【大蔵工場】食品
製造（パート）

勤務場所：大蔵村   

免許資格：不  問

その他 06050- 1830291 従業員数 22人

3人

5人

2人

1人

有限会社　カイセイカンパニー
カイセイ介護センター

新庄市末広町７－４ 送迎運転手 勤務場所：新庄市   

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尚可

パート 06050- 1835691 従業員数 34人

合同会社　プランタン 新庄市住吉町２－２９ 接客販売 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 1843691 従業員数 5人

有限会社　あざきクリーニング 新庄市下田町１－２ クリーニング工 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 1829491 従業員数 9人

特定非営利活動法人　ライムハ
ウス

新庄市十日町２７５３－１７ 障がい者支援員 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- 1833091 従業員数 5人

1人

1人

1人

1人

社会福祉法人　陽だまり　［認定
こども園　めごたま］

金山町大字荒屋３５－１ ［契約職員］調理
員７／１～

勤務場所：金山町   

免許資格：不  問

パート 06050- 1848291 従業員数 30人

有限会社　あざきクリーニング 新庄市下田町１－２ 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- 1828991 従業員数 9人

クリーン最上　岸　義文 最上町大字志茂２８７－４ ［請負］客室清掃
および配膳

勤務場所：最上町 大崎市  

免許資格：不  問

パート 06050- 1839891 従業員数 4人

1人

1人

1人

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


