
 

 

令和２年５月１４日号 

 

 

 

ハローワーク大河原 

 

 

求人情報 

コムズ 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

FAX ０２２４－５２－３９８９ 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



日給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)7時45分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050- 1435701 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)7時45分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 1436801 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 70人 ）

正社員 04050- 1437201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 70人 ）

正社員 04050- 1438501 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 70人 ）

正社員以外 04050- 1439001 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

64歳以下 (1)9時00分～17時00分 大型自動車免許
二級自動車整備士

2
人 TEL 0224-63-2541 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1441101 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1442401 就業場所

月給 交替制あり
39歳以下 (1)8時20分～17時00分

(2)16時50分～1時15分

1 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0244-36-0111 （従業員数 39人 ）

正社員 04050- 1443701 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者

3
人 TEL 0224-83-5508 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1444801 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-55-1702 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1445201 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-83-2340 （従業員数 34人 ）

正社員 04050- 1446501 就業場所

月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1448301 就業場所

月給 医療事務資格
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-3741 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1449601 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-72-2261 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1450401 就業場所 厚生
月給 交替制あり

30歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 26人 ）

正社員 04050- 1454501 就業場所 宮城県岩沼市
年俸制 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)9時00分～18時00分 准看護師
(2)9時30分～18時30分

2 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 0224-82-2181 （従業員数 106人 ）

正社員以外 04050- 1466901 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-1937 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1469701 就業場所

土木作業員 株式会社　高橋技工 宮城県角田市小田字釜ノ入４５ 雇用・労災・健
康・厚生

185,600円～
232,000円

雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　宮城福祉
会　
介護老人保健施設　あい
やま

宮城県柴田郡村田町大字村田字相山１０
０番地５

雇用・労災・健
康・厚生

251,000円～
281,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

総合職 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

鉄骨組立 株式会社　丸隆 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字薬師堂
６１番地２

雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
199,800円

雇用期間の定めなし

医療事務 医療法人　庄司クリニッ
ク

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３
５－１

雇用・労災・健
康・厚生

134,400円～
166,500円

雇用期間の定めなし

自動車車検整備 協業組合　仙南車検セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡土手内３－１０
－２８

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 株式会社　今野建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦１０
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 医療法人玉川　太田内科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－３－３
４

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（１０ｔ） 両備トランスポート株式
会社群馬支店　宮城営業
所

宮城県柴田郡村田町大字沼田字蛇沢４１
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

241,813円～
241,903円

雇用期間の定めなし

電子部品の組立作業 株式会社　アリーナ　角
田事業所

宮城県角田市角田字西田６－１
アルプスアルパイン株式会社　角田工場
内

雇用・労災・健
康・厚生

158,500円～
188,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（ユニック
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備 有限会社　角田第一自動
車

宮城県角田市角田字中島下５３４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

品質管理 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

品質管理 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

品質管理 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木工事監督 日広建設　株式会社 宮城県角田市角田字錦町１４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
395,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

土木作業員及び重機オ
ペレータ

日広建設　株式会社 宮城県角田市角田字錦町１４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

179,985円～
260,925円

雇用期間の定めなし

職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 
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月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 1473601 就業場所 厚生
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-55-1481 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050- 1378901 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 1379101 就業場所 宮城県柴田郡村田町
年俸制 介護支援専門員（ケアマネージャー）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1380801 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時30分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員以外 04050- 1381201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 栄養士

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1382501 就業場所 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1383001 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1386901 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1388401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
日給 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-56-1670 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1389701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 33人 ）

正社員 04050- 1394901 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 1399201 就業場所

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
39歳以下 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

2
人 TEL 0224-52-8002 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1401401 就業場所 厚生
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1403801 就業場所

日給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時15分～17時30分

1
人 TEL 0224-86-5515 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1404201 就業場所

月給 葬祭ディレクター２級
不問 (1)9時00分～17時00分 葬祭ディレクター１級

1
人 TEL 0224-62-4111 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1406001 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

18歳～59歳 (1)18時00分～3時00分

3
人 TEL 0224-51-3150 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 1407301 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

大型トラック運転手 福山エクスプレス　株式
会社　大河原営業所

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字中川原８
３

雇用・労災・健
康・厚生

234,700円～
284,700円

雇用期間の定めなし

葬祭ディレクター 有限会社　かねこ 宮城県角田市佐倉字雁小屋１０４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

鉄筋加工 藤工業　株式会社　宮城
工場

宮城県角田市横倉字明地１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

195,300円～
195,300円

雇用期間の定めなし

土工・一般作業員 有限会社　三田工業 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新舘前１
３８番地

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

電気工事士 有限会社　高南電設　大
河原営業所

宮城県柴田郡大河原町小山田字坂下５６
－２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

介護員（デイサービ
ス）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

168,200円～
207,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業事務員 株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 有限会社　ネットワーク
物流

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字川前５５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

278,400円～
371,200円

雇用期間の定めなし

介護職（介護福祉士） 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

172,100円～
203,300円

雇用期間の定めなし

介護職（介護職員初任
者研修）

医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

166,900円～
198,000円

雇用期間の定めなし

介護職（資格不問） 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

164,800円～
196,000円

雇用期間の定めなし

栄養士 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
175,100円

雇用期間の定めなし

調理員 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

141,069円～
142,096円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護支援専門員 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

266,666円～
333,333円

雇用期間の定めなし

舗装工事管理業務　又は
一般土木工事管理業務
（２級）

株式会社　大慎組 宮城県柴田郡村田町大字村田字二月田１
０－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　竹有土木 宮城県柴田郡柴田町船岡西１－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
320,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

広報、宣伝業務 株式会社　菅生（スポー
ツランドＳＵＧＯ）

宮城県柴田郡村田町大字菅生６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 

令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 

日給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 大型自動車免許

2
人 TEL 0224-57-2580 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 1408601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～18時00分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0062 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1410701 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-1525 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1411801 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 浄化槽管理士

2
人 TEL 0224-52-1525 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1412201 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-72-1847 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1413501 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～16時45分 移動式クレーン運転士

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-86-4604 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1414001 就業場所

日給 変形（1年単位） 車両系建設機械
59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （整地・運搬・

積込用及び掘削用）
1 運転技能者

人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1415301 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-5757 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1417901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分

3 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1418101 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分

3 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1419401 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1421501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

2 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1423301 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1424601 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1425901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1429801 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1430301 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1433101 就業場所

准看護師（病棟） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

看護師（人工透析室） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（人工透析） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

看護師（外来） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

174,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

介護員 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

149,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

現場管理補助 仙南工業　株式会社 宮城県角田市佐倉字小山５８－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

172,000円～
232,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　石川組 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑９６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

238,700円～
303,800円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 柴田運輸株式会社 宮城県角田市君萱字田中下３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
237,000円

雇用期間の定めなし

外壁工事作業員 株式会社　スタイル 宮城県伊具郡丸森町字銀杏２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

256,800円～
428,000円

雇用期間の定めなし

浄化槽保守点検 有限会社宮城総合エンジ
ニア

宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

し尿汲取、汚泥収集運
搬、浄化槽保守点検

有限会社宮城総合エンジ
ニア

宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

看護師（正・准） 医療法人社団　井上恩和
会　角田ふれあいクリ
ニック

宮城県角田市角田字豊町１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

トラック運転手 東北新潟運輸株式会社
仙台南支店

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納１
９２

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～
183,600円

雇用期間の定めなし
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 

令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1434401 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1451701 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1452801 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 1453201 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1468401 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1470501 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1366501 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1367001 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～19時30分

(2)8時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-83-6480 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1370401 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～15時00分

1
人 TEL 0224-52-2127 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 1371701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)18時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 89人 ）

正社員 04050- 1372801 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-7866 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1373201 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

64歳以下 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-86-3963 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1395101 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1353101 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1354401 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-3970 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1355701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1364801 就業場所

技能職（旋盤、フライ
ス、研磨、ワイヤー、
ＣＡＤ／ＣＡＭ）

株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　加藤土建 宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,700円～
245,300円

雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災・健
康・厚生

145,024円～
150,000円

雇用期間の定めなし

食品製造助手 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災・健
康・厚生

145,024円～
150,000円

雇用期間の定めなし

伐採 株式会社　葵林産 宮城県柴田郡村田町大字村田字西田７３
－３

雇用・労災・健
康・厚生

195,300円～
260,400円

雇用期間の定めなし

介護員 認知症高齢者グループ
ホーム　ひまわりの郷　
［（株）岩沼インテリア
サービスの介護部門］

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１
３１－１

雇用・労災・健
康・厚生

142,760円～
142,760円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,500円～
224,000円

雇用期間の定めなし

一般事務
一

株式会社　フクシ薬品 宮城県柴田郡大河原町字南原町１１－１
１

雇用・労災・健
康・厚生

140,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 前田歯科医院 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦９
７ー１

雇用・労災・厚
生

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災・健
康・厚生

152,625円～
152,625円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災・健
康・厚生

208,180円～
254,440円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 雇用・労災・健
康・厚生

191,000円～
207,000円

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 雇用・労災・健
康・厚生

173,000円～
173,000円

雇用期間の定めなし

営業職 株式会社　ワカキ 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

設備職 株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

大工職 株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

看護師（病棟） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 

令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時10分～17時20分

2
人 TEL 0224-72-1753 （従業員数 22人 ）

正社員 04050- 1374501 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050- 1375001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

(2)10時45分～19時45分

2 (3)16時00分～9時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050- 1376301 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

(2)10時45分～19時45分

3 (3)16時00分～9時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050- 1377601 就業場所

月給 交替制あり 調理師
59歳以下 (1)5時30分～14時30分

(2)6時00分～15時00分

2 (3)10時10分～19時10分

人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1346101 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)10時10分～19時10分

1
人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1347401 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

10
人 TEL 0224-51-8022 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050- 1348701 就業場所 福島県南相馬市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 7時00分～20時00分の
間の8時間程度

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1351601 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 7時00分～20時00分の
間の8時間程度

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1361101 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 7時00分～20時00分の
間の8時間程度

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1362401 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 7時00分～20時00分の
間の8時間程度

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1363701 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 第二種衛生管理者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 防火管理者（甲種・乙種）

5
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 624人 ）

正社員 04050- 1365201 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-84-5709 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1338101 就業場所

月給
35歳以下 (1)6時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1341501 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)19時00分～4時00分

3 (3)4時00分～13時00分

人 TEL 0224-79-3120 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 1342001 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1343301 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1344601 就業場所 宮城県角田市

配送及び店頭販売 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

一般事務員 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品の鋳造作業
員

有限会社　みやぎ　ダイ
キャスト

宮城県伊具郡丸森町大内字七夕４５ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

支援員 社会福祉法人臥牛三敬会
第二虹の園

宮城県角田市佐倉字町裏一番６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

151,900円～
167,700円

雇用期間の定めなし

建築鉄工 有限会社　川崎製作所 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－６

雇用・労災・健
康・厚生

171,750円～
171,750円

雇用期間の定めなし

スーパーマーケットス
タッフ

株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

160,300円～
257,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

192,500円～
262,000円

雇用期間の定めなし

介護職 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

169,000円～
222,000円

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員（仙南地
域及び南相馬市近郊）

株式会社　仙台グランド
警備　仙南営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２丁目６－
１５

雇用・労災・健
康・厚生

162,750円～
184,450円

雇用期間の定めなし

調理補助（介護老人保健
施設ゆうゆうホーム）

有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

151,900円～
151,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師 有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

ゴム成型品の製造業務 株式会社丸一ゴム製作所
丸森工場

宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼字入谷地
６８－１

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 

令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 1330701 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分

5 (3)9時00分～17時30分

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 64人 ）

正社員 04050- 1331801 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分

5 (3)9時00分～17時30分

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 64人 ）

正社員以外 04050- 1332201 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 1333501 就業場所

日給 大型自動車免許
不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-87-6524 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 1334001 就業場所

月給 保健師
不問 (1)8時30分～17時15分 看護師

2
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 78人 ）

正社員以外 04050- 1335301 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 78人 ）

正社員以外 04050- 1336601 就業場所

事務・業務補助 宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

134,690円～
134,690円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

感染症対策相談員（看
護師、保健師）

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

186,760円～
186,760円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型ダンプ運転手 株式会社　ミツキ 宮城県角田市角田字老ケ崎８４－１－２
０６

雇用・労災・健
康・厚生

238,700円～
238,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

基礎工事、外構工事作
業員

有限会社　大住建設 宮城県角田市藤田字是入２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

196,350円～
265,650円

雇用期間の定めなし

キャディ ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,724円～
190,224円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キャディ ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

外来補助（受付等）業
務［丸森町］

株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災・健
康・厚生

149,000円～
159,000円

雇用期間の定めなし
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時給
不問 8時20分～17時20分の

間の5時間程度
1

人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 42人 ）

パート労働者 04050- 1447001 就業場所

時給
59歳以下 (1)17時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1456301 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)5時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1458901 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 15時00分～20時00分の

間の４時間
2

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1459101 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1460801 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1461201 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)13時00分～17時00分

(2)17時00分～20時00分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1462501 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 理容師

不問 (1)7時00分～11時00分 美容師
(2)11時00分～15時00分

8 (3)15時00分～19時00分

人 TEL 0224-58-8435 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 1465601 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-0294 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1390501 就業場所

日給
不問 (1)7時30分～17時00分

3
人 TEL 0224-86-3963 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1396401 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5285 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04050- 1397701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 9時00分～16時45分の
間の5時間程度

2
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050- 1398801 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-52-0087 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1400101 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

10
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 1337901 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1340201 就業場所

時給 交替制あり 看護師
59歳以下 8時30分～18時00分の 准看護師

間の４時間程度
1

人 TEL 0224-63-0062 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 1409901 就業場所 宮城県角田市
時給

64歳以下 (1)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-51-3277 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 1416601 就業場所 宮城県柴田郡村田町

食堂スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

生産管理、営業事務補
助

株式会社　三光ダイカス
ト工業所　宮城工場

宮城県伊具郡丸森町大館１－３１ 雇用・労災・健
康・厚生

824円～876円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

レジ係［本店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

食堂スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

惣菜加工［村田店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

鮮魚加工［村田店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

理容師、美容師 千円ヘアカット 宮城県柴田郡柴田町槻木東２丁目１－３
５

その他

850円～850円
雇用期間の定めなし

レジ係（４Ｈ程度）
［村田町］

株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

下刈作業員 株式会社　葵林産 宮城県柴田郡村田町大字村田字西田７３
－３

雇用・労災・健
康・厚生

1,500円～1,625円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護予防支援員（補
助）

社会福祉法人　大河原町
社会福祉協議会

宮城県柴田郡大河原町字南６９ 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（障）洗濯業務員 社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災

830円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

総務・経理事務（柴田
町）

株式会社　ケー・アン
ド・アイ

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－９－１
５

雇用・労災

850円～900円
雇用期間の定めなし

ピッキング作業スタッ
フ（角田）

アイリスオーヤマ　株式
会社

宮城県角田市小坂字上小坂１番地 雇用・労災・健
康・厚生

980円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

草刈作業員 フジサイ工建　株式会社 宮城県柴田郡大河原町新寺字東９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護師（パート） 医療法人社団　井上恩和
会　角田ふれあいクリ
ニック

宮城県角田市角田字豊町１－３ 労災

1,650円～1,950円
雇用期間の定めなし

送迎運転手 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プラスチック精密部品
製造

有限会社カツヨテクノロ 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１８
１

雇用・労災

824円～834円
雇用期間の定めなし

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 

令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 

令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 

時給 准看護師
不問 7時00分～18時00分の

間の4時間程度
2

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 1420201 就業場所

時給 看護師
不問 7時00分～18時00分の

間の4時間程度
2

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 1422001 就業場所

時給 交替制あり 准看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1426101 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1428701 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1431601 就業場所

時給 看護師
不問 8時30分～17時00分の

間の4時間程度
2

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1432901 就業場所

時給
59歳以下 (1)15時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1467101 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)13時30分～18時00分

(2)13時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 1368301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)13時30分～18時00分

(2)13時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 1369601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 社会保険労務士

不問 (1)9時30分～17時00分 中小企業診断士

1
人 TEL 0224-53-1042 （従業員数 36人 ）

パート労働者 04050- 1356801 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

不問 (1)9時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-1042 （従業員数 36人 ）

パート労働者 04050- 1357201 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 7時00分～17時00分の
間の5時間程度

2
人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1358501 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 7時00分～17時00分の

間の5時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1359001 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 7時00分～17時00分の

間の5時間程度
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1360901 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 8時00分～16時00分の

間の7時間程度
5

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 64人 ）

パート労働者 04050- 1349801 就業場所

時給
不問 (1)6時30分～9時00分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 1350301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

59歳以下 (1)14時30分～18時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-87-8750 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1352901 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

准看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師（人工透析
室）

医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（外来） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（人工透析室） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食堂スタッフ 株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 労災

950円～950円
雇用期間の定めなし

看護師（病棟） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科助手 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災

850円～900円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

申請相談員（助成金担
当）

大河原公共職業安定所 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ１階

雇用・公災・健
康・厚生

1,130円～1,306円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事業主支援アドバイ
ザー

大河原公共職業安定所 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ１階

雇用・公災・健
康・厚生

1,991円～2,028円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホールスタッフ（ゴル
フ場クラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

830円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助（ゴルフ場ク
ラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

830円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キャディ ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災

1,666円～1,666円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴルフ場コース管理 杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

830円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 いのまた胃と腸・内科ク
リニック

宮城県柴田郡柴田町槻木上町２丁目７－
２５

雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

清掃係 太平ビルサービス　株式
会社　仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ２階

労災

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
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令和 2年 ５月１４日発行 

  ハローワーク大河原 

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 1339401 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～14時30分

(2)7時00分～12時00分

1 (3)7時00分～16時00分

人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 1329901 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

清掃員［丸森町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務業務（住宅アフター
メンテナンス部門）

株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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◆本誌は 

ハローワーク大河原で受理した直近の１週間の求人を掲載しております。 
※掲載した求人の中に、すでに紹介・応募者がおり、採用済みで無効となっている場合もあります。 

※掲載スペースの都合上、受付したすべての求人の掲載はしておりません。 

※配布場所は、阿武隈急行角田駅・角田市役所・大河原町役場・村田町役場・柴田町役場・ 

川崎町役場・丸森町役場となっておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

また、角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町・白石市・蔵王町・七ヶ宿町のＨＰにも 

掲載しております。 

◆掲載内容について 

 フルタイム求人・・・「基本給」＋「定期的に支払われる手当」の合計金額が記載してあります。 

通勤手当・皆勤手当等、その他の手当は含まれておりませんので求人票でご確認してください。 

 パートタイム求人・・時給単価が記載してあります。 

※給与形態が日給・時給の場合は月額給与での表示となっている場合があります。 

 ◆応募を希望される方は 

求人の内容の詳細や締切状況等をハローワークで確認し、必ず紹介状の交付を受けて応募してください。 

 ハローワークの利用時間は８時３０分～１７時１５分（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁）です。 

≪お願い≫ 

●当所をご利用の方は、オーガ３階または屋上の駐車場をご利用ください。 

なお、４階は契約者専用の駐車場で、ご利用できませんのでご注意ください。 

●駐車場は利用者すべての方が、２時間までは無料で利用できます。 

それ以降は１時間毎に１００円の利用料金が必要になります。 

●路上駐車やセブン・イレブン等、ご迷惑となる駐車は絶対にしないでください。 

●オーガ駐車場は左折入庫専用です。 

右折入庫は交通事故の原因となりますので、絶対に右折入庫はしないでください。 

※その他ご不明な点については、当所の紹介窓口までお尋ねください。 

◆求人情報のＱＲコード 

 

  

コ ム ズ ご 利 用 に あ た っ て 

ハローワーク 

インターネットサービス 


