
 

 

令和３年１０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 

 



  

 

●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！ 
 

●既に採用済み無効求人を掲載して

いる場合や、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

りませんのでご了承ください 

 

 

 

●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 

※各役場HPに掲載しています 

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 

配 布 場 所 求人情報誌コムズ 

求人内容について詳細を確認、相談希望、応募してみたい方は 

ハローワーク大河原へ！ 
  
電話０２２４－５３－１０４２ 

ハローワークの利用時間８時３０分～１７時１５分 

（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁） 

 

●ハローワークの求人に応募される場合にはハローワークの発行する

紹介状が必要です。応募前に必ず紹介状の交付を受けてください 

 

 

ハローワークで受理した求人はハローワークインター

ネットサービスで検索できます

←くわしくはこちらへ

求職者マイページを開設してみませんか？

開設すると求人検索条件を保存や、お気に入りとしての

保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-55-4938 （従業員数 34人 ）

正社員 04050- 3178611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-55-4938 （従業員数 34人 ）

正社員 04050- 3179911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 3183511 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050- 3184411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分
(2)5時40分～14時40分

2 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3188911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 三級自動車整備士
59歳以下 (1)8時00分～17時30分 大型自動車免許

(2)5時40分～14時40分

1 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3189111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許
59歳以下

5
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3190211 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-63-4181 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3192411 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 3195611 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 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 3196911 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

2 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 3197111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04050- 3198711 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-87-6195 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3199811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3200911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3201111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 0224-51-8022 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050- 3204211 就業場所 福島県南相馬市
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 社会福祉士
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 34人 ）

正社員 04050- 3206411 就業場所

大型運転手（１０ｔウ
イング車）

株式会社　栗村産業運送 宮城県柴田郡柴田町中名生字熊野４１番
地

雇用・労災・健
康・厚生

245,000円～
305,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

大型運転手（１０ｔ平
車）

株式会社　栗村産業運送 宮城県柴田郡柴田町中名生字熊野４１番
地

雇用・労災・健
康・厚生

245,000円～
305,000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

マシニングセンターオペ
レーター（丸森工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

自動盤オペレーター
（角田工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 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

車両整備・整備士 東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

営業・運行管理 東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 かまた歯科医院 宮城県角田市角田字幸町７３ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

バス運転手 東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

(1)5時00分～22時30分
の間の６時間以上

看護師 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

217,000円～
279,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

204,100円～
260,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（夜勤専門） 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
177,000円

雇用期間の定めなし

メカニック（自動車整
備）

株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

保育士 羽應　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南７９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000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

宮城県柴田郡大河原町字幸町８－８ 雇用・労災・健
康・厚生

162,750円～
184,450円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

塗装工 株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

生活相談員 社会福祉法人　豊和会
地域密着型特別養護老人
ホーム　そよかぜ

宮城県伊具郡丸森町金山字長根６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
210,000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）

◎ 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 ３年 10月 14日発行

ハローワーク大河原



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 ３年 10月 14日発行

ハローワーク大河原

月給 第二種電気工事士
59歳以下 (1)9時00分～18時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-87-6750 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3207011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-79-3137 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3209611 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-5903 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3166511 就業場所

月給
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3170111 就業場所 宮城県角田市
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 4人 ）

正社員 04050- 3171711 就業場所

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 4人 ）

正社員 04050- 3172811 就業場所

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 4人 ）

正社員 04050- 3173211 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 3175411 就業場所

日給 変形（1年単位） 玉掛技能者
不問 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士

2
人 TEL 0224-86-3938 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3111611 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-5632 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3112911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

61歳以下 (1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-83-5508 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3113111 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1048 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 3114711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 美容師

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-56-2026 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3116211 就業場所

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-0384 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3117511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

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 59人 ）

正社員 04050- 3118411 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

64歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-86-4604 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3119011 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)8時00分～17時00分

4
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 3120911 就業場所

配電工事、機器据付・
保守作業員

株式会社　Ｔ・Ｌ・Ｃ 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄５丁目１０
－６　新栄ファミ－ルＡ棟

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　東北スヤマ 宮城県柴田郡村田町小池３２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

部品加工、検査 有限会社　佐藤製作所 宮城県伊具郡丸森町大内字堰場５８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

技能職（旋盤工） 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

接客販売・管理 有限会社　大美屋　リサ
イクルショップお宝山

宮城県角田市角田字田町８２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

技能職（マシニング） 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

技能職（フライス、研
磨、ワイヤー）

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 羽山興業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上１３
４

雇用・労災・健
康・厚生

192,950円～
272,400円

雇用期間の定めなし

土木設計、施工管理
（本社）

三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

187,000円～
217,000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

243,915円～
243,915円

雇用期間の定めなし

工業炉の築炉、解体、
補修

ＫＯＨＫＥＮ　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字菅生字長谷小屋
５－１

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
198,000円

雇用期間の定めなし

美容師スタイリスト 株式会社　カトレィア 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 船山建設　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字銀杏７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

184,450円～
227,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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～
236,000円

雇用期間の定めなし

太陽光電気工事、屋内
配線工事

三進　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字東原前１
６２－９

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000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（１
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

280,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手
（平ボディ車）

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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）



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 ３年 10月 14日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3121111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

25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- 3122711 就業場所

月給 理容師
不問 (1)9時30分～18時30分 美容師

1
人 TEL 0224-87-8087 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3125511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050- 3126411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3127011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 3128311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3129611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

20歳～59歳 (1)6時30分～21時00分

2
人 TEL 0224-87-2011 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3130811 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時45分～17時00分

3
人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050- 3132511 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)7時45分～17時00分

3
人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 3133411 就業場所

月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士
不問 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-57-2098 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3134011 就業場所

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

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 3140511 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30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員 04050- 3141411 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 3142011 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30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 3143311 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00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 3144611 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

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 3145911 就業場所 宮城県角田市

現場代理人見習 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

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

総合職（生産管理、工程管
理他）［工場長候補］

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営業務
（リモートワーク、在宅勤
務可）

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

理容師・美容師 カット∞エイト 宮城県角田市梶賀字東１７０－１－２号
室

雇用・労災

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

仕入バイヤー業務（在
宅勤務可）

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営業
務

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

客室係 株式会社　不忘閣 宮城県柴田郡川崎町青根温泉１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
217,000円

雇用期間の定めなし

一般家電、アウトドア家
電、その他製品の品質管理
業務

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
230,000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

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

支援相談員（ゆうゆう
ホーム）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

自動車の鈑金塗装工 有限会社カーペインティ
ング平間

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字八入２６
－２４

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

病院事務（正職員） 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,010円～
230,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

正看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（ゆうゆう
ホーム）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

その他の福祉・介護関係
資格



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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ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 3146111 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 3147711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 3148811 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30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3160611 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3066111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3068811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3071311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 3073911 就業場所

日給 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

アーク溶接技能者（基本級）

2
人 TEL 0224-86-3110 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3074111 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時45分～15時45分

(2)11時00分～20時00分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050- 3075711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時30分～15時30分
(2)10時30分～19時30分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050- 3076811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 50人 ）

正社員 04050- 3077211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3078511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時30分～21時00分
(2)20時30分～9時00分

20
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員以外 04050- 3082111 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-65-2191 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3085211 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時45分

3
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員以外 04050- 3086511 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

2
人 TEL 0224-65-2191 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3087411 就業場所 宮城県角田市

メディカルクラーク 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,010円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

作業療法士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

医療相談員 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィールド
フォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

正看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィールド
大河原駅前園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィールド
おおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 有限会社　サセイ 宮城県伊具郡丸森町金山字谷地木戸１９
０

雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
345,000円

雇用期間の定めなし

土木・舗装工事の現場
管理

株式会社　ウジエ道路工
業

宮城県角田市尾山字横町６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

介護員［グループホー
ムつきのき］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,813円～
177,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員［グループホー
ムふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,813円～
177,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員（柴田
介護支援センター）

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

167,600円～
210,440円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（桜寿
苑）

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

167,600円～
210,440円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 渡邊建設　株式会社 宮城県角田市稲置字小針前４５ 雇用・労災・健
康・厚生

244,000円～
292,800円

雇用期間の定めなし

製造オペレーター（マ
スク・食品）

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

185,000円～
185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木作業員 渡邊建設　株式会社 宮城県角田市稲置字小針前４５ 雇用・労災・健
康・厚生

195,200円～
219,600円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（解体用）運
転技能者

品質管理スタッフ 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

166,036円～
166,036円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

その他の医療・保健衛
生関係資格

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

介護支援専門員（ケア
マネージャー）



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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ハローワーク大河原

月給
不問 (1)9時00分～17時45分

3
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 240人 ）

正社員以外 04050- 3088011 就業場所 大阪府大阪市中央区
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3091711 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

(2)20時00分～4時55分

2
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 3092811 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

59歳以下 (1)8時15分～17時15分
(2)17時20分～2時15分

2
人 TEL 0224-68-2511 （従業員数 220人 ）

正社員以外 04050- 3093211 就業場所 拠出
月給 薬剤師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)8時30分～12時30分
人 TEL 0224-63-4766 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3097311 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

65歳以下 (1)7時45分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-3320 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3099911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

65歳以下 (1)7時45分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-3320 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3100411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時15分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3101011 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

不問 (1)8時15分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3102311 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3103611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 第二種電気工事士

不問 (1)8時30分～17時30分 ２級ボイラー技士

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050- 3106711 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 19人 ）

正社員以外 04050- 3108211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 022-353-9503 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3057911 就業場所

月給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 保健師

(2)8時30分～13時00分

2
人 TEL 022-353-9503 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3059711 就業場所

月給
不問

1
人 TEL 0224-53-3111 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050- 3062011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時15分～17時10分

2
人 TEL 0224-55-4711 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 3063311 就業場所

ケアマネージャー（介
護支援専門員）

株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災・健
康・厚生

241,000円～
277,000円

雇用期間の定めなし

フィールドセールス 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

189,000円～
189,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

工作機械工 ウォルブロー　株式会社 宮城県角田市神次郎字久城寺１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

151,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品の熱処理加
工

株式会社　東北三之橋 宮城県伊具郡丸森町字寺内前５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

給排水設備工事現場管
理者

株式会社　タカヤ 宮城県柴田郡大河原町字南原町１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

235,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

薬剤師 株式会社　エフェクト 宮城県角田市角田字田町１２３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

288,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター及び
土木作業員

有限会社　赤坂舗装建設 宮城県角田市尾山字香取原２５ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

衛生設備配管工 株式会社　タカヤ 宮城県柴田郡大河原町字南原町１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

235,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

（一般家庭向け）営業、レ
ンタルサービス

株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

163,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

土木・舗装現場管理 有限会社　赤坂舗装建設 宮城県角田市尾山字香取原２５ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
465,000円

雇用期間の定めなし

安全対策保安員（警備
業務）

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

雇用・労災・健
康・厚生

146,880円～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～8時29分の
間の８時間

工場施設保全（設備管
理）

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

雇用・労災・健
康・厚生

155,040円～
163,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 柴田内科胃腸科心療内科
クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３ その他

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 柴田内科胃腸科心療内科
クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３ その他

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

加工・組立・検査・出
荷作業員

ユーワ精巧　株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

138,527円～
146,160円

雇用期間の定めなし

小学校（常勤講師）
［柴田町］

宮城県大河原教育事務所 宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 公災・健康・厚
生

200,000円～
210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時00分～17時00分
の間の７時間程度

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

その他の土木・測量技
術関係資格

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）



時給
不問 (1)10時00分～16時00分

(2)16時00分～20時00分

2
人 TEL 0224-61-1114 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3182211 就業場所

時給 介護職員初任者研修修了者

不問 ホームヘルパー２級

1
人 TEL 0224-87-8908 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3185011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下

1
人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 40人 ）

パート労働者 04050- 3186311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

59歳以下

1
人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 3187611 就業場所 宮城県角田市
時給 大型自動車第二種免許

59歳以下 (1)6時00分～9時00分
(2)14時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 3191511 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3205511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～15時00分

3
人 TEL 0224-79-3137 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3208311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)16時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-61-0750 （従業員数 56人 ）

パート労働者 04050- 3162111 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-61-0750 （従業員数 56人 ）

パート労働者 04050- 3163711 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)17時00分～21時00分

1
人 TEL 0224-61-0750 （従業員数 56人 ）

パート労働者 04050- 3164811 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 090-2976-5693 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 3165211 就業場所 宮城県角田市
時給 保健師

不問

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050- 3168011 就業場所

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- 3169311 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 3174511 就業場所

時給
64歳以下

1
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3177311 就業場所

時給 臨床検査技師
59歳以下

1
人 TEL 0224-86-3329 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3110311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 3124211 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

レジ接客・品出し・清
掃

株式会社ホットマン　ダ
イソー角田店

宮城県角田市角田字扇町６－９ 労災

860円～860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

マシニングセンターオペ
レーター（丸森工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

ケアサポートドライ
バー

合同会社　オハナ 宮城県柴田郡大河原町字東桜町７番地１
６

労災

860円～1,300円
雇用期間の定めなし

スクールバス運転手 東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

部品加工補助作業（角
田工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

部品加工、検査 有限会社　佐藤製作所 宮城県伊具郡丸森町大内字堰場５８ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

児童厚生員補助［槻木放課
後クラブ］会計年度任用職
員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パック詰め、値付け
（水産部門担当）

株式会社　フレスコ　フ
 レスコキクチ　角田店

宮城県角田市角田字大町３５－７ 雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めなし

惣菜担当者 株式会社　フレスコ　フ
 レスコキクチ　角田店

宮城県角田市角田字大町３５－７ 雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社ヒロミコーポ
レーション

宮城県角田市岡字松本８６－１ 雇用・労災

1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし

チェッカー（レジ業
務）

株式会社　フレスコ　フ
 レスコキクチ　角田店

宮城県角田市角田字大町３５－７ 雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めなし

食堂スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県柴田郡大河原町字広表４８番地８ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

保健師（育休代替職
員）

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

1,134円～1,134円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

接客販売及び商品管理 有限会社　大美屋　リサ
イクルショップお宝山

宮城県角田市角田字田町８２－８ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～20時00分
の間の4時間程度

現場管理補助 三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災

1,200円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

商品の検品仕分け ジャパン　ロジスティッ
クス　株式会社　仙台物
流センター

宮城県柴田郡村田町大字小泉字新岡前８
３－５

雇用・労災・健
康・厚生

855円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

臨床検査技師 医療法人　京愛会 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
７

労災

1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～18時15分
の間の4時間以上

(1)7時00分～16時00分
の間の４時間程度

(1)8時00分～17時00分
の間の４時間以上

(1)8時00分～17時00分
の間の４時間以上

(1)8時00分～19時15分
の間の5時間程度

(1)9時30分～18時00分
の間の３時間以上

(1)8時30分～17時15分
の間の7時間程度

(1)8時00分～17時00分
の間の5時間以上

◎ 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

令和 ３年 10月 14日発行

ハローワーク大河原

時給
20歳以上 (1)8時00分～12時00分

(2)7時30分～12時00分

1 (3)8時00分～16時00分
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3135311 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

不問

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3067711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

不問

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3069211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～17時30分

10
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050- 3079411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 3080611 就業場所 宮城県角田市
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- 3081911 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時15分

10
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 960人 ）

パート労働者 04050- 3084811 就業場所 拠出
時給 交替制あり 保育士

不問

1
人 TEL 0224-83-2406 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050- 3090111 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

59歳以下

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 3109511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 看護師

59歳以下 保健師

1
人 TEL 022-353-9503 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3058111 就業場所

時給 保育士
不問

4
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04050- 3060511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

65歳以下 介護職員初任者研修修了者

介護福祉士
3

人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 3061411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)17時50分～22時00分

3
人 TEL 0224-55-4711 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 3064611 就業場所

時給 看護師
61歳以下 (1)9時15分～12時15分 准看護師

(2)13時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3131211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

保育士［キッズフィールド
フォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時30分～19時30分
の間の4時間程度

清掃員 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ピッキング作業スタッ
フ（大河原）

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

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育士［キッズフィールド
おおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時30分～19時30分
の間の4時間程度

修理スタッフ 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

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育士［会計年度任用
職員］

村田町立村田保育所 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内１４ 雇用・労災・健
康・厚生

1,002円～1,002円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時15分～18時30分
の間の７時間

問合せ対応スタッフ
（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

1,130円～1,130円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護師 柴田内科胃腸科心療内科
クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３ その他

1,400円～1,600円
雇用期間の定めなし

(1)8時15分～17時45分
の間の4時間以上

（一般家庭向け）レン
タルサービス、販売

株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災

855円～1,100円
雇用期間の定めなし

(1)8時45分～18時00分
の間の3時間以上

訪問介護員（ヘル
パー）

特定非営利活動法人
ほっとあい

宮城県柴田郡大河原町字町２７９番１ 労災

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時00分
の間の1時間以上

保育士［船岡保育所］
会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 小学校教諭免許（専

修・１種・２種）

(1)7時30分～19時15分
の間の2時間以上

看護師、准看護師 株式会社　ピュアスポー
ツ

宮城県柴田郡大河原町字新東３６－１ 雇用・労災

1,200円～1,800円
雇用期間の定めなし

組立・検査・出荷作業
員

ユーワ精巧　株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－４ 労災

853円～900円
雇用期間の定めなし

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）


