
 

  

令和３年１２月２３日号 

（次号12月3０日号は休刊です） 

（次号１月６日号は休刊です） 

  

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
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

3
人 TEL 022-292-3930 （従業員数 1人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-68447411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
時給

65歳以下 (1)7時30分～17時15分

2
人 TEL 022-398-5310 （従業員数 2人 ）

正社員 04010-68526811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-68543211 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-68549911 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)10時00分～18時00分

1
人 TEL 022-371-7982 （従業員数 46人 ）

正社員以外 04010-68071611 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時25分～17時15分 玉掛技能者
(2)6時55分～15時45分

1 (3)15時30分～0時20分
人 TEL 0224-55-1273 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 3927611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)10時00分～21時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 3931511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)10時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3933011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 保育士

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-87-8575 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3940411 就業場所

月給 社会福祉士
64歳以下 (1)9時00分～18時00分 精神保健福祉士

2
人 TEL 0224-51-9892 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3941011 就業場所 宮城県角田市
月給 社会福祉士

64歳以下 (1)9時00分～18時00分 精神保健福祉士
保育士

2
人 TEL 0224-51-9892 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3942311 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-5510 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 3943611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-9220 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3900611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1048 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3901911 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 玉掛技能者
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3903711 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

2 玉掛技能者
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3904811 就業場所 宮城県角田市
日給 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

2
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3905211 就業場所 宮城県角田市

設備管理スタッフ 有限会社　ビジネスサ
ポート

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１６－４
センチュリー青葉ビル１０階

雇用・労災・健
康・厚生

142,600円～
180,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

半導体製造装置の据付
調整業務

株式会社　ビーネックス
テクノロジーズ　仙台オ
フィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１
アゼリアヒルズ２階

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
255,000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

総合職（電気設備技術者）
／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

242,800円～
447,370円

雇用期間の定めなし

総合職（建築技術者）／宮
城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

242,800円～
447,370円

雇用期間の定めなし

農薬の製造工 宇都宮化成工業株式会社
船岡工場

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字滝沢１－
６

雇用・労災・健
康・厚生

168,350円～
254,350円

雇用期間の定めなし

共済カウンター業務 みやぎ生活協同組合
コープ東北統括推進部

宮城県仙台市泉区八乙女４丁目２－２
（Ｃ棟２階）

雇用・労災・健
康・厚生

153,500円～
153,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理係（とんかつ夕や
け）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

ホール係（炉ばた　は
たはた）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員 エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド角田

宮城県角田市佐倉字上土浮６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員 エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド船岡

宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１１－
３　アネックス船岡Ａ

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

営業員 東北積水樹脂　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場字二本
木８６－１

雇用・労災・健
康・厚生

169,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員 エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド角田

宮城県角田市佐倉字上土浮６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000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～
249,550円

雇用期間の定めなし

建築工事現場の管理 吉田建業株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷末広１３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

247,500円～
292,500円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

292,500円～
315,000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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

◎ 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 12月 23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 12月 23日発行

ハローワーク大河原

月給 交替制あり 保育士
不問

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050- 3921811 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり

18歳以上 (1)1時00分～9時00分
(2)17時00分～1時00分

2
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050- 3908011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0246-25-6121 （従業員数 5人 ）

正社員 07020-10090011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

正社員 07120- 4233511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 準中型自動車免許

不問 (1)9時00分～18時00分 中型自動車免許
(2)9時00分～15時00分

1
人 TEL 022-259-1611 （従業員数 21人 ）

正社員以外 04010-67878811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 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00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-2288 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 3885511 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時50分～18時20分

1
人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3889611 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3893411 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 床上操作式クレーン運転技能者

玉掛技能者
3

人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 63人 ）

正社員 04050- 3896611 就業場所

時給 交替制あり
不問

7
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 0人 ）

正社員以外 06030- 9154611 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0270-61-7083 （従業員数 4人 ）

正社員 10040- 8464511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 第三種電気主任技術者

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0270-61-7083 （従業員数 4人 ）

正社員 10040- 8465411 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 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-67595811 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 022-348-4757 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-67739111 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
人 TEL 0224-52-3332 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3868211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 調理師

不問

1
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 3869511 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 第一種電気工事士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

2
人 TEL 0224-86-3407 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3870311 就業場所

保育所保育士 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

163,100円～
187,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員（住設建材仙南
営業所）

岡田電気産業　株式会社 福島県いわき市平谷川瀬１丁目６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,500円～
196,200円

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア
店員

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

配送 株式会社　高速 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４－２
０

雇用・労災・健
康・厚生

146,510円～
146,510円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

葬祭ディレクター（メモリ
アルホール柴田・亘理・お
おくま）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災・健
康

150,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

木工加工 株式会社　大森産業 宮城県角田市藤田字南中山１５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

193,000円～
214,450円

雇用期間の定めなし

機械オペレーター メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
281,200円

雇用期間の定めなし

運転手（生コン車・大
型免許）

角田レミコン　株式会社 宮城県角田市角田字野田前９５ 雇用・労災・健
康・厚生

201,875円～
201,875円

雇用期間の定めなし

太陽光発電所のメンテナン
ス【宮城県角田市】

株式会社　ジースリー 群馬県伊勢崎市下植木町５３５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

販売：ダイソーマルホン角
田店（新規オープン）

本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災・健
康・厚生

146,544円～
146,544円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

総合職（土木技術者）／宮
城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

245,025円～
458,040円

雇用期間の定めなし

太陽光発電所の電気主任技
術者【宮城県角田市】月給
制

株式会社　ジースリー 群馬県伊勢崎市下植木町５３５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

電気通信工事 第一通信建設　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字東桜町６－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　ほこだて仏光
堂

宮城県仙台市泉区朴沢字小原前２４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 株式会社　菊地電機 宮城県角田市毛萱字南戸ノ内２１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

調理人 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

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時30分～18時30分
の間の７時間以上

(1)8時30分～20時30分
の間の８時間

(1)6時30分～16時30分
の間の７時間程度



（

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
30歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-6410 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3871611 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 11人 ）

正社員以外 04050- 3873111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-2013 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3875811 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 介護職員初任者研修修了者

(2)9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員 04050- 3876211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー１級

(2)9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員以外 04050- 3877511 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3879011 就業場所

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）

石彫工 石神彫刻工房 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字黒岩山３ 労災

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,200円～
241,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプトラック運転手
兼　土木、建築作業員

 株式会社　想建 宮城県角田市角田字南８５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
270,000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

スチール家具塗装工 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

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

介護員（みどり荘） 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

154,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護員（みどり荘） 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



日給
不問

2
人 TEL 022-398-2231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-68376011 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

64歳以下 (1)8時00分～10時00分

1
人 TEL 022-346-1021 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04010-68353911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)10時30分～14時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3932411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)17時30分～22時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3934311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)17時00分～22時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3935611 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)8時30分～15時00分

2
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3936911 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3937111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)10時00分～15時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3938711 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3939811 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-6750 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3944911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3902111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)9時45分～13時15分

(2)9時45分～19時15分

1 (3)13時00分～19時15分

人 TEL 0224-51-1004 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 3907411 就業場所

時給
59歳以下

1
人 TEL 0224-56-5329 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3909311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～12時00分 准看護師

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3910111 就業場所

月給
不問

19
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3912811 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3913211 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

4
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3914511 就業場所

日常清掃業務【柴田郡
柴田町】

株式会社　アーツ 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６－３
７
ＴＭ仙台ビル４階

労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

調理補助スタッフ（丸
森町）

株式会社　ホテル佐勘 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師２
８

雇用・労災

1,500円～1,500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

ホール係（とり八） 株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

労災

910円～910円
雇用期間の定めなし

ホール係（とり八） 株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

清掃係 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

リフト係員 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

飲食部門 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

駐車場係 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

経理・事務 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

870円～920円
雇用期間の定めなし

レンタル係 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

店内スタッフ 株式会社　しまむら
しまむら大河原店

宮城県柴田郡大河原町字新南５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

960円～1,150円
雇用期間の定めなし

山林作業者 株式会社　山林舎 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越５４ 雇用・労災

875円～930円
雇用期間の定めなし

看護師 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

労災

1,100円～1,500円
雇用期間の定めなし

クリクラサーバー入
替、サンプル品配布

有限会社　仙台ユーユー 宮城県柴田郡柴田町入間田字金谷１６０ 雇用・労災

880円～950円
雇用期間の定めなし

角田市自治センター長 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,642円～1,642円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

897円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

角田市自治センター主
事

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,047円～1,234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８時間程度

(1)8時30分～18時00分
の間の６時間程度

(1)8時30分～17時15分
の間の７時間程度

◎ 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
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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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時給
不問

5
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 40人 ）

パート労働者 04050- 3915411 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 310人 ）

パート労働者 04050- 3916011 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 3917311 就業場所 宮城県角田市
月給 保育士

不問 (1)9時00分～16時45分

3
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 3918611 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 3919911 就業場所 宮城県角田市
月給 保健師

不問 助産師
看護師

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 3920711 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 保育士

不問 社会福祉士

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3922211 就業場所 宮城県角田市
月給 保育士

不問 (1)9時30分～16時15分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 3923511 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3924411 就業場所

日給
不問

25
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3925011 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 310人 ）

パート労働者 04050- 3926311 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 3928911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-58-3588 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050- 3930211 就業場所

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

(2)9時00分～13時00分

5 (3)13時00分～17時00分

人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3906511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

59歳以下

1
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 4232211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 4237611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 4238911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

交通安全指導員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 公災

1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

主任介護支援専門員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,339円～1,420円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

放射線対策事務員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

925円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護予防支援専門員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,328円～1,410円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

家庭相談員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,243円～1,339円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

放課後児童支援員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,002円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時30分
の間の5時間程度

子育て世代包括支援員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,243円～1,339円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

観光振興推進員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,119円～1,234円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育サービス相談員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,002円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

市民相談員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・健康・厚
生

1,119円～1,234円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特別支援教育支援員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,119円～1,308円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～15時00分
の間の5時間程度

清掃員 社会福祉法人　柏松会 宮城県柴田郡村田町大字足立字上ヶ戸１
７－５

労災

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時30分～17時30分
の間の４時間程度

コンビニエンスストア
店員

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 労災

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護用品クリーニング
作業

株式会社　ドリームラン
ドリー

宮城県柴田郡柴田町剣崎１丁目２－１ 雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

セレモニースタッフ（メ
モリアルホール柴田）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

(1)10時00分～20時00
分の間の５時間以上

配送スタッフ（メモリア
ルホール大河原）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

900円～1,050円
雇用期間の定めなし

調理補助（メモリアル
ホール大河原）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

900円～1,100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）

(1)7時00分～9時00分
の間の２時間程度

(1)9時00分～16時15分
の間の６時間程度
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ハローワーク大河原

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

(2)10時30分～19時15分

2
人 TEL 022-345-5511 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04011- 3997311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3892511 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時25分

1
人 TEL 0224-56-1107 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 3898111 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 3867811 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～16時30分

2
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 3872911 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

59歳以下 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-65-2388 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3874711 就業場所

時給
59歳以下

1
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 3878411 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-61-0750 （従業員数 56人 ）

パート労働者 04050- 3880911 就業場所 宮城県角田市

運転手（生コン車・大
型免許）

角田レミコン　株式会社 宮城県角田市角田字野田前９５ 雇用・労災・健
康・厚生

1,143円～1,143円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（みやぎ県南中核病院
内）医療・福祉サービス
業務員

鴻池メディカル　株式会
社　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡東３丁目８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助員［健康推進
課］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

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

電子部品の組立、検査 ツキデン　株式会社 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１－４－１ 雇用・労災・財
形

864円～864円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宮城県角田市毛萱字堂ノ入４６番地の５ 雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

ハウス管理 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 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 労災

855円～855円
雇用期間の定めなし

スチール家具生産員 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分
の間の６時間程度

一般事務 有限会社　オートサービ
ス聖
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