
 

 

令和４年１月 2０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年単位）
40歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 022-262-5535 （従業員数 13人 ）

正社員 04010- 4393221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 022-262-5535 （従業員数 13人 ）

正社員 04010- 4394521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり

18歳以上 (1)7時00分～15時40分
(2)15時10分～23時50分

1 (3)23時10分～7時30分

人 TEL 022-772-7833 （従業員数 2人 ）

有期雇用派遣労働者 04010- 4528521 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 022-762-9295 （従業員数 2人 ）

正社員 04030-  377521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-  236421 就業場所

月給 臨床心理士
59歳以下 (1)8時15分～17時00分 公認心理師

1
人 TEL 03-3268-3111 （従業員数 26人 ）

正社員 13080- 4952721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0223-36-8640 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010- 3976721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 4076021 就業場所 白石市・丸森町・亘理町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-  220621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  221921 就業場所 福島県南相馬市・相馬市・丸森町・他近郊
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-  222121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  223021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 41人 ）

正社員 04050-  224721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

1
人 TEL 0224-87-8233 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  225821 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 0224-87-8233 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  226221 就業場所

月給
38歳以下 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  228421 就業場所

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-6661 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  229321 就業場所

営業 郷機械鋼業　株式会社 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　第２日本オフィスビル

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

設計業務 郷機械鋼業　株式会社 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　第２日本オフィスビル

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
350,000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

買取専門店・リユース
ショップの運営業務全般

株式会社Ｄ・Ｃｏｌｏｒ 宮城県塩竈市本町２番３７号２０５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

手の平サイズの電子部
品製造

日総工産株式会社　仙台
営業所

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１３－４
泉エクセルビル５Ｆ
５０３

雇用・労災・健
康・厚生

199,508円～
199,508円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

防衛省職員（臨床心理士
の業務）／宮城県柴田町

防衛省　陸上幕僚監部
人事教育部

東京都新宿区市谷本村町５番１号 公災・健康・厚
生

188,400円～
294,500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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

技術マネージャー（土木
工事）／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

326,800円～
579,795円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ 株式会社　新成 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字袖ケ沢
６－９

雇用・労災・健
康・厚生

288,000円～
368,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

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）

ＣＣＤレンズ洗浄・加
工作業者

高千穂電気株式会社　角
田支社

宮城県角田市梶賀字高畑北２５３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

携帯電話基地局工事・
プラント配管・その他

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

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

大型ダンプ運転手 株式会社　孝美建設 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前
１６－６

雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
297,700円

雇用期間の定めなし

組立・配線作業者 高千穂電気株式会社　角
田支社

宮城県角田市梶賀字高畑北２５３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000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

ブラシ製造エ（洗車ブ
ラシ）

株式会社　マルテー東北
石橋

宮城県柴田郡村田町大字村田字石生３０
７－３

雇用・労災・健
康・厚生

140,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

土木作業員 株式会社　孝美建設 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前
１６－６

雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
297,700円

雇用期間の定めなし

自動車部品販売及び配
送

三和自動車商事株式会社
大河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前４
２－１７

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000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 4年 1月 20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 4年 1月 20日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-1811 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  230121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3151 （従業員数 22人 ）

正社員 04050-  231021 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 准看護師

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  232721 就業場所

月給
不問 (1)8時15分～16時45分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 15人 ）

正社員以外 04050-  235521 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 作業療法士
(2)9時30分～18時30分 理学療法士

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  238621 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  240721 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～15時00分

1
人 TEL 045-542-1127 （従業員数 5人 ）

正社員 14150- 1069921 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00分～17時00分

1
人 TEL 078-261-7940 （従業員数 39人 ）

正社員 28020- 1162221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-369-3475 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010- 3536421 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 18人 ）

正社員 04010- 3537321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 11人 ）

正社員 04010- 3542221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 12人 ）

正社員 04010- 3543521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 022-796-0700 （従業員数 15人 ）

正社員 04010- 3600121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

64歳以下 牽引免許

5
人 TEL 022-289-6348 （従業員数 40人 ）

正社員 04010- 3604221 就業場所 宮城県角田市
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-  209721 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

1
人 TEL 0224-79-2054 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  210521 就業場所

月給 登録販売者（一般医薬品）

40歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2127 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  211421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出

修理（保守管理） 東亜リース　株式会社
仙台南営業所

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向前１
４７－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

272,000円～
325,000円

雇用期間の定めなし

看護師、准看護師 医療法人　社団　北杜会
船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－
１６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

マシニングセンターオ
ペレータ

東ベ化成株式会社　仙台
工場

宮城県柴田郡大河原町字西桜町８－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

保育士　作業療法士
理学療法士［角田市］

一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

小学校教員［柴田町任
期付教職員］

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

公災

189,600円～
284,600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）

中古タイヤの買付営業と
ルート集荷（仙台川崎営
業所）

株式会社　サンパワー 神奈川県横浜市港北区綱島西３－２１－
２５　南武ビル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員［角田市］ 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災・健
康・厚生

172,500円～
200,000円

雇用期間の定めなし

ケアマネージャー 株式会社　ジーマープル 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目５－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

（正）設備管理技術員
（整備）（宮城県角田
市）

神鋼環境メンテナンス
株式会社

兵庫県神戸市中央区磯上通２丁目２番２
１号
三宮グランドビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

193,500円～
243,500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）

イエローハット店頭販
売スタッフ（角田店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

157,300円～
160,600円

雇用期間の定めなし

建設機械の点検・修理 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

建設機械の運搬 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

192,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

イエローハット店頭販売
スタッフ（大河原店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

157,300円～
160,600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

ダンプの運転手 株式会社　ヒロキ　総括
本部

宮城県仙台市若林区上飯田４丁目１番地
３９号

雇用・労災・健
康・厚生

252,000円～
273,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～17時00分
の間の８時間

ルート営業 株式会社　常盤メディカ
ルサービス　仙南営業所

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

203,200円～
239,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 有限会社　高野工務店 宮城県伊具郡丸森町大内字空久保下８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

198,050円～
209,700円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

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-  213621 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-  214921 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

(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-  215121 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

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  216021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  217721 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

(2)7時30分～16時30分

3
人 TEL 0224-84-4422 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  218821 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0244-34-2108 （従業員数 12人 ）

正社員 07121-   64021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） その他の免許資格

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)9時30分～18時30分

2
人 TEL 052-228-8971 （従業員数 150人 ）

正社員 23020- 4380421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 交替制あり 大型自動車第二種免許

64歳以下

2
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

正社員 04010- 3116421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)9時45分～19時00分
(2)10時45分～20時00分

1
人 TEL 022-282-1123 （従業員数 10人 ）

正社員 04010- 3204421 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 交替制あり

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

(2)11時00分～20時00分

2 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 022-722-9702 （従業員数 50人 ）

正社員 04010- 3254521 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 二級ガソリン自動車整備士

59歳以下 (1)9時50分～18時30分 二級ジーゼル自動車整備士

2
人 TEL 022-284-8181 （従業員数 27人 ）

正社員 04010- 3283021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 ２級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-263-2639 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 3352321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

3
人 TEL 050-1744-6432 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010- 3405221 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 2人 ）

無期雇用派遣労働者 04010- 3407421 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)17時15分～8時30分

医療事務資格
1

人 TEL 022-261-4423 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010- 3413221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-797-2200 （従業員数 14人 ）

正社員 04010- 3492921 就業場所 宮城県角田市

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

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～
300,000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

相談支援専門員 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字古舘１‐
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
236,700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

その他の福祉・介護関係
資格

森林作業員 川崎町　森林組合 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原２１
－１

雇用・労災・健
康・厚生

193,800円～
262,200円

雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字古舘１‐
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
236,700円

雇用期間の定めなし

車の整備士／ネクス
テージ仙南柴田店

株式会社　ネクステージ 愛知県名古屋市中区新栄町１丁目１番地
明治安田生命名古屋ビル１２階

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
256,500円

雇用期間の定めなし

林業作業員（未経験者歓
迎／経験者優遇）【急
募！】正社員

松山林業　有限会社 福島県相馬市東玉野字町裏１３９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

206,100円～
251,900円

雇用期間の定めなし

ドコモショップスタッ
フ（角田店）

東北テレメディア開発
株式会社

宮城県仙台市若林区沖野２丁目５－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

バス運転士（正社員） 株式会社　ミヤコーバス 宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

172,800円～
172,800円

雇用期間の定めなし

(1)5時45分～20時35分
の間の８時間程度

自動車整備士 株式会社　スズキ自販宮
城

宮城県仙台市宮城野区扇町５丁目１１－
３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

166,000円～
241,000円

雇用期間の定めなし

販売接客アドバイザー
【角田市】

株式会社ウィルオブ・
ワーク　仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央２丁目８－１３
大和証券仙台ビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

液晶露光装置用ユニット
の製造／組立業務

ランスタッド　株式会社
仙台泉事業所

宮城県仙台市泉区泉中央３－２－１ルー
セント２１　３階

雇用・労災・健
康・厚生

201,600円～
201,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木技術者［丸森町］ 株式会社　エムエーシー
仙台支店

宮城県仙台市青葉区小田原５丁目２－５
６
スタジオサイキビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 株式会社ニチイ学館　仙
台支店　医療関連事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

163,200円～
171,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

回路評価 東日本スターワークス株
式会社　仙台テクニカル
センター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

243,000円～
256,250円

雇用期間の定めなし

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

診療報酬請求事務能力
認定試験（医科・歯

科）
グループホーム介護員 株式会社　ウィンズ 宮城県仙台市若林区大和町１丁目２２－

４５
雇用・労災・健
康・厚生

187,096円～
265,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
64歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-57-2310 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  199421 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～17時30分 准看護師

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  201221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 美容師

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-56-2026 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  206921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)10時00分～18時00分

(2)15時00分～0時00分

2
人 TEL 0224-34-4007 （従業員数 29人 ）

正社員 04051-  125321 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)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

2 (3)8時00分～17時00分

人 TEL 0172-36-3311 （従業員数 0人 ）

正社員 02030-  700921 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)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

1 (3)8時00分～17時00分

人 TEL 0172-36-3311 （従業員数 0人 ）

正社員 02030-  702021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 介護福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員 04010- 2690321 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010- 2692921 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010- 2723021 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員 04010- 2739921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

59歳以下 作業療法士
言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員 04010- 2750221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

不問 作業療法士
言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04010- 2755921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 准看護師

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員 04010- 2757021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1年単位）

59歳以下

1
人 TEL 0223-34-1235 （従業員数 3人 ）

正社員 04010- 2780921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

不問 精神保健福祉士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010- 2922921 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)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

正社員 04050-  150121 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)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  151021 就業場所 宮城県角田市

看護師 みやぎ県南医療生活協同
組合

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄４丁目４－
１

雇用・労災・健
康・厚生

203,200円～
376,200円

雇用期間の定めなし

美容師アシスタント 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

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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

252,000円～
279,000円

雇用期間の定めなし

水産販売スタッフ（正社
員）【宮城県柴田郡大河
原町】

株式会社　佐藤長 青森県弘前市大字桔梗野４丁目９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

焼肉ダイニングレストラ
ンスタッフ【大河原店】

宮城蔵王観光株式会社 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳
国有林３１１林班ホ小班内

雇用・労災・健
康・厚生

232,400円～
318,600円

雇用期間の定めなし

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

221,000円～
269,000円

雇用期間の定めなし

水産販売スタッフ（管理
職部門）【宮城県柴田郡
大河原町】

株式会社　佐藤長 青森県弘前市大字桔梗野４丁目９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

看護職員／ツクイ角田北
郷（訪問入浴）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
273,000円

雇用期間の定めなし

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

206,400円～
206,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
249,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時30分～18時00分
の間の８時間程度

機能訓練指導員／ツクイ
丸森大内（デイサービ
ス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

180,600円～
215,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時00分
の間の８時間程度

機能訓練指導員／ツクイ
丸森大内（デイサービ
ス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
268,000円

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時00分
の間の８時間

フィットネス施設　接客
スタッフ【急募】

株式会社　丸福山田屋
 カーブス事業部

宮城県亘理郡亘理町字五日町１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,000円～
173,000円

雇用期間の定めなし

(1)9時30分～19時30分
の間の８時間程度

看護職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
273,000円

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時00分
の間の８時間程度

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

生活相談員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

199,520円～
216,720円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

(1)7時30分～18時00分
の間の８時間程度

送迎ドライバー 有限会社　若木商会 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

173,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

2
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  152721 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 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  153821 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-  154221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  155521 就業場所 宮城県角田市
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-  156421 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-  157321 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-  158621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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

4
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  159921 就業場所

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-  160721 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-  161821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  162221 就業場所 拠出
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-  164421 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-  165321 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 52人 ）

正社員 04050-  167921 就業場所

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-  168121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

64歳以下 (1)6時30分～18時30分

(2)7時00分～1時00分

3
人 TEL 0224-54-3033 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  169021 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00分～16時30分

(2)7時00分～15時30分

1 (3)9時00分～17時30分

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-  171521 就業場所

ルート営業 有限会社　若木商会 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,200円～
210,000円

雇用期間の定めなし

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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

木材プレカット加工 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

200,200円～
300,000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

産業廃棄物処理作業 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

200,000円～
280,000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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

冷凍食品製造 株式会社　シバセン 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字明神堂
１

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

総務、経理 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・財形

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 柴田稲荷タクシー　有限
会社

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野１
４－１

雇用・労災・健
康・厚生

147,569円～
147,569円

雇用期間の定めなし

5



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 4年 1月 20日発行

ハローワーク大河原

月給
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-2770 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  173321 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

1
人 TEL 0224-52-3320 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  176121 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

5
人 TEL 0224-52-3320 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  177021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 大型自動車免許

64歳以下 (1)9時00分～18時00分 三級自動車整備士

2
人 TEL 0224-56-5211 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  178721 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～16時45分

(2)16時30分～0時45分

1 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 31人 ）

正社員 04050-  179821 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 31人 ）

正社員 04050-  180421 就業場所

月給 交替制あり 看護師
59歳以下 (1)9時30分～18時30分 准看護師

(2)7時30分～16時30分

1 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員 04050-  181321 就業場所 宮城県角田市
日給 交替制あり 看護師

不問 (1)9時30分～18時30分 准看護師
(2)7時30分～16時30分

1 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 65人 ）

正社員以外 04050-  182621 就業場所 宮城県角田市
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

1
人 TEL 0224-52-2172 （従業員数 24人 ）

正社員 04050-  183921 就業場所

月給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～18時30分 准看護師

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-3335 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  184121 就業場所 宮城県角田市
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00分 三級自動車整備士

1
人 TEL 0224-72-2752 （従業員数 3人 ）

正社員 04050-  185021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 看護師

不問 (1)8時30分～18時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-3335 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050-  186721 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-  188221 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-  190321 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-  192921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士
(2)20時00分～5時00分 保育士

2 (3)5時00分～14時00分

人 TEL 0224-51-4601 （従業員数 80人 ）

正社員 04050-  196821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 保健師

不問 (1)8時30分～17時15分 社会福祉士
保育士

1
人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 200人 ）

正社員以外 04050-  197221 就業場所

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～
290,000円

雇用期間の定めなし

測量技術者 株式会社　星測量設計 宮城県角田市角田字大町９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備工 有限会社　トラストオー
ト販売

宮城県柴田郡柴田町東船迫２丁目３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000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～
290,000円

雇用期間の定めなし

製品の仕上げ、検査、
梱包作業

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

148,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック製品成形
（製造業務）

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

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

看護員（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

208,500円～
211,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護員（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

182,600円～
276,100円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団　阿部内科
医院

宮城県角田市角田字牛舘８９－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

ダンプトラック運転業務
および車両系建設機械運
転業務

株式会社　枡建設 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根２３
９－３

雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
277,200円

雇用期間の定めなし
車両系建設機械（基礎
工事用）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

看護師 医療法人社団　阿部内科
医院

宮城県角田市角田字牛舘８９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車整備士 有限会社　佐藤油業　自
動車整備工場

宮城県伊具郡丸森町館矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
225,000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

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

有限会社　ケイ 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

149,640円～
206,400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

子ども家庭支援員［会
計年度任用職員］

大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 雇用・労災・健
康・厚生

190,400円～
216,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童指導員・介護員・
支援員
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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 4年 1月 20日発行

ハローワーク大河原

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-5075 （従業員数 18人 ）

正社員 04050-  204321 就業場所 宮城県角田市
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

1
人 TEL 048-993-4365 （従業員数 3人 ）

正社員 11120-  430321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

工場内フォークリフト
作業「宮城県伊具郡」

株式会社　サン物流サー
ビス

埼玉県吉川市中曽根１４１４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

ゴミ回収作業員 有限会社　コーセイサー
ビス

宮城県柴田郡大河原町字沼１０８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし
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時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-262-8311 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010- 4551221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～15時15分

2
人 TEL 022-748-1277 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010- 4553421 就業場所 宮城県角田市
時給 介護福祉士

不問 (1)7時00分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)16時00分～20時00分 ホームヘルパー２級
2

人 TEL 090-3643-4562 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050-  233821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時40分～16時40分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 40人 ）

パート労働者 04050-  243521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問

5
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 0人 ）

パート労働者 06030-  655721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)11時00分～14時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010- 3977821 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)10時30分～15時30分

(2)11時00分～14時00分

1 (3)11時30分～14時30分

人 TEL 022-236-6231 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010- 3980321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 ８トン限定中型自動車免許

不問 準中型自動車免許

1
人 TEL 0224-83-4818 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  227521 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 保育士

不問 (1)13時00分～17時00分 作業療法士
理学療法士

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  237321 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  239921 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～16時30分

(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 0225-94-0855 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04020-  427421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 日商簿記３級

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-51-8018 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  208021 就業場所

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-  212321 就業場所

時給 介護福祉士
不問 (1)22時00分～7時00分 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
2

人 TEL 090-3643-4562 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050-  234221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時30分～15時00分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  198521 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-57-2310 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  200821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～7時59分

2
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  202521 就業場所

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

1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし

看護師 みやぎ県南医療生活協同
組合

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄４丁目４－
１

雇用・労災・健
康・厚生

1,087円～1,686円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

農産物の加工及び弁当
の調理

合同会社　あぐりっとか
くだ

宮城県角田市毛萱字舘下１１－４ 雇用・労災

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宿直支援員 株式会社　かすみ草 宮城県柴田郡柴田町船岡土手内２丁目１
４－２３

その他

853円～853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

一般事務 小山浩文税理士・行政書
士事務所

宮城県柴田郡大河原町字町８６ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

販売・事務 有限会社　ペガサス薬局 宮城県石巻市南中里３丁目１６－２７ 雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めなし

児童指導員［角田市］ 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士　作業療法士
理学療法士［角田市］

一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 労災

975円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

４ｔトラック運転手
（集配送）

有限会社　サカイダ工研 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼１５
１－２

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～12時00分
の間の３時間程度

調理補助（１５２－
１）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災

855円～865円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理補助（１２４－
２）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電線ケーブルの巻替え切
断及び包装、出荷業務

北日本電線サービス株式
会社　角田事業所

宮城県角田市君萱字仏供田９９ 雇用・労災・健
康・厚生

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)7時00分～19時30分
の間の５時間程度

生活支援員 株式会社　かすみ草 宮城県柴田郡柴田町船岡土手内２丁目１
４－２３

その他

853円～853円
雇用期間の定めなし

調理員 株式会社　ニッコクトラ
スト　東日本支社

宮城県仙台市太白区長町３丁目７－１３
　アルプス技研仙台長町ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

860円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

加入保険等 必要な免許資格

クリーンスタッフ 石井ビル管理　株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目６－１
仙台パークビルヂング１０階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

853円～870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

◎ 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 4年 1月 20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 4年 1月 20日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)13時15分～19時15分

(2)14時00分～18時00分

1 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  203421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-62-2165 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  207121 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～12時00分

(2)8時00分～13時00分

3 (3)13時00分～18時00分

人 TEL 0172-36-3311 （従業員数 0人 ）

パート労働者 02030-  697021 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 (1)7時00分～15時00分

(2)8時00分～16時00分

2 (3)10時00分～18時00分

人 TEL 0172-36-3311 （従業員数 0人 ）

パート労働者 02030-  699821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 介護福祉士

不問

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

パート労働者 04010- 2697221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 介護職員初任者研修修了者

介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

パート労働者 04010- 2699421 就業場所 宮城県角田市
時給 理学療法士

不問 (1)8時30分～17時30分 作業療法士
言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010- 2713621 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

不問 ホームヘルパー２級
介護福祉士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010- 2742221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 調理師

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010- 2767821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 介護職員実務者研修修了者

介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010- 3041521 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 准看護師

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010- 3043321 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)7時20分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010- 3044621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  163521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

64歳以下

3
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04050-  166621 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

60歳以上 (1)7時00分～11時00分
(2)16時00分～20時00分

3
人 TEL 0224-54-3033 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  172421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

不問

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-  189521 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

59歳以下

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  193121 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
雇用期間の定めなし

(1)7時30分～19時30分
の間の4時間程度

冷凍食品製造 株式会社　シバセン 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字明神堂
１

雇用・労災

853円～860円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分
の間の5時間程度

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

タクシー乗務員 柴田稲荷タクシー　有限
会社

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野１
４－１

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

(1)7時00分～16時00分
の間の4時間程度

送迎職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災

855円～945円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員／ツクイ角田
北郷（訪問入浴）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,220円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～20時00分
の間の3時間以上

介護職員／ツクイ角田
北郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

980円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時00分
の間の４時間以上

介護職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

980円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

機能訓練指導員／ツクイ
角田北郷（デイサービ
ス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,050円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時30分～18時00分
の間の8時間程度

ホームヘルパー／ツクイ
角田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,038円～1,038円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時30分
の間の６時間以上

(1)7時30分～18時30分
の間の１時間以上

水産販売スタッフ（７Ｈパー
ト）【宮城県柴田郡大河原
町】

株式会社　佐藤長 青森県弘前市大字桔梗野４丁目９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

水産販売スタッフ（５Ｈパー
ト）【宮城県柴田郡大河原
町】

株式会社　佐藤長 青森県弘前市大字桔梗野４丁目９－２ 雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　佐久間工業 宮城県角田市豊室字江合１０３－１ 雇用・労災

860円～1,000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
月未満）
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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 4年 1月 20日発行

ハローワーク大河原

時給 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 介護福祉士
保育士

2
人 TEL 0224-51-4601 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050-  195721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

児童指導員・介護員・
支援員

有限会社　ケイ 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４－４ 労災

870円～1,200円
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分
の間の3時間以上
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