
令和 4 年 11 月 10 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（11 月 1 日～11 月 8 日分） 

 

※  求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

  

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 

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）
64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 19人 ）

正社員 04010-66933121 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～18時30分

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-66937221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 二級建築士

59歳以下 (1)8時30分～18時30分 ２級建築施工管理技士

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-66967121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)8時00分～18時00分
の間の8時間

1
人 TEL 022-398-3856 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-67105521 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

69歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護職員実務者研修修了者

(2)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-302-7093 （従業員数 0人 ）

正社員 04010-67112221 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)9時00分～18時00分

3
人 TEL 022-290-6125 （従業員数 0人 ）

正社員 04030- 4822221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 3415921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 ８トン限定中型自動車免許

39歳以下 (1)8時30分～17時30分 玉掛技能者
小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-63-3551 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3416121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-3240 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3418721 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15分

(2)16時30分～9時00分

1
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3419821 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-75-2128 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 3422621 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-75-2128 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3423921 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)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3424121 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 3427821 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 0224-62-1937 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3428221 就業場所

月給 交替制あり
65歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-86-5477 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 3429521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

65歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3430321 就業場所

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

リフォームアドバイザー
（リフォーム提案営業）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

葬祭会館運営業務 株式会社　ほこだて仏光
堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000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

介護付有料老人ホーム
での介護職

株式会社　ミツイ 宮城県仙台市太白区長町７丁目１９ー３
９　ＣＯＭビル１０１

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
267,000円

雇用期間の定めなし

常勤保育士（仙南病院あ
すなろの木保育園）

株式会社　日本デイケア
センター　仙台営業所

宮城県仙台市青葉区木町通１丁目１―１
１　　　　　　　　　　　　朝日プラザ
北一番丁１０２号Ｃ室

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

設計職（設計・積算・
現場監理）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

240,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

建築資材の配送・加工 仙南サクマ　株式会社 宮城県角田市佐倉字下土浮１０１－１ 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

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

営業（正社員／大河原
町）

株式会社　住宅工房ひな
た

宮城県多賀城市南宮字伊勢２２５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

解体土工その他 株式会社　美紀工業 宮城県伊具郡丸森町大張川張字河原田３
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
253,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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～
250,000円

雇用期間の定めなし

石材作業員 株式会社　墓石のやまい
し

宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字台部１６
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

シティエンジニアスタッフ
（重機オペまたは土木作
業）

大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

191,250円～
225,000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）

解体土工その他 株式会社　美紀工業 宮城県伊具郡丸森町大張川張字河原田３
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
264,000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

児童発達支援管理責任
者

ほっとファーム株式会社
ｉｂｉｓ　ｃａｆｅ　船
岡

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目４－
２

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 ほっとファーム株式会社
ｉｂｉｓ　ｃａｆｅ　槻
木

宮城県柴田郡柴田町槻木新町１－２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員兼重機オペ
レーター

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

184,800円～
277,200円

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン運転技能者

◎ 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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 11月 10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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 11月 10日発行

ハローワーク大河原

月給 フォークリフト運転技能者

35歳以下 (1)8時00分～17時10分

1
人 TEL 0284-71-4011 （従業員数 20人 ）

正社員 09050- 5516321 就業場所 宮城県柴田郡村田町 拠出
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- 8515821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 交替制あり 調理師

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 03-3379-1246 （従業員数 23人 ）

正社員以外 13080-90773221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

44歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 06-7711-2570 （従業員数 0人 ）

正社員 27020-73054221 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 15人 ）

正社員 04010-66412621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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 8人 ）

正社員 04010-66427221 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00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-66432021 就業場所 宮城県角田市
月給 フレックス 二級自動車整備士

40歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)7時00分～22時00分

1
人 TEL 022-284-8811 （従業員数 18人 ）

正社員 04010-66794321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
日給 変形（1年単位） 第二種電気工事士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3742 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3374521 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 20人 ）

正社員 04050- 3375421 就業場所

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 20人 ）

正社員 04050- 3376321 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

1
人 TEL 0224-52-1811 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3377621 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
人 TEL 0224-63-5861 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 3378921 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 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 3379121 就業場所

月給 フォークリフト運転技能者

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3381221 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-55-4025 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3382521 就業場所

日給 変形（1年単位） コンクリート技士・コンクリート主任技士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3383421 就業場所

調理スタッフ【みやぎ
県南中核病院】

株式会社　グリ－ンヘル
スケアサ－ビス

東京都新宿区西新宿３－２０－２　東京
オペラシティタワー１７階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
320,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

生産管理（仙台セン
ター）

大宝工業　株式会社　関
東カンパニー

栃木県足利市福富新町１４７５ 雇用・労災・健
康・厚生

187,000円～
200,500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

201,000円～
343,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 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

191,000円～
259,000円

雇用期間の定めなし

営業（宮城県柴田郡村
田町）

高圧ガス工業　株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２　
梅田センタービル２８Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

186,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 五光電設　株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字湯尻４７ 雇用・労災・健
康・厚生

198,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備士（トラッ
ク・バスの整備）

三菱ふそうトラック・バ
ス　株式会社　東北北関
東

宮城県仙台市宮城野区日の出町３丁目７
－４５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
250,000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

修理（保守管理） 東亜リース　株式会社
仙台南営業所

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根３０ 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

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

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

管理業務及び物流業務 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

188,200円～
230,200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

195,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

金属工作機械工 株式会社　ケージー 宮城県角田市枝野字寄井３０ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

試験技術員 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

188,684円～
206,078円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 歯科ヒライ（平井丈斗） 宮城県柴田郡柴田町船岡東２－８－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

213,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3384321 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 0224-63-3211 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3385621 就業場所

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00分～17時00分 床上操作式クレーン運転技能者

(2)7時00分～16時00分 玉掛技能者
1 (3)16時00分～1時00分

人 TEL 0224-51-5370 （従業員数 60人 ）

正社員 04050- 3388021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050- 3389721 就業場所 宮城県角田市
月給 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 有機溶剤作業主任者

1
人 TEL 0224-83-4483 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3390521 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 0224-55-3711 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3393621 就業場所

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3396021 就業場所

月給 中型自動車免許
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3397721 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

2
人 TEL 0224-62-5757 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3398821 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)17時00分～2時00分

2
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3399221 就業場所

月給 交替制あり 保育士
不問 (1)7時15分～19時15分

の間の８時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050- 3403521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 日商簿記２級

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 公認会計士

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

正社員 04050- 3405321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 3407921 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

(2)7時15分～16時15分

1 (3)16時10分～1時10分
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3408121 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)6時10分～15時05分
(2)15時00分～23時55分

1 (3)8時15分～17時15分
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3410221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時45分～17時00分
(2)9時45分～19時00分

2 (3)16時00分～9時30分
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 3412421 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 測量士補

不問 (1)8時30分～17時30分 測量士

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030-16745821 就業場所 東北六県および茨城県

製造係 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

188,684円～
206,078円

雇用期間の定めなし

清掃業務 公益財団法人　角田市地
域振興公社

宮城県角田市枝野字青木１５５番地３１ 雇用・労災・健
康・厚生

144,900円～
144,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鋳物製造工 株式会社　コイワイ宮城
工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根６９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

167,300円～
227,300円

雇用期間の定めなし

営業（ルート営業） 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

223,250円～
223,250円

雇用期間の定めなし

総合職［幹部候補社
員］

株式会社　京浜サプライ
ズ

宮城県角田市梶賀字高畑南３４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

金属加工 株式会社　ヒキチ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
４２

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

プロセス管理 三丸化学　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘１
２番地の１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

非鉄金属工作機械工 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

150,500円～
184,000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

184,000円～
244,000円

雇用期間の定めなし

管理監督職　［幹部候
補社員］

株式会社　京浜サプライ
ズ

宮城県角田市梶賀字高畑南３４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

事務職員 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

150,800円～
170,600円

雇用期間の定めなし

本部財務経理部門担当
者

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

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

保育士［西船迫保育所］
（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・公災・厚
生・その他

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生活支援員 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,600円～
184,200円

雇用期間の定めなし

真空・圧空成形技術員 株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

雇用・労災・健
康・厚生

151,876円～
235,000円

雇用期間の定めなし

真空・圧空成形技術員
（丸森工場）

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

雇用・労災・健
康・厚生

151,876円～
235,000円

雇用期間の定めなし

（東北等）測量技術者 有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし



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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 11月 10日発行

ハローワーク大河原

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

1
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-65667721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

61歳以下 (1)9時30分～19時50分 自動車検査員
(2)9時30分～15時20分

1 (3)14時00分～19時50分

人 TEL 022-797-8195 （従業員数 18人 ）

正社員 04010-65739721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-65882921 就業場所 宮城県角田市
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-781-9830 （従業員数 7人 ）

正社員 04010-65926421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり 介護福祉士

64歳以下 (1)7時00分～22時00分 ホームヘルパー２級
の間の8時間

1
人 TEL 022-781-9830 （従業員数 18人 ）

正社員 04010-65932221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)17時15分～8時30分
(2)23時45分～5時00分

1 (3)20時00分～5時00分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-66044321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時30分～8時29分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

正社員以外 04010-66052321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時05分～8時04分
(2)6時30分～19時00分

1 (3)7時00分～19時30分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04010-66054921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)17時00分～8時30分
(2)20時00分～5時00分

1 (3)8時30分～8時29分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04010-66060621 就業場所 宮城県角田市 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)17時15分～2時15分
(2)0時00分～8時30分

1 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04010-66073821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-66099821 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 大型自動車第二種免許

18歳以上 (1)5時10分～22時10分
の間の8時間

2
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04010-66150121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

65歳以下 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 022-739-7302 （従業員数 55人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-66255921 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

65歳以下 (1)6時45分～15時45分 ホームヘルパー２級
(2)9時00分～18時00分

3 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 022-739-7302 （従業員数 55人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-66261321 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

65歳以下 (1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
(2)9時45分～18時45分

2 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 022-739-7302 （従業員数 55人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-66267821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

40歳以下 (1)9時00分～17時00分

5
人 TEL 022-222-0718 （従業員数 32人 ）

正社員 04010-65326921 就業場所 宮城県内１１拠点
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 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-797-2200 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-65345821 就業場所 宮城県角田市

ピットメカニック職／
オートバックス大河原店

株式会社　アイエーオー
トバックス　東北本社

宮城県仙台市太白区根岸町６－４０ 雇用・労災・健
康・厚生

226,000円～
253,000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

201,000円～
343,000円

雇用期間の定めなし

訪問介護員 ＳＯＭＰＯケア　株式会
社　東北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２
－１

雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
186,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 ＳＯＭＰＯケア　株式会
社　東北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２
－１

雇用・労災・健
康・厚生

231,300円～
231,300円

雇用期間の定めなし

ＥＣＵデバイスの組込
開発業務

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

280,000円～
375,000円

雇用期間の定めなし

施設警備員［柴田町］ 株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

施設警備員［柴田郡柴
田町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

警備員［伊具郡丸森
町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

警備員［柴田郡大河原
町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

警備員［角田市］ 株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

介護スタッフ　＜特別養護
老人ホーム／丸森町＞

アフィニティ・グループ
株式会社　［お仕事
ジェーピー］

宮城県仙台市泉区泉ケ丘１丁目２１－２
３
ハミングバードビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

184,800円～
215,040円

雇用期間の定めなし

バス運転士（契約） 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

175,500円～
175,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

営業総合職 富国生命保険　相互会社
仙台支社

宮城県仙台市青葉区国分町１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
303,000円

雇用期間の定めなし

介護スタッフ　＜グループ
ホーム／柴田郡柴田町＞

アフィニティ・グループ
株式会社　［お仕事
ジェーピー］

宮城県仙台市泉区泉ケ丘１丁目２１－２
３
ハミングバードビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

184,800円～
215,040円

雇用期間の定めなし

介護スタッフ　＜グループ
ホーム／丸森町＞

アフィニティ・グループ
株式会社　［お仕事
ジェーピー］

宮城県仙台市泉区泉ケ丘１丁目２１－２
３
ハミングバードビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

184,800円～
215,040円

雇用期間の定めなし

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

210,000円～
260,000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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 022-278-1684 （従業員数 14人 ）

正社員 04010-65379821 就業場所 宮城県角田市 拠出
日給 交替制あり 交通誘導警備業務検定２級

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 022-738-7767 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-65557421 就業場所 宮城県内および近郊の現場
時給 変形（1ヶ月単位） 施設警備業務検定２級

18歳～65歳 (1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分

2
人 TEL 022-398-5310 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-65578021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 3358521 就業場所 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 精神保健福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 3361121 就業場所

月給 玉掛技能者
36歳以下 (1)8時00分～17時00分 床上運転式クレーン限定運転士

大型自動車免許
2

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3362021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
大型自動車免許

2
人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 3363721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～17時00分
人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3366521 就業場所

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- 3367421 就業場所 厚生
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～17時00分
人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3368321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時15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- 3325321 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時15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- 3326621 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)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員 04050- 3332421 就業場所 宮城県角田市
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- 3338721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 大型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-5211 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3339821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3340421 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 22人 ）

正社員 04050- 3341321 就業場所

交通誘導警備業務 株式会社　グリーン仙台
警備

宮城県名取市本郷字焼野１４１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

182,600円～
204,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

浄化槽保守点検及び一般廃
棄物収集運搬下水貯水槽清
掃

東北環境整備　株式会社 宮城県仙台市青葉区水の森３丁目４１－
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

医療ソーシャルワー
カー

医療法人仁泉会　川崎こ
ころ病院

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
７２番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

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

施設警備員 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

108,000円～
120,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 雇用・労災

210,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

155,682円～
160,704円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 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 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～
285,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 雇用・労災

150,000円～
160,000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

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

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

150,110円～
230,000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

159,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

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

介護支援専門員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 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

217,000円～
260,400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） 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 124人 ）

正社員 04050- 3346721 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 124人 ）

正社員 04050- 3347821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時45分～17時45分

1 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 3348221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)8時45分～17時45分

2 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 3349521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

30歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-9371 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 3351621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 3353121 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- 3354021 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

(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-3088 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3356821 就業場所

月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-54-3088 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3357221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～62歳 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～8時59分

5 (3)22時30分～7時30分
人 TEL 023-686-9810 （従業員数 143人 ）

正社員 06010-22450921 就業場所 川崎町および山形県内 拠出・給付
月給 大型自動車免許

19歳以上 (1)7時00分～9時30分
(2)14時30分～20時00分

1
人 TEL 03-6365-6255 （従業員数 4,812人 ）

正社員以外 13130-27623221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

35歳以下 (1)9時30分～19時00分

1
人 TEL 052-228-8971 （従業員数 20人 ）

正社員 23020-69551821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～9時00分
(2)9時00分～8時59分

2
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 1人 ）

正社員 04010-64406721 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時00分～18時00分
の間の8時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-64438921 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 作業療法士
の間の8時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-64444321 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

不問 (1)8時00分～17時30分 作業療法士
の間の8時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 38人 ）

正社員以外 04010-64448021 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

59歳以下 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の8時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 38人 ）

正社員 04010-64451421 就業場所 宮城県角田市 拠出

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 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

溶接工・部品加工 タスケマン　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字下田辺４０－
９

雇用・労災・健
康・厚生

173,840円～
173,840円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 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～
237,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 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

157,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

リフォーム営業員 株式会社　畑山電気工業
所

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄２丁目３－
３

雇用・労災・健
康・厚生

155,700円～
193,700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

194,000円～
194,000円

雇用期間の定めなし

学生の送迎ドライバー（大
型）＜柴田郡柴田町＞

大新東株式会社 東京都江東区東雲２丁目１１－２２　ニ
イチクビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

収受職【寒河江・山形蔵
王・天童・山形上山・笹谷
のいずれか

株式会社　ネクスコ・
トール東北　山形事業部

山形県山形市千石９１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,800円～
178,400円

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

179,985円～
260,925円

雇用期間の定めなし

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

介護職員：仙南エリア／正
社員（ＡＣＴ／アクト）

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

225,500円～
273,500円

雇用期間の定めなし

電気工事士 株式会社　畑山電気工業
所

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄２丁目３－
３

雇用・労災・健
康・厚生

155,700円～
193,700円

雇用期間の定めなし

施設警備スタッフ 東洋ワークセキュリティ
株式会社　仙南営業所

宮城県名取市増田１丁目２－７　ロタハ
ウス２階

雇用・労災・健
康・厚生

車の提案営業（総合職）／
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

看護職員／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 雇用・労災・健
康・厚生

224,500円～
277,500円

雇用期間の定めなし

機能訓練指導員／ツクイ角
田北郷（デイサービス）

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

219,500円～
272,500円

雇用期間の定めなし

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

214,484円～
219,644円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時00分～17時30分 准看護師

の間の8時間
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04010-64453621 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
介護福祉士

3
人 TEL 090-2999-7253 （従業員数 0人 ）

正社員 04010-64547521 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 (1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

1 (3)16時00分～9時00分
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 92人 ）

正社員 04010-64866021 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30分～17時30分 ２級土木施工管理技士
(2)9時00分～17時30分 １級建築施工管理技士

4
人 TEL 022-298-8160 （従業員数 5人 ）

正社員 04010-64989821 就業場所 仙台、石巻、気仙沼、丸森
月給 変形（1年単位） １級建築施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級建築施工管理技士

2
人 TEL 022-298-8160 （従業員数 5人 ）

正社員 04010-64991321 就業場所 仙台、石巻、気仙沼、丸森
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

3
人 TEL 022-298-8160 （従業員数 5人 ）

正社員 04010-64996721 就業場所 仙台、石巻、気仙沼、丸森
日給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 022-797-6990 （従業員数 31人 ）

正社員 04010-65050321 就業場所 宮城県内、岩手、福島
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 022-797-6990 （従業員数 32人 ）

正社員以外 04010-65069621 就業場所 宮城県内、岩手、福島
月給 診療放射線技師

59歳以下 (1)8時30分～17時15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- 3293421 就業場所

月給 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2127 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3295621 就業場所 拠出
月給 交替制あり 社会福祉士

65歳以下 (1)9時00分～18時00分 保育士
(2)8時00分～17時00分 精神保健福祉士

2
人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3296921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)7時30分～16時30分 准看護師

(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 3300621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)6時30分～15時30分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3301921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時00分～16時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

1 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 3304721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 43人 ）

正社員以外 04050- 3305821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050- 3307521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員 04050- 3308421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

看護職員／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 雇用・労災・健
康・厚生

214,484円～
219,644円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

就労支援施設の支援員
（指導員）

株式会社　思季 宮城県仙台市若林区新寺１丁目５番地の
２６レインボー仙台３１０

その他

195,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

土木技術者　【宮城
県】

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－
７
サンライン第６６ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし

介護福祉士／大河原町（介
護老人保健施設さくらの
杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
234,240円

雇用期間の定めなし

土木作業員 東日本建設　株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１６－
２３　一番町スクエアビル２Ｆ　Ｂ

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
345,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木施工管理　【宮城
県】

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－
７
サンライン第６６ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし

建築施工管理　【宮城
県】

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－
７
サンライン第６６ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし

児童指導員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

営業（週休２日制） 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

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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

看護職員［常盤園］ 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

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

土木作業員 東日本建設　株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１６－
２３　一番町スクエアビル２Ｆ　Ｂ

雇用・労災・健
康・厚生

241,500円～
437,000円

雇用期間の定めなし

放射線技師

看護職員［ケアホーム
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

183,970円～
241,480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

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［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

226,142円～
238,242円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［第二常盤
園］

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

226,142円～
238,242円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［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

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし
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◎ 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 11月 10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- 3314221 就業場所

月給 臨床検査技師
59歳以下 (1)8時30分～17時15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- 3316421 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- 3317321 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- 3318621 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 080-6017-2789 （従業員数 8人 ）

正社員 04051- 1644921 就業場所 宮城県白石市
日給 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 080-6017-2789 （従業員数 8人 ）

正社員 04051- 1645121 就業場所 宮城県白石市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0182-33-1107 （従業員数 9人 ）

正社員以外 05060- 4875821 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時45分～17時45分

5
人 TEL 023-653-1144 （従業員数 2人 ）

正社員以外 06010-21612221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時45分～17時30分

1
人 TEL 023-689-1131 （従業員数 128人 ）

正社員 06010-21613521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)12時30分～21時30分

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 0人 ）

正社員 06010-22128321 就業場所 山形県、宮城県の各ヤマザワ店舗
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-15114021 就業場所 宮城県白石市などの県南地区
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員以外 07010-15160621 就業場所 宮城県白石市などの県南地区
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～30歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-15161921 就業場所 宮城県白石市などの県南地区
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-15162121 就業場所 宮城県白石市などの県南地区
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分
(2)16時00分～1時00分

2 (3)23時00分～8時00分
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080- 4165921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 理容師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120-13606221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 美容師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120-13962221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

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

159,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

臨床検査技師 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

180,000円～
245,000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

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

159,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

日立Ａｓｔｅｍｏビジネ
スソリューションズ　株

 式会社
秋田事業所

秋田県横手市安本字下御所野１－２ 雇用・労災・健
康・厚生

145,248円～
150,144円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

伐採、刈払い、樹木剪
定等作業員

株式会社　フォレストブ
ロス

宮城県白石市旭町１丁目３－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
279,500円

雇用期間の定めなし

伐採、刈払い、樹木剪
定等作業員

株式会社　フォレストブ
ロス

宮城県白石市旭町１丁目３－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

152,650円～
279,500円

雇用期間の定めなし

准看護師（病棟）

店舗販売職【正社員】
山形県・宮城県

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

設備・機器メンテナン
ス（正社員）

株式会社　シベール 山形県山形市蔵王松ケ丘２丁目１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（柴田町、亘
理町）

株式会社　あじまん 山形県天童市乱川３丁目６番１号 雇用・労災・健
康・厚生

164,160円～
164,160円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃作業員

雇用・労災・健
康・厚生

166,920円～
220,420円

雇用期間の定めなし

警備員（ＧＳＰ隊員：
白石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

158,360円～
199,020円

雇用期間の定めなし

スタイリスト「美容プ
ラージュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ・プ
ラス・フリー　）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

224,400円～
303,600円

雇用期間の定めなし

理容師「理容プラー
ジュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ・プ
ラス・フリー　）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

224,400円～
356,440円

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健
康・厚生

240,120円～
240,120円

雇用期間の定めなし

警備員（白石）【ポジティ
ブアクション求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

158,360円～
188,320円

雇用期間の定めなし

（派）鋳造作業・機械オペ
レーター（水上バイク部
門）

株式会社　日総ビジネス
サービス　二本松営業所

福島県二本松市木藤次郎内８５－２７

警備員（有資格者：白石）
【ポジティブアクション求
人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

158,360円～
209,720円

雇用期間の定めなし

警備員《精鋭隊員候補》
（白石）【ポジティブアク
ション求人

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８



時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～14時30分

(2)10時30分～15時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-67038621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～16時00分

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04010-67074021 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

1
人 TEL 022-748-1277 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-67103821 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分
の間の４時間以上

10
人 TEL 022-290-6125 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04030- 4824421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～10時00分
(2)10時00分～14時00分

3
人 TEL 0224-87-2405 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3420421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 保育士

不問 (1)9時00分～14時30分

2
人 TEL 0224-87-8220 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3425021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 大型自動車第二種免許

69歳以下 (1)20時00分～01時00分 普通自動車第二種免許
の間の４時間以上

1
人 TEL 0224-51-8715 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3426721 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)22時00分～7時00分

5
人 TEL 03-5937-6827 （従業員数 6人 ）

パート労働者 13080-90284921 就業場所 仙台市、角田市、岩沼市など
時給 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)13時30分～22時00分

1
人 TEL 076-274-6111 （従業員数 30人 ）

パート労働者 17080- 9222721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)9時00分～16時00分
(2)8時00分～15時00分

2
人 TEL 022-393-6446 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-66421621 就業場所 宮城県内および仙台市内
時給

61歳以下 (1)9時00分～17時30分
(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0229-43-2121 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04040- 6755821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

4
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 3380821 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 3386921 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 3387121 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 3400721 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～22時00分

2
人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 3401821 就業場所

時給 交替制あり ホームヘルパー２級
65歳以下 (1)8時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者

の間の１～４時間 介護福祉士
2

人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 3402221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

加入保険等 必要な免許資格

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・財形

890円～890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

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
　マスカットビル２階

雇用・労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

リフォーム営業サポートス
タッフ（ＰＲスタッフ）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,000円～2,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ 株式会社　坊源 宮城県柴田郡川崎町　青根温泉８－１０ 雇用・労災

885円～1,000円
雇用期間の定めなし

営業（パ－ト／大河原
町）

株式会社　住宅工房ひな
た

宮城県多賀城市南宮字伊勢２２５－４ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

運転手（運転代行） さくら運転代行社 宮城県柴田郡柴田町槻木西２丁目９－７ 労災

890円～1,100円
雇用期間の定めなし

障害者支援員 株式会社　アスム療育・
研修センター

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
７１

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

登録販売者【店舗責任
者】パート（船迫店）

株式会社　クスリのアオ
キ

石川県白山市松本町２５１２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護ヘルパー（訪問）
／仙台市

ユースタイルラボラト
リー　株式会社

東京都中野区中央１－３５－６　
レッチフィールド中野坂上ビル６Ｆ

労災

1,070円～1,700円
雇用期間の定めなし

配送業務／大河原セン
ター

株式会社　千坂 宮城県遠田郡涌谷町字蔵人沖名１６９ 雇用・労災・健
康・厚生

910円～910円
雇用期間の定めなし

現場代理人の補助事務
業務

株式会社　石井土木 宮城県仙台市青葉区片平１丁目２－２２
ロイヤーパークビル４階

雇用・労災

1,100円～1,500円
雇用期間の定めなし

商品管理事務（土・
日・祝勤務）

豊屋食品工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

商品の検品仕分け（小
物商品）

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

883円～895円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プレス工 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

883円～933円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

商品管理事務及び製造
員

豊屋食品工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

雇用・労災・健
康・厚生

885円～885円
雇用期間の定めなし

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

1,340円～1,340円
雇用期間の定めなし

案内係 株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災・健
康・厚生

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

◎ 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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。
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ハローワーク大河原

時給 保育士
不問 (1)7時15分～19時15分

の間の2時間以上
3

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 62人 ）

パート労働者 04050- 3404421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 美容師

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5171 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3406621 就業場所

時給
59歳以下 (1)7時15分～01時10分

の間の4時間以上
4

人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 3409021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問 (1)8時30分～17時30分
の間の4時間以上

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3411521 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～12時00分

(2)8時00分～13時00分

3 (3)12時00分～17時00分

人 TEL 048-762-9781 （従業員数 6人 ）

パート労働者 11050-25186221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時00分～22時15分
の間の7時間程度

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-25775121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時00分～22時15分
の間の7時間程度

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-25779221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

不問 (1)17時00分～9時00分

12
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-66106521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分
の間の４時間以上

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-66109621 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 (1)9時00分～17時00分 准看護師

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-66110021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～8時00分
(2)10時00分～13時00分

2 (3)16時00分～18時00分

人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-66113221 就業場所 宮城県角田市
時給 あん摩マッサージ指圧師

不問 (1)9時00分～16時00分
の間の４時間程度

1
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-66122521 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)7時00分～11時00分
(2)8時30分～13時30分

2 (3)8時30分～14時00分
人 TEL 022-224-2415 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04010-66235521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

65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)10時00分～19時00分

2 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 022-739-7302 （従業員数 55人 ）

無期雇用派遣パート 04010-66257021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 022-217-0055 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-65383921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-392-1511 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-65389521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 3364821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

美容師 Ｈａｉｒｃａｒｅ　やま
の木

宮城県柴田郡大河原町字広表５２－１５
－Ｃ

その他

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

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・公災・厚
生・その他

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

介護支援専門員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災

1,000円～1,180円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プラスチックトレーの検
査、裁断、梱包出荷（丸森
工場）

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

労災

883円～883円
雇用期間の定めなし

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【柴田地
域】

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号

マリオス６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

精肉加工及び販売【在籍出
向】／宮城県柴田郡大河原
町

大三パートナーズ　株式
会社　関東支社

埼玉県さいたま市中央区下落合６丁目８
－１４
第２東京ビル３０２号室

労災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宿直スタッフ 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【丸森・角
田地域】

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号

マリオス６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（正・准） 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

あんま・マッサージ師 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

883円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理人（補助） 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パート介護スタッフ　＜特
別養護老人ホーム／丸森町
＞

アフィニティ・グループ
株式会社　［お仕事
ジェーピー］

宮城県仙台市泉区泉ケ丘１丁目２１－２
３
ハミングバードビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

1,150円～1,280円
雇用期間の定めなし

施設内清掃員 株式会社　ビルシステム
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目４－３
０　さのやビルディング８階

労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問入浴サービス（看
護業務）大河原

アサヒサンクリーン株式
会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区落合４丁目２－２２ 労災

1,205円～1,305円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助 株式会社　紅谷 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目２－７
５

雇用・労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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ハローワーク大河原

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

の間の3時間以上
1

人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3365221 就業場所

時給
不問 (1)16時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 3327921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)16時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 3328121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)6時00分～9時00分
(2)7時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-57-1115 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3335921 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～12時00分
(2)13時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-57-1115 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3336121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～13時00分
(2)12時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-2017 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050- 3337021 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)9時00分～17時00分

の間の４時間以上
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3342621 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
不問 (1)9時00分～17時00分

の間の４時間以上
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3343921 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1)7時30分～16時30分

(2)10時45分～19時45分

3
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3350321 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 3355721 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-15280421 就業場所 宮城県白石市などの県南地区
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-15281321 就業場所 宮城県白石市などの県南地区
時給 交替制あり 大型自動車免許

59歳以下 (1)9時00分～15時00分
(2)8時00分～14時00分

3 (3)14時00分～20時00分

人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 3910421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)14時00分～19時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 3937421 就業場所 宮城県角田市
時給 保育士

不問 (1)13時15分～18時30分

1
人 TEL 090-8943-8683 （従業員数 10人 ）

パート労働者 08060- 6877221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

1 (3)8時00分～17時00分
人 TEL 022-226-8477 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04010-64489021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり 看護師

不問 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の8時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04010-64757421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

歯科衛生士 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

グループホーム世話人
（グループホーム柴田）

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 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

グループホーム世話人
（グループホーム緑町）

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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴルフ練習場のフロン
ト業務

仙南カイハツ商事　株式
会社

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴルフ練習場の集球業
務

仙南カイハツ商事　株式
会社

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

1,250円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

包装機オペレーター及
び包装

朋和産業　株式会社　仙
台工場

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水３
２

雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護福祉士 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

1,060円～1,060円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員（白石）【ポジ
ティブアクション求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 労災

924円～1,037円
雇用期間の定めなし

社有車運転手及び環境
整備

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

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎バス運転手（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

1,050円～1,200円
雇用期間の定めなし

警備員（ＧＳＰ隊員：白
石）【ポジティブアクショ
ン求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 労災

924円～1,037円
雇用期間の定めなし

学童保育スタッフ／舘矢間
小児童クラブ（丸森町）

株式会社　アンフィニ 茨城県つくばみらい市板橋１８１２－１
６

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 中学校教諭免許（専

修・１種・２種）

配送スタッフ（メモリ
アルホール角田）

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・健
康・厚生・財形

900円～1,050円
雇用期間の定めなし

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

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

1,247円～1,277円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設内清掃 株式会社　ビルワーク・
ジャパン

宮城県仙台市太白区富沢西４丁目９番地
の９

労災

900円～900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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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） 看護師
不問 (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 ）

パート労働者 04010-64763221 就業場所 宮城県角田市
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時30分～10時30分 ホームヘルパー２級
(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-64767621 就業場所 宮城県角田市
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者

の間の8時間 介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-64771221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

59歳以下 (1)9時15分～14時15分
(2)14時15分～19時45分

5
人 TEL 022-251-0771 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-64772521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 診療放射線技師

不問 (1)8時30分～12時30分
(2)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 3294321 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- 3311021 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- 3313821 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- 3315521 就業場所

時給 臨床検査技師
不問 (1)8時30分～12時30分

(2)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 3319921 就業場所

時給
59歳以下 (1)14時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6061 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3320721 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時30分～11時30分

1
人 TEL 0224-83-6061 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3321821 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

の間の４時間
2

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 3323521 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～21時30分

の間の6時間以上
1

人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010-22139121 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時30分～21時30分
の間の6時間以上

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010-22141221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時45分～12時45分
(2)12時45分～16時45分

1
人 TEL 024-545-2215 （従業員数 16人 ）

パート労働者 07010-15061221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)5時45分～18時30分
の間の2時間以上

2
人 TEL 0561-72-7001 （従業員数 0人 ）

パート労働者 23010-35894421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

送迎職員／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 雇用・労災・健
康・厚生

927円～927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（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

1,247円～1,277円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売、商品管理（柴田
店）

株式会社　ファミーナ 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－８－１
２

労災

890円～1,100円
雇用期間の定めなし

介護職員／ツクイ角田北郷
（訪問入浴ヘルパー）※急
募

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）

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）

放射線技師 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

1,200円～1,400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（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）

医療事務補助 村田内科クリニック　荘
司　裕

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦８４
－１

労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

臨床検査技師 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

1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

医療事務補助 村田内科クリニック　荘
司　裕

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦８４
－１

労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

登録販売者資格者（角
田市）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストア販売（角
田市・レジ・接客）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

給食業務の洗浄作業
【船岡】

株式会社　タイヨウ 愛知県日進市栄３丁目２１０８番地 労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レジ担当４Ｈ（ダイユー
エイト大河原店）

株式会社ダイユーエイト 福島県福島市太平寺字堰ノ上５８ 雇用・労災

925円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


