
 

令和 4 年 9 月 15 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

 

 

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！ 



日給 調理師
不問 (1)7時30分～17時00分 栄養士

の間の８時間 管理栄養士
1

人 TEL 022-236-6231 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-54880621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-55066021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 日商簿記２級

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-55069221 就業場所 宮城県角田市
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 20人 ）

正社員 04010-55070621 就業場所 宮城県角田市
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 20人 ）

正社員 04010-55071921 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時45分～19時00分
(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0229-23-6618 （従業員数 10人 ）

正社員 04040- 5637321 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2839221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2840621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2841921 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

2
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 2843021 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- 2844721 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～17時15分
(2)6時30分～15時15分

1
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04050- 2845821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 53人 ）

正社員 04050- 2847521 就業場所

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

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2823421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 2825621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～16時45分 准看護師
(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 2827121 就業場所

精神保健福祉士 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

195,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

看護師（ユニット型オ
ンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

211,000円～
253,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

シティエンジニアス
タッフ（工事監督）

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

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

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～
200,000円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場フロント業務 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

153,300円～
153,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

貿易業務（輸出） イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営業
務（店長候補）

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

商品企画・開発（海外
貿易業務全般）

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

モバイルコンサルタント
（携帯電話販売スタッフ）
／角田

ヤマセエレクトロニクス
株式会社　情報通信事業
部

宮城県大崎市古川大宮８丁目９－２４
２階

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

葬祭事務 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

営業 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

経理事務 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

店舗販売 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

加入保険等 必要な免許資格

調理師または栄養士　◆
宮城県柴田郡大河原町

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

186,500円～
210,500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

◎ 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 9月 15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 9月 15日発行

ハローワーク大河原

日給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 2828021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 2829721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 2830521 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時15分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)10時30分～19時15分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 2831421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時15分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)10時30分～19時15分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 2832321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～15時45分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)13時15分～22時00分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 2833621 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時45分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)13時15分～22時00分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 2834921 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 2835121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 2836021 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2842121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許

18歳以上 (1)8時30分～17時30分 中型自動車免許
(2)20時00分～5時00分

2 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 042-494-7771 （従業員数 49人 ）

正社員以外 13170-25673221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり

18歳以上 (1)8時00分～16時45分
(2)12時45分～21時30分

2 (3)16時45分～1時30分
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050- 2811721 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050- 2812821 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
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- 2813221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
64歳以下 (1)7時00分～19時00分

(2)8時00分～1時00分

1 (3)7時00分～1時00分
人 TEL 0224-54-1038 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2814521 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050- 2818921 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給

39歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 151人 ）

正社員 04050- 2819121 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付

製造職（検査） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,800円～
260,200円

雇用期間の定めなし

技能職（検査） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

タクシー乗務員 新盛堂タクシー　有限会
社

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目８－
３１

雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

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

155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

技能職（めっき作業） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

技能職（製品の製造業
務：加工）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

【急募】拠点間配送ド
ライバー／仙台営業所

株式会社　ヤマザキ物流 東京都清瀬市旭が丘１－２５５－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

202,714円～
210,714円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業 イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

看護師（地域密着型特
養オンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
319,000円

雇用期間の定めなし

看護師（地域密着型特
養オンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

211,000円～
253,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（ユニット型特
養夜勤有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

184,248円～
219,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（ユニット型特
養夜勤有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

178,200円～
212,000円

雇用期間の定めなし

介護員（従来型特養夜
勤あり）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

195,200円～
227,000円

雇用期間の定めなし

介護員（従来型特養夜
勤有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

201,248円～
234,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（従来型オン
コール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
319,000円

雇用期間の定めなし

看護師（ユニット型オ
ンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
319,000円

雇用期間の定めなし

看護師（従来型オン
コール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

211,000円～
303,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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月給 医療事務資格
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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 2820821 就業場所

その他 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～1時30分

(2)6時00分～18時00分

2 (3)8時30分～2時00分
人 TEL 0224-52-2066 （従業員数 23人 ）

正社員以外 04050- 2790221 就業場所

その他 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
59歳以下 (1)7時00分～1時30分

(2)6時00分～18時00分

2 (3)8時30分～2時00分
人 TEL 0224-52-2066 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 2791521 就業場所

月給 変形（1年単位） 二級建築士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

1
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 2794621 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
59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 0224-53-2242 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 2795921 就業場所

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2796121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2797021 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 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2798721 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

4
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050- 2799821 就業場所

日給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

1
人 TEL 0224-83-4590 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2801121 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

3
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2802021 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 0224-56-2511 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2803721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-2511 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2804821 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-3857 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2805221 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-86-3145 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2806521 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-86-3145 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2807421 就業場所

ハウスクリーニング、
修繕スタッフ

株式会社　ｉｎｔｅｒｉ
ｏｒ　ＲＩＳＥ

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１丁目３－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

160,080円～
232,000円

雇用期間の定めなし

内装工 株式会社　ｉｎｔｅｒｉ
ｏｒ　ＲＩＳＥ

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１丁目３－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
278,400円

雇用期間の定めなし

ダンプカー運転手 合同会社　黒田興業 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前１０
０－１０８

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
368,000円

雇用期間の定めなし

カーテンの縫製加工 株式会社　ヤマプラス仙
台

宮城県柴田郡柴田町四日市場字通り木７
１－１０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

縫製工場作業員 株式会社　ヤマプラス仙
台

宮城県柴田郡柴田町四日市場字通り木７
１－１０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木・舗装工事の現場
作業員

株式会社　ウジエ道路工
業

宮城県角田市尾山字横町６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
320,000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

重機オペレータ　兼
土木作業員

大西開発　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字石生２７
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

208,800円～
255,200円

雇用期間の定めなし

組立作業員 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

133,500円～
135,000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

組立工（製造リー
ダー、監督者候補）

イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

電気工事士 窪田電気工事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

施工管理技術者　（電
気・管）

窪田電気工事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

258,000円～
348,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 仙南観光タクシー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１９－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

153,201円～
153,201円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

建築施工管理者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 仙南観光タクシー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１９－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

153,201円～
153,201円

雇用期間の定めなし

医療事務員 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 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
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ハローワーク大河原

月給 美容師
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-56-2026 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2808321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 12人 ）

正社員 04050- 2809621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-86-3861 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2742521 就業場所

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

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2743421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2744321 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員以外 04050- 2745621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 2746921 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 2748021 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 2749721 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

3
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2753621 就業場所

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

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2754921 就業場所

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 一級建築士

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2755121 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 二級建築士

一級建築士
1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2756021 就業場所

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

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2757721 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

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2758821 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

2
人 TEL 0224-53-2868 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2759221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3556 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2760621 就業場所

土木施工管理 株式会社　保志工務店 宮城県角田市藤田字寺岡１１７ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

配管工 有限会社　高木設備工業 宮城県柴田郡大河原町字新青川２－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

保守メンテナンス 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理（２級・
初心者）

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

259,500円～
344,000円

雇用期間の定めなし

二級建築施工管理士・
建築士

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

344,000円～
430,000円

雇用期間の定めなし

一級建築施工管理士・
建築士

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

376,000円～
493,000円

雇用期間の定めなし

一級土木施工管理士 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

376,000円～
467,000円

雇用期間の定めなし

建設作業員 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

中型自動車免許

介護員（資格なし） 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

145,010円～
178,500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

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

145,010円～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員 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

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

病院事務・経営企画総
務係

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

145,010円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

210,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

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

208,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

機械設計 株式会社　クルーズ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字西住町４
－３

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
250,000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

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 2761921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 玉掛技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050- 2764721 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050- 2766221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

(2)20時00分～4時55分

1
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 2767521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 玉掛技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時20分 床上操作式クレーン運転技能者

大型自動車免許
1

人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050- 2768421 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時10分

2
人 TEL 0224-54-3137 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2769321 就業場所

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

(2)8時30分～12時30分

1 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2771021 就業場所

月給 看護師
64歳以下 (1)8時00分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2772721 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00分
(2)8時30分～12時30分

1 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2774221 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分 床上操作式クレーン運転技能者

ボイラー取扱作業主任者

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050- 2775521 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

1
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 2776421 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)10時00分～21時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 2779921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～20時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2780721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-1713 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2782221 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 2784421 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 2787921 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 41人 ）

正社員 04050- 2789021 就業場所

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・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

152,055円～
163,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

作業員 株式会社　山家農林改良
園

宮城県角田市島田字小一郎作５９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
259,875円

雇用期間の定めなし

ホール係（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

191,388円～
203,991円

雇用期間の定めなし

調理係（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

202,750円～
267,360円

雇用期間の定めなし

自動車部品の加工、検
査及び梱包

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

165,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

事務処理業務（工場管理に
係る書類作成および管理業
務）

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

161,000円～
221,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

看護師 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

184,200円～
218,400円

雇用期間の定めなし

看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

工場加工作業員 株式会社　角谷製作所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

鍍金（めっき）：前処理・
めっき・仕上検査・仕分発
送

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

162,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

自動車部品の熱処理加
工

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

193,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

アルミ材加工（アルミ加
工、梱包、保安器組立、検
査等）

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

162,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

鋼材加工（溶接、鋼材加
工・組立、ＮＣオペレー
ション）

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

営業、レンタルサービ
ス

株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

173,000円～
193,000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
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 022-397-8701 （従業員数 161人 ）

正社員 04010-53644921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 04010-53676621 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 04010-53754421 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 4人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-53766121 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 22人 ）

正社員以外 04010-53909321 就業場所 宮城県角田市
月給

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-298-7077 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-54099421 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

3
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 15人 ）

正社員 07120- 3360921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり

18歳以上 (1)8時00分～16時45分
(2)13時00分～21時45分

1
人 TEL 03-6436-7600 （従業員数 15人 ）

正社員以外 13040- 2316422 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

店舗運営職／宮城県柴田
郡（大河原高砂町店）

株式会社　ファミリー
マート

東京都港区芝浦３－１－２１
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステー
ションタワーＳ

雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
290,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フローリスト（フローラ
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・健
康・厚生・財形

165,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理補助 株式会社　クリエイト
ワークス　建設事業部

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２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

249,700円～
343,700円

雇用期間の定めなし

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

141,400円～
141,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

購買システム開発、修
正、保守業務

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

225,000円～
375,000円

雇用期間の定めなし

機械設計業務 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

220,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

ＬＥＤの電子回路設計 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

300,000円～
375,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　仁泉会　仙台
事務所

宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１－１７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

203,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし



時給
不問 (1)16時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-54873621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)16時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-54878821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)17時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-54879221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 保育士

不問 (1)8時00分～14時00分
(2)12時00分～18時00分

1
人 TEL 022-398-3856 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-54933221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時30分～19時15分
の間の２～６時間

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 2846221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 2849321 就業場所 宮城県角田市
月給 保健師

不問 (1)8時30分～17時30分 看護師
の間の６時間４５分

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050- 2824321 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

の間の4時間
1

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050- 2826921 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

1 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050- 2837721 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2821221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)14時00分～18時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 3036221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
その他 交替制あり

不問 (1)14時00分～21時50分

の間の９０分以上
3

人 TEL 052-709-3670 （従業員数 1人 ）

パート労働者 23010-30023221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 作業療法士

不問 (1)9時00分～17時30分 理学療法士
の間の3時間以上

1
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2800921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)13時00分～18時00分

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-20881921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04010-53903021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 美容師

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-53905821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時00分～19時00分
の間の3～8時間

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050- 2747121 就業場所 宮城県角田市

加入保険等 必要な免許資格

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

900円～900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

盛り付け・洗浄　◆宮
城県柴田郡村田町

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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

公災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士パート（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

労災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護サポーター（軽作
業）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

労災

890円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

感染症対策相談員（看
護師、保健師）

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,491円～1,491円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

カフェスタッフ 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［西船迫保育所］
（会計年度任用職員）

柴田町役場

一般事務［税務課］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

雇用・労災・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（地域密着型特
養オンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

1,250円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

塾講師　【大河原校】 ＣＫＣネットワーク　株
式会社

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５
番　３Ｆ

労災

900円～1,466円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

レジ部門（槻木店） 株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～883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（宮城柴田店）

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

862円～862円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

リハビリスタッフ 株式会社　志　らいおん
ハートリハビリディサー
ビスばうむ

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

労災

1,100円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宮城県仙台市宮城野区福室字田中前一番
５３－１
仙台コロナワールド内

労災

890円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

介護員（介護職員初任
者研修）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

美容師（イオンタウン
柴田店）

株式会社　ラポールヘ
ア・グループ

◎ 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 9月 15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
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ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1)7時00分～19時00分

の間の3～8時間
3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050- 2750521 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時30分～8時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

パート労働者 04050- 2751421 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

の間の4～６時間
2

人 TEL 0224-66-5829 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2770121 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050- 2773821 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～15時30分
の間の4時間４５分

1
人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 2781821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～13時00分
(2)14時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-52-1080 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2783521 就業場所

時給
不問 (1)9時05分～15時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 2785321 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-62-1578 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2786621 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
の間の６時間

1
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 2788121 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～20時00分

の間の7時間程度
1

人 TEL 027-345-8725 （従業員数 0人 ）

パート労働者 10020-14122021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

夜間当直（病院施設
等）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

649円～649円
(最低賃金減額特
例・労基署認可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　仮眠時間も拘束
されるので賃金発生
となるが、業務自体
はないため賃金の減
額が認められる。

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

看護師 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

1,200円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 合同会社ハピネス 宮城県角田市角田字裏町６番地９ 労災

870円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週20
時間以上になる場合
は雇用保険に加入

歯科衛生士 医療法人社団　昌慶会
はせ歯科医院

宮城県柴田郡大河原町字中島町７－６ 雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

特別支援教育支援員Ｂ
（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 労災

1,139円～1,139円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

タイヤ交換作業員 株式会社　不二タイヤ 宮城県角田市角田字野田前５５番５ 雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災

883円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パート／店舗スタッフ／
テックランド大河原店

株式会社　ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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


