
 

令和 4 年 9 月 8 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！ 



月給 変形（1ヶ月単位） 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時15分 アーク溶接技能者（基本級）

ガス溶接技能者
2

人 TEL 022-262-5535 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-53199821 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 準中型自動車免許

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 022-355-8966 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-53448521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
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 04010-53592221 就業場所 宮城県内各現場・白石・丸森・亘理
月給 ２級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-9814 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 2717221 就業場所

月給 管理栄養士
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- 2719421 就業場所 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 2720921 就業場所 厚生
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～16時40分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 2722021 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-87-8575 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2723721 就業場所

月給 保育士
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-87-8575 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2724821 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45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 2725221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） あん摩マッサージ指圧師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 柔道整復師

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 2726521 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)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

3
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 2729621 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-2113 （従業員数 3人 ）

正社員以外 04050- 2731721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-4825 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2733221 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2736321 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30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 2739121 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- 2740821 就業場所 宮城県角田市

現場管理者 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

二級建築士 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

300,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

建築工事の施工管理業
務（管理職）

株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

500,000円～
500,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木作業員 総合企画　佐藤建築　株
式会社

宮城県角田市字扇町９－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

労務作業補助（牛の飼
育）

農事組合法人　丸森町酪
農振興組合

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋１２０（丸森
町役場　農林課内）

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）

鋳造オペレーター 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

161,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

マッサージ師 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

164,000円～
187,500円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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

221,000円～
247,400円

雇用期間の定めなし

児童指導員（保育士資
格者）

エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド船岡

宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１１－
３　アネックス船岡Ａ

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

児童発達支援管理者 エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド船岡

宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１１－
３　アネックス船岡Ａ

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

運転手（生コン車・大
型免許）

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

201,875円～
201,875円

雇用期間の定めなし

看護師 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

236,000円～
266,000円

雇用期間の定めなし

管理栄養士 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

201,300円～
201,300円

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　Ｏ・Ｔ・Ｋ 宮城県柴田郡大河原町字南３８－１　三
住ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

施工管理（設備工事）見
習い／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

271,720円～
537,950円

雇用期間の定めなし

宅配ドライバー 株式会社　三協運輸サー
ビス　東北営業所

宮城県仙台市若林区六丁の目中町２３－
３８　フクイ事務所２階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

224,831円～
224,831円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

製缶工 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

180,000円～
300,000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

◎ 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 9月 8日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２
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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- 2741221 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040-16057921 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 介護福祉士

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040-16086821 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり ホームヘルパー２級

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040-16090921 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 防火管理者（甲種・乙種）

59歳以下 (1)9時00分～23時00分
の間の８時間程度

1
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

正社員 07040-16201921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位） 防火管理者（甲種・乙種）

59歳以下 (1)9時00分～23時00分
の間の８時間程度

1
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

正社員 07040-16210121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 中型自動車免許

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0243-23-5554 （従業員数 0人 ）

正社員 07080- 3515521 就業場所 宮城県柴田郡村田町 厚生
時給

不問 (1)8時00分～17時10分

1
人 TEL 0284-71-4011 （従業員数 21人 ）

正社員以外 09050- 4398021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

不問 (1)9時15分～17時45分

1
人 TEL 06-6260-5010 （従業員数 2人 ）

正社員以外 27010-46413121 就業場所 宮城県角田市
日給 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0154-64-1117 （従業員数 2人 ）

正社員 01090- 9273821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許

40歳以下 (1)8時30分～17時30分 中型自動車免許
フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 022-766-8757 （従業員数 10人 ）

正社員 04010-52806821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～16時30分
(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-306-2260 （従業員数 1人 ）

正社員 04010-52883321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～7時59分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-52937521 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～59歳 (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 04010-52944221 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～59歳 (1)8時30分～8時29分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-52951821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-236-2523 （従業員数 6人 ）

正社員 04010-53026721 就業場所 白石・角田・柴田・蔵王・丸森
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

30歳以下 (1)9時45分～19時00分

2
人 TEL 022-284-2185 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-53063421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付

自動車整備士 宮城ホンダ販売　株式会
社

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目４－４
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

188,600円～
230,600円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　五十嵐商会 宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
250,000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・財形

154,759円～
157,700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・財形

154,759円～
157,700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・財形

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

電気通信技術者見習 協立テレコム　株式会社 宮城県仙台市太白区中田５丁目１２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

コカ・コーラ社製品の
ルート配送

株式会社　シンクラン
東北支店

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目１－３
３　コカ・コーラボトラーズジャパン株
式会社仙台セールスセンター内

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

正／港湾工事建設作業
員

株式会社　常進建工 北海道釧路市貝塚３丁目７番２２号３８ 雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
387,500円

雇用期間の定めなし

ふるさと納税に関する営業
（自治体・事業者）宮城県
角田市

株式会社　ＪＴＢ 大阪府大阪市中央区久太郎町２－１－２
５　ＪＴＢビル　１３階
大阪事務所

雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
240,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車部品の組立、検
査（パート）

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

191,360円～
191,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

足場組立・解体工（宮
城県）

株式会社　アーチ 福島県二本松市木ノ崎３９３ 雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～
470,000円

雇用期間の定めなし

店長・店長候補（菜々
家大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 雇用・労災・健
康・厚生

236,666円～
276,667円

雇用期間の定めなし

店長・店長候補（大志
軒大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 雇用・労災・健
康・厚生

236,666円～
276,667円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／初任
者等）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
202,000円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／介護
福祉士）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／資格
不問）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

164,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 株式会社　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

220,000円～
280,000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）
30歳以下 (1)9時45分～19時00分

2
人 TEL 022-284-2185 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-53081921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時10分

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 11人 ）

正社員 04040- 5400421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士

59歳以下 (1)8時10分～17時10分 ２級電気工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 10人 ）

正社員 04040- 5401321 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時10分～17時10分

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04040- 5406721 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30分～17時30分 二級自動車整備士

1
人 TEL 0224-62-4793 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2687521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～19時00分

(2)9時00分～21時00分

1 (3)7時00分～21時00分
人 TEL 0224-87-2405 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2700421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級造園施工管理技士

2
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 2704121 就業場所

日給 変形（1年単位） 林業架線作業主任者
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

5
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 2705021 就業場所

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

2
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2706721 就業場所

月給
35歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-5471 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2708221 就業場所 宮城県柴田郡村田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 臨床工学技士

59歳以下 (1)7時00分～19時00分
の間の４～9.5時間

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2709521 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
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2710321 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00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2711621 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2713121 就業場所

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- 1397621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

10 (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- 3446121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

10
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080- 3447021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

（派）中子・シェル成型機
作業（自動車部品・鋳物製
造）

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 雇用・労災・健
康・厚生

186,368円～
186,368円

雇用期間の定めなし

（派）アルミ鋳造（自動
車部品・鋳物製造）

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 雇用・労災・健
康・厚生

254,592円～
254,592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

営業 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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～
254,000円

雇用期間の定めなし

看護師（訪問看護） 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

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

臨床工学技士 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

195,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

アセチレンガス製造工 仙台アセチレン株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘３
－７

雇用・労災・健
康・厚生

187,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

203,500円～
260,000円

雇用期間の定めなし

一般作業員（林業・土
木）

株式会社　丹野林業建設 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－２

雇用・労災・健
康・厚生

209,700円～
279,600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

工事現場管理 株式会社　丹野林業建設 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－２

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

旅館サービス係 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・健
康・厚生

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備士 株式会社　目黒自動車 宮城県角田市小田字香取３９－５ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

クリーンスタッフ（契
約社員／角田）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生

136,632円～
136,632円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

建設施工管理／正社員
（角田市）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

事務職（正社員／大河
原営業所）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

営業職（自動車の販
売）

宮城ホンダ販売　株式会
社

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目４－４
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,600円～
218,600円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

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

1 (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- 3449821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

2
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080- 3450421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-392-1511 （従業員数 7人 ）

正社員 04010-52296421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

69歳以下 (1)8時30分～17時30分 床上操作式クレーン運転技能者

玉掛技能者
3

人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 2637221 就業場所

月給 変形（1年単位） 簿記実務検定３級
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 2639421 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 小型移動式クレーン運転技能者

フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-4366 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2641121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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- 2643721 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- 2644821 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)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 ）

正社員以外 04050- 2649621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時15分～16時15分
(2)8時30分～17時30分

2 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050- 2650021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時30分～15時30分
(2)7時15分～16時15分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 43人 ）

正社員以外 04050- 2651721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 簿記能力検定（全経２級）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04050- 2652821 就業場所

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2653221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～16時45分 床上操作式クレーン運転技能者

玉掛技能者
2

人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2654521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

18歳～40歳 (1)8時30分～16時45分
(2)16時30分～0時45分

4 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員以外 04050- 2656321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (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 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2657621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 (1)7時00分～20時00分
の間の8時間

2 (2)17時00分～9時00分
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2660821 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

准看護師 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

158,300円～
255,000円

雇用期間の定めなし

品質管理 アイリス・ファインプロ
ダクツ　株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,000円～
223,000円

雇用期間の定めなし

製造ラインでの梱包作
業（契約社員）

アイリス・ファインプロ
ダクツ　株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造作業員（鮮度保持
剤の原料製造）

アイリス・ファインプロ
ダクツ　株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,000円～
223,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備工（サービ
ススタッフ）

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
258,000円

雇用期間の定めなし

事務職員 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

147,363円～
147,363円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員［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

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員［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

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業 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

180,000円～
275,000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

スクラップの選別、解
体作業及び運搬

株式会社　宮城金属 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新日の崎
１０９

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

経理事務 メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
281,200円

雇用期間の定めなし

訪問入浴介護職員／大
河原事業所

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 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

（派）砂型（中子）製
造・加工

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 雇用・労災・健
康・厚生

185,472円～
185,472円

雇用期間の定めなし

（派）鋳造作業・機械オペ
レーター（ターボチャー
ジャー部門

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 雇用・労災・健
康・厚生

255,024円～
255,024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 9月 8日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

の間の8時間
3 (2)17時00分～9時00分

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2662521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時00分～20時00分
の間の8時間

2 (2)17時00分～9時00分
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2663421 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)7時00分～20時00分
の間の8時間

2 (2)17時00分～9時00分
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2664321 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00分

2
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 63人 ）

正社員 04050- 2666921 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 63人 ）

正社員 04050- 2667121 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 63人 ）

正社員 04050- 2668021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員以外 04050- 2673621 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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 2674921 就業場所

月給 准看護師
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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 2676021 就業場所

月給 看護師
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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 2677721 就業場所

月給 保育士
64歳以下 (1)8時30分～17時30分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

1
人 TEL 0224-87-8220 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2678821 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)8時30分～17時00分
(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 2679221 就業場所

月給
29歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-58-1771 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2681921 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- 2685821 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (3)8時30分～19時00分

の間の8時間
1

人 TEL 0224-22-7711 （従業員数 55人 ）

正社員 04051- 1340721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-22-7711 （従業員数 55人 ）

正社員 04051- 1342221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)23時15分～8時15分

2
人 TEL 0228-24-8447 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04060- 2392921 就業場所 宮城県角田市

製造スタッフ［角田／
夜勤］

株式会社　モリマインド 宮城県栗原市築館青野８－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
192,000円

雇用期間の定めなし

飲食・調理【村田町】 株式会社　一條　森の芽
ぶきたまご舎

宮城県刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

販売スタッフ【村田
町】

株式会社　一條　森の芽
ぶきたまご舎

宮城県刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000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
月未満）

事務局業務（事務局職
員）

社会福祉法人　柴田町社
会福祉協議会

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字中島６８
柴田町地域福祉センター内

雇用・労災・健
康・厚生

171,700円～
200,000円

雇用期間の定めなし

看護師 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

210,000円～
285,000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・健
康・厚生

170,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

看護師（外来） 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

215,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来） 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～
250,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 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～
230,000円

雇用期間の定めなし

看護補助 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

148,000円～
159,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業員 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

設計 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

製造（現業）製缶工 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士　★処遇改
善有り

医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

182,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

190,500円～
260,000円

雇用期間の定めなし

介護職（無資格、未経
験）★処遇改善有り

医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
230,000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 9月 8日発行

ハローワーク大河原

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

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

正社員 06010-17979021 就業場所 川崎町・山形市・天童市 拠出・給付
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

正社員 07120- 3245921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
年俸制 変形（1年単位）

不問 (1)8時10分～17時00分
(2)9時10分～18時00分

1
人 TEL 0257-24-3161 （従業員数 0人 ）

正社員以外 15050- 3430221 就業場所 東北6県エリア
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)15時00分～23時00分

1
人 TEL 055-223-5507 （従業員数 16人 ）

正社員 19010-17693821 就業場所 岩沼市・若林区・柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

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 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-51521121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-51528321 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

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 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-51531721 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 022-225-8476 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-51733821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 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 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-51800121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位） 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 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-51821521 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位） 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 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-51824621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04010-52021021 就業場所 宮城県角田市
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

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 21人 ）

正社員以外 04010-52023821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時20分～17時00分
(2)16時50分～1時15分

1 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0225-86-6007 （従業員数 27人 ）

有期雇用派遣労働者 04020- 6695821 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 2626721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

18歳以上 (1)17時00分～1時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 2627821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-1917 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2628221 就業場所

生産管理スタッフ 株式会社　岸浪園 宮城県角田市豊室字江合１００番地 雇用・労災・健
康・厚生

163,100円～
163,100円

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア
店員（船岡入袋店）

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

150,000円～
150,000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

製造オペレーター（電
子部品）／角田

東北電子工業　株式会社 宮城県石巻市北村字俵庭五１８ 雇用・労災・健
康・厚生

140,600円～
140,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員／ツク
イ丸森大内

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～
218,440円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員／ツク
イ角田北郷

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～
218,440円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備スタッフ（有資格
者）

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

187,050円～
187,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備スタッフ（有資格
者）

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

187,050円～
187,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備スタッフ（有資格
者）

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

187,050円～
187,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

みやぎ地域福祉サポー
トセンター専門員

社会福祉法人　宮城県社
会福祉協議会

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２－３
宮城県自治会館３階

雇用・労災・健
康・厚生

162,200円～
162,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

161,250円～
161,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

161,250円～
161,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

161,250円～
161,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

塾講師及び家庭教師
〔宮城］

株式会社　学習空間 山梨県甲府市徳行１－４－５　サニービ
ルド２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

営業員（宮城県） 株式会社　かしわ堂 新潟県柏崎市鯨波１丁目３－９ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

葬祭ディレクター（メモリ
アルホール柴田・亘理・お
おくま）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

収受職（１１／１～）笹山
料金所・形蔵王料金所・天
童料金所

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～
173,400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
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- 2629521 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-84-4778 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 2630321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (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 ）

正社員以外 04050- 2632921 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2634021 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

・中型自動車免許

2
人 TEL 0226-25-8441 （従業員数 23人 ）

正社員以外 04080- 2994821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 076-274-6111 （従業員数 1,479人 ）

正社員 17080- 7208721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 076-274-6111 （従業員数 1,479人 ）

正社員 17080- 7210421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0598-51-0211 （従業員数 5人 ）

正社員 24040- 6179321 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

1
人 TEL 075-646-2024 （従業員数 4人 ）

正社員 26030-12385621 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 022-236-2523 （従業員数 6人 ）

正社員 04010-51493821 就業場所 白石・角田・柴田・蔵王・丸森
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-236-2523 （従業員数 6人 ）

正社員 04010-51494221 就業場所 宮城県角田市
時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～12時00分

5
人 TEL 0224-84-5259 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 2619821 就業場所

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- 2620421 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-2156 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 2621321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 社会福祉士

65歳以下 (1)8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級
(2)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 2623921 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

2
人 TEL 0224-84-2338 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 2625021 就業場所 拠出
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 27020-54885121 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付

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

機械オペレーター 野崎印刷紙業　株式会社
東北工場

宮城県柴田郡川崎町前川字北原１４－３ 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

支援員 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

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック製品およびゴ
ム製品の成形加工、管理

竜興化学工業株式会社
宮城工場

宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼字竹ノ花
５０－１

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
241,000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

192,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

分別作業員 株式会社　開発商事 宮城県柴田郡村田町大字足立字北向１２
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

129,187円～
181,740円

雇用期間の定めなし

一般事務【角田営業
所】

株式会社　五十嵐商会 宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

整備 株式会社　五十嵐商会 宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

電気通信技術員（東北
出張所）

有限会社　イクタ電気通
信

京都府京都市伏見区竹田中島町２７０番
地

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木営業職（宮城県角田
市・角田営業所）

松阪興産株式会社 三重県松阪市鎌田町２５３番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

196,000円～
263,000円

雇用期間の定めなし

登録販売者総合職【宮
城６：柴田町】

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

190,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

登録販売者総合職【宮城
５：大河原町】

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

190,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　じょい 宮城県気仙沼市本吉町津谷明戸２１３－
３

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
368,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

山林作業兼土木作業員 株式会社　山林舎 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越５４ 雇用・労災・健
康・厚生

161,250円～
236,500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（基
礎工事用）運転技能者

薬局助手 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

163,350円～
163,350円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生コン製造オペレー
ター

川崎生コン株式会社 宮城県柴田郡川崎町大字小野字笹平山９
０

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ソフト設計 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



時給
不問 (1)9時00分～18時00分

の間の7時間
2

人 TEL 022-292-3671 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010-53195921 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04040- 5446921 就業場所 宮城県角田市
時給

64歳以下 (1)7時30分～17時30分
の間の6時間

3
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

パート労働者 04050- 2718521 就業場所

時給
64歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-3277 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 2721121 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)17時00分～2時00分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 2730021 就業場所

時給
64歳以下 (1)9時00分～17時00分

の間の６～7時間
2

人 TEL 0224-63-1139 （従業員数 26人 ）

パート労働者 04050- 2734521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時30分～16時00分
(2)13時15分～19時15分

2
人 TEL 0224-51-1530 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 2735421 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時30分～16時00分

3
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050- 2737621 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050- 2738921 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～21時30分

の間の3時間以上
2

人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

パート労働者 07040-16163121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～21時30分
の間の3時間以上

2
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

パート労働者 07040-16164021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～21時45分
の間の3時間以上

2
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

パート労働者 07040-16183221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～21時30分
の間の3時間以上

2
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

パート労働者 07040-16184521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 調理師

18歳以上 (1)4時30分～13時30分
(2)9時30分～18時30分

2
人 TEL 048-671-1366 （従業員数 0人 ）

パート労働者 11030-25124421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)7時45分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

1 (3)18時00分～22時15分

人 TEL 019-621-5021 （従業員数 13人 ）

パート労働者 03010-20528821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり

不問 (1)7時45分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

1 (3)17時00分～22時00分

人 TEL 019-621-5021 （従業員数 13人 ）

パート労働者 03010-20566121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分
の間の５時間

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2693821 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

商品仕分け業務 株式会社　アイリスプラ
ザ　ダイシンカンパニー

宮城県仙台市宮城野区大梶７－５ 労災

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

※　　労働契約が週
２０時間以上になる
場合は雇用保険に加
入

介護補助（老健・お手
伝い等）

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

853円～900円
雇用期間の定めなし

販売員／午後（角田
市）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９ 雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

検査工（外観検査） 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

853円～903円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プラスチック精密部品
製造

有限会社カツヨテクノロ 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１８
１

雇用・労災

853円～863円
雇用期間の定めなし

電化製品買取＆楽器買
取＆販売スタッフ

株式会社エコプラス
ハードオフ・オフハウス
大河原店

宮城県柴田郡大河原町字新東３０－１ 雇用・労災

900円～990円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 株式会社　畑中工務店 宮城県角田市角田字町田８８ 雇用・労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし

通信機器組立工 オージーイーアトム　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災

885円～950円
雇用期間の定めなし

ケーブル加工 オージーイーアトム　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

※　　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

ホールスタッフ（満天
食堂大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 労災

900円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キッチンスタッフ（満天
食堂大河原店）

株式会社　イズムフーズ

ホールスタッフ（大志
軒大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キッチンスタッフ（大
志軒大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福島県郡山市喜久田町双又３７番地 労災

900円～1,100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（宮城丸森店）

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）

調理師［柴田郡柴田
町］

協働美装　株式会社 埼玉県さいたま市見沼区大字中川７９－
１　
ティーエムハイツ１０２

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）

※　　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

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

939円～939円
雇用期間の定めなし

ドラッグストアでの販売
（丸森舘矢間店）

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）

◎ 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 9月 8日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 9月 8日発行

ハローワーク大河原

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)13時00分～18時00分

(2)13時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 2694221 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 2695521 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)7時00分～9時00分

2
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 2696421 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)16時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 2697321 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2698621 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2699921 就業場所

時給
不問 (1)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- 2701321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～19時00分
の間の５時間

1
人 TEL 0224-52-1563 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2702621 就業場所

時給
59歳以下 (1)14時00分～19時00分

の間の４時間
1

人 TEL 0224-52-1563 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2703921 就業場所

時給 介護福祉士
不問 (1)8時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

の間の1～５時間 介護職員初任者研修修了者

1
人 TEL 0224-51-9357 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 2714021 就業場所

時給 変形（1年単位） 大型自動車免許
不問 (1)8時00分～16時40分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050- 2715721 就業場所

時給
不問 (1)14時00分～21時00分

の間の3時間以上
1

人 TEL 048-642-0982 （従業員数 1人 ）

パート労働者 11030-24874321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 022-392-2141 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-52230321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1年単位） 自動車検査員

59歳以下 (1)8時15分～17時15分 移動式クレーン運転士
の間の３～５時間

2
人 TEL 0224-68-2281 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2642021 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

(2)13時00分～16時00分

3
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2682121 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 2683021 就業場所

物流センター庫内作業員
（ピッキング、格納）

ピップ株式会社　南東北
物流センター

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
５－２

雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

物流センター庫内作業員
（ピッキング、格納）

ピップ株式会社　南東北
物流センター

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
５－２

雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

物流センター庫内作業員
（ピッキング、格納）短時
間限定

ピップ株式会社　南東北
物流センター

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
５－２

労災

953円～953円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

物流センター庫内作業員
（ピッキング、格納）短時
間限定

ピップ株式会社　南東北
物流センター

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
５－２

労災

953円～953円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務業務（住宅アフ
ターメンテナンス部
門）

株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務業務 株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科衛生士 もり歯科クリニック 宮城県柴田郡大河原町字町６３－１ 労災

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

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

860円～1,000円
雇用期間の定めなし

訪問介護員 特定非営利活動法人　友
愛さくら

宮城県柴田郡大河原町字新南４１－５
フジサキ館Ａ号室

労災

1,150円～1,230円
雇用期間の定めなし

歯科助手 もり歯科クリニック 宮城県柴田郡大河原町字町６３－１ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

子ども英会話講師［柴田郡
柴田町／イオン船岡教室］

イッティージャパンイー
スト株式会社

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０
番地

労災

1,400円～2,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転手（生コン車・大
型免許）

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

1,143円～1,143円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　　労働契約が週
２０時間以上になる
場合は雇用保険に加
入

施設内の清掃・ベッドメイ
ク業務（仙南ジェロントピ
ア）

ワタキューセイモア　株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原９
－５１

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）

秘伝豆の収穫に伴う作
業

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 労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

自動車整備補助 株式会社　カードック・
アイ

宮城県角田市岡字小浦７８ 労災

900円～1,500円
雇用期間の定めなし

※　　労働契約が週
２０時間以上になる
場合は雇用保険に加
入

米の集荷助手 大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）



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 9月 8日発行

ハローワーク大河原

時給 保育士
不問 (1)8時30分～14時30分

(2)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-52-1148 （従業員数 99人 ）

パート労働者 04050- 2686221 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)10時00分～20時00分

の間の5～8時間
1

人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 3246121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)8時00分～17時15分
の間の6時間

1
人 TEL 022-301-6751 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-51957121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2631621 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～19時30分

の間の7時間
1

人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 6598621 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～13時30分

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 6599921 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～17時00分
の間の7時間以上

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 6600421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時30分～19時30分
の間の５～7.5時間

2
人 TEL 024-973-7070 （従業員数 17人 ）

パート労働者 07040-15633221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)6時30分～8時00分
(2)6時30分～8時30分

2 (3)5時30分～7時00分
人 TEL 03-3802-8166 （従業員数 14人 ）

パート労働者 13110-15679021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)16時20分～21時05分

の間の1.5～4.5時間
3

人 TEL 022-707-0068 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-51438521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 2622621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給

不問 (1)8時00分～16時00分
の間の5時間

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04050- 2624121 就業場所 宮城県角田市

保育士 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　第一光の子保
育園

宮城県柴田郡大河原町大谷字山下４４－
２

雇用・労災

900円～900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）

セレモニースタッフ（メ
モリアルホール柴田）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

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

875円～930円
雇用期間の定めなし

訪問看護師 公益社団法人　宮城県看
護協会　　訪問看護事業
課

宮城県仙台市青葉区八幡２丁目１０－１
９

労災

1,500円～1,500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

販売（精肉：角田店） 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）

販売（レジ：角田店） 本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ギフト専門店の接客販売
スタッフ（大河原店）

株式会社　ギフトプラザ 福島県郡山市東原三丁目１８７番地 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売（惣菜：角田店） 本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860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

学習塾講師 株式会社　キャリアデザ
イン　　［明光義塾］

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１０－
６－７０１

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃／ダイナム柴田町
店

株式会社　日本ヒュウ
マップ

東京都荒川区西日暮里５－１５－７　ダ
イナム綜合投資ビル５階

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スクールサポートス
タッフ

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

925円～925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


