
 

 

令和２年３月 5日号 

 

 

 

ハローワーク大河原 

 

 

求人情報 

コムズ 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

FAX ０２２４－５２－３９８９ 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



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-  723701 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-3111 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  724801 就業場所

月給
不問 (1)8時15分～16時45分

1
人 TEL 0224-52-1064 （従業員数 66人 ）

正社員以外 04050-  726501 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)8時15分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-52-6111 （従業員数 253人 ）

正社員 04050-  730401 就業場所 拠出・給付
月給 准看護師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 看護師
(2)8時00分～12時00分

3
人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  731701 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 0224-84-4140 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  733201 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)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 04050-  734501 就業場所 宮城県角田市
月給 幼稚園教諭免許

不問 (1)8時00分～17時00分 （専修・１種・２種）

中学校教諭免許
1 （専修・１種・２種）

人 TEL 0224-63-2277 （従業員数 8人 ） 小学校教諭免許
正社員 04050-  737601 就業場所 宮城県角田市 （専修・１種・２種）

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)8時15分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-6111 （従業員数 253人 ）

正社員以外 04050-  739101 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-2288 （従業員数 24人 ）

正社員 04050-  698001 就業場所

月給
不問 (1)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  699301 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 7時15分～01時00分

の間の8時間程度
2

人 TEL 0224-57-2388 （従業員数 43人 ）

正社員以外 04050-  702001 就業場所

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  704601 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 0224-73-4787 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  707401 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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 13人 ）

正社員 04050-  714401 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1)7時45分～17時00分

(2)9時45分～19時00分

3 (3)15時00分～9時30分

人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  715701 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 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 38人 ）

正社員 04050-  717201 就業場所 宮城県角田市

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～
191,400円

雇用期間の定めなし

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～
177,500円

雇用期間の定めなし

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

150,000円～
153,000円

雇用期間の定めなし

とび工・土木工事作業
員

有限会社　アイテック 宮城県伊具郡丸森町字小保田５５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

土木設計、施工管理
（本社）

三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

187,000円～
217,000円

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ 扇屋商事　株式会社　パ
ラディソ柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水２
－２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,960円～
243,040円

雇用期間の定めなし

配送販売員 合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　大森産業 宮城県角田市藤田字南中山１５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
181,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 昭和電線ケーブルシステ
ム　株式会社仙台事業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１ 雇用・労災・健
康・厚生

157,325円～
157,325円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭 学校法人宮城あけぼの学
園　角田幼稚園

宮城県角田市角田字町８４ 雇用・労災・健
康・厚生

161,900円～
190,500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

管工事業 有限会社　鈴木設備工業
所

宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町２２
－３

雇用・労災・健
康・厚生

184,800円～
231,000円

雇用期間の定めなし

看護師、准看護師 医療法人名取会　名取医
院

宮城県角田市角田字南６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

製造設備の保守メンテ
ナンス

昭和電線ケーブルシステ
ム　株式会社仙台事業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

庁務職員 宮城県大河原商業高等学
校

宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１５
４－６

公災・健康・厚
生

136,500円～
237,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 有限会社　船岡自動車整
備工場

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字若葉町１
－８

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

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

142,964円～
142,964円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

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

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２ 
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 
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◎ 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。 
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月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  721101 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-  722401 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  680001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 介護支援専門員

(2)8時30分～17時30分 （ケアマネージャー）

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  681301 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 0時00分～23時59分
の間の8時間程度

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-  684101 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 61人 ）

正社員 04050-  688201 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３級

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-2340 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  691901 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  694701 就業場所

年俸制 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)9時00分～18時00分 准看護師

(2)9時30分～18時30分

2 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 0224-82-2181 （従業員数 106人 ）

正社員以外 04050-  697501 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 葬祭ディレクター２級

不問 (1)9時00分～17時00分 葬祭ディレクター１級

1
人 TEL 0224-62-4111 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  670501 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 自動二輪車免許

不問 (1)9時35分～18時35分

(2)9時35分～17時35分

3
人 TEL 0224-63-2150 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050-  671001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

不問 (1)6時30分～18時30分

(2)7時00分～1時00分

3
人 TEL 0224-54-3033 （従業員数 21人 ）

正社員以外 04050-  672301 就業場所

月給 介護福祉士
不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050-  674901 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

正社員 04050-  679201 就業場所 厚生
月給 変形（1年単位） 指定自動車教習所指導員

59歳以下 (1)9時35分～18時35分

(2)9時35分～17時35分

2
人 TEL 0224-63-2150 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  651701 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-63-1267 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  652801 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-1267 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  654501 就業場所

工事現場の管理 株式会社　井上組 宮城県角田市角田字幸町７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

230,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

舗装工事作業員 株式会社　井上組 宮城県角田市角田字幸町７ 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

教習指導員 株式会社　角田自動車学
校

宮城県角田市角田字中沢４６－３３ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

広報、宣伝業務 株式会社　菅生（スポー
ツランドＳＵＧＯ）

宮城県柴田郡村田町大字菅生６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

介護員（デイサービ
ス）

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

168,200円～
207,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

乗務員 柴田稲荷タクシー　有限
会社

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－１
８

雇用・労災・健
康・厚生

147,050円～
147,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

教習指導員見習い 株式会社　角田自動車学
校

宮城県角田市角田字中沢４６－３３ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

葬祭ディレクター 有限会社　かねこ 宮城県角田市佐倉字雁小屋１０４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　宮城福祉
会　
介護老人保健施設　あい
やま

宮城県柴田郡村田町大字村田字相山１０
０番地５

雇用・労災・健
康・厚生

251,000円～
281,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師、准看護師 医療法人　社団　北杜会
船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－
１６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～
243,000円

雇用期間の定めなし

経理、庶務事務職 株式会社　四保工務店 宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

スーパーマーケットス
タッフ

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

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

フロント業務 株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
156,000円

雇用期間の定めなし

デイサービスセンター
生活相談員兼介護職員

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

165,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

デイサービスセンター
生活相談員兼介護職員

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

165,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

建材組立、配送 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

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

2



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 2年 3 月 5 日発行 

  ハローワーク大河原 

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 普通自動車免許（ＡＴ限定）

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  655001 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 普通自動車免許（ＡＴ限定）

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  656301 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  657601 就業場所

月給 交替制あり 幼稚園教諭免許
59歳以下 (1)7時30分～16時30分 （専修・１種・２種）

(2)9時30分～18時30分

2
人 TEL 0224-63-2519 （従業員数 18人 ）

正社員 04050-  658901 就業場所 宮城県角田市
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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  659101 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 23人 ）

正社員 04050-  660801 就業場所

月給 変形（1年単位） 車両系建設機械
不問 (1)7時30分～16時30分 （整地・運搬・積込用及び

掘削用）運転技能者

1 移動式クレーン運転士

人 TEL 0224-86-4195 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050-  661201 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  662501 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 47人 ）

正社員 04050-  663001 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-83-5557 （従業員数 54人 ）

正社員 04050-  664301 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 54人 ）

正社員以外 04050-  665601 就業場所

交通誘導警備員 株式会社トスネット　大
河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字広瀬町９－
５

雇用・労災・健
康・厚生

145,520円～
171,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

メッキ作業員 東邦メッキ　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘３
１番２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,400円～
192,400円

雇用期間の定めなし

スチール家具最終組立
工

城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

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

重機オペレーター 有限会社　イズミ建材 宮城県柴田郡村田町大字菅生字町西裏１
６

雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～
300,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

330,000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

360,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

幼稚園教諭 宗教法人長泉寺　ミネ幼
稚園

宮城県角田市角田字長泉寺６９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
185,000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

229,000円～
274,800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

360,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

二級土木施工管理士 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

335,000円～
430,000円

雇用期間の定めなし

3



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-  725201 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

1
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050-  727001 就業場所

時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)14時00分～18時00分

(2)10時00分～17時00分

1 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 0224-87-8575 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  729601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 8時30分～17時30分
の間の5時間以上

2
人 TEL 0224-73-3777 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  667101 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 准看護師

59歳以下 8時00分～17時00分 看護師
の間の6時間程度

3
人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-  736301 就業場所

時給 幼稚園教諭免許
不問 (1)7時30分～12時30分 （専修・１種・２種）

(2)12時30分～17時30分 保育士
1 (3)9時00分～14時00分

人 TEL 0224-63-2277 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  738901 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)13時00分～18時30分

(2)9時30分～16時00分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  700201 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)13時00分～18時30分

(2)9時30分～16時00分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  701501 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 7時15分～01時00分

の間の4時間以上
2

人 TEL 0224-57-2388 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050-  703301 就業場所

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 8時00分～17時00分
の間の5時間程度

1
人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  705901 就業場所

時給 大型自動車第二種免許

18歳以上 20時00分～02時00分 普通自動車第二種免許

の間の4時間以上
2

人 TEL 0224-51-8715 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  706101 就業場所

時給 大型自動車第二種免許

60歳以上 (1)6時00分～9時00分
(2)14時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050-  708701 就業場所

時給
60歳以上 (1)6時00分～9時00分

(2)14時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050-  709801 就業場所

時給
59歳以下 (1)17時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  712901 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)9時15分～16時00分

2
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050-  716801 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-  718501 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～12時30分 准看護師
(2)14時00分～17時30分

1 (3)14時00分～19時00分

人 TEL 0224-56-4111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  719001 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

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～1,400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

児童生活支援員 エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド船岡

宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１１－
３　アネックス船岡Ａ

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

倉庫作業員 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

824円～824円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師、准看護師 医療法人名取会　名取医
院

宮城県角田市角田字南６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,400円～1,600円
雇用期間の定めなし

米麺製造 マルコー食品株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
番地の１

雇用・労災

850円～930円
雇用期間の定めなし

ガスメーター検針員 合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災

890円～1,200円
雇用期間の定めなし

幼児教育及び預り保育 学校法人宮城あけぼの学
園　角田幼稚園

宮城県角田市角田字町８４ 雇用・労災

900円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホールスタッフ 扇屋商事　株式会社　パ
ラディソ柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水２
－２

労災・財形

1,100円～1,400円
雇用期間の定めなし

ＬＰガス保安管理及び
配送

合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災

950円～1,500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

850円～1,100円
雇用期間の定めなし

現場管理補助 三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災

1,200円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スクールバス添乗業務
（介助）（宮城営業
所）

東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災

833円～833円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スクールバス運転手
（宮城営業所）

東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（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

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食堂スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

看護師 槻木皮膚科クリニック 宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１番
５４号

労災

1,100円～1,300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

1,200円～1,300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 2年 3 月 5 日発行 

  ハローワーク大河原 
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

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

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

令和 2年 3 月 5 日発行 

  ハローワーク大河原 

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-1242 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  720901 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  676401 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)17時30分～21時30分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  685401 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～16時00分
(2)16時00分～22時00分

3
人 TEL 0224-84-5703 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050-  689501 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～12時30分

(2)8時00分～17時00分

1 (3)13時00分～17時30分

人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04050-  692101 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～12時00分 准看護師
(2)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-1451 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  668401 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-3691 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050-  669701 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位） 宅地建物取引士

59歳以下 (1)9時00分～17時00分 （旧：宅地建物取引主任者）

(2)10時00分～17時00分

1 (3)9時00分～16時00分

人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-  673601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 36人 ）

パート労働者 04050-  675101 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04050-  677701 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04050-  678801 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 11時00分～20時00分
の間の4時間程度

3
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 54人 ）

パート労働者 04050-  666901 就業場所 宮城県白石市

店舗での販売 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・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 黒沢尻用水路土地改良区 宮城県柴田郡大河原町字新南１９番地
大河原町役場３階

雇用・労災・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

小売接客業 セブンイレブン　宮城川
崎湖畔公園前店

宮城県柴田郡川崎町大字小野字町裏４５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

824円～824円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食堂スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団　秀成会
乾医院

宮城県柴田郡柴田町槻木下町３－１－２
０

労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし

惣菜売場担当［船岡
店］

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

830円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

賃貸住宅営業 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

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 株式会社　東日本アドＶ
ＡＮ

宮城県柴田郡大河原町字東原町９－５ 労災

850円～950円
雇用期間の定めなし

施設管理業務（パー
ト）

株式会社　菅生（スポー
ツランドＳＵＧＯ）

宮城県柴田郡村田町大字菅生６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育補助 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　角田光の子保
育園

宮城県角田市角田字柳町３５ー３ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

駐車場での誘導整備ス
タッフ

株式会社トスネット　大
河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字広瀬町９－
５

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

モータースポーツ関連
業務（パート）

株式会社　菅生（スポー
ツランドＳＵＧＯ）

宮城県柴田郡村田町大字菅生６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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◆本誌は 

ハローワーク大河原で受理した直近の１週間の求人を掲載しております。 
※掲載した求人の中に、すでに紹介・応募者がおり、採用済みで無効となっている場合もあります。 

※掲載スペースの都合上、受付したすべての求人の掲載はしておりません。 

※配布場所は、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・丸森町役場となっておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

また、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・七ヶ宿町のＨＰにも 

掲載しております。 

◆掲載内容について 

 フルタイム求人・・・「基本給」＋「定期的に支払われる手当」の合計金額が記載してあります。 

通勤手当・皆勤手当等、その他の手当は含まれておりませんので求人票でご確認してください。 

 パートタイム求人・・時給単価が記載してあります。 

※給与形態が日給・時給の場合は月額給与での表示となっている場合があります。 

 ◆応募を希望される方は 

求人の内容の詳細や締切状況等をハローワークで確認し、必ず紹介状の交付を受けて応募してください。 

 ハローワークの利用時間は８時３０分～１７時１５分（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁）です。 

≪お願い≫ 

●当所をご利用の方は、オーガ３階または屋上の駐車場をご利用ください。 

なお、４階は契約者専用の駐車場で、ご利用できませんのでご注意ください。 

●駐車場は利用者すべての方が、２時間までは無料で利用できます。 

それ以降は１時間毎に１００円の利用料金が必要になります。 

●路上駐車やセブン・イレブン等、ご迷惑となる駐車は絶対にしないでください。 

●オーガ駐車場は左折入庫専用です。 

右折入庫は交通事故の原因となりますので、絶対に右折入庫はしないでください。 

※その他ご不明な点については、当所の紹介窓口までお尋ねください。 
 

◆求人情報のＱＲコード 

 

 

 

 

 

 

 

コ ム ズ ご 利 用 に あ た っ て 

ハローワーク 

インターネットサービス 


