
 

 

令和 4 年 6 月 16 日号 

 

 

 

ハローワーク大河原 

 

 

求人情報 

コムズ 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

FAX ０２２４－５２－３９８９ 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



  

 

●ハローワーク大河原で受理した直

近の１週間の求人を掲載！ 
 

●既に採用済み無効求人を掲載して

いる場合や、スペースの都合上、受

付したすべての求人の掲載はしてお

りませんのでご了承ください 

 

 

 

●阿武隈急行角田駅●角田市役所 

●大河原町役場  ●村田町役場 

●柴田町役場   ●川崎町役場 

●丸森町役場 

※各役場HPに掲載しています 

角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎

町・丸森町・白石市・蔵王町・七ヶ宿町 

配 布 場 所 求人情報誌コムズ 

求人内容について詳細を確認、相談希望、応募してみたい方は 

ハローワーク大河原へ！ 
  
電話０２２４－５３－１０４２ 

ハローワークの利用時間８時３０分～１７時１５分 

（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁） 

 

●ハローワークの求人に応募される場合にはハローワークの発行する

紹介状が必要です。応募前に必ず紹介状の交付を受けてください 

 

 

ハローワークで受理した求人はハローワークインター

ネットサービスで検索できます

←くわしくはこちらへ

求職者マイページを開設してみませんか？

開設すると求人検索条件を保存や、お気に入りとしての

保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



日給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時30分～18時30分

2
人 TEL 0224-82-1717 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1898721 就業場所

日給
不問 (1)8時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-82-1717 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1899821 就業場所

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
不問 (1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04050- 1901121 就業場所

日給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-51-8770 （従業員数 15人 ）

正社員以外 04050- 1902021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許

35歳以下 (1)8時15分～17時15分 準中型自動車免許

2
人 TEL 0224-58-2600 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1904821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1905221 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-51-9814 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1906521 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00分

1
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 1907421 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)00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 ） ※夜勤あり
正社員 04050- 1912821 就業場所 宮城県角田市 給付

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050- 1878621 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-2718 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1885321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時25分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 1891521 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時45分

1
人 TEL 0224-55-1457 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1893321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)7時30分～17時30分
(2)8時30分～18時30分

1 (3)9時30分～19時30分
人 TEL 0224-55-1233 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1896121 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-5510 （従業員数 31人 ）

正社員以外 04050- 1897021 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- 1870121 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 0224-52-2548 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1871021 就業場所

事務及び製造補助 株式会社　東穀 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原１７
４－１

雇用・労災・健
康・厚生

136,480円～
136,480円
(月給換算）

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

倉庫作業員 株式会社　東穀 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原１７
４－１

雇用・労災・健
康・厚生

136,480円～
136,480円
(月給換算）

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

交通誘導員 株式会社ＺＥＲＯ　東北
営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
５９－２

雇用・労災・健
康・厚生

142,560円～
237,600円

（月給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車車検整備補助員 協業組合　仙南車検セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡土手内３－１０
－２８

雇用・労災・健
康・厚生

152,000円～
167,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

便利屋 株式会社トニー 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目１１－
６

雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

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

ブロック積工 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

250,000円～
350,000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

129,000円～
129,000円

（月給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フロント業務 株式会社　グリーン企画 宮城県柴田郡大河原町字広表４８番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
156,000円

雇用期間の定めなし

生産技術管理 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・健
康・厚生

188,000円～
269,000円

雇用期間の定めなし

杭打工補助作業員 株式会社　ＭＴＳサービ
ス

宮城県柴田郡村田町大字村田字杉ノ内３
６

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能
者

油脂類の販売、配達
兼　整備スタッフ

株式会社　丸油 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－７－１
８

雇用・労災・健
康・厚生

169,000円～
179,000円

雇用期間の定めなし

メンテナンス作業員 株式会社　白石ハウビン
グ

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２－４－４
９

雇用・労災・健
康・厚生

229,500円～
290,000円

雇用期間の定めなし

高圧ガス販売主任者
（第２種）

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

液化石油ガス設備士

道路交通安全用品の製
造加工員

東北積水樹脂　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場字二本
木８６－１

雇用・労災・健
康・厚生

157,920円～
161,280円

（月給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

耐火吹付作業員 株式会社　佐々工業 宮城県柴田郡大河原町小山田字橋本２５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

161,700円～
184,800円

（月給換算）

雇用期間の定めなし

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 6月 16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 6月 16日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1872721 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- 1874221 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-2511 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1875521 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

不問 (1)8時30分～17時00分 保健師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-86-5390 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 1876421 就業場所

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 1877321 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

4 (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- 1879921 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- 1881821 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 0224-53-2242 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 1908321 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)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-2868 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1866221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 1869321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 1801321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-1162 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1802621 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- 1805021 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- 1806721 就業場所 厚生
時給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～21時00分
の間の７時間程度

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 1807821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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- 1810321 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- 1811621 就業場所

一般事務員 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

185,000円～
235,000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

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）

総合職 丸永運送株式会社　仙台
支店

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼７８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

270,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

看護師 一般社団法　仁萩会　船
岡中央クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３
－９

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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）

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

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

一般事務 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

173,000円～
193,000円

雇用期間の定めなし

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

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

軽作業員 株式会社　コスモ測量設
計

宮城県柴田郡大河原町字新南６１－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

葬祭施行スタッフ みやぎ仙南農業協同組合 宮城県柴田郡柴田町西船迫一丁目１０番
地の３

雇用・労災・健
康・厚生

149,467円～
149,467円

（月給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

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



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 6月 16日発行

ハローワーク大河原

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- 1812921 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 0224-83-5903 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1814021 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- 1816821 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- 1817221 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- 1819421 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)7時00分～16時00分 介護職員実務者研修修了者

(2)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 1849721 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)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 0224-51-8210 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 1850521 就業場所 宮城県角田市
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
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 1851421 就業場所 宮城県角田市
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- 1852321 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- 1853621 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- 1854921 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- 1855121 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- 1856021 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- 1857721 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- 1858821 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- 1859221 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- 1860621 就業場所

製造作業員 株式会社　東北スヤマ 宮城県柴田郡村田町小池３２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
200,000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）

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

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

施設介護員 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
200,000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

正看護師 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
255,000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

（月給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

（月給換算）

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

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

（月給換算）

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

（月給換算）

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

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

（月給換算）

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

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- 1861921 就業場所

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 ） 週40時間勤務
正社員 04050- 1863021 就業場所

月給 第二種電気工事士
不問 (1)8時00分～17時00分 ２級管工事施工管理技士

1
人 TEL 0224-51-9550 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1864721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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

空調設備 株式会社　クレイヴ 宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目１２－
１７

健康・厚生

160,000円～
250,000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



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- 1900921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-51-8770 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 1903721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1910021 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～12時00分 准看護師

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ） 労働日数　週1～3日

パート労働者 04050- 1911721 就業場所

時給
不問 (1)17時00分～00時00分

の間の2～5時間
2

人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ） 労働日数　週3～4日
パート労働者 04050- 1882221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

時給
不問 (1)11時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ） 労働日数　週2日程度

パート労働者 04050- 1883521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)7時00分～14時30分
(2)7時00分～12時00分

1 (3)7時00分～16時00分
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 1884421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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 その他の福祉・介護関係資格

1
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ） 労働日数　週1～5日

パート労働者 04050- 1886621 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 0224-55-2111 （従業員数 250人 ） 労働日数　週3日程度

パート労働者 04050- 1887921 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1890221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 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 136人 ）

パート労働者 04050- 1892421 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00分～16時00分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1894621 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時45分～13時15分

(2)9時45分～19時15分

1 (3)13時00分～19時15分

人 TEL 0224-51-1004 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 1895921 就業場所

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- 1873821 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)10時45分～17時30分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 39人 ） 労働日数　週2～4日

パート労働者 04050- 1865821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時30分～18時15分
の間の3～4時間

2
人 TEL 080-9077-4037 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1867521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)7時30分～17時30分
の間の6時間程度

3
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

パート労働者 04050- 1804121 就業場所

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

事務補助員 特定非営利活動法人余白 宮城県柴田郡柴田町船岡中央三丁目４番
２０号

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

調理補助員［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

労災・その他

860円～860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）

店内スタッフ 株式会社　しまむら
しまむら大河原店

宮城県柴田郡大河原町字新南５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,000円～1,210円
雇用期間の定めなし

ＬＰガス保安管理及び
灯油配送

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

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
低賃金減額特例申

請中）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ（大河
原）

株式会社　グリーン企画 宮城県柴田郡大河原町字広表４８番地８ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

※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
ないため減額が認め
られる制度が適用予
定

※　監督署の許可が出
るまでは時給853円

労働日数週1～
2日

消費生活相談員［町民環境
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

労災

1,223円～1,223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

雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員［丸森町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

看護師 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

労災

1,100円～1,500円
雇用期間の定めなし

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

交通誘導員 株式会社ＺＥＲＯ　東北
営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
５９－２

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,500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

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

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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時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1808221 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050- 1809521 就業場所

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- 1821121 就業場所 宮城県角田市
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- 1862121 就業場所

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）

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）

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・健
康・厚生

853円～853円
雇用期間の定めなし

納豆製造工 みやぎ仙南農業協同組合 宮城県柴田郡柴田町西船迫一丁目１０番
地の３

雇用・労災・健
康・厚生

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


