
 

 

令和２年 1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 
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月給
39歳以下 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-55-4025 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  118601 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 26人 ）

正社員 04050-  120701 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)7時55分～17時05分

3
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-  121801 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり

18歳以上 (1)19時55分～5時05分

(2)20時55分～6時05分

2
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-  122201 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)7時55分～17時05分

(2)8時55分～18時05分

5 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 90人 ）

正社員以外 04050-  123501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)7時55分～17時05分

(2)9時55分～19時05分

1 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 90人 ）

正社員 04050-  124001 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  125301 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-58-8666 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04050-  126601 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-8666 （従業員数 3人 ）

正社員以外 04050-  127901 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)6時00分～14時55分
(2)14時45分～23時40分

4
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 76人 ）

正社員 04050-  128101 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)19時00分～4時00分

2 (3)4時00分～13時00分

人 TEL 0224-79-3120 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-  129401 就業場所

時給
64歳以下 9時00分～15時00分

の間の3時間程度
1

人 TEL 0224-83-4759 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050-  130201 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)8時15分～12時30分

1 (3)17時15分～8時30分

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  131501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  132001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 薬剤師
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  133301 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 0224-83-4759 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  134601 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050-   81701 就業場所 宮城県角田市

保育補助 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

141,100円～
153,000円

雇用期間の定めなし

鉄筋工 有限会社　太田鉄筋工業
所

宮城県柴田郡村田町大字足立字アセ市１
番地

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

薬剤師 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

介護員 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

148,000円～
158,000円

雇用期間の定めなし

総合職 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

190,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　太田鉄筋工業
所

宮城県柴田郡村田町大字足立字アセ市１
番地

労災

800円～1,000円
雇用期間の定めなし

自動車部品の鋳造作業
員

有限会社　みやぎ　ダイ
キャスト

宮城県伊具郡丸森町大内字七夕４５ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品の機械加工 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

154,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

食品製造工 マルトモ株式会社　仙台
第二工場

宮城県柴田郡柴田町大字槻木字萱ケ崎６
３－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

137,088円～
137,088円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食品製造工 マルトモ株式会社　仙台
第二工場

宮城県柴田郡柴田町大字槻木字萱ケ崎６
３－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

137,088円～
137,088円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
203,000円

雇用期間の定めなし

食品製造職（管理職候
補）

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

197,500円～
279,500円

雇用期間の定めなし

食品製造職 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 労災・健康・厚
生

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

冷凍菓子製造（夜勤） 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 労災

950円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食品製造 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 労災

850円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

よもぎルート買取　及
び　食品製造（主任候
補）

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

受付および事務 歯科ヒライ（平井すみ
江）

宮城県柴田郡柴田町船岡東２－８－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
170,000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。 

◎ 面接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ヶ月単位）
59歳以下 8時00分～18時30分

の間の4時間程度
1

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-   82801 就業場所 宮城県角田市
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

1
人 TEL 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-   83201 就業場所 宮城県角田市
月給 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 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-   84501 就業場所 宮城県角田市
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 8時30分～17時30分の 介護福祉士
間の4時間以上 介護職員初任者研修修了者

2
人 TEL 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-   85001 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-87-7451 （従業員数 32人 ）

正社員以外 04050-   86301 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-87-7451 （従業員数 32人 ）

正社員以外 04050-   87601 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 0224-79-2054 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-   88901 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)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1015 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-   89101 就業場所

月給 交替制あり
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-   90801 就業場所

月給 交替制あり
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-   91201 就業場所

日給 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

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-   92501 就業場所

日給 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

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-   93001 就業場所

日給 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

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-   94301 就業場所

日給 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

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-   95601 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

2 (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-   96901 就業場所

月給 交替制あり 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-   97101 就業場所

月給 交替制あり 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-   98401 就業場所

看護師（従来型オン
コールなし）

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～
259,000円

雇用期間の定めなし

看護師（ユニット型オ
ンコールなし）

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～
259,000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

1,250円～1,500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

206,000円～
247,600円

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

206,000円～
247,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（従来型オン
コールなし）

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

206,000円～
247,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（ユニット型オ
ンコールなし）

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

206,000円～
247,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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（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

自動車の整備 有限会社　角田自動車整
備工業所

宮城県角田市梶賀字高畑南３３５番地 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 有限会社　高野工務店 宮城県伊具郡丸森町大内字空久保下８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

198,050円～
209,700円

雇用期間の定めなし

日本酒およびリキュール
の製造に関わる一連の業
務

株式会社　新澤醸造店
川崎蔵

宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小銀沢山
１－１１５

雇用・労災・健
康・厚生

144,450円～
202,230円

雇用期間の定めなし

日本酒、リキュールの出
荷に関わる一連の業務

株式会社　新澤醸造店
川崎蔵

宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小銀沢山
１－１１５

雇用・労災・健
康・厚生

144,450円～
202,230円

雇用期間の定めなし

介護職員 株式会社　介護サポート 宮城県角田市尾山字荒町６５－１ 雇用・労災

830円～920円
雇用期間の定めなし

介護職員 株式会社　介護サポート 宮城県角田市尾山字荒町６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

146,432円～
165,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 株式会社　介護サポート 宮城県角田市尾山字荒町６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

保育補助 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

830円～900円
雇用期間の定めなし



3

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。 

◎ 面接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 1月 16日発行 

  ハローワーク大河原 

月給 交替制あり 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-   99701 就業場所

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-0384 （従業員数 0人 ）

正社員 04050-  100601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050-  101901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 三級自動車整備士
59歳以下 (1)8時30分～17時00分 大型自動車免許

(2)5時40分～14時00分

1 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050-  102101 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)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  103401 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)5時40分～14時00分

2 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050-  104701 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 7時00分～21時00分の

間の7時間以上
1

人 TEL 0224-52-5200 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050-  105801 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

59歳以下 (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-  106201 就業場所

時給 大型自動車第二種免許
59歳以下 (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-  107501 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時15分

2
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 960人 ）

パート労働者 04050-  108001 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
35歳以下 (1)8時00分～16時45分 フォークリフト運転技能者

車両系建設機械
2 （解体用）運転技能者

人 TEL 0224-54-1517 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  109301 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-56-1711 （従業員数 61人 ）

正社員以外 04050-  110101 就業場所

日給 変形（1年単位） 玉掛技能者
不問 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士

車両系建設機械（整地・

2 運搬・積込用及び掘削用）

人 TEL 0224-86-3938 （従業員数 10人 ） 運転技能者
正社員 04050-  111401 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許

59歳以下 5時00分～22時30分の
間の7時間程度

5
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050-  112701 就業場所

時給
不問 8時30分～17時30分の

間の5時間程度
1

人 TEL 0224-63-2770 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-  113801 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

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

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-  114201 就業場所

月給 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 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-  115501 就業場所

小型運転手（ユニック
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

中型運転手（ユニック
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

事務補助員 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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・健
康・厚生

200,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 羽山興業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上１３
４

雇用・労災・健
康・厚生

181,600円～
227,000円

雇用期間の定めなし

キャディマスター室 株式会社　表蔵王国際ゴ
ルフクラブ

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字日光４８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

171,552円～
171,552円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

再生資源の加工 株式会社　安藤仁七商店 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１－
９

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

電話応対業務 アイリスオーヤマ　株式
会社

宮城県角田市小坂字上小坂１番地 雇用・労災・健
康・厚生

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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
雇用期間の定めなし

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
雇用期間の定めなし

葬祭施行スタッフ（村
田町）

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡大河原町字甲子町２番地４ 雇用・労災・健
康・厚生

136,909円～
136,909円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業・運行管理 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・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

主任ケアマネージャー
（主任介護支援専門
員）

株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災・健
康・厚生

241,000円～
277,000円

雇用期間の定めなし

車両整備・整備士 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・健
康・厚生

200,000円～
275,000円

雇用期間の定めなし

事務補助 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・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めなし

太陽光電気工事、屋内
配線工事

三進　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字東原前１
６２－９

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000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～
259,000円

雇用期間の定めなし
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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。 

◎ 面接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 1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)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 61人 ）

正社員 04050-  116001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  117301 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 90人 ）

正社員 04050-  119901 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 日商簿記３級

59歳以下 (1)9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

1
人 TEL 0224-51-8018 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-   41801 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-56-4160 （従業員数 33人 ）

正社員以外 04050-   42201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-3151 （従業員数 22人 ）

正社員 04050-   43501 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 7人 ）

正社員 04050-   45301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

4
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-   46601 就業場所

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

25歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-   48101 就業場所

時給 美容師
59歳以下 9時00分～18時00分の

間の5時間程度
1

人 TEL 0224-56-2026 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-   49401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

不問 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

1
人 TEL 0224-51-9357 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-   50201 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-83-4414 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-   51501 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 8時30分～16時00分の
間の5時間程度

2
人 TEL 0224-83-4414 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-   52001 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 一級建築士

59歳以下 (1)8時30分～17時00分 二級建築士

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 24人 ）

正社員 04050-   53301 就業場所

日給 変形（1年単位） 車両系建設機械（整地・

59歳以下 (1)7時30分～17時00分 運搬・積込用及び掘削用）

運転技能者
1

人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-   54601 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位） 準中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-   55901 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-   57401 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

土木作業員 株式会社　石川組 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑９６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

195,300円～
260,400円

雇用期間の定めなし

４ｔトラック（平ボ
ディー車）運転手

和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１８
０

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
368,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　石川組 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑９６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

238,700円～
303,800円

雇用期間の定めなし

設計職（住宅） 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

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

作業員 有限会社　マルジン 宮城県柴田郡村田町大字村田字榎下１６ 雇用・労災

825円～950円
雇用期間の定めなし

運転手兼作業員 有限会社　マルジン 宮城県柴田郡村田町大字村田字榎下１６ 雇用・労災・健
康・厚生

143,220円～
164,920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

美容師スタイリスト
（パート）

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

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし

現場代理人見習 株式会社　大慎組 宮城県柴田郡村田町大字村田字二月田１
０－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

舗装工事管理業務　又
は一般土木工事管理業
務（１級）

株式会社　大慎組 宮城県柴田郡村田町大字村田字二月田１
０－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

280,000円～
350,000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

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

営業 東ベ化成株式会社　仙台
工場

宮城県柴田郡大河原町字西桜町８－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人福寿会　障
害者支援施設　旭園

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字沢田３
９

雇用・労災・健
康・厚生・財形

138,040円～
138,040円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 小山浩文税理士・行政書
士事務所

宮城県柴田郡大河原町字町８６ 雇用・労災

216,050円～
260,750円

雇用期間の定めなし

経理総務事務員（主任
候補）

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災・健
康・厚生

173,000円～
183,000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

140,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし
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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。 

◎ 面接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 1月 16日発行 

  ハローワーク大河原 

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-0015 （従業員数 3人 ）

正社員 04050-   58701 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3825 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-   59801 就業場所 厚生
月給 簿記実務検定３級

不問 (1)8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員以外 04050-   60301 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-84-2266 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-   61601 就業場所

月給 中型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-5075 （従業員数 18人 ）

正社員 04050-   62901 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 14人 ）

正社員以外 04050-   63101 就業場所 宮城県角田市
時給 保育士

不問 (1)15時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-8747 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-   64401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 保育士

不問 (1)13時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-8747 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-   65701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 医療事務資格

不問 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

1 (3)14時00分～18時00分

人 TEL 0224-51-3741 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-   67201 就業場所

月給
40歳以下 (1)9時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-62-1936 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-   68501 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050-   70901 就業場所 宮城県角田市
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-   73701 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 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 ）

正社員 04050-   74801 就業場所 宮城県角田市
生活相談員（ゆうゆう
ホーム）

月給 医療法人　金上仁友会 宮城
県角

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健
康・厚生・財形

社会福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～
雇用期間の定めなし 1 210,000円

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 93人 ）

正社員 04050-   77001 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050-   78301 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～10時00分
(2)15時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 93人 ）

パート労働者 04050-   79601 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)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050-   80401 就業場所 宮城県角田市

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

141,100円～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバーゆうゆ
うホーム

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療相談員 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

160,000円～
210,000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
グリーンホテル角田

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

建築設計技術者 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

178,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

社内システム管理 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

158,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

営業総合職 富国生命保険　相互会社
仙台支社　角田中央営業
所

宮城県角田市角田字大町１－３（市役所
東）

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 医療法人　庄司クリニッ
ク

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３
５－１

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 株式会社　ＫＭＴ 宮城県柴田郡柴田町槻木上町３丁目２－
１５

雇用・労災

1,080円～1,080円
雇用期間の定めなし

保育士 株式会社　ＫＭＴ 宮城県柴田郡柴田町槻木上町３丁目２－
１５

労災

1,080円～1,080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

182,489円～
182,489円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転手 有限会社　コーセイサー
ビス

宮城県柴田郡大河原町字沼１０８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

歯科受付・歯科助手 山家歯科クリニック 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町７６
－２

雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

受付、一般事務、庶
務、経理

株式会社　京浜サプライ
ズ

宮城県角田市梶賀字高畑南３４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

損害保険営業 吉田自動車　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字幸町８－１７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

営業員 光洋工業　株式会社　仙
台支店

宮城県角田市佐倉字宮谷地１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
257,000円

雇用期間の定めなし
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令和 2年 1月 16日発行 

  ハローワーク大河原 

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-   22101 就業場所

月給 社会福祉士
不問 (1)8時45分～17時00分 精神保健福祉士

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 81人 ）

パート労働者 04050-   23401 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 9時00分～18時00分の
間の3時間以上

1
人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-   26201 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～17時00分

人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-   27501 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～17時00分

人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-   28001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

59歳以下 (1)8時00分～12時30分
(2)13時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 39人 ）

パート労働者 04050-   29301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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25分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-   30101 就業場所

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 10人 ）

正社員 04050-   31401 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～16時30分

1 (3)9時30分～16時00分

人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050-   32701 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～12時30分

(2)13時00分～17時00分

2 (3)17時30分～22時00分

人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 39人 ）

パート労働者 04050-   34201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)12時30分～21時00分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04050-   40701 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 10人 ）

正社員 04050-   44001 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 美容師

59歳以下 9時00分～18時00分の
間の5時間程度

1
人 TEL 0224-56-2026 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-   47901 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時15分～17時15分

2
人 TEL 0224-62-2687 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-   10001 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

3
人 TEL 0224-55-1481 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050-   14101 就業場所

時給
不問 9時00分～17時00分の

間の5時間
1

人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-   16701 就業場所 宮城県亘理郡亘理町
月給 変形（1ヶ月単位） 診療放射線技師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 34人 ）

正社員 04050-   17801 就業場所

診療放射線技師 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

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

清掃係 太平ビルサービス　株式
会社　仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ２階

労災

830円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木作業員 株式会社　竹有土木 宮城県柴田郡柴田町船岡西１－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
297,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鶏卵のパック詰め、箱
詰め

株式会社　一條 宮城県角田市角田字幸町２２ 雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

美容師スタイリスト
（パート）

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

1,000円～1,300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

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

店員兼夜間責任者［柴
田町］

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

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レジ担当［船迫店］ 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

労災

830円～850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・健
康・厚生

824円～900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

束線図の作成及び製造
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

190,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

売場担当［船迫店］ 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

労災

830円～850円
雇用期間の定めなし

歯科助手 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 雇用・労災

137,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 雇用・労災

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 労災

1,200円～1,400円
雇用期間の定めなし

生活保護面接相談員 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

1,164円～1,164円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

雇用期間の定めなし
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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。 

◎ 面接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 1月 16日発行 

  ハローワーク大河原 

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時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 34人 ）

正社員 04050-   18201 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 34人 ）

正社員 04050-   19501 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30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 34人 ）

正社員 04050-   20601 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)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 34人 ）

正社員 04050-   21901 就業場所

月給
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-    1001 就業場所 宮城県角田市
時給 普通自動車免許

64歳以下 9時00分～20時00分の
間の4時間程度

3
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-    2301 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

(2)8時55分～12時00分

2
人 TEL 0224-83-2110 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050-    4901 就業場所

月給 その他の福祉・介護関係資格

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-8163 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-    5101 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 美容師

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-59-3533 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-    6401 就業場所

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)9時35分～18時35分

(2)9時35分～17時35分

1
人 TEL 0224-63-2150 （従業員数 18人 ）

正社員以外 04050-    7701 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～12時00分

2
人 TEL 0224-87-7234 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-    8801 就業場所

月給 交替制あり 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-    9201 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 0224-84-4152 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-   11301 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級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-84-4152 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-   12601 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

34歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-6410 （従業員数 0人 ）

正社員 04050-   13901 就業場所

石彫工 石神彫刻工房 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字黒岩山３ 労災

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理 丹野土木　株式会社 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字町尻６番
地の１

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター及び
土木作業員

丹野土木　株式会社 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字町尻６番
地の１

雇用・労災・健
康・厚生

233,000円～
302,900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

218,000円～
259,000円

雇用期間の定めなし

受付事務 めぐろ鍼灸整骨院 宮城県角田市角田字柳町３６－１ 労災

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務及び受付 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）

美容師 ヘア・クリエイト・スタ
ジオｅｆ

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１１－
５７

雇用・労災

850円～1,500円
雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 エーシーイー株式会社 宮城県柴田郡大河原町字町１７１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

測定器組立及び検査 株式会社　佐藤計量器製
作所　宮城工場

宮城県柴田郡村田町西ヶ丘２５－１　村
田工業団地

雇用・労災

840円～840円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

接客販売及び商品管理 有限会社　大美屋　リサ
イクルショップお宝山

宮城県角田市角田字田町８２－８ 労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

接客販売・管理 有限会社　大美屋　リサ
イクルショップお宝山

宮城県角田市角田字田町８２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

看護師（外来看護） 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

准看護師（外来看護） 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（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

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



 

 

◆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 


