
令和 4 年 10 月 13 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（10 月 5 日～10 月 11 日分） 

 

※  求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

  

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！ 



時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 28人 ）

正社員以外 04010-60058221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-355-9061 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-60078321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 2人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-60260821 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-60284721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 18人 ）

正社員 04010-60369321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 15人 ）

正社員 04010-60414521 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)8時05分～17時05分
(2)20時05分～5時05分

2
人 TEL 022-725-4561 （従業員数 54人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-60415421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時05分～17時05分

2
人 TEL 022-725-4561 （従業員数 54人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-60419121 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- 3066421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-5986 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3067321 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

2
人 TEL 0224-87-8233 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3068621 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 3069921 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 3070721 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

2
人 TEL 0224-86-3938 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3071821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 3072221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3073521 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3074421 就業場所 宮城県角田市

玉掛技能者

土木作業員 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

玉掛技能者

重機オペレータ 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

247,500円～
292,500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（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

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

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

192,950円～
272,400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

運転手（４ｔ車）平ボ
ディ車

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

運転手（４ｔ車）ウィ
ング車

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

土木作業員 株式会社　孝美建設 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前
１６－６

雇用・労災・健
康・厚生

208,800円～
278,400円

雇用期間の定めなし

生産現場事務員 株式会社　ティ・ケー・
ケー

宮城県柴田郡川崎町大字前川字大森１０
９

雇用・労災・健
康・厚生

156,200円～
170,200円

雇用期間の定めなし

組立配線・調整確認作
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

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

小型部品の組み立て 株式会社　マイセルフ
仙台オフィス

宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１　泉
中央駅ビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
168,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

電子機器オペレーター 株式会社　マイセルフ
仙台オフィス

宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１　泉
中央駅ビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

176,400円～
176,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

建設機械の運搬 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

192,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

建設機械の点検・修理 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
343,000円

雇用期間の定めなし

金属加工機器の生産技
術

東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニカ
ルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
375,000円

雇用期間の定めなし

回路評価 東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニカ
ルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

243,000円～
256,250円

雇用期間の定めなし

点検・営業スタッフ［宮
城県柴田郡柴田町］

株式会社　エネサンス東
北

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル１３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

173,400円～
319,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

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

141,400円～
141,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

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

令和 4年 10月 13日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

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

令和 4年 10月 13日発行

ハローワーク大河原

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

5
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3076621 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3079021 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

2
人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3080221 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～8時29分

2
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 3088721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 保育士

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050- 3090421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 保育士

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 3人 ）

正社員以外 04050- 3101721 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3102821 就業場所 宮城県角田市
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- 3108921 就業場所

月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3109121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3110821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 看護師

59歳以下 (1)9時00分～18時30分 准看護師
(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-86-3329 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3111221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

4 (3)22時30分～7時30分
人 TEL 023-686-9810 （従業員数 143人 ）

正社員 06010-20516821 就業場所 山形県山形市 拠出・給付
日給

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0246-45-2825 （従業員数 11人 ）

正社員 07020- 8441921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 交替制あり 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 交通誘導警備業務検定１級

(2)20時00分～5時00分

5
人 TEL 022-341-4605 （従業員数 57人 ）

正社員以外 04010-59519321 就業場所 宮城県仙台市青葉区
日給 交替制あり

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)20時00分～5時00分

5
人 TEL 022-341-4605 （従業員数 57人 ）

正社員以外 04010-59522721 就業場所 宮城県仙台市青葉区
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 04010-59539021 就業場所 宮城県白石市
月給 交替制あり 大型自動車第二種免許

64歳以下 (1)5時45分～20時35分
の間の８時間

3
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

正社員 04010-59663721 就業場所 宮城県柴田郡村田町

バス運転士（正社員） 株式会社　ミヤコーバス 宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,900円～
180,900円

雇用期間の定めなし
※　免許ない方も取
得補助制度あり

施工管理アシスタント（設
備工事）／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

248,040円～
458,205円

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員（無資
格者可）

株式会社　キステム　東
北支店

宮城県仙台市泉区明通２丁目８－１
エクシオグループ（株）仙台総合エンジ
ニアリングセンタ内

雇用・労災・健
康・厚生

195,840円～
232,560円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

交通誘導警備員（有資
格者）

株式会社　キステム　東
北支店

宮城県仙台市泉区明通２丁目８－１
エクシオグループ（株）仙台総合エンジ
ニアリングセンタ内

雇用・労災・健
康・厚生

206,040円～
244,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法面工（宮城県伊具
郡）

株式会社　モア・グリー
ン

福島県いわき市小島町３丁目１２番地３ 雇用・労災・健
康・厚生

253,000円～
368,000円

雇用期間の定めなし

収受職【笹谷・山形蔵王・
天童・山形上山料金所のい
ずれか】

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～
178,400円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　京愛会 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
７

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

塗装工 株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

メカニック（自動車整
備）

株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

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

介護員 有限会社　カナガミケア
リンク

宮城県角田市角田字田町１２３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

173,300円～
220,000円

雇用期間の定めなし

保育士（角田市） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災・健
康・厚生

150,097円～
150,097円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士（大河原町） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災・健
康・厚生

150,097円～
150,097円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

設備管理等業務 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

雇用・労災・健
康・厚生

167,280円～
193,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

基礎工事、外構工事、
左官工事作業員

有限会社　大住建設 宮城県角田市藤田字是入２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

207,900円～
300,300円

雇用期間の定めなし

鉄筋工 有限会社　大住建設 宮城県角田市藤田字是入２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

254,100円～
300,300円

雇用期間の定めなし

土木施工管理 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

400,000円～
500,000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 交替制あり 大型自動車第二種免許
64歳以下 (1)5時45分～20時35分

の間の８時間
3

人 TEL 022-771-5314 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-59664821 就業場所 宮城県白石市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 022-306-3241 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04010-59712421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04010-59927121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 15人 ）

正社員以外 04010-59943021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 １級土木施工管理技士

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

3
人 TEL 022-298-7077 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-59964421 就業場所 宮城県白石市
時給

不問 (1)8時40分～17時25分

1
人 TEL 0224-55-1881 （従業員数 2人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 3048821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3056221 就業場所 宮城県亘理郡亘理町 拠出
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2872 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3057521 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3058421 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3139 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3059321 就業場所

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時45分

2
人 TEL 0224-55-1457 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3060121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）

61歳以下 (1)8時00分～17時45分

2
人 TEL 0224-55-1457 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3061021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 3062721 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 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3063821 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 025-250-6365 （従業員数 4人 ）

正社員以外 15010-35801521 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時45分
(2)15時30分～0時00分

1
人 TEL 0946-21-0008 （従業員数 21人 ）

正社員 40150- 9915821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時45分
(2)15時30分～0時00分

1
人 TEL 0946-21-0008 （従業員数 19人 ）

正社員 40150- 9921021 就業場所 宮城県角田市

店長・マネジメント職
（正・角田店）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

214,000円～
366,000円

雇用期間の定めなし

販売員（正・角田店・
地域専任職）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
287,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員（宮城県角
田市）

有限会社　ナカムラコー
ポレーション

新潟県新潟市江南区横越中央５丁目１３
－１７

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
299,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木・舗装工事の現場
管理

株式会社　ウジエ道路工
業

宮城県角田市尾山字横町６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

メンテナンス作業員
（見習い）

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

249,500円～
320,000円

雇用期間の定めなし

配送員 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

250,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

配管工及び配管工見習
い

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

250,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

管工事 株式会社　センナン住宅
設備センター

宮城県角田市佐倉字宮谷地２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

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

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　山春建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字大門１３
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

209,700円～
279,600円

雇用期間の定めなし

食品製造メーカーの経
理事務職

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～
280,000円

雇用期間の定めなし

電力ハーネス製造業務 株式会社　あずみ 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１３
－５

雇用・労災・健
康・厚生

170,748円～
170,748円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木施工管理 株式会社　クリエイト
ワークス　建設事業部

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－
７
サンライン第６６ビル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

357,100円～
565,200円

雇用期間の定めなし

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

141,400円～
141,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

141,400円～
141,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理スタッフ 株式会社　ＬＥＯＣ　東
北支社

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１－８
仙光ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,080円～
188,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

バス運転士（正社員） 株式会社　ミヤコーバス 宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,900円～
180,900円

雇用期間の定めなし
※　免許ない方も取
得補助制度あり
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ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)8時30分～17時45分
(2)15時30分～0時00分

1
人 TEL 0946-21-0008 （従業員数 19人 ）

正社員 40150-10039521 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分
(2)7時00分～16時00分

1 (3)11時15分～20時15分

人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

正社員 04010-59286421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 准看護師
(2)16時00分～9時00分

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

正社員 04010-59311121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-59363821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時30分～15時00分
(2)10時30分～19時30分

1
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-59366421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時30分～15時00分
(2)10時15分～19時15分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04010-59371821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)10時00分～22時00分

の間の８時間
1

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 20人 ）

正社員 04011- 3408221 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）

64歳以下 (1)10時00分～22時00分

の間の８時間
1

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 20人 ）

正社員 04011- 3409521 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3015221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 3人 ）

正社員 04050- 3018321 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～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3019621 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

60歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 43人 ）

正社員以外 04050- 3020021 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- 3021721 就業場所

月給 変形（1年単位） 玉掛技能者
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-61-1210 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 3022821 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3024521 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者

アーク溶接技能者（基本級）

2
人 TEL 0224-86-3110 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3027621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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 04050- 3028921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 有限会社　サセイ 宮城県伊具郡丸森町金山字谷地木戸１９
０

雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
345,000円

雇用期間の定めなし

製品の仕上げ、検査、
梱包作業

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

現場作業員 有限会社　ＴＴＭジャパ
ン

宮城県角田市角田字町田３０４－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター兼土
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

238,700円～
303,800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

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

154,800円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

154,800円～
172,000円

雇用期間の定めなし

配送、建材組立 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

154,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィールド
おおがわら園］

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・健
康・厚生

188,200円～
188,200円

雇用期間の定めなし

（まるまつ角田店）店
長・店長候補

株式会社　カルラ 宮城県富谷市成田９丁目２－９ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

（まるまつ大河原店）
店長・店長候補

株式会社　カルラ 宮城県富谷市成田９丁目２－９ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

調理師（１０３０）
［柴田郡村田町］

日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師（６７６） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員（６３８） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

145,800円～
178,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（正・准）／（介護
老人保健施設　さくらの
杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

202,560円～
269,240円

雇用期間の定めなし

介護職／大河原町（介護老
人保健施設さくらの杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

登録販売者（正・角田
店・地域専任職）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

181,000円～
287,000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）
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員 04050- 3029121 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員 04050- 3030821 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)16時30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 3032521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員以外 04050- 3033421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 3034321 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)8時30分～17時30分
(2)16時30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 3035621 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員以外 04050- 3037121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分

1 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員 04050- 3038021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 3039721 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 3040521 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 3041421 就業場所 宮城県角田市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3151 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 3042321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時00分
の間の８時間

1
人 TEL 0224-82-1320 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3043621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)7時00分～16時00分 大型特殊自動車免許
(2)6時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-86-4781 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3045121 就業場所

月給 大型自動車免許
19歳以上 (1)9時30分～17時30分

1
人 TEL 03-6365-6255 （従業員数 4,812人 ）

正社員以外 13130-24803721 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 栄養士

35歳以下 (1)8時30分～17時45分
(2)15時30分～0時00分

1
人 TEL 0946-21-0008 （従業員数 21人 ）

正社員 40150- 9877821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士

35歳以下 (1)8時30分～17時45分
(2)15時30分～0時00分

1
人 TEL 0946-21-0008 （従業員数 21人 ）

正社員 40150- 9884021 就業場所 宮城県角田市

管理栄養士（正・角田
店・地域専任職）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

204,000円～
247,000円

雇用期間の定めなし

栄養士（正・角田店・
地域専任職）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
239,000円

雇用期間の定めなし

社員の送迎ドライバー
＜角田市君萱＞

大新東株式会社 東京都江東区東雲２丁目１１－２２　ニ
イチクビル５階

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）

大型トラック運転手 昭徳興業　株式会社 宮城県伊具郡　丸森町小斎字畑中７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし
車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

調剤事務（甲子調剤薬
局）

有限会社メディカルイト
ウ

宮城県角田市佐倉字畑田南２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

マシニングセンターオ
ペレータ

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

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

メカ設計・治工具設計 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

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

生産技術者 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

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

資材調達・生産管理 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

150,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

総務、経理 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

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

板金機械オペレーター 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士 医療法人仁泉会　川崎こ
ころ病院

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
７２番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

ケアワ－カ－（介護職
含）【正職員Ｂ】

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

150,500円～
180,000円

雇用期間の定めなし

板金加工・溶接作業員 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 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

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

板金機械オペレーター 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

板金・溶接作業員 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

日給 玉掛技能者
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 011-867-0375 （従業員数 6人 ）

正社員 01230-20824021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 011-867-0375 （従業員数 6人 ）

正社員 01230-20825721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 看護師

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師
の間の８時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 18人 ）

正社員 04010-58285221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-58291721 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-58292821 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 栄養士

不問 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-58298921 就業場所 宮城県角田市
月給 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)8時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の８時間 ホームヘルパー２級
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-58299121 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)5時15分～14時45分
(2)10時00分～19時30分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04010-58302721 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時15分～14時45分
(2)10時00分～19時30分

2 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04010-58303821 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)5時00分～14時30分
(2)10時30分～20時00分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-58306421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時00分～14時00分
(2)10時30分～20時00分

2 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-58308621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-355-5248 （従業員数 149人 ）

正社員 04010-58367621 就業場所 宮城県仙台市宮城野区
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-392-1511 （従業員数 5人 ）

正社員 04010-58813821 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30分～18時00分
(2)10時00分～19時30分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04040- 6113321 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～18時00分
(2)10時00分～19時30分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04040- 6118721 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00分
(2)19時00分～4時00分

2 (3)17時00分～2時00分
人 TEL 0224-79-3120 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2995421 就業場所

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 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分

1 (3)16時00分～9時00分
人 TEL 0224-62-1731 （従業員数 39人 ）

正社員 04050- 2996321 就業場所 宮城県角田市

介護職員 社会福祉法人あけの星会 宮城県角田市横倉字丸山１番地 雇用・労災・健
康・厚生

164,800円～
214,800円

雇用期間の定めなし

鋳造オペレーター 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

165,300円～
200,300円

雇用期間の定めなし

販売員（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・健
康・厚生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

販売員（柴田町） 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・健
康・厚生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

訪問入浴サービス（看護職
員）／大河原

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

245,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ手元作
業員

株式会社　ナスキー 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１８－
１５
斎喜六丁の目ビル２１２

雇用・労災・健
康・厚生

198,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

調理師（１１１８） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員（１１１８） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師（１１５５） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員（１１５５） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護　ヘルパー／
セントケア角田

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

栄養士（１１８５） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
204,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師（１１８５） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
204,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員（１１８５） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
172,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問入浴　看護師／セ
ントケア大河原

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

242,500円～
272,500円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター（宮
城県伊具郡）

久電工土木　株式会社 北海道札幌市豊平区豊平４条３丁目３－
１０　さんぱちＢＬＤ７０１号

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員（宮城県伊
具郡）

久電工土木　株式会社 北海道札幌市豊平区豊平４条３丁目３－
１０　さんぱちＢＬＤ７０１号

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（基礎工事
用）（解体用）運転技能者

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

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

令和 4年 10月 13日発行

ハローワーク大河原

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

65歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2997621 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

61歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 3001621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

61歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 3002921 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 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3004021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3006821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-3443 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3008521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 3009421 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～19時00分
の間の４～９．５時間

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 3010921 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 理学療法士

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- 3011121 就業場所 宮城県角田市

理学療法士 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

准看護師（人工透析） 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

159,000円～
250,000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

158,000円～
168,000円

雇用期間の定めなし

職業指導員（みずきの
里丸森）

社会福祉法人　はらから
福祉会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目２－
２３

雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィール
ドフォルテ園］

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・健
康・厚生

188,200円～
188,200円

雇用期間の定めなし

ルート営業 有限会社　若木商会 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,200円～
210,000円

雇用期間の定めなし

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引
主任者）

大型車の運転手 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

144,000円～
144,000円

雇用期間の定めなし

中型車の運転手 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

144,000円～
144,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 特定非営利活動法人
ほっとあい

宮城県柴田郡大河原町字町２７９番１ 雇用・労災・健
康・厚生

189,640円～
223,000円

雇用期間の定めなし



日給 変形（1ヶ月単位） 労災
18歳以上 (1)17時00分～8時30分

1
人 TEL 022-226-8477 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-60025521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04010-60056721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 27人 ）

パート労働者 04010-60187121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)8時00分～20時00分 介護福祉士
の間の３時間程度

1
人 TEL 022-781-9830 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04010-60361921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 公災

不問 (1)8時00分～19時15分
の間の４～６時間程度

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3075321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 公災

不問 (1)8時00分～19時15分
の間の3～６時間程度

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3077921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 保育士

59歳以下 (1)8時00分～13時00分
(2)10時30分～16時00分

2 (3)8時00分～11時00分
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 3081521 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 ）

パート労働者 04050- 3082421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災

不問 (1)17時00分～00時00分

の間の3～7時間程度
3

人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3083321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 大型自動車免許

不問 (1)14時30分～20時00分

1
人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 3085921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)7時30分～10時00分
(2)15時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3087021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 保育士

59歳以下 (1)8時00分～13時00分
(2)10時30分～16時00分

2 (3)8時00分～11時00分
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3092621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 3096721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 3097821 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 3103221 就業場所

時給 労災
64歳以下 (1)17時30分～22時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3105421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 調理師

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-56-3970 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3106321 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

警備スタッフ 株式会社　ビルワーク・
ジャパン

宮城県仙台市太白区富沢西４丁目９番地
の９

1,150円～1,150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

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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童厚生員補助［東船岡放
課後児童クラブ］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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員 ＳＯＭＰＯケア　株式会
社　東北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２
－１

労災

1,280円～1,360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

保育士

保育士（大河原町） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めなし

児童厚生員［東船岡放課後
児童クラブ］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

1,119円～1,119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

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）
小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

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

883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

900円～1,000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

清掃係（柴田町） 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転手（会員送迎）
［大河原町］

株式会社　ピュアスポー
ツ

宮城県柴田郡大河原町字新東３６－１ 雇用・労災

890円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

品質管理業務・入力ス
タッフ

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

1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育士（角田市） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めなし

商品の検品仕分け（小
物商品以外）

ジャパン　ロジスティッ
クス　株式会社　仙台物
流センター

宮城県柴田郡村田町大字小泉字新岡前８
３－５

雇用・労災・健
康・厚生

883円～895円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

修理スタッフ 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

1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

レストラン運営業務 一般社団法人　柴田町観
光物産協会

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上野４
－１

雇用・労災・健
康・厚生

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホール係（炉ばた　は
たはた）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

940円～940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

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

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

令和 4年 10月 13日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

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

時給
不問 (1)9時30分～13時30分

(2)10時00分～14時00分

1 (3)9時30分～14時30分
人 TEL 0224-56-3970 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3107621 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～18時00分

1
人 TEL 06-6202-0991 （従業員数 2人 ）

パート労働者 27010-53000221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 交替制あり 大型自動車第二種免許

不問 (1)6時00分～17時00分
の間の6時間程度

2
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-59670021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)10時00分～22時00分

の間の3時間以上
3

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04011- 3440821 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分
(2)10時30分～19時15分

1
人 TEL 022-345-5511 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04011- 3442521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)13時15分～19時15分

(2)14時00分～18時00分

1 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3064221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)13時15分～19時15分

(2)14時00分～18時00分

1 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3065521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)16時20分～21時20分

1
人 TEL 0584-89-8858 （従業員数 10人 ）

パート労働者 21020-12219921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)8時00分～19時00分 介護職員初任者研修修了者

の間の3時間程度 介護職員実務者研修修了者

1
人 TEL 022-723-1083 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04010-59150921 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 (1)8時30分～18時30分 准看護師
の間の8時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04010-58284821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時00分～20時00分 ホームヘルパー２級
の間の２～8時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-58313521 就業場所 宮城県角田市
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の２時間以上
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010-58331321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災 介護福祉士

不問 (1)8時00分～20時00分
の間の２～8時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04010-58333921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)6時30分～13時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)10時00分～17時00分 介護職員実務者研修修了者

1 (3)13時00分～20時00分

人 TEL 022-723-1083 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04010-58588721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の4～9時間 介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-58628821 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分
の間の6～8時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

パート労働者 04010-58633021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)7時30分～18時30分 介護職員初任者研修修了者

の間の1時間以上 介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

パート労働者 04010-58634721 就業場所 宮城県角田市

アパレル販売スタッフ
（宮城県・大河原町）

株式会社　オッジ・イン
ターナショナル

大阪府大阪市中央区備後町３丁目１番６
号

雇用・労災

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

接客業務（レストラン
業務）

一般社団法人　柴田町観
光物産協会

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上野４
－１

雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

まるまつ角田店での接
客または調理業務

株式会社　カルラ 宮城県富谷市成田９丁目２－９ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

スクールバス運転士
（パート）

株式会社　ミヤコーバス 宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童厚生員補助［槻木放課
後児童クラブ］会計年度任
用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（みやぎ県南中核病院内）
医療・福祉サービス業務員

鴻池メディカル　株式会
社　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡東３丁目８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

955円～955円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売員（Ｓｅｒｉａ
イオン船岡店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 雇用・労災・健
康・厚生

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童厚生員［槻木放課後児
童クラブ］会計年度任用職
員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・公災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）
小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

訪問入浴　看護師／セント
ケア大河原（大河原町字
町）

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,610円～1,610円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員（ニチイケ
アセンター角田）

株式会社ニチイ学館　仙
台支店　ヘルスケア事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

労災

1,200円～1,455円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護　ヘルパー／
セントケア大河原

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,240円～1,950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護　ヘルパー／
セントケア角田

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

1,240円～1,950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

訪問介護員（ニチイケア
センター大河原）

株式会社ニチイ学館　仙
台支店　ヘルスケア事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

労災

1,200円～1,455円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（訪問介護）／
セントケア大河原

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

1,250円～2,070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

サービス提供責任者／ツク
イ角田北郷（訪問介護）

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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

980円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホームヘルパー／ツクイ角
田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,098円～1,098円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

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

時給 看護師
不問 (1)8時00分～18時00分 准看護師

の間の3時間以上
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-58636221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時30分～18時00分 ホームヘルパー２級
の間の8時間 介護福祉士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-58637521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)7時20分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-58647321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 労災 調理師

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-58764021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり ５トン限定準中型自動車免許

不問 (1)7時30分～19時30分 危険物取扱者（乙種）
の間の5時間以上

1
人 TEL 022-382-2232 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04010-58851621 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
の間の4時間

1
人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 3014821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時15分～17時00分

1
人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 368人 ）

パート労働者 04050- 3025421 就業場所

時給
59歳以下 (1)10時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 3026321 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

不問 (1)9時00分～17時00分
の間の5時間

1
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 3036921 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)14時00分～17時30分 准看護師

(2)14時00分～19時00分

1 (3)8時30分～12時30分
人 TEL 0224-56-4111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3044921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)17時00分～21時30分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 56人 ）

パート労働者 04050- 2992821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2993221 就業場所

時給
不問 (1)8時15分～17時15分

の間の７．5時間
1

人 TEL 0224-62-2687 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 2998921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時30分
の間の5時間以上

1
人 TEL 0224-52-2127 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3003121 就業場所

時給 労災
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04040- 6116121 就業場所 宮城県角田市
時給 労災

59歳以下 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04040- 6119821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 労災

不問 (1)9時30分～20時15分
の間の２～６時間

1
人 TEL 0246-29-1117 （従業員数 8人 ）

パート労働者 07021- 4414621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

看護職員／ツクイ角田
北郷（訪問入浴）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,220円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

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

980円～1,010円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ガソリンスタンド店員
（未経験者歓迎）

株式会社　鶴見屋商店 宮城県名取市増田２丁目１－２ 雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２

883円～973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

一般事務 東北特殊鋼　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
３

雇用・労災

953円～953円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

板金加工仕上げ 株式会社　ヒキチ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
４２

労災

900円～1,000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
（出荷品仕分作業）

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

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

885円～885円
雇用期間の定めなし

店舗夜間管理者（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

雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

1,150円～1,300円
雇用期間の定めなし

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

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務 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

950円～1,500円
雇用期間の定めなし

販売員（午前／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

920円～1,000円
雇用期間の定めなし

倉庫内作業および事務
作業

株式会社　常盤メディカ
ルサービス　仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町字南原町１１－１
１

雇用・労災

900円～900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

婦人服販売員（ハニー
ズ大河原店）

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７
－１

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

販売員（午前／柴田
町）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９

920円～1,000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


