
 

  

令和４年 2 月 3 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！ 



月給 変形（1年単位） 測量士補
不問 (1)9時00分～17時00分 測量士

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030- 1671321 就業場所 福島県南相馬市・宮城県・東北一円
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030- 1672621 就業場所 福島県南相馬市・宮城県・東北一円
月給 変形（1年単位） 測量士補

不問 (1)8時30分～17時30分 測量士

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030- 1673921 就業場所 福島県南相馬市・宮城県・東北一円
月給 交替制あり 保育士

不問

1
人 TEL 022-398-3856 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04010- 7417221 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30分

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

正社員 04010- 7581321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 二級建築士

59歳以下 (1)8時30分～18時30分 ２級建築施工管理技士

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

正社員 04010- 7582621 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

3
人 TEL 022-298-8160 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 7607121 就業場所 宮城県仙台市青葉区・丸森町・石巻市
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 ２級建築施工管理技士

2
人 TEL 022-298-8160 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 7613621 就業場所 宮城県仙台市青葉区・丸森町・石巻市
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30分～17時30分 ２級土木施工管理技士
(2)9時00分～17時30分 １級建築施工管理技士

4
人 TEL 022-298-8160 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 7619221 就業場所 宮城県仙台市青葉区・丸森町・石巻市
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- 7697621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり 調理師

不問

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050-  358321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり 保育士

不問

5
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050-  359621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 保育士

不問

6
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 60人 ）

正社員以外 04050-  365421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 社会福祉士

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050-  372521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

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

1
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  374321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

18歳～59歳 (1)8時30分～16時45分 床上操作式クレーン運転技能者

(2)16時30分～0時45分 玉掛技能者
3 (3)0時30分～8時45分

人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  375621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 社会福祉士

29歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-58-1771 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  377121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

事務局業務（事務局職
員）

社会福祉法人　柴田町社
会福祉協議会

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字中島６８
柴田町地域福祉センター内

雇用・労災・健
康・厚生

171,700円～
200,000円

雇用期間の定めなし

フォーク・クレーン等使用
しての原料製造担当（カイ
ロ製造）

アイリス・ファインプロ
ダクツ　株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,000円～
218,000円

雇用期間の定めなし

製造機械オペレーター（鮮
度保持剤製造）

アイリス・ファインプロ
ダクツ　株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,000円～
218,000円

雇用期間の定めなし

社会福祉士［福祉課］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

雇用・労災・健
康・厚生

219,700円～
219,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［船岡保育所］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・健
康・厚生

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 幼稚園教諭免許（専

修・１種・２種）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

(1)7時15分～19時15分
の間の８時間程度

保育士［西船迫保育所］
（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・健
康・厚生

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時15分～19時15分
の間の８時間程度

調理師［西船迫保育所］
（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・健
康・厚生

160,100円～
160,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時15分～18時15分
の間の８時間程度

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

186,624円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木技術者　【宮城
県】

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

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７階

雇用・労災・健
康・厚生

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし

建築施工管理　【宮城
県】

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

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７階

雇用・労災・健
康・厚生

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし

土木施工管理　【宮城
県】

株式会社　ナスキー　仙
台東口支店

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７階

雇用・労災・健
康・厚生

358,164円～
574,414円

雇用期間の定めなし

設計職（設計・現場監
理）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

240,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

リフォームアドバイ
ザー（営業職）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

常勤保育士（仙南病院あす
なろの木保育園）

株式会社　日本デイケア
センター　仙台営業所

宮城県仙台市青葉区春日町７－１９　ベ
ルトラックス春日町ビル３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時00分
の間の８時間程度

（東北等）測量技術者 有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

（東北等）測量作業員 有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

（東北等）土木施工管
理技士

有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 2月 3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 2月 3日発行

ハローワーク大河原

日給 移動式クレーン運転士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

1
人 TEL 0224-56-2888 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  378021 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 080-6017-2789 （従業員数 8人 ）

正社員 04051-  244821 就業場所 白石市・村田町・蔵王町
日給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 080-6017-2789 （従業員数 8人 ）

正社員 04051-  245221 就業場所 白石市・村田町・蔵王町
時給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時10分～17時00分
(2)16時10分～1時00分

2 (3)0時10分～9時00分
人 TEL 0228-24-8447 （従業員数 1人 ）

無期雇用派遣労働者 04060-  342421 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)10時00分～20時00分

(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 023-629-2001 （従業員数 5人 ）

正社員 06010- 2900921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員以外 07010- 1532621 就業場所 白石市・大河原町・角田市・他
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～30歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010- 1536721 就業場所 白石市・大河原町・角田市・他
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010- 1537821 就業場所 白石市・大河原町・角田市・他
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010- 1538221 就業場所 白石市・大河原町・角田市・他
月給 変形（1ヶ月単位） １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0296-73-6681 （従業員数 2人 ）

正社員以外 08011-  295321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 理容師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120- 1247221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 美容師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120- 1609221 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
(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-83-6061 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  341621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

2
人 TEL 0224-86-4785 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  345721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-84-5991 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050-  347221 就業場所

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050-  348521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-56-1440 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-  356521 就業場所

足場組立・解体作業他（と
び工、土木作業員）

有限会社　友健工業 宮城県柴田郡柴田町松ケ越１丁目５番地
１

雇用・労災・健
康・厚生

203,150円～
286,800円

雇用期間の定めなし

介護認定調査員［福祉課］
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

雇用・労災・健
康・厚生

199,100円～
199,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

園内施設スタッフ 一般財団法人公園財団
みちのく公園管理セン
ター

宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５
３－９

雇用・労災・健
康・厚生

142,245円～
142,245円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車の鈑金・塗装 株式会社　ＺＥＡＬ 宮城県柴田郡大河原町字広表３６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

206,250円～
600,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 村田内科クリニック　荘
司　裕

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦８４
－１

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

スタイリスト「美容プ
ラージュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
299,200円

雇用期間の定めなし

理容師「理容プラー
ジュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
352,000円

雇用期間の定めなし

現場施工管理者／宮城
県伊具郡丸森町

株式会社　サンライフ
コーポレーション

茨城県笠間市五平６１―１０ 雇用・労災・健
康・厚生

400,000円～
600,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

警備員（ＧＳＰ隊員：
白石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
199,020円

雇用期間の定めなし

警備員（有資格者：白石）
【ポジティブアクション求
人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
209,720円

雇用期間の定めなし

警備員《精鋭隊員候補》
（白石）【ポジティブアク
ション求人

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

166,920円～
220,420円

雇用期間の定めなし

警備員（白石）【ポジティ
ブアクション求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
188,320円

雇用期間の定めなし

ホール係・調理補助（正社
員）（宮城県川崎町）

株式会社　タックサプラ
イフーズ

山形県山形市大字釈迦堂１６７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

製造スタッフ［角田／
交替］

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

185,328円～
202,176円

雇用期間の定めなし

伐採、刈払い、樹木剪定
等作業員

株式会社　フォレストブ
ロス

宮城県白石市旭町１丁目３－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

150,500円～
279,500円

雇用期間の定めなし

伐採、刈払い、樹木剪定
等作業員

株式会社　フォレストブ
ロス

宮城県白石市旭町１丁目３－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
279,500円

雇用期間の定めなし

一般廃棄物運搬車運転
手

有限会社　平間産業 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場字通り
木７１－１

雇用・労災・健
康・厚生

182,072円～
182,072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・
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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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◎ 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 2月 3日発行

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
65歳以下

3
人 TEL 0224-85-2060 （従業員数 84人 ）

正社員 04050-  334121 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  336721 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  337821 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時10分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3181 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-  338221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

65歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  357421 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

4
人 TEL 022-345-0183 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010- 6534021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)8時45分～17時30分

1
人 TEL 022-288-4240 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 6561221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
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- 6632821 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- 6633221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

59歳以下 介護職員初任者研修修了者

介護職員実務者研修修了者

1
人 TEL 022-723-1083 （従業員数 33人 ）

正社員 04010- 6695921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時05分～16時25分

1
人 TEL 022-772-7833 （従業員数 128人 ）

正社員以外 04010- 6704821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問

2
人 TEL 022-264-6113 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04010- 6753821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0228-24-8447 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04060-  282921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 １級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士

3
人 TEL 025-244-7311 （従業員数 50人 ）

正社員 15010- 3531221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-78-1539 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  321521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時25分～17時00分

3
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050-  323321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員 04050-  324621 就業場所

一般事務 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

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

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

152,055円～
163,500円

雇用期間の定めなし

２次加工と仕上げ加工 株式会社　オグラサクセ
ス　丸森工場

宮城県伊具郡丸森町小斎字北向８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めなし

土木技術者（現場監督補
助・宮城県丸森町）

株式会社　エムエーシー
新潟事務所

新潟県新潟市中央区東大通２－２－９－
７０８

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

製造スタッフ［丸森／
日勤］

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

178,080円～
203,520円

雇用期間の定めなし

医療事務（船岡店） カメイ　株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１－１
８

雇用・労災・健
康・厚生

169,000円～
189,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～18時30分
の間の８時間程度

コピー機に使用される
部品の加工や検査

日総工産株式会社　仙台
営業所

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１３－４
泉エクセルビル５Ｆ
５０３

雇用・労災・健
康・厚生

172,500円～
172,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

雇用・労災・健
康・厚生

191,810円～
191,810円

雇用期間の定めなし

(1)7時30分～22時30分
の間の８時間程度

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

186,624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

186,624円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

技術職 西尾レントオール　株式
会社　東北営業部

宮城県仙台市若林区卸町東５丁目７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

194,818円～
228,273円

雇用期間の定めなし

オークション出品にかかる
事務業務［柴田郡村田町］

株式会社　Ｓ・Ｔ・Ｓ 宮城県仙台市泉区明石南１丁目１８－９ 雇用・労災・健
康・厚生

150,336円～
150,336円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童発達支援管理責任
者

ほっとファーム株式会社
ｉｂｉｓ　ｃａｆｅ　船
岡

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目４－
２

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

プレス加工及び付帯業
務

太陽工機　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字干萱６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

182,800円～
182,800円

雇用期間の定めなし

土木・舗装工事監督 大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

土木工事監督（女性専
用求人）

大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

バス運転手 株式会社　タケヤ交通 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南
３ー４

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

(1)6時45分～17時45分
の間の８時間程度
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ハローワーク大河原

日給
不問 (1)8時15分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-2301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  330421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 保育士

不問

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050-  331321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
64歳以下

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 37人 ）

正社員 04050-  332621 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 41人 ）

正社員 04050-  319021 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 41人 ）

正社員 04050-  320221 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-223-6575 （従業員数 169人 ）

無期雇用派遣労働者 04010- 6174421 就業場所 宮城県角田市 拠出

防災報知器の機械設計
業務

株式会社　フォーラムエ
ンジニアリング　仙台
フォーラム

宮城県仙台市青葉区中央２丁目９－２７
プライムスクエア広瀬通９階

雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
381,600円

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 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

220,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

２ｔトラック運転手 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

176,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

保育士 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３５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

172,524円～
218,700円

雇用期間の定めなし

(1)6時50分～19時00分
の間の5時間以上

保育士 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３５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

159,828円～
202,652円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時30分～18時00分
の間の８時間

大型特殊自動車教習指導員
［非常勤隊員］

陸上自衛隊船岡駐屯地 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端１
－１

雇用・公災・健
康・厚生

134,400円～
226,560円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



時給
18歳以上 (1)23時00分～3時00分

1
人 TEL 022-716-3300 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010- 7374921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～12時30分
(2)9時00分～16時00分

4
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  360021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問

5
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  361721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～15時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  362821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 保育士

不問

6
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  363221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 保育士

不問 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）

22
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 60人 ）

パート労働者 04050-  364521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

10
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 60人 ）

パート労働者 04050-  366321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 60人 ）

パート労働者 04050-  367621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～15時30分

5
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04050-  368921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 保健師

不問 助産師

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  369121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)12時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  370821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 歯科衛生士

不問 (1)12時30分～16時30分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  371221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)15時30分～20時00分

(2)12時30分～20時00分

1
人 TEL 0224-52-3335 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  373421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時30分～11時30分

1
人 TEL 0224-83-6061 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  376921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  379721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051-  248321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)14時00分～17時00分

(2)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051-  251721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～17時45分

調理補助［西船迫保育所］
（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

公災

897円～897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

工場の給食サービス提
供

株式会社　メフォス北日
本　東北事業部

宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１－２
０
花京院スクエア１８階

労災

1,350円～1,380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

用務員［西船迫保育所］
（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・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士補助［西船迫保育
所］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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［船岡保育所］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

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［西船迫保育所］
（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

公災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育所用務員［船岡保育
所］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・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育補助［船岡保育所］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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保健師・助産師［健康推進
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

1,349円～1,349円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助［船岡保育所］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・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科衛生士［健康推進課］
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）

看護師［健康推進課］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）

医療事務補助 村田内科クリニック　荘
司　裕

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦８４
－１

労災

950円～1,000円
雇用期間の定めなし

ベビー用品・子供服の
販売

株式会社　西松屋チェー
ン　シーズンズウォーク
フォルテ大河原店

宮城県柴田郡大河原町字小島２－１ 雇用・労災

855円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ビルクリーニング【柴
田郡村田町】

同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童家庭相談員［子ども家
庭課］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）

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（柴田町、亘
理町）

株式会社　あじまん 山形県天童市乱川３丁目６番１号 雇用・労災・健
康・厚生

ビルクリーニング 同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時30分～19時15分
の間の２時間以上

(1)7時30分～19時15分
の間の２時間以上

(1)7時30分～19時15分
の間の２時間以上

(1)7時30分～19時15分
の間の２時間以上

(1)8時30分～17時15分
の間の６時間程度

(1)8時30分～17時15分
の間の3時間程度

◎ 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 2月 3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 2月 3日発行

ハローワーク大河原

3
人 TEL 023-653-1144 （従業員数 2人 ）

パート労働者 06010- 2457921 就業場所 宮城県亘理郡亘理町・柴田町
時給

不問 (1)10時00分～17時00分

(2)10時00分～15時00分

3 (3)15時00分～20時00分

人 TEL 023-629-2001 （従業員数 5人 ）

パート労働者 06010- 2901121 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり

不問

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010- 2921221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010- 2922521 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010- 1534121 就業場所 宮城県白石市・大河原町・角田市・他
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010- 1539521 就業場所 宮城県白石市・大河原町・角田市・他
時給 美容師

不問

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

パート労働者 27120- 2417321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時30分～14時55分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 34人 ）

パート労働者 04050-  342921 就業場所

時給 医療事務資格
59歳以下 (1)14時00分～18時30分

(2)8時30分～13時00分

1
人 TEL 0224-86-3329 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  343121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問

2
人 TEL 0224-86-4475 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050-  352021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

20歳以上 (1)7時30分～11時30分
(2)7時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-  353721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050-  355221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 司書

不問 (1)9時30分～18時15分 司書補
(2)10時30分～19時15分

1
人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  389221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)9時05分～15時00分

3
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050-  322421 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  325921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

3
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  326121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

保育士
5

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  327021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  328721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストア販売（角田
市・レジ・接客）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

870円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホール係・調理補助（パー
ト）（宮城県川崎町）

株式会社　タックサプラ
イフーズ

山形県山形市大字釈迦堂１６７０－１ 雇用・労災

870円～950円
雇用期間の定めなし

警備員（白石）【ポジティ
ブアクション求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

912円～1,037円
雇用期間の定めなし

登録販売者資格者（角
田市）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スタイリスト「美容プラー
ジュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

警備員（ＧＳＰ隊員：白
石）【ポジティブアクショ
ン求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

912円～1,037円
雇用期間の定めなし

医療事務・看護助手 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

900円～950円
雇用期間の定めなし

組立、梱包作業員 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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員［柴田町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア
店員

有限会社Ｔ．Ｔ．Ｓ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字久根添６
７

労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

(1)00時00分～23時59
分の間の３時間以上

司書（大河原町駅前図
書館）

大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 雇用・労災・健
康・厚生

1,087円～1,087円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

梱包、運搬、構内作業
スタッフ

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

950円～1,150円
雇用期間の定めなし

事務補助員［商工観光課］
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

雇用・労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時15分
の間の６時間程度

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災

870円～930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

公災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時15分
の間の６時間程度

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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時15分
の間の６時間程度

児童館清掃員［三名生児童
館］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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時15分
の間の3時間程度

(1)8時30分～21時30分
の間の６時間以上

(1)8時30分～21時30分
の間の６時間以上

(1)8時30分～19時00分
の間の8時間程度



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 2月 3日発行

ハローワーク大河原

時給 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

保育士
13

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  315321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時30分～10時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  316621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時30分～10時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  317921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

3
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  318121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)8時45分～16時15分
(2)9時45分～16時15分

1 (3)9時45分～12時45分
人 TEL 022-392-2141 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010- 6304921 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 介護職員初任者研修修了者

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- 6318421 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 介護職員初任者研修修了者

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- 6323821 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 (1)8時00分～16時00分 准看護師
(2)8時30分～16時30分

1
人 TEL 022-723-1083 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04010- 6326421 就業場所 宮城県角田市

児童厚生員［船迫こどもセ
ンター］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・健
康・厚生

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時15分
の間の６時間程度

児童館清掃員［船迫放課後
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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童館清掃員［船迫こども
センター］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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

病院内売店の販売員（仙
南中央病院）

ワタキューセイモア　株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原９
－５１

労災

853円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童厚生員補助（船迫放課
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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時15分
の間の６時間程度

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

1,155円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時00分
の間の3時間程度

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

1,155円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～19時00分
の間の3時間程度

通所介護における看護業務
（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

1,420円～1,420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 2月 3日発行

ハローワーク大河原

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- 6327321 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- 6328621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 美容師

59歳以下 (1)9時00分～18時00分 管理美容師
(2)10時00分～19時00分

5
人 TEL 022-376-0753 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010- 6061421 就業場所 宮城県宮城郡利府町・富谷市・仙台市・大河原町

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

1,155円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

写真館の店舗スタッフ 株式会社　ドリームジャ
パン

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２－８ 労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

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

1,155円～1,155円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


