
 

 

令和３年１０月２８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
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 022-292-3930 （従業員数 1人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-56892611 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3292911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3293111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

36歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3295811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)9時30分～18時30分

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3296211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 3298411 就業場所

月給
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-8850 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3301211 就業場所

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

1 (3)22時30分～7時30分

人 TEL 023-686-9810 （従業員数 143人 ）

正社員 06010-17738611 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出・給付
月給 交替制あり

18歳～64歳 (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 024-953-7011 （従業員数 12人 ）

正社員 07040-16880511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～20時00分

(2)20時00分～8時00分

1
人 TEL 050-1748-7111 （従業員数 14人 ）

正社員 13040-94749611 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時35分～18時15分

1
人 TEL 022-261-5176 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04010-56536411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出・給付
日給 ２級土木施工管理技士

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 022-398-8760 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-56600311 就業場所 宮城県岩沼市・角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 022-266-3171 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-56708811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-3777 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3272411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8163 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3275611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許

65歳以下

3
人 TEL 0224-85-2060 （従業員数 69人 ）

正社員 04050- 3279811 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)6時15分～15時00分

(2)8時30分～17時15分

1 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-51-8831 （従業員数 59人 ）

正社員 04050- 3284911 就業場所

自動車セールスアシスタント
［コミット］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
238,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

量産製品（火災報知器）
のアナログ回路設計

株式会社ビーネックステ
クノロジーズ　仙台オ
フィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１
アゼリアヒルズ２階

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
340,000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

店舗内事務および受付
［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

自動車セールスアシスタ
ント［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
238,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員［角田市］ 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災・健
康・厚生

172,500円～
200,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備工（サービ
ススタッフ）

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
258,000円

雇用期間の定めなし

収受職（１２／１～）
（正社員）「笹谷料金
所」

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

174,210円～
177,810円

雇用期間の定めなし

現場作業員（左官工事、
コンクリート工事等）

株式会社　ＫＯＹＡＭＡ
技建

宮城県角田市角田字野田前６３－２　Ｄ
号

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

バイオマス発電所の運転管
理・整備／角田市

Ｈ．Ｉ．Ｓ．ＳＵＰＥＲ
電力株式会社

東京都港区虎ノ門４－１－１　神谷町ト
ラストタワー５階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員兼介護職
（正社員）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

270,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

河川巡視業務 みちのくコンサルタント
株式会社

宮城県仙台市青葉区八幡１丁目４－１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売職 株式会社　藤崎 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目２－１
７

雇用・労災

144,050円～
144,050円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

雇用・労災・健
康・厚生

156,240円～
162,750円

雇用期間の定めなし

受付業務 パーソルテンプスタッフ
カメイ　株式会社

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８階

雇用・労災・健
康・厚生

132,215円～
132,215円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

職業指導員・生活支援
員

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

144,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

生活支援員　【女性専用
求人：均等法適用除外】

社会福祉法人　宮城県障
がい者福祉協会　障害者
支援施設　ふぼう

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字一本杉１
番地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

159,500円～
199,400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

◎ 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 ３年 10月 28日発行

ハローワーク大河原

1



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 ３年 10月 28日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3285111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3286711 就業場所

月給 変形（1年単位） 日商簿記２級
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-4473 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3287811 就業場所 宮城県角田市
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- 3288211 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-2013 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3289511 就業場所

日給 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- 3290311 就業場所

月給 第二種電気工事士
59歳以下 (1)9時00分～18時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-87-6750 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3291611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

39歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 023-681-7101 （従業員数 20人 ）

正社員 06010-17678911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

64歳以下 (1)7時00分～19時00分

(2)8時00分～1時00分

1 (3)7時00分～1時00分
人 TEL 0224-54-1038 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3270211 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

2 小型移動式クレーン運転技能者

人 TEL 0243-62-2235 （従業員数 0人 ）

正社員 07080- 3788511 就業場所 福島県二本松市 ・須賀川市・丸森町・角田市各現場

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

3 小型移動式クレーン運転技能者

人 TEL 0243-62-2235 （従業員数 0人 ）

正社員 07080- 3789411 就業場所 福島県二本松市 ・須賀川市・丸森町・角田市各現場

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

3 小型移動式クレーン運転技能者

人 TEL 0243-62-2235 （従業員数 0人 ）

正社員 07080- 3790611 就業場所 福島県二本松市 ・須賀川市・丸森町・角田市各現場

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 04010-56060611 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)17時15分～8時30分

医療事務資格

1
人 TEL 022-261-4423 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010-56069311 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 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-56070111 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 看護師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 准看護師

1
人 TEL 022-226-7151 （従業員数 8人 ）

正社員 04010-56105511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 6人 ）

正社員 04010-56274911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出

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

168,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

会計事務員 東北会計事務所　株式会
社

宮城県角田市梶賀字高畑南１５３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 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、建築作業員 株式会社　想建 宮城県角田市角田字南８５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
270,000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

151,200円～
164,800円

雇用期間の定めなし

携帯電話基地局工事・プ
ラント配管・その他

株式会社　Ｔ・Ｌ・Ｃ 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄５丁目１０
－６　新栄ファミ－ルＡ棟

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 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

208,000円～
316,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 新盛堂タクシー　有限会
社

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目８－
３１

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
153,000円

雇用期間の定めなし

製造（村田工場）【急
募求人】

三條物産　株式会社 山形県山形市千歳１丁目１６－４８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
206,000円

雇用期間の定めなし

一般土木作業員 株式会社　アバンス　二
本松営業所

福島県二本松市竹田１丁目５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

280,800円～
388,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　アバンス　二
本松営業所

福島県二本松市竹田１丁目５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

280,800円～
388,000円

雇用期間の定めなし

玉掛技能者

総合職（技術・図面業
務：電気設備）／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

玉掛技能者

土木施工管理 株式会社　アバンス　二
本松営業所

福島県二本松市竹田１丁目５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

280,800円～
388,000円

雇用期間の定めなし

玉掛技能者

総合職（技術・図面業
務：建築）／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

医療事務 株式会社ニチイ学館　仙
台支店　医療関連事業

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

184,248円～
206,724円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

診療報酬請求事務能力
認定試験（医科・歯

科）

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

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

准看護師・正看護師
［柴田郡柴田町］

有限会社　代替医療総合
研究所

宮城県仙台市青葉区宮町３丁目５－２０
ＫＥＮＳＥＩ－ＢＬＤＧ．２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

190,100円～
240,500円

雇用期間の定めなし

(1)00時00分～23時59
分の間の８時間程度

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

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

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運

転技能者
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 ３年 10月 28日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時45分～19時00分

(2)10時45分～20時00分

1
人 TEL 022-282-1123 （従業員数 10人 ）

正社員 04010-55751411 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 精神保健福祉士

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-55768511 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

不問 精神保健福祉士

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010-55770611 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 022-348-4757 （従業員数 22人 ）

正社員 04010-55831411 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 022-348-4757 （従業員数 21人 ）

正社員 04010-55833311 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-23-8677 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-56001011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 美容師

不問 (1)9時30分～18時30分

(2)9時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-58-8655 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3254511 就業場所

月給 柔道整復師
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-51-9883 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3256011 就業場所

月給 フレックス
61歳以下

1
人 TEL 0224-86-4420 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3261811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)11時00分～20時00分

(2)12時00分～21時00分

1 (3)12時30分～21時30分

人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 3265011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 調理師

59歳以下 (1)9時00分～19時00分
(2)11時00分～21時00分

1
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 3266311 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)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

1 (3)8時00分～17時00分

人 TEL 0224-55-1455 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3267611 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3248011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

39歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)7時00分～15時30分

1 (3)11時30分～20時00分

人 TEL 0224-63-1311 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3251711 就業場所

月給 危険物取扱者（丙種）
不問 (1)8時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-63-1311 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 3252811 就業場所

生活相談員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

191,000円～
256,000円

雇用期間の定めなし

ドコモショップスタッ
フ（角田店）

東北テレメディア開発
株式会社

宮城県仙台市若林区沖野２丁目５－５ 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

葬祭会館運営業務 株式会社　ほこだて仏光
堂

宮城県仙台市泉区朴沢字小原前２４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

生活相談員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

199,520円～
216,720円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

倉庫作業員 大昭倉庫　株式会社　仙
台営業所

宮城県名取市堀内字南１６１ 雇用・労災・健
康・厚生

148,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

葬祭事務 株式会社　ほこだて仏光
堂

宮城県仙台市泉区朴沢字小原前２４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

整復師 すとれんぐす接骨院 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大塚２５
－３－１０２

雇用・労災

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

美容師（アシスタン
ト）

株式会社　５ 宮城県柴田郡柴田町東舶迫ニ丁目１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

調理補助 株式会社　ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町新寺字山鳥２１５
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

156,240円～
208,320円

雇用期間の定めなし

店舗スタッフ（フルタイ
ム正社員／大河原町）

株式会社オーランド・オ
プチカル（眼鏡市場）

宮城県柴田郡大河原町字新東２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
199,000円

雇用期間の定めなし

(1)9時00分～21時00分
の間の８時間

ＮＣ自動旋盤、ＮＣ工作機械
による金属加工

和光技研工業　有限会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１番
地２０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

171,000円～
171,000円

雇用期間の定めなし

調理人 株式会社　ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町新寺字山鳥２１５
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

157,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

賃貸住宅営業 株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
300,000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）

配送員（灯油、軽油） やしろ商事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２ー４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ガソリンスタンドサー
ビススタッフ

やしろ商事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２ー４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

(1)7時30分～18時00分
の間の９時間程度

(1)7時30分～18時00分
の間の９時間程度
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日給 交替制あり 大型自動車第二種免許
不問

2
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-56785511 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～12時30分

2
人 TEL 022-392-2141 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-56820711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

64歳以下 (1)8時00分～10時00分

1
人 TEL 022-346-1021 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04010-56867011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)10時00分～15時00分

1
人 TEL 022-222-3007 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04010-56888811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
時給 交替制あり 看護師

59歳以下 (1)8時00分～15時00分 准看護師
(2)9時00分～16時00分

2
人 TEL 022-226-7151 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-56106411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 社会福祉士

不問 精神保健福祉士
介護支援専門員（ケアマネージャー）

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04010-55769411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり

不問 (1)9時30分～14時00分

2
人 TEL 0223-34-9239 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-55823411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

64歳以下 (1)7時45分～12時00分
(2)12時45分～16時45分

1
人 TEL 022-348-4757 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-55835911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～13時00分

(2)9時30分～14時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04040- 6607411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-2677 （従業員数 26人 ）

パート労働者 04050- 3294711 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)8時45分～18時45分 准看護師

(2)8時45分～12時45分

1 (3)9時45分～13時45分

人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3297511 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3299011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)16時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3300811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

1
人 TEL 0224-73-3777 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3273011 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 大型自動車第二種免許

65歳以下

3
人 TEL 0224-85-2060 （従業員数 69人 ）

パート労働者 04050- 3280411 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

18歳～59歳 (1)20時00分～7時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3282311 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00分

(2)9時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5711 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3268911 就業場所

眼科検査 油井眼科医院 宮城県角田市角田字牛舘５８ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

ホテルのナイトフロン
ト

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

1,000円～1,200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

857円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)6時40分～18時30分
の間の6時間以上

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

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分
の間の５時間以上

ホテル　フロント 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 労災

930円～930円
雇用期間の定めなし

ホテル　フロント 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

正・准看護師 医療法人　じん整形外科
クリニック

宮城県柴田郡大河原町字小島２６ 雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

部品検査 株式会社　太陽精密 宮城県柴田郡大河原町字西桜町２５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

860円～860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

860円～900円
雇用期間の定めなし

葬祭会館運営業務 株式会社　ほこだて仏光
堂

宮城県仙台市泉区朴沢字小原前２４－４ 労災

950円～950円
雇用期間の定めなし

クリーニング業務 株式会社　モーム 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字一里原１
７－１

労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生活相談員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,160円～1,260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９時間程度

准看護師・正看護師
［柴田郡柴田町］

有限会社　代替医療総合
研究所

宮城県仙台市青葉区宮町３丁目５－２０
ＫＥＮＳＥＩ－ＢＬＤＧ．２Ｆ

雇用・労災

1,150円～1,300円
雇用期間の定めなし

日常清掃員（柴田町） 株式会社　ユニテックス
仙台支店

宮城県仙台市青葉区二日町９－７　大木
青葉ビル６階

雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

日常清掃業務【柴田郡
柴田町】

株式会社　アーツ 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６－３
７
ＴＭ仙台ビル４階

労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

施設内の清掃・ベッドメ
イク業務（仙南ジェロン
トピア）

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

1,000円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

加入保険等 必要な免許資格

バス運転士（支援学
校）

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

1,083円～1,083円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)6時00分～17時00分
の間の６時間程度

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
不問 (1)8時30分～15時30分

2
人 TEL 0224-53-3111 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3269111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時20分～14時20分
(2)14時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-58-1328 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 3271511 就業場所

時給 美容師
不問 (1)9時30分～15時00分

2
人 TEL 0224-58-8655 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3255411 就業場所

時給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-4366 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3257311 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

65歳以下

1
人 TEL 0224-83-4818 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3281011 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

18歳以上

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 3245211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 日商簿記３級

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-8018 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3246511 就業場所

時給 危険物取扱者（丙種）

不問 (1)8時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-63-1311 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3253211 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3261511 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時30分～11時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3262411 就業場所 宮城県角田市

販売スタッフ：水産部
門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売スタッフ：畜産部
門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

配送員（灯油、軽油） やしろ商事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２ー４ 雇用・労災

900円～1,000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

875円～875円
雇用期間の定めなし

プロセスセンター（食
肉・デリカ）スタッフ

株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)2時00分～7時00分
の間の３時間以上

納品業務 有限会社　サカイダ工研 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼１５
１－２

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～12時00分
の間の３時間程度

事務員 株式会社　宮城金属 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新日の崎
１０９

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

美容師（アシスタン
ト）

株式会社　５ 宮城県柴田郡柴田町東舶迫ニ丁目１－６ 雇用・労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし

品出し、レジ業務 株式会社ツルハドラッグ
柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原
１９４ー１

雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

スクールサポーター
（緊急学校支援員）

宮城県大河原教育事務所 宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災

1,450円～1,450円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


