
 

 

令和３年 4月 1５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 

 



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 0224-63-5414 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1261111 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 ８時００分～１９時００分の

間の８時間程度
1

人 TEL 0224-53-1551 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1262711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
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- 1264211 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1265511 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1266411 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1267011 就業場所

日給 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-65-2696 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1268311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （ケアマネージャー）

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1269611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 プレス機械作業主任者

不問 (1)8時00分～17時00分 有機溶剤作業主任者

1
人 TEL 0224-51-9371 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1270811 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 022-486-2437 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1243611 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

(2)7時30分～16時30分

3
人 TEL 0224-84-4422 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 1244911 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
不問 (1)4時00分～12時00分 ８トン限定中型自動車免許

(2)16時00分～0時00分

2
人 TEL 0224-87-8580 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 1245111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分

1 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1247811 就業場所

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- 1248211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員 04050- 1249511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1250311 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1251611 就業場所

看護師 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

165,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

正看護師 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

208,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

病院事務（正職員） 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

141,100円～
230,000円

雇用期間の定めなし

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

介護員 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

149,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

冷凍車の運転手 株式会社　ティーエムラ
イン

宮城県角田市江尻字巻向１３６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

森林作業員 川崎町　森林組合 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原２１
－１

雇用・労災・健
康・厚生

193,800円～
262,200円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　佐藤土木 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字元南田１
０１－２

雇用・労災・健
康・厚生

206,100円～
229,000円

雇用期間の定めなし

部品加工兼現場管理 タスケマン　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字下田辺４０－
９

雇用・労災・健
康・厚生

174,660円～
174,660円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員
（柴田介護支援センター）

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

167,600円～
210,440円

雇用期間の定めなし

場内作業員 有限会社　よろづや 宮城県角田市笠島字雁坊１２－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

技能職（フライス、研
磨、ワイヤー）

株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（旋盤工） 株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（マシニング） 株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

営業事務 株式会社　ワカキ 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

営業事務・経理事務 株式会社　渋良建材店 宮城県柴田郡大河原町字新南６７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000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

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

230,000円～
300,000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 3年 4月 15日発行

ハローワーク大河原
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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 4月 15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30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1252911 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)8時30分～17時30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1253111 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)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1254711 就業場所

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 介護福祉士

その他の福祉・
1 介護関係資格

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1255811 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） その他の医療・

不問 (1)8時30分～17時30分 保健衛生関係資格
(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1256211 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1257511 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)6時00分～14時55分
(2)14時45分～23時40分

2
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 134人 ）

正社員 04050- 1258411 就業場所

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

3
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 134人 ）

正社員 04050- 1259011 就業場所

日給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-87-6820 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1260911 就業場所

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-3011 （従業員数 37人 ）

正社員 04050- 1220711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 保育士

59歳以下 ７時１５分～１９時００分の

間の８時間
1

人 TEL 022-253-6947 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1222211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 社会福祉士

65歳以下 (1)9時00分～18時00分 保育士
精神保健福祉士

3
人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1227611 就業場所

月給
65歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1228911 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時30分～18時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 1230211 就業場所

月給 保育士
65歳以下 (1)9時00分～18時00分 精神保健福祉士

社会福祉士
3

人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1231511 就業場所

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 20人 ）

正社員 04050- 1233011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)5時40分～14時40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- 1235611 就業場所

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

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

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

児童指導員 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

職業指導員兼児童指導
員

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

児童発達支援管理責任
者

ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

保育士 株式会社ウイル 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字久根添６
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

袋の製造機オペレー
ター

サンアイパック株式会社
仙台エ場

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣１
２５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

サッシ組立工（溶接に
よる）

有限会社　笠松鋼業 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納１
８８－１

雇用・労災・健
康・厚生

174,800円～
174,800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

183,000円～
204,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品の磁粉探傷
検査及び梱包

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

183,000円～
204,000円

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営業
務（店長候補）

イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

メディカルクラーク 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～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

支援相談員（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 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

正看護師 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

208,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 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

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（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 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
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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 4月 15日発行

ハローワーク大河原

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６時間以上
5

人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 1237111 就業場所

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
不問 ８時３０分～１８時３０分の 自動車検査員

間の７時間以上
1

人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 1203711 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

不問 ８時３０分～１８時３０分の 自動車検査員
間の７時間以上

1
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 1204811 就業場所 宮城県角田市
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- 1205211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時50分～17時15分

5
人 TEL 0224-65-2187 （従業員数 22人 ）

正社員以外 04050- 1208011 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 玉掛技能者

40歳以下 (1)8時00分～17時00分 ガス溶接技能者

1
人 TEL 0224-69-2307 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1209311 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

1
人 TEL 0224-51-8018 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1210111 就業場所

月給 変形（1年単位）
64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- 1215411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

64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- 1216011 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員以外 04050- 1185511 就業場所 宮城県角田市
日給 ８トン限定中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-66-4042 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1186411 就業場所 宮城県岩沼市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04050- 1187011 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 5人 ）

正社員 04050- 1189611 就業場所 宮城県角田市
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-66-4606 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1190811 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-51-1100 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1191211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 40人 ）

正社員 04050- 1192511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員

59歳以下 (1)9時00分～18時00分 （ケアマネージャー）
(2)18時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 65人 ）

正社員 04050- 1193411 就業場所 宮城県角田市

介護支援専門員 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,500円～
236,000円

雇用期間の定めなし

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

159,800円～
209,800円

雇用期間の定めなし

営業［大河原］ 株式会社モトキ　ドコモ
事業部

宮城県柴田郡大河原町字新南５９番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

消防設備点検施工 株式会社　さいとう設備 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３番地２
０

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
230,000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

介護職員 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

タイヤ回収、入出庫作
業員

桜国際貿易株式会社　タ
イヤショップ桜

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字上川原７
５－７

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
252,000円

雇用期間の定めなし

物流管理　［管理職候
補］

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

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

160,000円～
300,000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

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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・健
康・厚生

245,850円～
260,750円

雇用期間の定めなし

配管工（見習） 株式会社　フジ管工事 宮城県角田市坂津田字寒風沢１０８ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

配線加工 有限会社東幸電子 宮城県角田市毛萱字勝善５４ 雇用・労災・健
康・厚生

130,688円～
138,375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

自動車整備士［角田
市］

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

雇用・労災・健
康・厚生

135,051円～
135,051円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車整備士［角田
市］

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

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）

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

150,000円～
400,000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。

◎ 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 4月 15日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-4759 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 1195311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護職員実務者研修修了者

(2)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 60人 ）

正社員 04050- 1197911 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 型枠支保工の組立て等作業主任者

1
人 TEL 0224-72-6325 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 1198111 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-6325 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 1199711 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-83-2167 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1214511 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00分～17時30分 大型自動車免許

(2)5時40分～14時40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- 1236９11 就業場所

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

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

建築板金工 有限会社　大沼板金工業 宮城県柴田郡村田町大字村田字末広町１
６

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工見習い 株式会社　石部工務店 宮城県伊具郡丸森町字高松３６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

186,400円～
233,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 株式会社　石部工務店 宮城県伊具郡丸森町字高松３６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

279,600円～
372,800円

雇用期間の定めなし

介護員 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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
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時給
20歳以上 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1263811 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～14時00分

(2)9時00分～15時00分

1 (3)10時00分～16時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1225011 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～14時00分

(2)9時00分～15時00分

1 (3)10時00分～16時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1226311 就業場所

時給 社会福祉士
65歳以下 ９時００分～１８時００分の 保育士

間の４時間以上 精神保健福祉士
2

人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1229111 就業場所

時給 保育士
65歳以下 ９時００分～１８時００分の 精神保健福祉士

間の４時間以上 社会福祉士
2

人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1232411 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時15分

(2)11時00分～20時15分

1
人 TEL 0224-55-3939 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1234311 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 60人 ）

パート労働者 04050- 1238711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

5
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 1239811 就業場所

時給 保健師
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 350人 ）

パート労働者 04050- 1240411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 歯科衛生士

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 350人 ）

パート労働者 04050- 1241011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 保育士

不問 (1)7時30分～11時30分
(2)15時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-6195 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1242311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 看護師

不問 (1)8時30分～12時00分 准看護師

1
人 TEL 0224-53-5151 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1206511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 ７時３０分～１９時１５分の

間の６時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04050- 1211711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 ８時３０分～１７時３０分の

間の４時間以上
1

人 TEL 0224-62-2142 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 1217311 就業場所

時給
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 5人 ）

パート労働者 04050- 1188311 就業場所

日給
20歳以上 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1194011 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1200611 就業場所 宮城県角田市

加入保険等 必要な免許資格

清掃員 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

825円～825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

児童指導員 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

925円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

障害者（児）支援員 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

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童指導員 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

900円～900円
雇用期間の定めなし

児童指導員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

店舗夜間管理者（短時
間勤務）

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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

工場構内作業員 株式会社　国分商会　東
北支店

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１７

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保健師［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）

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

保育士 羽應　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南７９－２ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

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

雇用・労災

1,223円～1,223円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［船岡保育所］ 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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 さくら内科消化器科 宮城県柴田郡大河原町字住吉町１１－１ 雇用・労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし

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

ミシン縫製工 有限会社　あらかわ洋裁 宮城県角田市角田字旭町２８－３ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生

825円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２
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ハローワーク大河原
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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 4月 15日発行

ハローワーク大河原

時給 保育士
不問 ７時３０分～１９時１５分の

間の６時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04050- 1201911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)11時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 1202111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

スクールサポートス
タッフ

大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 雇用・労災

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］ 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

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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◆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 


