
 

 

令和３年２月 18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
不問 (1)9時00分～18時00分

1

人 TEL 0224-53-4390 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  614711 就業場所

日給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時30分

1

人 TEL 0224-79-3155 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  619011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

40歳以下 (1)9時00分～17時30分

1

人 TEL 0224-52-2127 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-  620911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 看護師

59歳以下 (1)8時25分～18時00分 准看護師
(2)8時25分～12時30分

1 (3)8時25分～16時00分

人 TEL 0224-63-2304 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  611611 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時25分～18時00分

(2)8時25分～12時30分
1 (3)8時25分～16時00分

人 TEL 0224-63-2304 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  612911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時15分～17時15分
1 (3)9時15分～18時15分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  613111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～16時30分
1

人 TEL 0224-72-1162 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050-  598611 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

30歳以下 (1)8時30分～17時30分

1

人 TEL 022-382-6771 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  599911 就業場所

日給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-51-4483 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  601011 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1

人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 154人 ）

正社員 04050-  602311 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-87-7536 （従業員数 0人 ）

正社員 04050-  603611 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

3

人 TEL 0224-52-0011 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  604911 就業場所

月給 小型移動式クレーン運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者
車両系建設機械

2 （整地・運搬・
人 TEL 0224-83-6882 （従業員数 7人 ） 積込用及び掘削用）

正社員 04050-  605111 就業場所 運転技能者
月給 １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2

人 TEL 0224-83-6882 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  606711 就業場所

月給 中型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-53-5075 （従業員数 18人 ）

正社員 04050-  607811 就業場所 宮城県角田市
時給 準中型自動車免許

59歳以下 (1)8時15分～17時10分 ８トン限定中型自動車免許

1

人 TEL 0224-55-4711 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050-  609511 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

3

人 TEL 0224-55-4711 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050-  610311 就業場所

組立・検査・出荷作業
員

ユーワ精巧　株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

133,980円～
146,160円

雇用期間の定めなし

配送員　兼　加工作業 ユーワ精巧　株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

133,980円～
162,400円

雇用期間の定めなし

運転手 有限会社　コーセイサー
ビス

宮城県柴田郡大河原町字沼１０８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

管理技術者（工事監
督）

有限会社　木村建設 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内４７ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター及び
土木作業員

有限会社　木村建設 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内４７ 雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

会計事務 株式会社　佐藤会計事務
所
佐藤税務会計事務所

宮城県柴田郡大河原町字緑町２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

配管工（配管、断熱材
取付等）

ＳＲＳ　株式会社 宮城県柴田郡川崎町大字前川字山長１１
－１

健康・厚生

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

製造（溶接、鋼材加
工・組立）

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転手
（平ボディー）

有限会社　猪股運送 宮城県柴田郡大河原町字山崎町２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

182,400円～
207,400円

雇用期間の定めなし

保冷剤の製造　兼
倉庫業務（荷受・出荷）

株式会社　アイスジャパ
ン　角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北３８８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

林業作業 丸森町森林組合 宮城県伊具郡丸森町字田町南１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

186,400円～
186,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

医療事務員 高山内科胃腸科医院 宮城県角田市角田字町２４３ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

看護師 高山内科胃腸科医院 宮城県角田市角田字町２４３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

営業 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・健
康・厚生

203,200円～
239,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 秋葉　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字丑ノ町１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,500円～
168,300円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

歯科助手 スエヒロデンタルクリ
ニック

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広４５－
１

雇用・労災・厚
生

170,000円～
190,000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 ２月 １８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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

月給
30歳以下 (1)8時45分～17時30分

1

人 TEL 0224-54-1611 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  586511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時00分～18時00分
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-86-5906 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050-  588011 就業場所 宮城県角田市
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

2

人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 134人 ）

正社員 04050-  590111 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-  591711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 看護師

(2)8時30分～17時30分 准看護師
1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  592811 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分
1

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050-  594511 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050-  596011 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分
1

人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  567711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

39歳以下 (1)9時00分～18時30分

1

人 TEL 0224-55-4025 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  568811 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

1

人 TEL 0224-55-4025 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  570011 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-52-1525 （従業員数 19人 ）

正社員 04050-  574111 就業場所

月給 臨床検査技師
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)8時30分～12時30分
1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  579411 就業場所

時給 大型自動車免許
59歳以下 ５時００分～１８時３０分の

間の８時間程度
1

人 TEL 0224-82-1123 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  583711 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1

人 TEL 0224-82-1123 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  587411 就業場所

月給 保育士
不問 ７時３０分～１９時１５分の

間の８時間程度
8

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 54人 ）

正社員以外 04050-  519811 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05分～17時05分

1

人 TEL 0224-63-1151 （従業員数 64人 ）

正社員 04050-  525111 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05分～17時05分

1

人 TEL 0224-63-1151 （従業員数 64人 ）

正社員 04050-  526711 就業場所 宮城県角田市

生産管理及び部門管理 株式会社　東北宮川製作
所

宮城県角田市横倉字明地１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

製造管理 株式会社　東北宮川製作
所

宮城県角田市横倉字明地１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

板金塗装・溶接工 有限会社　スタイル（Ｓ
ＴＹＬＥ）

宮城県柴田郡村田町小泉字竹ノ内１５９
－２

雇用・労災・健
康・厚生

144,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　スタイル（Ｓ
ＴＹＬＥ）

宮城県柴田郡村田町小泉字竹ノ内１５９
－２

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

臨床検査技師 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

し尿汲取、汚泥収集
運搬、浄化槽保守点検

有限会社宮城総合エンジ
ニア

宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 歯科ヒライ（平井丈斗） 宮城県柴田郡柴田町船岡東２－８－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

歯科アシスタント 歯科ヒライ（平井丈斗） 宮城県柴田郡柴田町船岡東２－８－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災・健
康・厚生

156,100円～
156,100円

雇用期間の定めなし

看護助手 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

141,100円～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

病院事務（人事係） 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）

保育士（院内保育園） 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

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

事務員 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

自動車用ボルト等の　　　自
動化機械での加工と　　検品
作業

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

介護職員 株式会社ジーマープル
小規模多機能型居宅介護
施設　さんさの里

宮城県角田市佐倉字小山東１８３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
171,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業アシスタント 株式会社　ＵＥＸ　東北
支店

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
３９

雇用・労災・健
康・厚生・財形

161,000円～
191,000円

雇用期間の定めなし

2



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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時05分～17時05分

1

人 TEL 0224-63-1151 （従業員数 64人 ）

正社員 04050-  527811 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 玉掛技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-87-7273 （従業員数 1人 ）

正社員 04050-  532911 就業場所

月給
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

1

人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  535811 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 ９時００分～２１時００分の

間の７時間程度
5

人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 141人 ）

正社員以外 04050-  537511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 介護支援専門員

66歳以下 (1)8時30分～17時30分 （ケアマネージャー）
(2)9時00分～18時00分

1

人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  539011 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

5

人 TEL 0224-75-2128 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  541111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

5

人 TEL 0224-75-2128 （従業員数 20人 ）

正社員 04050-  542711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-62-1937 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  543811 就業場所

日給 変形（1年単位） 車両系建設機械
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （整地・運搬・積込用

及び掘削用）
1 運転技能者

人 TEL 0224-62-1937 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  544211 就業場所

月給 美容師
不問 (1)8時30分～18時00分

(2)9時00分～17時00分
1

人 TEL 0224-63-3441 （従業員数 2人 ）

正社員 04050-  546411 就業場所

月給 交替制あり 調理師
不問 ７時１５分～１９時１５分の

間の８時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050-  549611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 歯科衛生士

59歳以下 (1)8時40分～18時20分

1

人 TEL 0224-52-3900 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  550811 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

(2)8時30分～17時30分
1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-  551211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分
2 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050-  552511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-  553411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050-  555311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)7時15分～16時15分

(2)8時30分～17時30分
1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員 04050-  556611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

介護員［桜寿苑］ 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

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［常盤園］ 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

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［常盤園］ 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

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

介護員［常盤園］ 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

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員［常盤園］ 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

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 さくら歯科 宮城県柴田郡大河原町字東新町６－９ 雇用・労災・厚
生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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・労災・健
康・厚生

160,100円～
160,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

美容師 有限会社　ウェーブ・
ウェーブ

宮城県角田市角田字柳町３０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
245,000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　高橋技工 宮城県角田市小田字釜ノ入４５ 雇用・労災・健
康・厚生

232,000円～
301,600円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　高橋技工 宮城県角田市小田字釜ノ入４５ 雇用・労災・健
康・厚生

185,600円～
232,000円

雇用期間の定めなし

解体土工その他 株式会社　美紀工業 宮城県伊具郡丸森町大張川張字河原田３
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

解体土工その他 株式会社　美紀工業 宮城県伊具郡丸森町大張川張字河原田３
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
253,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

172,160円～
223,000円

雇用期間の定めなし

水泳インストラクター 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・健
康・厚生

159,000円～
306,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

遺品整理業及び接客販
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

とびエ（見習可）及び
土エ

有限会社　柴崎建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字豊田１３
－１

雇用・健康・厚
生

221,000円～
309,400円

雇用期間の定めなし

生産管理 株式会社　東北宮川製作
所

宮城県角田市横倉字明地１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
230,000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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時15分～16時15分

(2)8時30分～17時30分
2 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050-  557911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)6時30分～15時30分

(2)9時30分～18時30分
1 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 39人 ）

正社員 04050-  558111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 39人 ）

正社員 04050-  559711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 39人 ）

正社員以外 04050-  560511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時00分～16時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

1 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-  561411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)7時00分～16時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

1 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 28人 ）

正社員以外 04050-  562011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)6時45分～15時45分

(2)8時30分～17時30分
1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-  563311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)6時30分～15時30分

(2)8時30分～17時30分
1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-  564611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分
3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050-  447811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
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)7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050-  448211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分
3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050-  450311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
年俸制 介護支援専門員

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 （ケアマネージャー）

1

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050-  451611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
時給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時30分
1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員以外 04050-  452911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 29人 ）

正社員 04050-  454711 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

1

人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  456211 就業場所

日給 変形（1年単位） 中型自動車免許
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 ８トン限定中型自動車免許

2

人 TEL 0224-57-2580 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-  457511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 玉掛技能者

36歳以下 (1)8時00分～17時00分 床上運転式クレーン限定運転士

大型自動車免許
2

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-  459011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

トラック運転手 東北新潟運輸株式会社
仙台南支店

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納１
９２

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～
183,600円

雇用期間の定めなし

自動車車検整備 協業組合　仙南車検セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡土手内３－１０
－２８

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

営業（ルート営業） 角田レミコン　株式会社 宮城県角田市角田字野田前９５ 雇用・労災・健
康・厚生

209,400円～
209,400円

雇用期間の定めなし

調理員 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

141,240円～
142,096円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

266,666円～
333,333円

雇用期間の定めなし

介護職（資格不問） 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

164,800円～
196,000円

雇用期間の定めなし

介護職（介護職員初任
者研修）

医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

166,900円～
198,000円

雇用期間の定めなし

介護職（介護福祉士） 医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

172,100円～
203,300円

雇用期間の定めなし

介護員［グループホー
ムつきのき］

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

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

介護員［グループホー
ムふなおか］

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

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［ケアホーム
ふなおか］

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

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［ケアホーム
ふなおか］

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

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［第二常盤
園］

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

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［第二常盤
園］

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

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

介護員［第二常盤園］ 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

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

介護員［桜寿苑］ 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

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

4



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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
大型自動車免許

2

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050-  460911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 保育士

不問 ７時１５分～１９時１５分の

間の８時間程度
4

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050-  464211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分
1

人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

正社員以外 04050-  465511 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～17時00分

1

人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 70人 ）

正社員 04050-  466411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-72-2261 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050-  467011 就業場所 厚生
時給

59歳以下 (1)8時50分～17時15分

3

人 TEL 0224-65-2187 （従業員数 22人 ）

正社員以外 04050-  468311 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 48人 ）

正社員 04050-  470811 就業場所

月給 変形（1年単位） 危険物取扱者（甲種）
59歳以下 ７時００分～２０時００分の 危険物取扱者（乙種）

間の８時間程度 危険物取扱者（丙種）
1

人 TEL 0224-84-2201 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  472511 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)7時45分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2

人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

正社員 04050-  473411 就業場所

日給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)7時45分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2

人 TEL 0224-63-2511 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050-  474011 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2

人 TEL 0224-56-1670 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-  475311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)7時55分～17時05分

(2)8時55分～18時05分
5 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員以外 04050-  476611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時55分～17時05分

(2)9時55分～19時05分
2 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員 04050-  477911 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時55分～18時05分

(2)19時55分～5時05分
2

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 14人 ）

正社員以外 04050-  478111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 歯科衛生士

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分
1

人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  480511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (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 0224-87-7866 （従業員数 20人 ）

正社員 04050-  481411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1年単位）

不問 ７時００分～２１時００分の

間の７時間以上
1

人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050-  482011 就業場所 宮城県柴田郡村田町

葬祭施行スタッフ（村
田町）

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

雇用・労災・健
康・厚生

136,910円～
136,910円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 認知症高齢者グループ
ホーム　ひまわりの郷　
［（株）岩沼インテリア
サービスの介護部門］

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１
３１－１

雇用・労災・健
康・厚生

142,760円～
142,760円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災・健
康・厚生

219,740円～
254,440円

雇用期間の定めなし

冷凍菓子製造 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

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食品製造職（角田市） 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

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

食品製造職 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ダンプ運転手 有限会社　ネットワーク
物流

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字川前５５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

278,400円～
371,200円

雇用期間の定めなし

土木作業員及び重機オ
ペレータ

日広建設　株式会社 宮城県角田市角田字錦町１４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

179,985円～
260,925円

雇用期間の定めなし

土木工事監督 日広建設　株式会社 宮城県角田市角田字錦町１４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
395,000円

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンドス
タッフ

有限会社　石井モーター
ス

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１９
－４

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

スチール家具塗装工 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

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

部品組立（半田付け） 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

126,844円～
138,375円

雇用期間の定めなし

鉄骨組立 株式会社　丸隆 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字薬師堂
６１番地２

雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
199,800円

雇用期間の定めなし

品質管理 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

産業看護職 山崎製パン　株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000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

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）

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

156,403円～
159,767円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

5



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。
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令和 ３年 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

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-  511511 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 車両系建設機械

（基礎工事用）運転技能者

1 車両系建設機械（整地

人 TEL 0224-87-8233 （従業員数 9人 ） ・運搬・積込用及び

正社員 04050-  512411 就業場所 掘削用）運転技能者

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

(2)7時15分～16時15分
2 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 39人 ）

正社員以外 04050-  514311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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00分
2

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050-  569211 就業場所

月給 変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 有機溶剤作業主任者

1

人 TEL 0224-83-4483 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  434311 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  437111 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  438711 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 二級建築士

一級建築士
1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  439811 就業場所

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 一級建築士

1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  440411 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  441011 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  442311 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1

人 TEL 0224-69-2221 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-  444911 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 0224-69-2221 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-  445111 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 玉掛技能者

59歳以下 (1)8時25分～17時15分 フォークリフト運転技能者

1

人 TEL 0224-55-1273 （従業員数 24人 ）

正社員 04050-  484611 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～16時45分

1

人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050-  485911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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-  488811 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-83-5903 （従業員数 41人 ）

正社員 04050-  492611 就業場所

建具設計業務 株式会社　東北スヤマ 宮城県柴田郡村田町小池３２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 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

技能職（検査） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

農薬製造 宇都宮化成工業株式会社
船岡工場

宮城県柴田郡柴田町船岡字滝沢１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

176,660円～
261,660円

雇用期間の定めなし

工業用ブラシ製造工 株式会社　錦仙台工場 宮城県角田市平貫字鴉南３３番地 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　錦仙台工場 宮城県角田市平貫字鴉南３３番地 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

二級土木施工管理士 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

335,000円～
430,000円

雇用期間の定めなし

建設作業員 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

229,000円～
274,800円

雇用期間の定めなし

一級建築施工管理士・
建築士

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

360,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

二級建築施工管理士・
建築士

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

330,000円～
430,000円

雇用期間の定めなし

保守メンテナンス 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

一級土木施工管理士 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

360,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

総合設備技術 三丸化学　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘１
２番地の１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,500円～
254,400円

雇用期間の定めなし

准看護師 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

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

介護員［第二常盤園］ 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

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型ダンプ運転手 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

251,900円～
297,700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

251,900円～
297,700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。
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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 ３年 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
64歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時45分～18時45分
1 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 0224-58-2812 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  493911 就業場所

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
64歳以下 (1)9時00分～17時00分 大型自動車免許

二級自動車整備士
2

人 TEL 0224-63-2541 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  494111 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

1

人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  495711 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00分～17時30分

1

人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  496811 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00分～17時30分

1

人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  497211 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)16時00分～9時00分
3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050-  499411 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（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050-  502211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

(2)10時45分～19時45分

2 (3)16時00分～9時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050-  503511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

(2)10時45分～19時45分

3 (3)16時00分～9時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050-  504411 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分
5 (3)9時00分～17時30分

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 76人 ）

正社員以外 04050-  513011 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

(2)8時30分～17時30分
4 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-58-3443 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050-  572611 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)8時30分～17時50分

1

人 TEL 0224-83-5557 （従業員数 54人 ）

正社員 04050-  367811 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） ２級土木施工管理技士

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

2

人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  368211 就業場所

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00分 床上操作式クレーン運転技能者

1

人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-  371611 就業場所

日給 変形（1年単位） 車両系建設機械
59歳以下 (1)7時30分～17時00分 （整地・運搬

・積込用
1 及び掘削用）

人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ） 運転技能者
正社員 04050-  373111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

月給 交替制あり
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-  374711 就業場所 宮城県岩沼市
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分
2

人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  383811 就業場所

准看護師 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

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

238,700円～
303,800円

雇用期間の定めなし

石材加工 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木技術者 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

メッキ作業員 東邦メッキ　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘３
１番２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,400円～
192,400円

雇用期間の定めなし

生活支援員 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

154,080円～
154,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キャディ 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

177,724円～
190,224円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
215,000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）

ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

介護員（資格なし） 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

144,840円～
178,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

板金職 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

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

土木職 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

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

設備職 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

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備 有限会社　角田第一自動
車

宮城県角田市角田字中島下５３４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護員 有限会社　朋悠生活研究
舎　グループホームゆう
柴田

宮城県柴田郡柴田町剣崎２丁目４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
170,000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
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令和 ３年 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

月給 危険物取扱者（乙種）
不問 ７時００分～２０時００分の

間の８時間程度
3

人 TEL 0224-53-2331 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050-  384211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 三級自動車整備士

不問 ９時００分～２０時００分の 二級自動車整備士
間の８時間

2

人 TEL 0224-53-2331 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  385511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

20歳～59歳 (1)6時30分～21時00分

2

人 TEL 0224-87-2011 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  387011 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  388311 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050-  390811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 ６時１５分～１９時４５分の

間の８時間
1

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050-  391211 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  392511 就業場所

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)7時50分～17時00分

1

人 TEL 0224-84-4046 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  393411 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

2

人 TEL 0224-72-1847 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  396611 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-51-9916 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  398111 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-58-7561 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  399711 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  400611 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

1

人 TEL 0224-72-2113 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04050-  401911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
(2)10時30分～19時00分

1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  404811 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-62-5757 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  408011 就業場所

月給 変形（1年単位）
42歳以下 (1)8時20分～17時00分

(2)16時50分～1時15分
1 (3)0時45分～8時35分

人 TEL 0244-36-0111 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  410111 就業場所 宮城県角田市
月給 作業療法士

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  411711 就業場所

作業療法士 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

電子部品の組立設備の
メンテナンス作業

株式会社　アリーナ　角
田事業所

宮城県角田市角田字西田６－１
アルプスアルパイン株式会社　角田工場
内

雇用・労災・健
康・厚生

163,920円～
188,000円

雇用期間の定めなし

現場管理補助 仙南工業　株式会社 宮城県角田市佐倉字小山５８－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

172,000円～
232,000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

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

労務作業補助（牛の飼
育）

農事組合法人　丸森町酪
農振興組合

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋１２０（丸森
町役場　農林課内）

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）

基礎工事、外構工事作
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

231,000円～
300,300円

雇用期間の定めなし

通信設備、電気工事作
業員

有限会社　ハヤマテック 宮城県柴田郡柴田町大字成田字舘山１２ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

森林整備作業員 仙南中央森林組合 宮城県角田市毛萱字堂ノ入８８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
222,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

外壁工事作業員 株式会社　スタイル 宮城県伊具郡丸森町字銀杏２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

256,800円～
428,000円

雇用期間の定めなし

木質チップ製造　兼
製材作業補助員

有限会社　米澤製材所 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字前坂９ 雇用・労災・健
康・厚生

200,100円～
200,100円

雇用期間の定めなし

土工・一般作業員 有限会社　三田工業 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新舘前１
３８番地

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

車両運行　設備管理・
営繕

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

160,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

203,500円～
260,000円

雇用期間の定めなし

舗装工事管理業務　又は
一般土木工事管理業務
（２級）

株式会社　大慎組 宮城県柴田郡村田町大字村田字二月田１
０－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

客室係 株式会社　不忘閣 宮城県柴田郡川崎町青根温泉１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
217,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備士 株式会社　センナンエネ
ルギー

宮城県柴田郡大河原町字東原町１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
220,000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 株式会社　センナンエネ
ルギー

宮城県柴田郡大河原町字東原町１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分
1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  412811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分
1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  413211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  414511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分
2

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  415411 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00分

(2)16時30分～9時00分
2

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  416011 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時30分

1

人 TEL 0224-75-2117 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-  424411 就業場所

建築大工 株式会社　伊藤工務店 宮城県伊具郡丸森町大張川張字腰当１４
－２

雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
260,400円

雇用期間の定めなし

准看護師（病棟） 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

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

看護師（病棟） 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

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

看護師（人工透析室） 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

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

看護師（外来） 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

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来） 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

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし
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時給
不問 (1)8時30分～14時55分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050-  615811 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時30分

(2)13時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  616211 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  617511 就業場所

時給 保育士
不問 (1)13時00分～17時00分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  618411 就業場所

時給
不問 (1)7時55分～17時05分

3
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-  597311 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)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050-  600411 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時00分～15時15分

3
人 TEL 0224-55-4711 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050-  608211 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～10時15分

(2)15時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 93人 ）

パート労働者 04050-  593211 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-87-6846 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  576811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 ８時３０分～１７時１５分の

間の７時間程度
1

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  578511 就業場所 宮城県角田市
時給 保育士

不問 (1)12時30分～17時00分 作業療法士
(2)12時30分～17時30分 理学療法士

1 (3)13時00分～18時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050-  580611 就業場所

時給
不問 ８時３０分～１７時００分の

間の３時間程度
1

人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  584811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 介護福祉士

不問 ８時００分～１６時３０分の 介護職員初任者研修修了者

間の４時間程度
2

人 TEL 0224-52-5118 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  585211 就業場所

時給 幼稚園教諭免許
不問 ８時００分～１９時１５分の （専修・１種・２種）

間の５時間程度 小学校教諭免許
8 （専修・１種・２種）

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 20人 ） 保育士
パート労働者 04050-  518711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

時給 保育士
不問 ７時３０分～１９時１５分の

間の６時間程度
18

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04050-  520411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 ８時００分～１９時１５分の

間の５時間程度
6

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  521011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 ８時００分～１９時１５分の

間の２時間程度
2

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  522311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

児童館清掃員　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）

児童厚生員補助
［船岡放課後クラブ］
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）

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

労災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童厚生員
［船岡放課後クラブ］
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）

介護員 合同会社　ウェルネスケ
ア　きずな

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字町８１－
１

雇用・労災

850円～900円
雇用期間の定めなし

経理事務 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

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

作業療法士 理学療法士
言語聴覚士 保育士

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～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

角田市自治センター主
事

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,047円～1,234円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護用品クリーニング
作業

株式会社　ドリーム 宮城県柴田郡柴田町剣崎１丁目２－１ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めなし

送迎・ケアドライバー
（ゆうゆうホーム）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

組立・検査・出荷作業
員

ユーワ精巧　株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－４ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めなし

漬物製造工員 豊屋食品工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

雇用・労災・健
康・厚生

830円～830円
雇用期間の定めなし

食品製造 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 労災

850円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 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 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～1,200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

875円～1,000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

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

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

◎ 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 ２月 １８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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

時給 保育士
不問 (1)14時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-8747 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  523611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時30分～16時00分

2
人 TEL 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  533111 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 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  534711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 ９時００分～２０時００分の

間の４時間程度
1

人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  536211 就業場所

時給
不問 ９時００分～１８時３０分の

間の４時間以上
1

人 TEL 0224-63-1395 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-  540911 就業場所 宮城県角田市
時給 美容師

不問 ８時３０分～１８時００分の

間の７時間程度
1

人 TEL 0224-63-3441 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-  545511 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  419911 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～16時30分

2
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 76人 ）

パート労働者 04050-  575711 就業場所

時給 交替制あり 准看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  420711 就業場所

時給 臨床検査技師
不問 (1)8時30分～12時30分

(2)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  421811 就業場所

時給 交替制あり 保育士
不問 ７時３０分～１９時１５分の

間の２時間以上
9

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  449511 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

3
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  453111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050-  455811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  458411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 ７時３０分～１９時１５分の

間の２時間以上
9

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050-  461111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050-  469611 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～16時30分 准看護師

(2)8時30分～14時30分

1
人 TEL 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  471211 就業場所 宮城県角田市

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

1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　豊和会
地域密着型特別養護老人
ホーム　そよかぜ

宮城県伊具郡丸森町金山字長根６３－１ 雇用・労災

1,300円～1,500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）

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

営業事務 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

雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

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

雇用・公災

897円～897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）

臨床検査技師 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師（人工透析
室）

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

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ハウス管理 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（人工透析室） 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

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

美容師 有限会社　ウェーブ・
ウェーブ

宮城県角田市角田字柳町３０－２ 雇用・労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

生花の販売、接客、製
作、配達

株式会社　フラワーズ 宮城県角田市角田字田町８２－１４ 雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

遺品整理業及び接客販
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 労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

フロアスタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災・健
康・厚生

840円～840円
雇用期間の定めなし

フロアスタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災

840円～840円
雇用期間の定めなし

保育士 株式会社　ＫＭＴ 宮城県柴田郡柴田町槻木上町３丁目２－
１５

労災

1,080円～1,080円
雇用期間の定めなし
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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 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

時給 歯科衛生士
59歳以下 ８時３０分～１８時００分の

間の３時間程度
1

人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-  479711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 ９時３０分～１８時３０分の

間の６時間以上
1

人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  483311 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-52-6111 （従業員数 258人 ）

パート労働者 04050-  489211 就業場所

時給
不問 ８時００分～１９時１５分の

間の３時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  505011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 幼稚園教諭免許

不問 ８時００分～１９時１５分の （専修・１種・２種）

間の６時間程度 小学校教諭免許
4 （専修・１種・２種）

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 11人 ） 保育士
パート労働者 04050-  509111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

時給
不問 ８時００分～１９時１５分の

間の６時間程度
3

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  510211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 090-7019-5973 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  515611 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

2
人 TEL 090-7019-5973 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  516911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)5時30分～10時30分
(2)16時00分～21時30分

5 (3)8時30分～14時30分

人 TEL 0224-58-3443 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050-  573911 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 ８時００分～１７時００分の

間の５時間程度
1

人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  436911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1457 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  443611 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
59歳以下 ９時００分～１７時００分の （ケアマネージャー）

間の５時間以上
1

人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  490011 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～7時59分

2
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  491311 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 ７時００分～１９時００分の 介護職員実務者研修修了者

間の３時間以上
3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

パート労働者 04050-  500711 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

不問 ９時００分～１７時００分の

間の４時間以上
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

パート労働者 04050-  501811 就業場所

月給
不問 (1)8時45分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 78人 ）

パート労働者 04050-  506311 就業場所

月給 社会福祉士
不問 (1)8時45分～17時00分 精神保健福祉士

2
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 78人 ）

パート労働者 04050-  507611 就業場所

生活保護面接相談員
（会計年度任用職員）

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・公災・健
康・厚生

991円～991円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

獣疫衛生技術員（会計
年度任用職員）

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・公災・健
康・厚生

911円～911円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 株式会社グリーン企画
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

1,000円～1,100円
雇用期間の定めなし

ケアマネージャー 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

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし

ＣＡＤオペレーター 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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

世話人 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

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パン製造・販売 株式会社まんま亭 宮城県伊具郡丸森町字町東６９ 労災

830円～850円
雇用期間の定めなし

接客スタッフ 株式会社まんま亭 宮城県伊具郡丸森町字町東６９ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

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

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

労災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

光ファイバーケーブル
コードの切分端末加工、
検査、梱包業務

昭和電線ケーブルシステ
ム　株式会社仙台事業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

一般事務、経理、庶務
事務員

合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災

900円～1,125円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災

1,200円～1,200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。
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令和 ３年 ２月 １８日発行

ハローワーク大河原

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 78人 ）

パート労働者 04050-  508911 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  372911 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 １５時００分～２０時００分の

間の４時間
2

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  375811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050-  376211 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)13時00分～17時00分

(2)17時00分～20時00分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050-  377511 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050-  378411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 幼稚園教諭免許

不問 ８時００分～１９時１５分の （専修・１種・２種）

間の５時間程度 小学校教諭免許
7 （専修・１種・２種）

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ） 保育士
パート労働者 04050-  389611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

時給
不問 ８時００分～１９時１５分の

間の５時間程度
3

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  394011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 ７時４５分～１２時００分の

間の３時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  397911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 ８時００分～１９時１５分の

間の５時間程度
3

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  402111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

59歳以下 (1)14時30分～18時00分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-87-8750 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  403711 就業場所

時給
不問 (1)14時30分～19時30分

(2)8時30分～13時30分

1
人 TEL 0224-61-1212 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050-  405211 就業場所

時給 幼稚園教諭免許
不問 ８時００分～１９時１５分の （専修・１種・２種）

間の５時間程度 小学校教諭免許
12 （専修・１種・２種）

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ） 保育士
パート労働者 04050-  406511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

時給
不問 ７時３０分～１１時００分の

間の３時間程度
2

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  407411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時30分～14時30分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050-  409311 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 ８時３０分～１７時００分の

間の４時間程度
2

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  417311 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  418611 就業場所

看護師（外来） 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 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（病棟） 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 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

弁当の調理 合同会社　あぐりっとか
くだ

宮城県角田市毛萱字舘下１１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～850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）

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

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎運転手 株式会社フクシ・エン
タープライズ　角田市屋
内温水プール

宮城県角田市枝野字青木１５５－７５ 雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

看護師 いのまた胃と腸・内科ク
リニック

宮城県柴田郡柴田町槻木上町２丁目７－
２５

雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

児童厚生員補助
［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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童館清掃員
［槻木児童館］
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）

児童厚生員補助
［槻木放課後クラブ］
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）

児童厚生員
［槻木放課後クラブ］
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）

鮮魚加工［村田店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

レジ係（４Ｈ程度）
［村田店］

株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

惣菜加工［村田店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

レジ係［本店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

清掃員 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

825円～1,000円
雇用期間の定めなし

ＰＣＢ廃棄物適正処理
推進員

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,434円～1,434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 


