
令和 4 年 11 月 24 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（11 月 16 日～11 月 21 日分） 

 

※  求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

  

ハローワーク大河原 

 

求人情報 

コムズ 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



  

 

●ハローワーク大河原で受理した直

近の１週間の求人を掲載！ 
 

●既に採用済み無効求人を掲載して

いる場合や、スペースの都合上、受

付したすべての求人の掲載はしてお

りませんのでご了承ください 

 

 

 

●阿武隈急行角田駅●角田市役所 

●大河原町役場  ●村田町役場 

●柴田町役場   ●川崎町役場 

●丸森町役場 

※各役場HPに掲載しています 

角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎

町・丸森町・白石市・蔵王町・七ヶ宿町 

配 布 場 所 求人情報誌コムズ 

求人内容について詳細を確認、相談希望、応募してみたい方は 

ハローワーク大河原へ！ 
  
電話０２２４－５３－１０４２ 

ハローワークの利用時間８時３０分～１７時１５分 

（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁） 

 

●ハローワークの求人に応募される場合にはハローワークの発行する

紹介状が必要です。応募前に必ず紹介状の交付を受けてください 

 

 

ハローワークで受理した求人はハローワークインター

ネットサービスで検索できます

←くわしくはこちらへ

求職者マイページを開設してみませんか？

開設すると求人検索条件を保存や、お気に入りとしての

保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-3970 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 3555121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

64歳以下 (1)8時50分～18時30分

1
人 TEL 0224-52-2533 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3557721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時50分～18時30分

1
人 TEL 0224-52-2533 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3558821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

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

1
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 3560621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
34歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-2340 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3562121 就業場所

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
2 (3)0時30分～8時45分

人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 3563021 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
(2)16時30分～0時45分

4 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 3564721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）

18歳以上 (1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-83-4544 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 3567521 就業場所

日給 変形（1年単位） 中型自動車免許
不問 (1)7時00分～16時00分 ８トン限定中型自動車免許

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3548021 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3549721 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3550521 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～16時45分

3
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 80人 ）

正社員 04050- 3551421 就業場所 拠出
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

3
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050- 3552321 就業場所 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時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 ）

正社員以外 04050- 3519421 就業場所 宮城県角田市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-2770 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3520921 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-86-3191 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 3521121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時20分

1
人 TEL 0224-33-4773 （従業員数 3人 ）

正社員 04051- 1722321 就業場所 宮城県角田市

工場内作業員（重機オ
ペレーター）

株式会社ジェーエーシー
蔵王資源リサイクル工場

宮城県刈田郡蔵王町大字小村崎字山崎１
４－１

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

森林整備作業員 株式会社　セブンフォレ
スト

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄１丁目２－
２　タウンコートＣ

雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
217,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（解
体用）運転技能者

測量技術者 株式会社　星測量設計 宮城県角田市角田字大町９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

192,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

介護員（介護職員初任
者研修）

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

152,640円～
203,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

アルミ鋳造オペレー
ター

光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

187,804円～
250,405円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

アルミ鋳造オペレー
ター（正社員）

光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

208,671円～
281,706円

雇用期間の定めなし

１０ｔトラック運転手 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

276,000円～
345,000円

雇用期間の定めなし

１０ｔトラック運転手 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

276,000円～
345,000円

雇用期間の定めなし

４ｔ冷凍車運転手 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
276,000円

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド店員 株式会社ＥＮＥＯＳウイ
 ング

東北道菅生ＰＡ上りサー
ビスステーション

宮城県柴田郡村田町大字菅生字大門岫１ 雇用・労災・健
康・厚生

189,200円～
206,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

倉庫内物流作業（フォー
クリフト作業員）

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

183,000円～
223,000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

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

183,000円～
223,000円

雇用期間の定めなし

【未経験者の方歓迎】土木
施工監督補助（工事現場支
援業務）

株式会社　四保工務店 宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

看護師、准看護師 医療法人　社団　北杜会
船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－
１６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 後藤歯科医院 宮城県柴田郡大河原町字幸町８－２３ 雇用・労災・健
康

165,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 後藤歯科医院 宮城県柴田郡大河原町字幸町８－２３ 雇用・労災・健
康

196,000円～
201,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

土木作業員 有限会社　加藤土建 宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,700円～
245,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 11月 24日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 11月 24日発行

ハローワーク大河原

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-69477721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-69478821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 医療事務資格

59歳以下 (1)8時15分～17時30分

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

正社員 04010-69500421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時30分

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 79人 ）

正社員 04010-69502621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～62歳 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～8時59分

5 (3)22時30分～7時30分
人 TEL 023-686-9810 （従業員数 143人 ）

正社員 06010-23120621 就業場所 山形市・村田町 拠出・給付
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

2
人 TEL 045-822-5361 （従業員数 9人 ）

正社員 14010-56222721 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45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-13583521 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-13584421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-13587921 就業場所 宮城県柴田郡村田町 拠出
月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士

59歳以下 (1)8時20分～17時00分 第二種電気工事士
１級管工事施工管理技士

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 59人 ）

正社員 04040- 6999721 就業場所 宮城県角田市
月給

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 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3510321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3512921 就業場所

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

2
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 3513121 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)9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

2 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 21人 ）

正社員以外 04050- 3514021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-53-0294 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050- 3517221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 049-297-4611 （従業員数 12人 ）

正社員 11041- 4178921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

１０ｔダンプ運転手
（宮城県柴田郡）

株式会社テクノアール 埼玉県比企郡川島町大字中山１９１２－
２

雇用・労災・健
康・厚生

237,600円～
259,200円

雇用期間の定めなし

障害者通所施設の生活
支援員

社会福祉法人　大河原町
社会福祉協議会

宮城県柴田郡大河原町字南６９ 雇用・労災・健
康・厚生

129,077円～
129,077円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フロアスタッフ（おおが
わら天然温泉いい湯内）

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

155,520円～
207,360円

雇用期間の定めなし

調理人（おおがわら天
然温泉いい湯内）

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

企画・事務（広報） 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

介護支援専門員 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

185,000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）

施設管理業務他（正社員／
角田サービスセンター）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転手 株式会社　ミナト 神奈川県横浜市港南区下永谷３－３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

214,535円～
305,713円

雇用期間の定めなし

収受職【寒河江・山形蔵
王・天童・山形上山・笹谷
のいずれか

株式会社　ネクスコ・
トール東北　山形事業部

山形県山形市千石９１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,800円～
178,400円

雇用期間の定めなし

介護職（介護老人保健施
設さくらの杜・通所）

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

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

一般事務兼医療（介護）
事務／大河原町広表

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

192,960円～
223,050円

雇用期間の定めなし

メディカルクラーク
（医療事務技能審
査）

警備員［大河原町近
辺］

都市環境整美　株式会社
仙台センター　警備事業
部

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

194,400円～
241,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員［柴田町近辺］ 都市環境整美　株式会社
仙台センター　警備事業
部

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

194,400円～
241,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



時給 労災
不問 (1)15時00分～19時00分

2
人 TEL 022-232-7329 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-69772921 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
の間の４時間

1
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-69407921 就業場所 宮城県角田市
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
の間の２～５時間 介護福祉士

2
人 TEL 0224-62-3607 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3556021 就業場所 宮城県角田市
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- 3559221 就業場所

時給 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 ２級土木施工管理技士

の間の6時間程度
1

人 TEL 0224-54-2340 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3561921 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3565821 就業場所 宮城県角田市
時給 労災 危険物取扱者（乙種）

不問 (1)8時00分～19時00分
の間の5～6時間程度

1
人 TEL 0224-83-4544 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3566221 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

の間の4～8時間程度
1

人 TEL 0224-62-2142 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3568421 就業場所

時給 労災 看護師
59歳以下 (1)14時30分～18時30分 准看護師

(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-86-3329 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3569321 就業場所

時給 日商簿記３級
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

の間の6時間程度
1

人 TEL 0224-54-2340 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3522021 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

の間の７～８時間程度
1

人 TEL 0224-52-3000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3524821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位） 労災

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
の間の4時間程度

2
人 TEL 0224-79-3137 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3543421 就業場所

時給
不問 (1)7時45分～16時45分

1
人 TEL 0224-53-1260 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3547121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)15時00分～19時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04040- 6998021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 4149521 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 4150321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04040- 6992521 就業場所 宮城県角田市

ケアマネージャー 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,500円～2,000円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

倉庫員（柴田町） 株式会社　ビー・アイ運
送

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目１－４
５

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

※　労働契約が
週２０時間以上
となる場合は雇
用保険に加入

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

スクールバス運転手 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

訪問介護ヘルパー 有限会社　かくだ介護セ
ンター

宮城県角田市梶賀字高畑北１５４ 雇用・労災

885円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ 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

890円～890円
雇用期間の定めなし

土木施工監督（工事現
場支援業務）

株式会社　四保工務店 宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

1,500円～1,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

883円～883円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド店員 株式会社ＥＮＥＯＳウイ
 ング

東北道菅生ＰＡ上りサー
ビスステーション

宮城県柴田郡村田町大字菅生字大門岫１

1,100円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
となる場合は雇
用保険に加入

経理、庶務事務 株式会社　四保工務店 宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,000円
雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　京愛会 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
７

1,300円～1,400円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
となる場合は雇
用保険に加入

オペレーター 株式会社　佐藤製作所 宮城県伊具郡丸森町大内字堰場５８

900円～900円
雇用期間の定めなし

菓子販売（新工場直売
店）

株式会社　菓匠三全 宮城県柴田郡大河原町大谷字保料前１８ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※　労働契約が
週２０時間以上
となる場合は雇
用保険に加入

販売員（午後／大河原
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

920円～1,000円
雇用期間の定めなし

デマンドタクシー予約
係

大河原町商工会 宮城県柴田郡大河原町字南１０４ 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務スタッフ（メモリア
ルホール大河原）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

事務スタッフ（メモリ
アルホール桜）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

販売員／午後（角田
市）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９ 雇用・労災

920円～1,000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。

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

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

令和 4年 11月 24日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 11月 24日発行

ハローワーク大河原

時給 労災
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04040- 6994321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時00分～13時45分 ホームヘルパー２級
(2)12時00分～18時45分

1
人 TEL 0224-51-5500 （従業員数 587人 ）

パート労働者 04050- 3507821 就業場所

時給 労災
不問 (1)8時00分～16時00分

(2)8時00分～12時00分

2
人 TEL 0224-62-4431 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 3508221 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-51-3150 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3509521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時30分～16時00分
の間の4時間程度

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 62人 ）

パート労働者 04050- 3511621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時30分～15時00分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3515721 就業場所 宮城県角田市

販売員（午前／大河原
町）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９

920円～1,000円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
となる場合は雇
用保険に加入

食肉（合鴨）加工員 町田食鶏処理場 宮城県角田市角田字町田３６８

920円～970円
雇用期間の定めなし

看護助手 みやぎ県南中核病院企業
団　みやぎ県南中核病院

宮城県柴田郡大河原町字西３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,061円～1,061円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
となる場合は雇
用保険に加入

事務員 福山エクスプレス　株式
会社　大河原営業所

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字中川原８
３

雇用・労災

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

農産物の加工及び弁当
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

890円～890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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


