
 

 

令和 4 年 7 月 7 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！ 



日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2054 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2097521 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 小型移動式クレーン運転技能者

アーク溶接技能者（基本級）

2
人 TEL 0224-86-3110 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2098421 就業場所

月給
18歳以上 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-1724 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2099321 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 2100221 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30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2102421 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） その他の医療・保健衛生関係資格

不問 (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 145人 ）

正社員以外 04050- 2103321 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2104621 就業場所

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

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2105921 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2106121 就業場所

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 43人 ）

正社員 04050- 2107021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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30分～17時30分 大型自動車免許
小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-51-9101 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2108721 就業場所

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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 50人 ）

正社員 04050- 2109821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2110421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者

59歳以下 (1)6時00分～18時00分 玉掛技能者
の間の８時間程度 大型自動車免許

1
人 TEL 0224-51-9101 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2111321 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時15分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2115021 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
不問 (1)8時15分～17時00分 その他の土木・測量技術関係資格

2
人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2116721 就業場所

月給 交替制あり 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)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2118221 就業場所 宮城県柴田郡村田町

加入保険等 必要な免許資格

型枠大工 有限会社　高野工務店 宮城県伊具郡丸森町大内字空久保下８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

198,050円～
209,700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

塗装工事作業員 有限会社　小野美装店 宮城県角田市角田字野田前６５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 有限会社　サセイ 宮城県伊具郡丸森町金山字谷地木戸１９
０

雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
345,000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

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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

理学療法士 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

210,000円～
330,000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

145,010円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ルート営業 有限会社　若木商会 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,200円～
210,000円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

210,000円～
330,000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）

仮設ハウス清掃員 有限会社　マルイチ 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
２３８－４３

雇用・労災・健
康・厚生

208,000円～
210,000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

155,070円～
216,480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

介護支援専門員（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

167,600円～
210,440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　赤坂舗装建設 宮城県角田市尾山字香取原２５ 雇用・労災・健
康・厚生

235,000円～
425,000円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　マルイチ 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
２３８－４３

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

看護師 社会福祉法人　柏松会 宮城県柴田郡村田町大字足立字上ヶ戸１
７－５

雇用・労災・健
康・厚生

196,500円～
282,500円

雇用期間の定めなし

土木・舗装現場管理 有限会社　赤坂舗装建設 宮城県角田市尾山字香取原２５ 雇用・労災・健
康・厚生

265,000円～
505,000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。

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

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

令和 4年 7月 7日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 7月 7日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
25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- 2119521 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

4
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 2120321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 保育士

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050- 2122921 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)8時15分～17時20分

2
人 TEL 0224-61-1188 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2054821 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-52-3900 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2057421 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時00分～17時00分

4
人 TEL 0224-51-3601 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2058321 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1048 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2059621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2060021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2062821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2066321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2067621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2068921 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30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2069121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2070821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)7時00分～19時00分

の間の４～９.5時間
1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2071221 就業場所

月給 交替制あり 理学療法士
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2072521 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時45分

(2)16時30分～0時45分

2 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 2073421 就業場所

舗装工事管理業務　又は一
般土木工事管理業務（１
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

280,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

現場代理人見習 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

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

機械加工及び治工具製
作

有限会社　花島エンジニ
ア

宮城県角田市梶賀字西４３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

保育士（大河原町） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災・健
康・厚生

145,725円～
145,725円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

福利厚生制度の推進
（法人営業）

大同生命保険　株式会社
仙台支社　仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ１階

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000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

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィール
ドフォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

188,200円～
188,200円

雇用期間の定めなし

土木作業員 船山建設　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字銀杏７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

184,450円～
227,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 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

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィール
ドおおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

188,200円～
188,200円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 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

155,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

ケアワ－カ－（介護職
含）【正職員Ｂ】

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

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

介護員 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

158,000円～
168,000円

雇用期間の定めなし

看護師 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

204,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし

理学療法士 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

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～
250,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック製品成形
（製造業務）

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

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
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ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 2074321 就業場所

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

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 2075621 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2077121 就業場所

日給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許

1
人 TEL 0224-87-8464 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 2078021 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

1
人 TEL 0224-84-4140 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2080521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 194人 ）

正社員 04050- 2085121 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 フレックス

59歳以下 (1)7時00分～22時00分
(2)10時10分～14時50分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 188人 ）

正社員 04050- 2086021 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3151 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 2087721 就業場所

月給 危険物取扱者（乙種）
40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- 2024621 就業場所

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
64歳以下 (1)8時00分～18時00分 第二種電気工事士

高所作業車運転技能者

2
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2026121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2027021 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00分～17時00分
(2)19時00分～4時00分

2 (3)17時00分～2時00分
人 TEL 0224-79-3120 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2031321 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 6人 ）

正社員 04050- 2033921 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 調理師

不問 (1)7時00分～17時00分
の間の7時間程度

1
人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2035021 就業場所

日給 変形（1年単位） 調理師
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の7時間程度
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2036721 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の7時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2038221 就業場所

日給 変形（1年単位） 小型特殊自動車免許
不問 (1)7時00分～17時00分 危険物取扱者（丙種）

の間の7時間程度
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2039521 就業場所

製品の仕上げ、検査、
梱包作業

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

配送、建材組立 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

シティエンジニアスタッフ
（女性専用求人）

大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

管工事業 有限会社　鈴木設備工業
所

宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町２２
－３

雇用・労災・健
康・厚生

184,800円～
231,000円

雇用期間の定めなし

４ｔダンプトラック運
転手

株式会社　はづき 宮城県柴田郡　柴田町槻木白幡２丁目５
－３８－１０３

雇用・労災・健
康・厚生

185,600円～
208,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

技術職（開発職） 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

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

管理部スタッフ職 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

209,100円～
275,200円

雇用期間の定めなし

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

マシニングセンターオ
ペレータ

東ベ化成株式会社　仙台
工場

宮城県柴田郡大河原町字西桜町８－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　芳賀電気 宮城県角田市角田字中島下３９０ 雇用・労災・健
康・厚生

144,000円～
192,000円

雇用期間の定めなし

電気工事 有限会社　芳賀電気 宮城県角田市角田字中島下３９０ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000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

鋳造オペレーター 有限会社　みやぎ　ダイ
キャスト

宮城県伊具郡丸森町大内字七夕４５ 雇用・労災・健
康・厚生

165,300円～
200,300円

雇用期間の定めなし

調理師（季節的雇用） 杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

163,100円～
209,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師 杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

163,100円～
209,700円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場コース管理 杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

144,460円～
186,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キャディ 杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

144,460円～
209,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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ハローワーク大河原

日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の7時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2041621 就業場所

日給 変形（1年単位） 危険物取扱者（丙種）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の7時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2042921 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の7時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2045721 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

60歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 44人 ）

正社員以外 04050- 2049421 就業場所

月給 理学療法士
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

(2)9時00分～18時45分

2 (3)8時45分～13時15分
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 2050921 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 2052021 就業場所

日給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

2
人 TEL 0224-66-4042 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2053721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-8501 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050- 2005521 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

64歳以下 (1)8時00分～17時10分

1
人 TEL 0224-54-3137 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2006421 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時10分～17時00分

(2)16時10分～1時00分

3 (3)0時10分～9時00分
人 TEL 0224-63-3750 （従業員数 61人 ）

正社員 04050- 2007321 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2010721 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

の間の8時間程度
1

人 TEL 0224-82-1320 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2011821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 薬剤師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)8時30分～12時30分
人 TEL 0224-63-4766 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2015321 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1881 （従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2016621 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)7時55分～17時05分
(2)9時55分～19時55分

1 (3)18時55分～4時05分
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2017921 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)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2018121 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)7時55分～17時05分
(2)19時55分～5時05分

3
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2019021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出

ハウスキーパー（ゴルフ
場クラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

144,460円～
186,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホールスタッフ（ゴルフ
場クラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

144,460円～
186,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

交通誘導警備員 株式会社トスネット　大
河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字広瀬町９－
５

雇用・労災・健
康・厚生

154,800円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助（ゴルフ場ク
ラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災・健
康・厚生

144,460円～
174,750円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

交通誘導警備員 株式会社トスネット　大
河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字広瀬町９－
５

雇用・労災・健
康・厚生

154,800円～
172,000円

雇用期間の定めなし

理学療法士（ＰＴ） 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２６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

農耕作業員 株式会社　あぶくまコン
トラクタ

宮城県角田市梶賀字高畑南４３１ 雇用・労災・健
康・厚生

149,265円～
199,020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

成形加工業務 角田精工　株式会社 宮城県角田市角田字西田１６８－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

工場加工作業員 株式会社　角谷製作所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

調剤事務（船岡調剤薬
局）

有限会社メディカルイト
ウ

宮城県角田市佐倉字畑田南２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

生産技術者 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

プレス作業 株式会社　あずみ 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１３
－５

雇用・労災・健
康・厚生

172,636円～
172,636円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

薬剤師 株式会社ＫＡＣＰ 宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

270,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

総合職（生産管理、工程
管理他）［工場長候補］

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

370,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

食品製造職（課長職） 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

220,000円～
270,000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

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 7月 7日発行

ハローワーク大河原

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- 2021521 就業場所

月給 交替制あり 介護福祉士
65歳以下 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士

(2)12時00分～21時00分 ホームヘルパー２級
2

人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2000121 就業場所

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- 2001021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2002721 就業場所

月給
38歳以下 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2003821 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2004221 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

10 (3)18時55分～4時05分
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2008621 就業場所 宮城県角田市 拠出

看護師（訪問看護） 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

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

支援員 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

ブラシ製造エ（洗車ブ
ラシ）

株式会社　マルテー東北
石橋

宮城県柴田郡村田町大字村田字石生３０
７－３

雇用・労災・健
康・厚生

140,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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

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

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

メカ設計・治工具設計 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし



時給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の５時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2101521 就業場所

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- 2112621 就業場所

時給
不問 (1)13時15分～19時15分

(2)14時00分～18時00分

1 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2113921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (1)13時15分～19時15分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

(2)14時00分～18時00分 保育士
1 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2114121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)8時00分～19時00分 准看護師
の５時間程度

1
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

パート労働者 04050- 2117821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 保育士

59歳以下 (1)8時00分～13時00分
(2)10時30分～16時00分

2 (3)8時00分～11時00分
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 2125721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災

不問 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 2055221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 労災

不問 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 2056521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位） 労災 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分
の4時間程度

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2061721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 労災 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分
の4時間程度

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2065421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 看護師

59歳以下 (1)14時00分～17時30分 准看護師
(2)14時00分～19時00分

1 (3)8時30分～12時30分
人 TEL 0224-56-4111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2076921 就業場所

時給 労災
不問 (1)8時00分～17時00分

の4時間程度
1

人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 2079721 就業場所

時給 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 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2022421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)10時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-84-2308 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 2023321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～17時00分
の5時間程度

2
人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2025921 就業場所

時給 公災
不問 (1)8時00分～19時15分

の4～６時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 2028721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時40分～16時40分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 40人 ）

パート労働者 04050- 2030421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

加入保険等 必要な免許資格

洗い場軽作業（ゴルフ場
クラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

860円～1,200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

児童厚生員補助［槻木放課
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

雇用・公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

看護師 社会福祉法人　柏松会 宮城県柴田郡村田町大字足立字上ヶ戸１
７－５

雇用・労災

1,000円～1,500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

雇用・公災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

コンビニエンスストア店
員（船岡入袋店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士（大河原町） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

保育士［キッズフィール
ドフォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

939円～939円
雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店
員（船岡入袋店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

看護師 槻木皮膚科クリニック 宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１番
５４号

労災

1,100円～1,300円
雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィール
ドおおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

939円～939円
雇用期間の定めなし

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

パート介護職員（グルー
プホームつくし）

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

880円～1,080円
雇用期間の定めなし

板金加工仕上げ 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

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

ホールスタッフ（ゴルフ
場クラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

860円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スクールソーシャルワー
カー（会計年度任用職員）

川崎町教育委員会 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１７
５－１

公災

5,000円～5,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電線ケーブルの入出庫
関連業務

北日本電線サービス株式
会社　角田事業所

宮城県角田市君萱字仏供田９９ 雇用・労災・健
康・厚生

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 7月 7日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 7月 7日発行

ハローワーク大河原

時給 公災 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (1)8時00分～19時15分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

の3～６時間程度 保育士
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 2032621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)9時00分～20時00分
の4時間程度

1
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2034121 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の5時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2043121 就業場所

時給 変形（1年単位） 小型特殊自動車免許
不問 (1)7時00分～17時00分 危険物取扱者（丙種）

の5時間程度
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2044021 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
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 0224-52-6352 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 2047221 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～15時00分

の5時間程度
1

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2012221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時15分～17時15分
の7時間程度

2
人 TEL 0224-62-2687 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 2013521 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 労災

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～16時00分

2 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-56-1711 （従業員数 54人 ）

パート労働者 04050- 2014421 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～18時30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- 2020221 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時55分～15時05分

(2)9時55分～17時05分

4
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 2009921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

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

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

児童厚生員［東船岡放課後
児童クラブ］会計年度任用
職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

ゴルフ場コース管理 杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

860円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助（ゴルフ場ク
ラブハウス内）

杜の公園ゴルフクラブ株
式会社

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１
８－３

雇用・労災

860円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特別支援教育支援員 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

1,119円～1,308円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備スタッフ 株式会社トスネット　大
河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字広瀬町９－
５

雇用・労災

1,250円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

売店販売員（ゴルフ
場）

株式会社　表蔵王国際ゴ
ルフクラブ

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字日光４８

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鶏卵のパック詰め、箱
詰め

株式会社　一條 宮城県角田市角田字幸町２２ 雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　週２０時間
以上の契約の場
合は雇用保険に
加入

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 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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～1,600円
雇用期間の定めなし


