
 

 

令和３年１１月１１日号 

 

 

 

ハローワーク大河原 

 

 

求人情報 

コムズ 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

FAX ０２２４－５２－３９８９ 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



  

 

●ハローワーク大河原で受理した直

近の１週間の求人を掲載！ 
 

●既に採用済み無効求人を掲載して

いる場合や、スペースの都合上、受

付したすべての求人の掲載はしてお

りませんのでご了承ください 

 

 

 

●阿武隈急行角田駅●角田市役所 

●大河原町役場  ●村田町役場 

●柴田町役場   ●川崎町役場 

●丸森町役場 

※各役場HPに掲載しています 

角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎

町・丸森町・白石市・蔵王町・七ヶ宿町 

配 布 場 所 求人情報誌コムズ 

求人内容について詳細を確認、相談希望、応募してみたい方は 

ハローワーク大河原へ！ 
  
電話０２２４－５３－１０４２ 

ハローワークの利用時間８時３０分～１７時１５分 

（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁） 

 

●ハローワークの求人に応募される場合にはハローワークの発行する

紹介状が必要です。応募前に必ず紹介状の交付を受けてください 

 

 

ハローワークで受理した求人はハローワークインター

ネットサービスで検索できます

←くわしくはこちらへ

求職者マイページを開設してみませんか？

開設すると求人検索条件を保存や、お気に入りとしての

保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



月給
30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- 3506011 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
不問 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

2
人 TEL 0224-63-5730 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3508611 就業場所

月給 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (1)8時30分～17時00分 高等学校教諭免許（専修・１種）

3
人 TEL 0224-63-2555 （従業員数 72人 ）

正社員以外 04050- 3513511 就業場所 宮城県角田市
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

5 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員 04050- 3514411 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 44人 ）

正社員 04050- 3516311 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 44人 ）

正社員以外 04050- 3517611 就業場所 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下

5
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 3518911 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

不問 (1)9時00分～19時00分

10
人 TEL 0224-87-7522 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3519111 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時55分～17時05分

(2)9時55分～19時05分

6 (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- 3520211 就業場所

月給 変形（1年単位） 二級建築士
59歳以下 (1)8時30分～17時00分 ２級建築施工管理技士

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 21人 ）

正社員以外 04050- 3521511 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 15人 ）

正社員以外 04050- 3522411 就業場所 宮城県角田市
月給 保育士

不問 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

小学校教諭免許（専修・１種・２種）

3
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 54人 ）

正社員以外 04050- 3524311 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
人 TEL 0224-62-5757 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3525611 就業場所

日給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時40分～17時25分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050- 3526911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時20分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-8737 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3527111 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員以外 04050- 3465811 就業場所

月給 変形（1年単位） 日商簿記２級
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 建設業経理事務士３級

1
人 TEL 0224-63-1139 （従業員数 26人 ）

正社員 04050- 3467511 就業場所 宮城県角田市

一般事務 株式会社　畑中工務店 宮城県角田市角田字町田８８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

配電盤、制御盤、分電
盤製造工

古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１
－２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,480円～
200,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

金型設計者 株式会社　サンエム 宮城県角田市島田字米場１００－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

電線ケーブルの巻替え切
断及び包装、出荷業務

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

144,942円～
149,002円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

184,000円～
244,000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）

(1)7時30分～19時15
分の間の８時間程度

卵の集荷、選別、パック
詰め

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

145,770円～
149,160円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

建築工事の施工管理
業務

株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９
－１２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

156,240円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ハウスクリーニング 株式会社テリオス 宮城県柴田郡大河原町字西桜町２－１
ランドマークビル３００

雇用・労災・健
康・厚生

182,500円～
240,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 医療法人社団光友会
介護老人保健施設アル
パイン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５
９－６

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～20時00
分の間の８時間程度

製造業務、仕上げ業
務

光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２
２番８

雇用・労災・健
康・厚生

192,770円～
263,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

製造業務、仕上げ業
務

光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２
２番８

雇用・労災・健
康・厚生

192,770円～
263,000円

雇用期間の定めなし

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

講師 宮城県立角田支援学校 宮城県角田市島田字御蔵林２４－１ 労災

210,917円～
253,750円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特別支援学校教諭免許（専
修・１種・２種）

土木作業員　兼　４ｔダ
ンプ運転手

有限会社　佐建 宮城県角田市横倉字平１番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000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

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１
２

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
235,000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 11月 11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 11月 11日発行

ハローワーク大河原

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- 3468411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (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- 3469011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 3470911 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-79-3206 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3471111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

59歳以下 (1)8時10分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3181 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3472711 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- 3475511 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00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)10時00分～19時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 34人 ）

正社員 04050- 3478311 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-7090 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3479611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 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

3
人 TEL 0224-53-3720 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3480811 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- 3481211 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～16時45分 移動式クレーン運転士

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-86-4604 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3482511 就業場所

月給 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3483411 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時50分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3484011 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 3485311 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時50分

3
人 TEL 0224-83-5557 （従業員数 56人 ）

正社員 04050- 3486611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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 ）

正社員以外 04050- 3488111 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- 3489711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

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
３５－３

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
３５－３

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）

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
３１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

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

一般事務員 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田
５２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

配送及び店頭販売 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田
５２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

中型トラック運転手 柴田運輸株式会社 宮城県角田市君萱字田中下３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
227,000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

土木作業員 株式会社　平間店 宮城県柴田郡大河原町堤北岸６９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

184,800円～
231,000円

雇用期間の定めなし

内装工 株式会社　斎藤内装 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新日の
崎１－３

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 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・健
康・厚生

143,900円～
181,900円

雇用期間の定めなし

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５
５－１

雇用・労災・健
康・厚生

278,400円～
371,200円

雇用期間の定めなし

プレス加工及び付帯
業務

太陽工機　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字干萱６
６番地

雇用・労災・健
康・厚生

182,800円～
182,800円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　月崎工務店 宮城県伊具郡丸森町大内字中山８６－
２

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
230,000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 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

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

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
１０－１

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
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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 11月 11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00分～17時00分

3
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3491411 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3342 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3493311 就業場所

月給 変形（1年単位） 浄化槽管理士
61歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

浄化槽技術管理者

1
人 TEL 0224-51-8740 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3494611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

2
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3496111 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 0224-53-1551 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3501711 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 施設警備業務検定２級

18歳以上

2
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 3503211 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- 3387511 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3390911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 3393811 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時15分～17時00分

1
人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 374人 ）

正社員以外 04050- 3396411 就業場所

月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士
18歳以上 (1)8時00分～16時20分 ２級機械保全技能士

(2)16時00分～0時20分

3 (3)0時00分～8時20分

人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 374人 ）

正社員以外 04050- 3397011 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 65人 ）

正社員以外 04050- 3398311 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
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050- 3400011 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

不問 自動車検査員

1
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 3401311 就業場所 宮城県角田市
月給

65歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 3402611 就業場所

月給 交替制あり 保育士
不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050- 3403911 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 3404111 就業場所

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

225,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

中型自動車免許

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

保育所保育士 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

163,100円～
187,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時15
分の間の７時間以上

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

189,640円～
223,000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）

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

139,956円～
139,956円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～18時30
分の間の７時間以上

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

141,882円～
141,882円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～21時00
分の間の７時間以上

障がい者雇用指導員 アイリスオーヤマ　株
式会社

宮城県角田市小坂字上小坂１番地 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

設備保全 東北特殊鋼　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘
２３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

159,600円～
159,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 東北特殊鋼　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘
２３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

147,600円～
147,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

145,010円～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業、レンタルサー
ビス

株式会社　ダスキン大
河原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１
０

雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
228,700円

雇用期間の定めなし

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

警備業務（柴田郡大河
原町）

太平ビルサービス　株
式会社　仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２
６－４　オーガ２階

雇用・労災・健
康・厚生

139,536円～
142,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～8時29分
の間の８時間

営業事務 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

180,000円～
210,000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３－１
０－２８

雇用・労災・健
康・厚生

163,000円～
208,000円

雇用期間の定めなし

浄化槽の保守点検作
業

株式会社　中央特殊興
業　宮城営業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１
－２１

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

金属工作機械工（未経
験可）

有限会社　富田製作所 宮城県角田市藤田字源内２３ 雇用・労災・健
康・厚生

151,200円～
184,800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
１３８番地

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
360,000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 11月 11日発行

ハローワーク大河原

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
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 3405711 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

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 3406811 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- 3407211 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- 3408511 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

3
人 TEL 0224-62-1353 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3410611 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)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- 3411911 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 栄養士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 調理師

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3413711 就業場所

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- 3415211 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)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3416511 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15分

(2)8時00分～16時45分

1 (3)16時45分～8時45分

人 TEL 0224-84-2119 （従業員数 64人 ）

正社員 04050- 3418011 就業場所

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 46人 ）

正社員 04050- 3422811 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 46人 ）

正社員以外 04050- 3423211 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- 3424511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 3425411 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)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 49人 ）

正社員 04050- 3426011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 49人 ）

正社員以外 04050- 3427311 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 43人 ）

正社員 04050- 3428611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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１
８－３

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［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１
８－３

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［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１
８－３

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［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１
８－３

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［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１
８－３

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１
８－３

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１
８－３

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

看護師 国民健康保険　川崎病
院

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原２
３番地１

公災

192,400円～
357,800円

雇用期間の定めなし

営業、レンタルサー
ビス

株式会社　ダスキン大
河原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１
０

雇用・労災・健
康・厚生

193,150円～
216,850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

153,360円～
204,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンター
にこトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

146,455円～
172,300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

145,010円～
178,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鉄骨工事関連作業員 株式会社　吉内鉄工建
設

宮城県角田市梶賀字高畑南２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
300,000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

344,000円～
430,000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

376,000円～
493,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理（２
級・初心者）

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

259,500円～
344,000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

376,000円～
467,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

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 43人 ）

正社員以外 04050- 3429911 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 43人 ）

正社員 04050- 3430711 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 43人 ）

正社員以外 04050- 3431811 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 31人 ）

正社員 04050- 3432211 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 31人 ）

正社員以外 04050- 3433511 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 14人 ）

正社員 04050- 3434411 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 12人 ）

正社員 04050- 3435011 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 46人 ）

正社員 04050- 3436311 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 46人 ）

正社員以外 04050- 3437611 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30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3439111 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00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3440211 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00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3441511 就業場所 宮城県角田市
年俸制

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 3442411 就業場所 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30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 04050- 3443011 就業場所 厚生
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- 3444311 就業場所 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- 3445611 就業場所 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)17時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 3446911 就業場所 厚生

看護師 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

236,000円～
266,000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

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

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

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１７－１
２

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000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１７－１
２

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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１７－１
２

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000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１
８－３

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１
８－３

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
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１
８－３

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１
８－３

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１
８－３

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１
８－３

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１
８－３

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１
８－３

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１
８－３

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）
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ハローワーク大河原

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- 3447111 就業場所 厚生
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 124人 ）

正社員 04050- 3451011 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 124人 ）

正社員 04050- 3452311 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 124人 ）

正社員 04050- 3453611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時45分～17時45分

1 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 3454911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時45分～17時45分

2 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 3455111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時15分～17時30分

(2)7時30分～16時15分

1 (3)8時45分～18時00分

人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3458211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員以外 04050- 3464711 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-65-2028 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3497711 就業場所

時給 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

(2)8時00分～12時00分

5
人 TEL 0224-84-5259 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3380311 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員以外 04050- 3381611 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1年単位） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3382911 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15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3383111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3384711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3385811 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

(2)7時15分～16時15分

1 (3)16時10分～1時10分

人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3386211 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

不問 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-86-5932 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050- 3461611 就業場所 宮城県角田市

ハウスクリーニング
作業員

Ｍｒ．クリーニングマ
ン

宮城県角田市角田字牛舘５５－２ その他

144,000円～
164,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

真空・圧空成形技術
員（丸森工場）

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石
４４

雇用・労災・健
康・厚生

146,716円～
235,000円

雇用期間の定めなし

真空・圧空成形技術
員

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石
４４

雇用・労災・健
康・厚生

146,716円～
235,000円

雇用期間の定めなし

生産管理業務 株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石
４４

雇用・労災・健
康・厚生

146,716円～
235,000円

雇用期間の定めなし

生産管理業務（丸森
工場）

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石
４４

雇用・労災・健
康・厚生

146,716円～
235,000円

雇用期間の定めなし

賃貸住宅営業　管理
職業務

株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９
－１２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

350,000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

150,000円～
172,120円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

分別作業員 株式会社　開発商事 宮城県柴田郡村田町大字足立字北向１
２１－１

雇用・労災・健
康・厚生

129,187円～
181,740円

雇用期間の定めなし

養鶏作業員 株式会社　おおえだ
養鶏場

宮城県角田市稲置字水溜５番地 労災・健康・厚
生

165,056円～
165,056円

雇用期間の定めなし

配電盤、制御盤、分
電盤製造工

古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１
－２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（柴田郡大河原
町：さくらデイサービスセ
ンター）

社会福祉法人　すばる 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂２
７

雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
234,240円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 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

162,000円～
197,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 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

148,000円～
166,000円

雇用期間の定めなし

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
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ハローワーク大河原

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-4090 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3339311 就業場所

月給 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

小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-53-1625 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3340111 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-1227 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3341711 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

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 床上操作式クレーン運転技能者

玉掛技能者

3
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 63人 ）

正社員 04050- 3344511 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員以外 04050- 3346011 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04050- 3347311 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
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- 3348611 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)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 3349911 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- 3350711 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- 3351811 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- 3352211 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- 3354411 就業場所

月給 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3361511 就業場所

月給 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3362411 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30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3363011 就業場所

月給 交替制あり フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時25分～17時15分 玉掛技能者
(2)6時55分～15時45分

1 (3)15時30分～0時20分

人 TEL 0224-55-1273 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 3365611 就業場所

月給 簿記実務検定３級
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- 3366911 就業場所 宮城県角田市

受付、一般事務、庶
務、経理

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）

農薬の製造工 宇都宮化成工業株式会
社　船岡工場

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字滝沢１
－６

雇用・労災・健
康・厚生

168,350円～
254,350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

言語聴覚士 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

200,000円～
254,000円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 医療法人本多友愛会
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

200,000円～
254,000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（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～
305,000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

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

技能職（めっき作
業）

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）

技能職（製品の製造
業務：加工）

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）

機械オペレーター補
助

メルコジャパン株式会
社

宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２
３－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
218,500円

雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社エクセレント
ショップサイトー

宮城県柴田郡大河原町字新東８１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

回収及び選別作業 有限会社　阿部商会 宮城県柴田郡村田町大字足立字漆坊１
－４

雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

納品、営業及び印刷
機修理

有限会社　シンカイ 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字上川原
１３

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

7



時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-59855511 就業場所 宮城県角田市
時給 調理師

不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-59860811 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 看護師

不問 准看護師

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04010-59873311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 美容師

不問

2
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-59901511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)13時30分～17時00分

2
人 TEL 0120-810-300 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-60001111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時30分～10時30分 ホームヘルパー２級
(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-60040611 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 022-213-7651 （従業員数 5人 ）

有期雇用派遣パート 04010-60128511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～16時15分

1
人 TEL 0224-58-1771 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3505411 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- 3509911 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- 3510711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)17時00分～22時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3512211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時20分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 3523011 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3528711 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問

2
人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040- 1015712 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 准看護師

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

パート労働者 04010-59485011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～8時30分

1
人 TEL 022-226-8477 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-59554511 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問

2
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

パート労働者 04050- 3466211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

配電盤、制御盤、分
電盤

古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生

1,500円～1,600
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　ビルワーク・
ジャパン

宮城県仙台市太白区富沢西４丁目９番地
の９

労災・厚生

1,150円～1,150
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時15
分の間の６時間以上

看護師パート／大河原町
（介護老人保健施設さくら
の杜）

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

1,200円～1,300
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

接客・調理／４号柴田店 株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

労災

870円～870円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～8時59分
の間の２時間以上

(1)9時30分～17時30
分の間の７時間以上

カフェスタッフ 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

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プレス工 株式会社　三光ダイカス
ト工業所　宮城工場

宮城県伊具郡丸森町大館１－３１ 雇用・労災・健
康・厚生

853円～903円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

洗い場（とり八） 株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災

910円～910円雇用期間の定めなし

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

860円～900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

生活補助指導員 社会福祉法人　柴田町社
会福祉協議会

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字中島６８
柴田町地域福祉センター内

雇用・労災

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務【柴田郡柴田町
船岡】

株式会社　コスモス　仙
台支店

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－１
三井生命仙台本町ビル１３階（アジュー
ル仙台）

雇用・労災・健
康・厚生

1,069円～1,069
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

送迎職員／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助【国保川崎病
院】

ジー・エイチ・ホスピタ
リティフードサービス東
日本株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２－２
５　仙台ＮＳビル５Ｆ

労災

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問美容師（イオンタウ
ン柴田店）

株式会社　ラポールヘ
ア・グループ

宮城県仙台市宮城野区福室字田中前一番
５３－１
仙台コロナワールド内

労災

1,200円～1,500
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～18時00
分の間の４時間以上

看護職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,220円～1,250
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理職員／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

855円～945円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時00
分の間の８時間程度

加入保険等 必要な免許資格

看護職員／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,220円～1,250
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 11月 11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 11月 11日発行

ハローワーク大河原

時給
64歳以下

1
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3473811 就業場所

時給
64歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-3277 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3474211 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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- 3487911 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時45分～15時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 3492011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

3
人 TEL 080-3054-9619 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3498811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)12時00分～21時00分

3
人 TEL 080-3054-9619 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3499211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)12時00分～21時00分

4
人 TEL 080-3054-9619 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3500111 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～18時00分

4
人 TEL 080-3054-9619 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3502811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

20歳以上 (1)13時00分～15時30分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 3504511 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり

不問 (1)15時30分～20時00分

1
人 TEL 0224-52-3335 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3511811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問

2
人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040-  262212 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010-58973811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

1
人 TEL 022-266-8091 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04010-59253111 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

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04010-59368811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 3388411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 3389011 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050- 3412111 就業場所 宮城県角田市

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 労災

900円～1,200円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～19時00
分の間の3時間以上

清掃業務 株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災

860円～900円雇用期間の定めなし

レンタルサービス、
販売

株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災

855円～1,100円雇用期間の定めなし

(1)8時45分～18時00
分の間の3時間以上

営業サポートスタッフ
（ＰＲスタッフ）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～2,000
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助 株式会社　プレアーク 宮城県仙台市青葉区大町２丁目６－１８ 労災

870円～890円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～15時00
分の間の５時間程度

訪問入浴のドライバー兼
介護スタッフ／セントケ
ア大河原

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,320円～1,320
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

接客・調理／１１３号
角田店

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

労災

870円～870円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～8時59分
の間の２時間以上

ベビー用品・子供服の
販売

株式会社　西松屋チェー
ン　シーズンズウォーク
フォルテ大河原店

宮城県柴田郡大河原町字小島２－１ 労災

855円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃係 太平ビルサービス　株式
会社　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２階

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
月以上）

ホールスタッフ、厨房補
助（Ｙｅｓ　Ｃｈｉｃｋ
ｅｎ）

Ｙｅｓｍａｒｔ東北　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字新桜町２－１１ その他

900円～900円雇用期間の定めなし

ホールスタッフ、厨房補
助（Ｙｅｓ　Ｃｈｉｃｋ
ｅｎ）

Ｙｅｓｍａｒｔ東北　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字新桜町２－１１ その他

900円～900円雇用期間の定めなし

スーパーマーケット店員
（品出し、レジ等）

Ｙｅｓｍａｒｔ東北　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字新桜町２－１１ その他

900円～900円雇用期間の定めなし

スーパーマーケット店員
（品出し、レジ等）

Ｙｅｓｍａｒｔ東北　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字新桜町２－１１ その他

900円～900円雇用期間の定めなし

校務補助員（船岡小学
校）

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

1,300円～1,400
円

雇用期間の定めなし

プラスチック精密部品製
造

有限会社カツヨテクノロ 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１８
１

雇用・労災

853円～863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

900円～1,000円雇用期間の定めなし

(1)10時00分～19時
00分の間の５時間程度
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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 11月 11日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3414811 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 介護職員実務者研修修了者

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050- 3417411 就業場所 宮城県角田市
時給

18歳以上 (1)21時00分～6時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050- 3420111 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下

1
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3438911 就業場所

時給 交替制あり 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 3448711 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1)7時30分～16時30分

(2)10時45分～19時45分

3
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3449811 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
不問

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3450411 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3456711 就業場所

時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-22440311 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-22443111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-392-1511 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-58507611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 交替制あり

不問 (1)6時00分～9時00分
(2)13時00分～15時50分

1
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-58564611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

5
人 TEL 022-217-6744 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04010-58208411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時30分～15時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-58420711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 厚生
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04050- 3419311 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- 3353511 就業場所

時給 看護師
不問

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 3355011 就業場所

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）

(1)8時30分～17時00
分の間の4時間程度

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）

パート事務職 丸永運送株式会社　仙台
支店

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼７８
－１

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

契約バス保安要員 株式会社　ミヤコーバス 宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災

853円～853円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

給食センター調理員
（丸森町）

一冨士フードサービス
株式会社　北海道・東北
支社

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目５－２
２
宮城野センタービル６階

雇用・労災・健
康・厚生

860円～900円雇用期間の定めなし

モノクロ・カラーコピー
機の組立・検査業務（ラ
イン作業）

株式会社　ワールドイン
テック　仙台営業所

宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４－１
読売仙台一番町ビル１４階

雇用・労災

853円～853円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

訪問入浴サービス（看護
業務）大河原

アサヒサンクリーン株式
会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区落合４丁目２－２２ 労災

1,170円～1,270
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【丸森・
角田地域】

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号
盛岡地域交流センター（マリオス）６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～22時15
分の間の7時間程度

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【村田・
柴田地域】

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号
盛岡地域交流センター（マリオス）６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

922円～922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

1,250円～1,500
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～17時00
分の間の4時間以上

(1)8時00分～22時15
分の間の7時間程度

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 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

971円～1,060円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～17時00
分の間の4時間以上

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災

1,500円～2,000
円

雇用期間の定めなし

ケアマネージャー（介
護支援専門員）

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

1,500円～2,000
円

雇用期間の定めなし

(1)9時00分～17時00
分の間の5時間以上

コンビニエンススト
ア店員

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 雇用・労災

853円～853円雇用期間の定めなし

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）

(1)7時00分～19時00
分の間の3時間以上

調理員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

853円～1,000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

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- 3356311 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- 3357611 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- 3358911 就業場所

時給 准看護師
不問

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 3359111 就業場所

時給 看護師
不問

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 3360211 就業場所

時給
不問

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3373611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分

2 (3)17時00分～20時00分

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 3374911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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- 3375111 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- 3376711 就業場所 宮城県柴田郡村田町

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

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

精肉加工［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

860円～860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

860円～860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

860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)15時00分～20時
00分の間の４時間

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 労災

1,400円～1,400
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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 労災

1,100円～1,100
円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～18時00
分の間の４時間程度

(1)7時00分～18時00
分の間の４時間程度

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）

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）

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）
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