
 

  

令和 4 年４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！ 



月給 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 ）

正社員 04050- 1158321 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)8時30分～17時30分
(2)9時30分～18時30分

1 (3)11時15分～20時15分

人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1163221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1)6時45分～15時45分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
3 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-87-7866 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1164521 就業場所

日給 保育士
不問 (1)7時30分～18時00分

の間の実働８時間
1

人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 1169121 就業場所

月給 変形（1年単位） 車両系建設機械
不問 (1)8時15分～17時00分 （基礎工事用）

運転技能者
3

人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1170821 就業場所 宮城県角田市
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 15人 ）

正社員 04050- 1171221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-5986 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1172521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

2
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1173421 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 車両系建設機械

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 （解体用）
運転技能者

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1174321 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

3
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1176921 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- 1177121 就業場所 宮城県角田市
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- 1181421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 1182321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-4759 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1183621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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- 1186021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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- 1187721 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 190人 ）

正社員 04050- 1188821 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付

加入保険等 必要な免許資格

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・健
康・厚生

230,000円～
280,000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

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

157,920円～
172,920円

雇用期間の定めなし

介護福祉士／柴田郡大河原
町（さくらグループホー
ム）

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２７ 雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
234,240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

215,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

保育士 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　角田光の子保
育園

宮城県角田市角田字柳町３５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

154,328円～
197,152円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生産現場事務員 株式会社　ティ・ケー・
ケー

宮城県柴田郡川崎町大字前川字大森１０
９

雇用・労災・健
康・厚生

151,200円～
164,800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

230,000円～
465,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ 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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

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

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

主任者）

電気工事作業員 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

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

大工職 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

250,000円～
300,000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

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

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

鉄筋工 有限会社　太田鉄筋工業
所

宮城県柴田郡村田町大字足立字アセ市１
番地

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技術職（設計職・管理
職候補）

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

300,000円～
450,000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

208,600円～
283,700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 4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 4月 7日発行

ハローワーク大河原

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- 1189221 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 1193021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1194721 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 18人 ）

正社員以外 04050- 1196221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 1197521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

2 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 1198421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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

3
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 1199321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 1202421 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 31人 ）

正社員 04050- 1203321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 31人 ）

正社員 04050- 1204621 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-55-1481 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050- 1133921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1134121 就業場所

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
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 1135021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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

1
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 1136721 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)11時00分～20時00分

(2)12時00分～21時00分

2 (3)12時30分～21時30分

人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 1137821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 移動式クレーン運転士

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-6882 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1143121 就業場所 玉掛技能者
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 1146821 就業場所

管理栄養士 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

200,000円～
219,700円

雇用期間の定めなし

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

業務員（環境美化等） 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,692円～
149,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木・舗装工事の現場
管理

株式会社　ウジエ道路工
業

宮城県角田市尾山字横町６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
177,000円

雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生

204,100円～
260,000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）

ＣＣＤレンズ洗浄・加
工作業者

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・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

267,600円～
269,600円

雇用期間の定めなし

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

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

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 雇用・労災・健
康・厚生

165,056円～
165,056円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　竹有土木 宮城県柴田郡柴田町船岡西１－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
320,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

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

フロント、接客（もち
ぶた館）

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

156,240円～
208,320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

203,300円～
278,200円

雇用期間の定めなし

調理補助（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

156,240円～
208,320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

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

152,055円～
163,500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25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員 04050- 1147221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)7時30分～16時30分

1 (3)8時00分～17時00分
人 TEL 0224-55-1455 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1148521 就業場所 拠出
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- 1150921 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- 1151121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 交替制あり 看護師

不問 (1)9時30分～18時30分 准看護師
(2)7時30分～16時30分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 65人 ）

正社員以外 04050- 1152021 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 看護師

59歳以下 (1)9時30分～18時30分 准看護師
(2)7時30分～16時30分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員 04050- 1153721 就業場所 宮城県角田市
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- 1154821 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

3 車両系建設機械（解体用）運転技能者

人 TEL 0224-86-5870 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1092821 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- 1094521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時00分

2 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-58-3443 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1095421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

不問 (1)8時30分～19時30分
(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-6480 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1096321 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- 1097621 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- 1098921 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１５分
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1099121 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１５分
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 1100121 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１５分
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 1101021 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１５分
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 1103821 就業場所

一般事務 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

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

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

ＮＣ自動旋盤、ＮＣ工作
機械による金属加工

和光技研工業　有限会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１番
地２０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

171,000円～
171,000円

雇用期間の定めなし

看護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

208,500円～
211,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

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

看護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,600円～
276,100円

雇用期間の定めなし

小型移動式クレーン運
転技能者

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

一般土木、解体工事、
外構工事

株式会社　大吉創建 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字新大畑
４９－１

雇用・労災・健
康・厚生

207,000円～
345,000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

歯科衛生士 前田歯科医院 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦９
７ー１

雇用・労災・厚
生

200,000円～
255,000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

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めなし

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

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

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１５分
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 1104221 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１５分
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 1105521 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１５分
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 1108621 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- 1110721 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)6時45分～15時45分
(2)11時00分～20時00分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050- 1111821 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)6時30分～15時30分
(2)10時30分～19時30分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050- 1112221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

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- 1113521 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1114421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1119021 就業場所

月給 第二種電気工事士
59歳以下 (1)9時00分～18時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-87-6750 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1122421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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15分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1124621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時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- 1125921 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- 1126121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 精神保健福祉士

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- 1127021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 180人 ）

正社員 04050- 1128721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 180人 ）

正社員 04050- 1129821 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 180人 ）

正社員 04050- 1130421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

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）

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

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）

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

177,813円～
177,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

177,813円～
177,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

配電工事、機器据付、
保守作業員

株式会社　Ｔ・Ｌ・Ｃ 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄５丁目１０
－６　新栄ファミ－ルＡ棟

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

児童発達支援管理責任
者

一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
230,000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

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

精神保健福祉士 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

195,000円～
260,000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

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

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

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
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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30分

(2)16時30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 1131321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

59歳以下 (1)8時50分～17時30分
(2)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-82-1000 （従業員数 22人 ）

正社員 04050- 1132621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8163 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1083721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-63-4181 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1084821 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-2511 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1085221 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30分

1
人 TEL 0224-56-2511 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1086521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-52-6800 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 1087421 就業場所 拠出
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3240 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1088321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)7時30分～16時30分

1 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1090021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)7時30分～17時30分 中型自動車免許
準中型自動車免許

3
人 TEL 0224-52-1162 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1078521 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- 1079421 就業場所

月給 社会福祉士
65歳以下 (1)8時00分～17時00分 保育士

ホームヘルパー２級
2

人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1081121 就業場所

月給 交替制あり 保育士
64歳以下 (1)9時00分～18時00分 社会福祉士

(2)9時30分～18時30分 介護福祉士
1

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1082021 就業場所

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

職業指導員・生活支援
員

エーシーイー株式会社 宮城県柴田郡大河原町字町１７１ 雇用・労災・健
康・厚生

144,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　ユー・エス・
エス　東北会場

宮城県柴田郡村田町大字足立字万崎１２
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～
258,000円

雇用期間の定めなし

配送兼倉庫作業員 株式会社　ヤマプラス仙
台

宮城県柴田郡柴田町四日市場字通り木７
１－１０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 かまた歯科医院 宮城県角田市角田字幸町７３ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

一般事務補助員 公益社団法人　大河原町
シルバー人材センター

宮城県柴田郡大河原町字南海道下４７ 雇用・労災・健
康・厚生

144,026円～
144,026円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

縫製工場作業員 株式会社　ヤマプラス仙
台

宮城県柴田郡柴田町四日市場字通り木７
１－１０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

介護職／柴田郡大河原町
（さくらグループホーム）

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２７ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

石材作業員 株式会社　墓石のやまい
し

宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字台部１６
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
232,000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

重機オペレータ 株式会社　コスモ測量設
計

宮城県柴田郡大河原町字新南６１－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

支援員［太白区及び角
田市］

一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

支援員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

宮城県仙台市太白区又は角田市



時給
不問 (1)8時30分～17時30分

の間の7時間程度
1

人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 1159621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 1160021 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 1165421 就業場所

時給
不問 (1)7時45分～15時30分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 1167621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)6時45分～18時30分
の間の8時間程度

2
人 TEL 0224-87-7866 （従業員数 19人 ）

パート労働者 04050- 1168921 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時25分

1
人 TEL 0224-56-1107 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 1179721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1184921 就業場所

時給
59歳以下 (1)7時15分～01時10分

の間の4～５時間程度
4

人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 1185121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 1190621 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)16時00分～9時30分

2
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 1191921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)16時00分～9時30分

2
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 1192121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)15時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 1200221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～14時55分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 34人 ）

パート労働者 04050- 1201521 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050- 1139521 就業場所

時給
59歳以下 (1)9時05分～15時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 1145721 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時50分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-1455 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1149421 就業場所

時給
18歳以上 (1)8時30分～16時30分

(2)16時00分～0時30分

3
人 TEL 0224-63-5566 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1093221 就業場所

ホールスタッフ 有限会社　サン・ファイ
ン

宮城県角田市角田字中島下４９３－１ 雇用・労災・健
康

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

部品検査及びバリ取り
作業

和光技研工業　有限会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１番
地２０

雇用・労災・健
康

913円～913円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災

870円～930円
雇用期間の定めなし

通信機器組立工 オージーイーアトム　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災・健
康・厚生

853円～853円
雇用期間の定めなし

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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育補助 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　角田光の子保
育園

宮城県角田市角田字柳町３５－３ 労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（夜勤専
従）

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

1,484円～1,484円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員（夜勤専従） 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

1,290円～1,290円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

プラスチックトレーの検
査、裁断、梱包出荷（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４
４

労災

853円～853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）

電子部品の組立、検査 ツキデン　株式会社 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１－４－１ 雇用・労災・財
形

890円～890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

860円～860円
雇用期間の定めなし

校務補助員（船迫中学
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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場管理補助 三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災

1,200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

1,000円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

加入保険等 必要な免許資格

介護職／大河原町金ヶ瀬
（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２７ 雇用・労災

860円～910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
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時給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の5時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1102721 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の5時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1106421 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）

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1107321 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

の間の5時間程度
2

人 TEL 0224-84-5100 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1109921 就業場所

時給 保育士
65歳以下 (1)13時00分～18時00分 精神保健福祉士

(2)9時00分～18時00分 社会福祉士
2

人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1089621 就業場所

時給 社会福祉士
65歳以下 (1)9時00分～18時00分 保育士

の間の4時間以上 精神保健福祉士
2

人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1080921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

児童指導員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

児童指導員 ほっとファーム株式会社
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

900円～900円
雇用期間の定めなし

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）

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）

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）


