
 

 

令和４年２月１０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-  564221 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～17時45分

1
人 TEL 0224-84-6211 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050-  566421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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-  568621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  571821 就業場所 宮城県角田市
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-  572221 就業場所

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-  573521 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

61歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-1525 （従業員数 19人 ）

正社員 04050-  574421 就業場所

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-3011 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  576621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2260 （従業員数 68人 ）

正社員以外 04050-  577921 就業場所 宮城県角田市
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-  578121 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  579021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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-  582421 就業場所

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-  583321 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-  585921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-52-0011 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  586121 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-  587021 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-51-8290 （従業員数 38人 ）

正社員以外 04050-  588721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

事務補助員 東北地方整備局　宮城南
部復興事務所

宮城県伊具郡丸森町字除北２０ 雇用・公災・健
康・厚生

146,100円～
193,900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３
１番２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,400円～
192,400円

雇用期間の定めなし

経理・一般事務 株式会社　佐藤会計事務
所
佐藤税務会計事務所

宮城県柴田郡大河原町字緑町２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 有限会社　ネットワーク
物流

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字川前５５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

278,400円～
371,200円

雇用期間の定めなし

土木作業員 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

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

214,000円～
428,000円

雇用期間の定めなし

舗装工事管理業務　又
は一般土木工事管理業
務（２級）

株式会社　大慎組 宮城県柴田郡村田町大字村田字二月田１
０－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

中型トラック（３ｔ又
は４ｔ車）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

縫製補助 株式会社　ティティ・ア
オイ

宮城県角田市岡字古町１３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

152,064円～
152,064円

雇用期間の定めなし

袋の製造機オペレー
ター及び自動印刷機の
製造オペレーター

サンアイパック株式会社
仙台エ場

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣１
２５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

し尿汲取、汚泥収集運
搬、浄化槽保守点検

有限会社宮城総合エンジ
ニア

宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

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）

通信設備、電気工事作
業員

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

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

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

180,000円～
230,000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

事務補助員 国土交通省東北地方整備
局東北国営公園事務所

宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５
３－９

雇用・公災・健
康・厚生

146,000円～
193,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

加入保険等 必要な免許資格

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

220,000円～
270,000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
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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 4年 2月 10日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(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-  533421 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時15分～8時30分

の間の８時間
2

人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  534321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-53-5075 （従業員数 18人 ）

正社員 04050-  536921 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00分

3
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  538021 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 20人 ）

正社員 04050-  543621 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 0224-84-2379 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  545121 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)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  546021 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)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  547721 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050-  549221 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-  558421 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050-  559321 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050-  562721 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時45分

5
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 170人 ）

正社員 04050-  563821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 交替制あり 中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)6時30分～15時30分

2
人 TEL 0224-52-4290 （従業員数 3人 ）

正社員 04050-  575321 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～18時00分

(2)7時45分～16時45分

1 (3)11時30分～20時30分

人 TEL 0224-84-5991 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050-  504021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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-  509421 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-  511121 就業場所

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

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

キャンプ場業務 一般財団法人公園財団
みちのく公園管理セン
ター

宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５
３－９

雇用・労災・健
康・厚生

156,960円～
156,960円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴミ・資源の運搬車運
転手兼収集作業員

株式会社　アオバ 宮城県柴田郡柴田町大字船迫字内余川１
１３

雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
265,000円

雇用期間の定めなし

経理事務 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・財形

183,000円～
280,000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

153,360円～
204,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員初任者研修
修了者

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～
178,500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）

貿易業務 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

175,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

貿易業務（輸出） 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

プラスチック製品用金
型製作・加工・組立

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

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

営業（ルートセール
ス）

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

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

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

運転手 有限会社　コーセイサー
ビス

宮城県柴田郡大河原町字沼１０８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
190,000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１２６
－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）

医療事務員 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

160,000円～
200,000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00分～17時00分

(2)17時00分～2時00分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050-  512021 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 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050-  513721 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-  517421 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～18時00分

1
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  518321 就業場所

月給
45歳以下 (1)8時10分～17時20分

2
人 TEL 0224-72-1753 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  520021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 簿記実務検定３級

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 63人 ）

正社員 04050-  522821 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30分～17時30分

3 玉掛技能者
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 63人 ）

正社員 04050-  523221 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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  524521 就業場所

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-  525421 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 保健師
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

正社員以外 04050-  526321 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-  527621 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-  528921 就業場所 宮城県角田市
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 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050-  529121 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 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050-  530821 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)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050-  531221 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)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050-  532521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

(2)20時00分～5時00分

6
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050-  537121 就業場所 宮城県角田市 拠出

製造オペレーター（食
品工場での機械保守・
メンテナンス）

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

185,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 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

看護師（外来看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 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

看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

設備職 株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

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１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

産業看護職 山崎製パン　株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

板金職 株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000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

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１２３
－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

床上操作式クレーン
運転技能者

経理事務 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１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

ゴム成型品の仕上げ・
検査業務

株式会社丸一ゴム製作所
丸森工場

宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼字入谷地
６８－１

雇用・労災・健
康・厚生

164,000円～
198,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 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

173,000円～
193,000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・健
康・厚生

189,000円～
234,240円

雇用期間の定めなし

生産管理 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

147,000円～
184,000円

雇用期間の定めなし

非鉄金属工作機械工 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

147,000円～
184,000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年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3 中型自動車免許
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  406121 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45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

正社員 04050-  411321 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-  412621 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-  413921 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-  414121 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-  415021 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-  417821 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-  418221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

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

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 46人 ）

正社員 04050-  419521 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-  420321 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-  421621 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-  422921 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-  423121 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-  424021 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)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-  425721 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-  426821 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-  427221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

看護職員［第二常盤
園］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護職員［第二常盤
園］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

介護員［第二常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

介護員［桜寿苑］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護員［桜寿苑］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護職員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

介護員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,813円～
181,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
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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 4年 2月 10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)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-  428521 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-  429421 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-  430921 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-  431121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  433721 就業場所

月給 交替制あり
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-  434821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 04050-  435221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～19時00分

(2)9時00分～21時00分

1 (3)7時00分～21時00分

人 TEL 0224-87-2405 （従業員数 20人 ）

正社員 04050-  438321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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-  440021 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-  441721 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-  442821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  443221 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 19人 ）

正社員 04050-  444521 就業場所

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-  445421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
時給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)6時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-  446321 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-  447621 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-  448921 就業場所 厚生

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

146,033円～
154,080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

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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

電線ケーブルの巻替え切
断及び包装、出荷業務
（船岡事業所）

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）

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４
４

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
（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

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４
４

雇用・労災・健
康・厚生

146,716円～
235,000円

雇用期間の定めなし

旅館サービス係 株式会社　坊源 宮城県柴田郡川崎町　青根温泉８－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

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

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
253,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員［グループホー
ムつきのき］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

介護員［グループホー
ムふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［ケアホーム
ふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護職員［ケアホーム
ふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし
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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 4年 2月 10日発行

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-  449121 就業場所 厚生
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-  458021 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

1
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 134人 ）

正社員 04050-  459721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)6時30分～15時30分

2 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-56-4160 （従業員数 35人 ）

正社員 04050-  461421 就業場所

日給
不問 (1)8時15分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-2427 （従業員数 122人 ）

正社員以外 04050-  463621 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-  464921 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 20人 ）

正社員 04050-  466021 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 0224-58-1100 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  467721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-2241 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050-  469221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員 04050-  470621 就業場所

月給
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員 04050-  471921 就業場所

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

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 23人 ）

正社員 04050-  473021 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-  474721 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-  475821 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-  476221 就業場所

日給
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050-  480121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

2 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050-  481021 就業場所

ケアワーカー 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

150,800円～
185,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ケアワーカー（村田町
デイサービスセン
ター）

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

150,800円～
185,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

管理監督職　［幹部候
補社員］

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

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

総合職［幹部候補社
員］

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

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

生活支援コーディネー
ター

社会福祉法人　丸森町社
会福祉協議会

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

158,100円～
158,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

賃貸管理業務 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

200,000円～
300,000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

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

ヒーター・抵抗器製造 東海高熱工業株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野３
４－１
仙台工場

雇用・労災・健
康・厚生

159,200円～
159,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

支援員 社会福祉法人　福寿会
旭園

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字沢田３
９

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,500円～
207,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品の生産管理 株式会社　東北三之橋 宮城県伊具郡丸森町字寺内前５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

163,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

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

223,250円～
223,250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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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 2月 10日発行

ハローワーク大河原

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-  483821 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-  484221 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-  485521 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-  486421 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-  487321 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-  489921 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 0224-55-3711 （従業員数 22人 ）

正社員 04050-  501621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 11人 ）

正社員 04050-  397521 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時35分～18時35分

1
人 TEL 0224-63-2150 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-  398421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-51-8831 （従業員数 53人 ）

正社員以外 04050-  399321 就業場所

時給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-68-2014 （従業員数 2人 ）

正社員 04050-  400221 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-  401521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 第二種衛生管理者
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 防火管理者（甲種・乙種）

3
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 31人 ）

正社員 04050-  402421 就業場所

月給
35歳以下 (1)6時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  403321 就業場所 宮城県角田市
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-  405921 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

正社員 04050-  439621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

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４
４

雇用・労災・健
康・厚生

146,716円～
235,000円

雇用期間の定めなし

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１２
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

129,187円～
181,740円

雇用期間の定めなし

支援員 社会福祉法人臥牛三敬会
第二虹の園

宮城県角田市佐倉字町裏一番６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

161,800円～
177,700円

雇用期間の定めなし

スーパーマーケットス
タッフ

株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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

農耕、牛舎作業員 株式会社　森谷畜産 宮城県角田市岡字小沢田２３ 雇用・労災・健
康・厚生

196,800円～
246,000円

雇用期間の定めなし

業務員 社会福祉法人　宮城県障
がい者福祉協会　障害者
支援施設　ふぼう

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字一本杉１
番地１

雇用・労災・健
康・厚生

136,480円～
136,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

教習指導員 株式会社　角田自動車学
校

宮城県角田市角田字中沢４６－３３ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

一般事務員 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

144,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

金属加工 株式会社　ヒキチ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
４２

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000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
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時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-86-5204 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  565521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  567321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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-  569921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  570721 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～18時30分

の間の6時間以上
1

人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  584621 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-3111 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-  535621 就業場所

時給
59歳以下 (1)14時00分～19時00分

の間の4時間以上
2

人 TEL 0224-52-1563 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  542321 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  548821 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時45分～18時00分

の間の3時間以上
1

人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050-  550621 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 38人 ）

パート労働者 04050-  551921 就業場所

時給 医療事務資格
59歳以下 (1)8時15分～12時15分

(2)14時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-1012 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  552121 就業場所

時給 美容師
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5171 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050-  553021 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050-  554721 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～16時45分

3
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  556221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時00分～19時00分

の間の3時間以上
3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050-  560121 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)7時00分～19時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の3時間以上
3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050-  561021 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)9時00分～17時00分

の間の4時間以上
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050-  502921 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

交通誘導員 株式会社ＺＥＲＯ　宮城
営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
５９－２

雇用・労災・健
康・厚生

1,300円～1,500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

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

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

一般事務、経理、庶務
事務員

合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災

900円～1,125円
雇用期間の定めなし

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

歯科助手 もり歯科クリニック 宮城県柴田郡大河原町字町６３－１ 労災

950円～1,100円
雇用期間の定めなし

税務事務員（会計年度
任用職員）

宮城県大河原県税事務所 宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・公災・健
康・厚生

961円～961円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

倉庫作業員 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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 玉渕医院 宮城県柴田郡　柴田町槻木上町１丁目１
－５４

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

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

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～1,600円
雇用期間の定めなし

美容師 Ｈａｉｒｃａｒｅ　やま
の木

宮城県柴田郡大河原町字広表５２－１５
－Ｃ

その他

860円～1,100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 労災

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

製造機械オペレーター
（鮮度保持剤製造）

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

1,050円～1,050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）

介護福祉士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

◎ 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 2月 10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 4年 2月 10日発行

ハローワーク大河原

時給 准看護師
不問 (1)7時00分～18時00分

の間の4時間程度
2

人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050-  508521 就業場所

時給
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  510921 就業場所

時給 看護師
不問 (1)9時15分～16時45分 准看護師

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050-  514821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～10時30分 介護職員実務者研修修了者

(2)15時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

パート労働者 04050-  407021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  408721 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
不問 (1)9時00分～17時00分

の間の4時間以上
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050-  409821 就業場所

時給 司書
不問 (1)9時30分～16時30分

(2)10時00分～17時00分

9
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 19人 ）

パート労働者 04050-  436521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 司書

不問 (1)8時30分～19時00分

の間の6時間程度
3

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 19人 ）

パート労働者 04050-  437421 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)7時00分～12時10分

1
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050-  450821 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～20時00分

の間の4時間
2

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  451221 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-  452521 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-  453421 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-  454321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)6時20分～12時00分

(2)9時30分～13時40分

1 (3)12時50分～18時20分

人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

パート労働者 04050-  460521 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5711 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  468821 就業場所

時給 大型自動車第二種免許
18歳以上 (1)20時00分～02時00分 普通自動車第二種免許

の間の4時間以上
1

人 TEL 0224-51-8715 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  472121 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ）

パート労働者 04050-  478421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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

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）

送迎ドライバー 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

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師パート／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２７ 雇用・労災

1,200円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 ＩＭＳ（イムス）グループ
医療法人財団　明理会　丸
森ロイヤルケアセンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士 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）

図書館司書（柴田町図
書館）会計年度任用職
員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災・健
康・厚生

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

図書館司書会計年度任
用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災・健
康・厚生

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

物流センター庫内作業
員

ピップ株式会社　南東北
物流センター

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
５－２

雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

学校給食及び寄宿舎給
食調理

宮城県立船岡支援学校 宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目３番１
号

雇用・労災

869円～869円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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）

運転手（運転代行） さくら運転代行社 宮城県柴田郡柴田町槻木西２丁目９－７ 労災

860円～1,100円
雇用期間の定めなし

眼科検査 油井眼科医院 宮城県角田市角田字牛舘５８ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

地域学校協働活動推進員
［生涯学習課］会計年度
任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災・健
康・厚生

925円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・
採用人数

賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

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

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

令和 4年 2月 10日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  479321 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 0224-55-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  482721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  488621 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  490721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)8時30分～17時00分

の間の4時間程度
2

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  491821 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050-  492221 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-  493521 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-  494421 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  495321 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

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050-  496621 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

2
人 TEL 0224-56-2511 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  393021 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)11時00分～19時00分

1 (3)9時00分～15時00分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ）

パート労働者 04050-  394721 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

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ）

パート労働者 04050-  395821 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
(2)11時00分～19時00分

6 (3)9時00分～15時00分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ）

パート労働者 04050-  396221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時00分～9時00分
(2)15時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-  404621 就業場所

時給 交替制あり 保育士
不問 (1)13時40分～18時40分

1
人 TEL 0224-85-1222 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  410421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

一般事務（柴田町農村環
境改善センター）会計年
度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

臨床検査技師 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務（船岡生涯学習
センター）会計年度任用
職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（病棟） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務（西住公民
館）会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

一般事務（船岡公民
館）会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

カーテンの縫製加工 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

853円～900円
雇用期間の定めなし

一般事務（船迫公民
館）会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

消費生活相談員［町民環
境課］会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

労災

1,223円～1,223円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助員［町民環境
課］会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

放課後児童教室業務補
助

社会福祉法人　川崎町社
会福祉協議会

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原２３
番地１　川崎町健康福祉センター内

雇用・労災・健
康・厚生・財形

890円～1,071円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバー 社会福祉法人臥牛三敬会
第二虹の園

宮城県角田市佐倉字町裏一番６３番地 雇用・労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助員［町民環境
課］会計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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