
 

 

令和３年６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の保存したり、お気に入りとし

ての保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



日給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-84-2171 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1837811 就業場所

時給
不問 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-1881 （従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 1841611 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

30歳以下 (1)8時20分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1392 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1842911 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1392 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1845811 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時45分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1703 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1846211 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時45分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1703 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1847511 就業場所

月給 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 大型自動車免許
浄化槽管理士

3
人 TEL 0224-83-4319 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1848411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 移動式クレーン運転士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

1
人 TEL 0224-56-2888 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1849011 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-1713 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1794611 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～15時45分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)13時15分～22時00分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 1798811 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時15分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)10時30分～19時15分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 1799211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時15分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)10時30分～19時15分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 1800111 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 1801711 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 1802811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～15時45分

(2)9時30分～18時15分

2 (3)13時15分～22時00分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 1803211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 1804511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時00分～16時45分 准看護師

(2)8時30分～17時15分

2 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 1805411 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

事務補助 国土交通省　東北地方整
備局　釜房ダム管理所

宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山１
０－６

雇用・公災・健
康・厚生

147,460円～
195,738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

工作機械での加工 有限会社　サクマエンジ
ニアリング

宮城県角田市角田字野田前１９５ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

キャブレターの組立 株式会社　あずみ 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１３
－５

雇用・労災・健
康・厚生

182,784円～
182,784円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木作業員及び運転手 株式会社　照井建業 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川
１９７

雇用・労災・健
康・厚生

180,800円～
248,600円

雇用期間の定めなし

ＮＣフライス・汎用フ
ライス

有限会社　サクマエンジ
ニアリング

宮城県角田市角田字野田前１９５ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

作業員［村田町］ 株式会社　県南衛生工業 宮城県柴田郡村田町大字足立字稲荷山４
４番地

雇用・労災・健
康・厚生

132,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター兼土
木作業員

株式会社　照井建業 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川
１９７

雇用・労災・健
康・厚生

248,600円～
316,400円

雇用期間の定めなし

作業員 株式会社　山家農林改良
園

宮城県角田市島田字小一郎作５９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
259,875円

雇用期間の定めなし

産業廃棄物運搬車運転
手

有限会社　平間産業 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場字通り
木７１－１

雇用・労災・健
康・厚生

174,260円～
174,260円

雇用期間の定めなし

介護員（従来型特養夜
勤有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

197,468円～
229,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（ユニット型特
養夜勤有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

180,468円～
214,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（ユニット型オ
ンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

206,000円～
296,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（従来型特養夜
勤あり）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

195,200円～
227,000円

雇用期間の定めなし

介護員（ユニット型特
養夜勤有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

178,200円～
212,000円

雇用期間の定めなし

看護師（従来型オン
コール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

206,000円～
296,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（従来型オン
コール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
319,000円

雇用期間の定めなし

看護師（ユニット型オ
ンコール有）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
319,000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

◎ 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 6月 10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 ３年 6月 10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15分～17時30分

2
人 TEL 0224-86-5515 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1806011 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
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1808611 就業場所

月給 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 大型特殊自動車免許

3
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1811811 就業場所

月給 管理栄養士
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- 1813511 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- 1814411 就業場所 厚生
日給 変形（1年単位） 林業架線作業主任者

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 1816311 就業場所

月給
30歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-6410 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1818911 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

1
人 TEL 0224-83-4590 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1820211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)16時00分～23時30分

3
人 TEL 0224-62-4650 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 1822411 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～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1828711 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 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1830411 就業場所

月給 変形（1年単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1831011 就業場所

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 準中型自動車免許

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 1832311 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり

42歳以下 (1)8時20分～17時00分
(2)16時50分～1時15分

2 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0244-36-0111 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1835111 就業場所 宮城県角田市
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- 1711911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 第一種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

2
人 TEL 0224-86-3407 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1712111 就業場所

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- 1713711 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

スチール家具組立溶接
工

城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

鉄筋加工 藤工業　株式会社　宮城
工場

宮城県角田市横倉字明地１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

管理栄養士 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

201,300円～
201,300円

雇用期間の定めなし

土木・舗装工事の現場
作業員

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

220,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

一般作業員 株式会社　丹野林業建設 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－２

雇用・労災・健
康・厚生

201,600円～
268,800円

雇用期間の定めなし

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

土木工事監督 大西開発　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字石生２７
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

石彫工 石神彫刻工房 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字黒岩山３ 労災

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

主任介護支援専門員 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

228,000円～
258,000円

雇用期間の定めなし

飲食店の業務全般（と
きわ亭角田店）

有限会社　翌檜食堂 宮城県角田市角田字扇町９－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,500円～
213,000円

雇用期間の定めなし

看護師 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

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 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

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

電子部品の組立作業 株式会社　アリーナ　角
田事業所

宮城県角田市角田字西田６－１
アルプスアルパイン株式会社　角田工場
内

雇用・労災・健
康・厚生

163,610円～
188,000円

雇用期間の定めなし

施工管理技術者 窪田電気工事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

305,000円～
355,000円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 株式会社　菊地電機 宮城県角田市毛萱字南戸ノ内２１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

営業 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

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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

介護支援専門員（ケア
マネージャー）



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 6月 10日発行

ハローワーク大河原

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- 1714811 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 ホームヘルパー１級
(2)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

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- 1715211 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

1
人 TEL 0224-63-3556 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1717411 就業場所

月給 介護福祉士
64歳以下

1
人 TEL 0224-57-0788 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 1719311 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
59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 0224-53-2242 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1720111 就業場所

月給 変形（1年単位） 一級建築士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

1
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1721711 就業場所

月給
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1725411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～18時30分
(2)10時15分～19時15分

2
人 TEL 0224-51-1100 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1730711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位） 施設警備業務検定２級

18歳以上 (1)8時30分～8時29分
(2)8時30分～17時15分

1 (3)17時15分～8時30分
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1732211 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)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1735011 就業場所

月給 保育士
不問

2
人 TEL 0224-87-6684 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1737611 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)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- 1738911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士
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- 1742411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士

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- 1743011 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士

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- 1744311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 社会福祉士

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- 1747111 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- 1748711 就業場所

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

土木施工管理 株式会社　保志工務店 宮城県角田市藤田字寺岡１１７ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000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

141,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

305,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

訪問介護及びサービス
提供責任者

株式会社　ピース 宮城県柴田郡柴田町大字船岡東２丁目１
１－２３

雇用・労災・健
康・厚生

146,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

食品製造助手 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災・健
康・厚生

145,024円～
150,000円

雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

305,000円～
420,000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

138,720円～
142,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

店頭販売スタッフ［大
河原］

株式会社モトキ　ドコモ
事業部

宮城県柴田郡大河原町字新南５９番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

保育士 株式会社　モンテッソー
リこどもの家ぽこぽこ

宮城県柴田郡大河原町字新南　１６５－
１６

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

運転手（生コン車・大
型免許）

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

178,486円～
178,486円

雇用期間の定めなし

理学療法士 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

221,000円～
247,400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

言語聴覚士 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

221,000円～
247,400円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

221,000円～
247,400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～
285,000円

雇用期間の定めなし

医療ソーシャルワー
カー

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

195,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時00分
の間の８時間

(1)7時00分～19時30分
の間の８時間
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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)8時00分～17時00分

2 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1749811 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-2466 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1750411 就業場所 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

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- 1751011 就業場所 宮城県角田市
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- 1754911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1755111 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 玉掛技能者

人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1756711 就業場所 宮城県角田市
日給 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 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1757811 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20分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 1759511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 1760311 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 1761611 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-5861 （従業員数 22人 ）

正社員 04050- 1762911 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

2
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1763111 就業場所

月給 変形（1年単位） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1764711 就業場所

月給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～18時00分 准看護師

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-55-1702 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1765811 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時00分

2
人 TEL 0224-55-1702 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1766211 就業場所

月給 看護師
64歳以下 (1)8時00分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1768411 就業場所 宮城県角田市
その他 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

60歳以上 (1)7時00分～1時30分
(2)6時00分～18時00分

2 (3)8時30分～2時00分
人 TEL 0224-52-2066 （従業員数 23人 ）

正社員以外 04050- 1770911 就業場所

一般鳶工・重量鳶工 株式会社　齋藤架設 宮城県角田市藤田字鹿野７１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

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

210,000円～
285,000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

木材プレカット加工 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

220,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

玉掛技能者

重機オペレータ 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

247,500円～
292,500円

雇用期間の定めなし

土木作業員 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

225,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

品質管理 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

139,000円～
184,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理 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

292,500円～
315,000円

雇用期間の定めなし

鋳造オペレーター 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

145,000円～
190,000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

139,000円～
184,000円

雇用期間の定めなし

型枠大工 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

270,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

金属工作機械工 株式会社　ケージー 宮城県角田市枝野字寄井３０ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

正・准看護師 医療法人玉川　太田内科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－３－３
４

雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ・土木
作業

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

240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

184,200円～
218,400円

雇用期間の定めなし

医療事務 医療法人玉川　太田内科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－３－３
４

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 仙南観光タクシー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１９－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

143,138円～
143,138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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削

用）運転技能者

車両系建設機械（解体用）運転技能者
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ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-2868 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1771111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 玉掛技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時20分 床上操作式クレーン運転技能者

大型自動車免許
3

人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 154人 ）

正社員 04050- 1772711 就業場所

日給 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

2
人 TEL 0224-65-2787 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1773811 就業場所 宮城県角田市
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- 1775511 就業場所

月給
39歳以下 (1)8時15分～17時15分

5
人 TEL 0224-68-2511 （従業員数 220人 ）

正社員以外 04050- 1776411 就業場所 拠出
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

3
人 TEL 0224-79-3137 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1777011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

1
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員以外 04050- 1778311 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

1
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 1779611 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)23時30分～8時30分

1
人 TEL 0224-55-3311 （従業員数 83人 ）

正社員 04050- 1781211 就業場所

月給 准看護師
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 看護師

(2)8時00分～12時00分

3
人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1785311 就業場所

月給 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

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1786611 就業場所

月給 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 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1787911 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～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1788111 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～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1789711 就業場所

月給 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

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1790511 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
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

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1791411 就業場所

月給 看護師
64歳以下 (1)9時00分～18時00分 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

2
人 TEL 0224-51-8163 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1695511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

配管工 有限会社　高木設備工業 宮城県柴田郡大河原町字新青川２－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

牛の管理 合資会社　ばば農場 宮城県角田市高倉字菅田２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
173,600円

雇用期間の定めなし

鍍金（めっき）：前処
理・めっき・仕上検
査・仕分発送

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

162,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

組立工 ウォルブロー　株式会社 宮城県角田市神次郎字久城寺１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,000円～
148,000円

雇用期間の定めなし

内装仕上作業員 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

看護補助 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

148,000円～
159,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

部品加工、検査 有限会社　佐藤製作所 宮城県伊具郡丸森町大内字堰場５８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

製造機械オペレーター 仙台森紙業　株式会社
柴田事業所

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂
１番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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

210,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（平ボ
ディ）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

看護師、准看護師 医療法人名取会　名取医
院

宮城県角田市角田字南６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車）平ボ
ディ車

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（ウィング
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（ユニック
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車）ウィ
ング車

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

児童発達支援管理者 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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

中型運転手（ユニック
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000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） 三級自動車整備士
不問 (1)8時40分～18時00分

(2)8時00分～17時20分

2
人 TEL 0224-72-1745 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1696411 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)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1697011 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30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1698311 就業場所 宮城県角田市
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00分～9時00分

5
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1699611 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 1701311 就業場所 宮城県柴田郡村田町 厚生
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

不問 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-57-2098 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 1704111 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- 1705711 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 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 31人 ）

正社員 04050- 1706811 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1745 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1741511 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-53-4390 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1681611 就業場所

月給 変形（1年単位） 自動二輪車免許
59歳以下 (1)9時35分～18時35分

(2)9時35分～17時35分

2
人 TEL 0224-63-2150 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1682911 就業場所

時給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～15時40分

(2)15時10分～23時50分

5 (3)23時10分～7時30分
人 TEL 0224-54-4625 （従業員数 13人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 1684711 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1015 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1687511 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

(2)6時30分～15時30分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-56-4160 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050- 1688411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

病院事務・経営企画総
務係

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

141,100円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車整備工 有限会社　サシン自動車 宮城県伊具郡丸森町字中島９５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
300,000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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 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

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

自動車の鈑金塗装工 有限会社カーペインティ
ング平間

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字八入２６
－２４

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

総合職（事務・営業・
接客）

株式会社　菅生（スポー
ツランドＳＵＧＯ）

宮城県柴田郡村田町大字菅生６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

184,000円～
184,000円

雇用期間の定めなし

機械オペレーター 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～
281,200円

雇用期間の定めなし

溶接工 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

167,500円～
218,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 スエヒロデンタルクリ
ニック

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広４５－
１

雇用・労災・厚
生

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　サシン自動車 宮城県伊具郡丸森町字中島９５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

エンジン部品の製造業
務

東洋ワーク株式会社　仙
南事業所

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

217,444円～
217,444円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

教習指導員見習い 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～
170,000円

雇用期間の定めなし

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

164,800円～
172,960円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車の整備 有限会社　角田自動車整
備工業所

宮城県角田市梶賀字高畑南３３５番地 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
230,000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）



時給
不問 (1)7時00分～14時30分

(2)7時00分～12時00分

1 (3)7時00分～16時00分
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 1838211 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～13時00分
(2)14時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-52-1080 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1807311 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 1809911 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)13時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-83-3504 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1810711 就業場所

時給
64歳以下

3
人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

パート労働者 04050- 1812211 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)13時00分～18時30分

(2)9時00分～16時00分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1815011 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1817611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-58-3588 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1819111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 保育士

不問 (1)13時00分～17時00分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1825611 就業場所

時給 作業療法士
不問 (1)13時00分～17時00分 理学療法士

(2)13時30分～17時30分 言語聴覚士
1

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1826911 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 准看護師

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1829811 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 1833611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)13時00分～17時00分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1836711 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～20時00分

(2)9時15分～21時15分

4 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04050- 1710611 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
64歳以下 介護職員初任者研修修了者

2
人 TEL 0224-57-0788 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1718011 就業場所

時給 理学療法士
不問 (1)8時30分～17時00分 柔道整復師

(2)8時30分～13時00分

1
人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1723211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

64歳以下 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1726011 就業場所

歯科衛生士 医療法人社団　昌慶会
はせ歯科医院

宮城県柴田郡大河原町字中島町７－６ 雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

清掃員［丸森町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

830円～830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

事務員 有限会社　星労務管理事
務所

宮城県柴田郡村田町大字村田字町南４５ 雇用・労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

スチール家具生産員 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（1）８時００分～１７時
００分の間の６時間程度

ＬＰガス保安管理及び
灯油配送

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

950円～1,500円
雇用期間の定めなし

介護補助（老健・お手
伝い等）

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

825円～900円
雇用期間の定めなし

(1)7時30分～17時30分
の間の６時間程度

介護用品クリーニング
作業

株式会社　ドリームラン
ドリー

宮城県柴田郡柴田町剣崎１丁目２－１ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めなし

山林作業者 株式会社　山林舎 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越５４ 雇用・労災

875円～930円
雇用期間の定めなし

作業療法士　理学療法
士　言語聴覚士　［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

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［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

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業スタッフ［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

労災

904円～904円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～20時00分
の間の５時間程度

看護師 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 労災

1,100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30分
の間の３時間以上

警備員 株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災

830円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

児童指導員［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

950円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

理学療法士又は柔道整
復師

株式会社　ピュアスポー
ツ

宮城県柴田郡大河原町字新東３６－１ 雇用・労災

1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

株式会社　ピース 宮城県柴田郡柴田町大字船岡東２丁目１
１－２３

雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時00分
の間の７時間程度

食品製造助手 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災

825円～825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 ３年 6月 10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 ３年 6月 10日発行

ハローワーク大河原

時給
64歳以下 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1727311 就業場所

時給
64歳以下 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1728611 就業場所

時給 交替制あり 保育士
59歳以下 (1)8時00分～13時00分

(2)10時30分～16時00分

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

パート労働者 04050- 1733511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時45分～13時15分
(2)9時45分～19時15分

1 (3)13時00分～19時15分

人 TEL 0224-58-1521 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1734411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)15時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 1739111 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 1740211 就業場所

月給
不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1745611 就業場所 宮城県角田市
時給 薬剤師

不問

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1746911 就業場所

時給
18歳～59歳 (1)22時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1752311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-72-2156 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 1758211 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)9時15分～16時00分
(2)8時00分～12時00分

2 (3)13時30分～17時00分

人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050- 1767511 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)8時00分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050- 1769011 就業場所 宮城県角田市
時給 大型自動車免許

不問 大型特殊自動車免許

2
人 TEL 0224-65-2787 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1774211 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)11時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3741 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 1780811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 准看護師

59歳以下 看護師

3
人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1784011 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)17時30分～21時30分

1
人 TEL 0224-52-4901 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1792011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

食品製造助手 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めなし

保育士（大河原町） 福島ヤクルト販売　株式
会社　仙南エリア拠点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めなし

店内スタッフ 株式会社　しまむら
しまむら柴田店

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目２－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

960円～960円
雇用期間の定めなし

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 雇用・労災

830円～830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

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

薬剤師（非常勤） 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

2,000円～2,000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4時間以上

角田市自治センター主
事

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,047円～1,234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７時間程度

ゴム・プラ成形及び成
形品の仕上げ、梱包

竜興化学工業株式会社
宮城工場

宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼字竹ノ花
５０－１

雇用・労災・健
康・厚生

825円～825円
雇用期間の定めなし

ホテルのナイトフロン
ト

株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 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）

生活支援員 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 雇用・労災

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護助手 医療法人　庄司クリニッ
ク

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３
５－１

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

牛の管理の補助作業 合資会社　ばば農場 宮城県角田市高倉字菅田２－３ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～17時00分
の間の３時間以上

体育施設の管理業務 特定非営利活動法人　大
河原町スポーツ振興アカ
デミー

宮城県柴田郡大河原町字町８２ 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師、准看護師 医療法人名取会　名取医
院

宮城県角田市角田字南６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,400円～1,600円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分
の間の6時間程度



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 6月 10日発行

ハローワーク大河原

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～15時00分

(2)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- 1797711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

65歳以下

1
人 TEL 0224-83-4818 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1693811 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問

2
人 TEL 0224-73-3777 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1694211 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-1346 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1700011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

3 (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- 1703911 就業場所

材料供給、完成品箱詰 有限会社　サカイダ工研 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼１５
１－２

雇用・労災

825円～835円
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分
の間の５時間程度

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

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

米麺製造 マルコー食品株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
番地の１

雇用・労災

825円～850円
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分
の間の５時間以上

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

827円～827円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

塗装工 大島塗装店　株式会社 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目３－
３５－９

雇用・労災

900円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


