
 

 

令和４年 3 月 17 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 変形（1ヶ月単位） ５トン限定準中型自動車免許

39歳以下 危険物取扱者（乙種）

1
人 TEL 022-382-2232 （従業員数 7人 ）

正社員 04010-17900721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1012321 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

3
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1014921 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

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1015121 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1016021 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

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1017721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位） 第三種電気主任技術者

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0270-61-7083 （従業員数 5人 ）

正社員 10040- 2199621 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00分～17時40分

1
人 TEL 048-762-9781 （従業員数 7人 ）

正社員 11050- 6599621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 90人 ）

正社員 04010-17549221 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 医療事務資格

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-72-1351 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  962521 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1048 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  964321 就業場所

月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士
39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 26人 ）

正社員 04050-  975121 就業場所

月給 交替制あり 介護福祉士
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040- 5180721 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり ホームヘルパー２級

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040- 5183521 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040- 5188121 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり その他の福祉・介護関係資格

18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040- 5193321 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 薬剤師

40歳以下

1
人 TEL 042-369-6218 （従業員数 13人 ）

正社員 13200- 4195721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出

加入保険等 必要な免許資格

ガソリンスタンド店員 株式会社　鶴見屋商店 宮城県名取市増田２丁目１－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

169,000円～
180,000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

介護職（無資格、未経
験）

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５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

167,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 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５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

158,300円～
255,000円

雇用期間の定めなし

管理栄養士【介護老人
保健施設】

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５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

看護師 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５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

190,500円～
260,000円

雇用期間の定めなし

太陽光発電所の電気主任技
術者【宮城県角田市】月給
制

株式会社　ジースリー 群馬県伊勢崎市下植木町５３５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000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５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理／宮城県
南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

349,160円～
601,420円

雇用期間の定めなし

精肉エキスパート（マネジ
メント）／柴田郡大河原町

大三フーズ株式会社　関
東支社

埼玉県さいたま市中央区下落合６－８－
１４　
　第２東京ビル３０２号室

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

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

188,790円～
256,060円

雇用期間の定めなし

医療事務 山本医院（山本政秀） 宮城県伊具郡丸森町字町西６２－１ 雇用・労災

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／介護
福祉士）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

電気工事士 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

192,000円～
222,000円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／資格不
問）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

164,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／初任
者等）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
202,000円

雇用期間の定めなし

薬剤師／大河原フォル
テ店

株式会社　サンドラッグ 東京都府中市若松町１－３８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

328,750円～
441,650円

雇用期間の定めなし

(1)9時00分～22時00分
の間の８時間程度

管理者兼介護職及び管理者
候補（正社員）（梶賀）

株式会社　ジェイバック 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時30分～19時30分
の間の８時間程度

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

◎ 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 3月 17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 3月 17日発行

ハローワーク大河原

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 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 052-433-1444 （従業員数 5人 ）

正社員 23020-17793721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 2人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-16984521 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

10
人 TEL 022-794-8144 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-17160721 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

3
人 TEL 0224-63-5050 （従業員数 29人 ）

正社員 04050-  953221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～15時30分
(2)8時00分～16時30分

5 (3)9時00分～17時30分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050-  956321 就業場所

月給 変形（1年単位） 調理師
不問

1
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050-  957621 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  961221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0940-62-3287 （従業員数 32人 ）

正社員 40120- 6592821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 022-797-6990 （従業員数 30人 ）

正社員 04010-16705721 就業場所 宮城県全域（仙台市・石巻市・川崎町など）岩手県・福島県
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 022-797-6990 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04010-16710921 就業場所 宮城県全域（仙台市・石巻市・川崎町など）岩手県・福島県
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-766-8757 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-16712021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 中型自動車免許

59歳以下 (1)7時45分～16時45分

1
人 TEL 0224-52-5701 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  932921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050-  933121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  934021 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

1
人 TEL 0224-62-1713 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-  935721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050-  937221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） あん摩マッサージ指圧師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 柔道整復師

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050-  938521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

機械設計業務 東日本スターワークス株
式会社　仙台テクニカル
センター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

320,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手兼作業ス
タッフ／宮城県柴田郡

株式会社　林商店 愛知県名古屋市中川区万場２－２１７番
地

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

縫製オペレーター 株式会社　ピオ角田工場 宮城県角田市梶賀字高畑北２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,000円～
145,000円

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員 株式会社　仙台グランド
警備

宮城県仙台市若林区遠見塚３丁目７番５
号

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

調理人 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)6時30分～16時30分
の間の7時間程度

キャディ ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,724円～
190,224円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

アルミ・スチール・ステン
レス製サッシの製造補佐／
正・宮城

フロンテックＰＲＯ　株
式会社

福岡県宗像市池田１６２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

163,333円～
163,333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）

(1)8時30分～8時29分の
間の8時間程度

重機オペレーター 東日本建設　株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１６－
２３　一番町スクエアビル２Ｆ　Ｂ

雇用・労災・健
康・厚生

253,000円～
368,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

重機オペレーター 東日本建設　株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１６－
２３　一番町スクエアビル２Ｆ　Ｂ

雇用・労災・健
康・厚生

276,000円～
437,000円

雇用期間の定めなし

運転手兼作業員 ワートスナジー　株式会
社

宮城県柴田郡大河原町大谷字鷺沼入２５
－９４

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

コカ・コーラ社製品の
荷役作業

株式会社　シンクラン
東北支店

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目１－３
３　コカ・コーラボトラーズジャパン株
式会社仙台セールスセンター内

雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
189,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

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

マッサージ師 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

164,000円～
187,500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（基礎
工事用）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（基礎
工事用）運転技能者



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
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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30分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050-  939421 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-  940921 就業場所

月給 医療事務資格
64歳以下 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-7045 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  942021 就業場所

月給 交替制あり 調理師
59歳以下 (1)5時30分～14時30分

(2)6時00分～15時00分

2 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  943721 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10分～17時00分
(2)16時10分～1時00分

3 (3)0時10分～9時00分
人 TEL 0224-63-3750 （従業員数 62人 ）

正社員 04050-  946521 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 185人 ）

正社員以外 04050-  948321 就業場所 拠出
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
(2)8時30分～12時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050-  949621 就業場所

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

(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050-  950021 就業場所

日給 第二種電気工事士
不問 (1)8時30分～17時30分 ２級ボイラー技士

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050-  955421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
年俸制 変形（1年単位）

不問 (1)8時10分～17時00分
(2)9時10分～18時00分

1
人 TEL 0257-24-3161 （従業員数 0人 ）

正社員以外 15050- 1132821 就業場所 東北６県をエリア・自宅を拠点に
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3342 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  908121 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

3 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 19人 ）

正社員以外 04050-  912421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 栄養士

不問 (1)8時30分～17時15分 管理栄養士

1
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050-  915921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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10分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-72-1060 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  922621 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-2113 （従業員数 3人 ）

正社員以外 04050-  926721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分
(2)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  927821 就業場所

時給 危険物取扱者（丙種）
不問 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-  928221 就業場所

倉庫管理および配送 株式会社　ワカキ 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

調剤事務 株式会社ＡＢＩＣ　リー
フ調剤薬局

宮城県柴田郡大河原町字小島２６－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
183,000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

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

190,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

調理師（金上病院） 有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

役員運転手 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

204,000円～
204,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

工場施設保全（設備管
理）

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

155,040円～
163,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

正看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
298,000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

159,600円～
201,600円

雇用期間の定めなし

営業員（宮城県） 株式会社　かしわ堂 新潟県柏崎市鯨波１丁目３－９ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

栄養士 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

171,400円～
217,000円

雇用期間の定めなし

フロント受付、接客スタッ
フ（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

労務作業補助（牛の飼
育）

農事組合法人　丸森町酪
農振興組合

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋１２０（丸森
町役場　農林課内）

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

４ｔトラック運転手
（配達員）・工場作業
員

中里工業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字和田西１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

151,900円～
195,300円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場のハウスリネ
ン

株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

156,240円～
164,920円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場の総務事務 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

136,710円～
151,900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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-22-7711 （従業員数 3人 ）

正社員 04051-  496821 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 03-3252-3800 （従業員数 6人 ）

正社員 13010-26886821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

【急募】固定客がメインの
営業です／宮城県柴田郡

水戸工業株式会社 東京都千代田区神田北乗物町６番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

232,000円～
312,000円

雇用期間の定めなし

販売スタッフ【角田
市】

株式会社　一條　森の芽
ぶきたまご舎

宮城県刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし



時給 交替制あり 保育士
不問 (1)8時00分～14時00分

(2)11時00分～18時00分

1
人 TEL 022-398-3856 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-17696521 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050-  969721 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時05分

1
人 TEL 0574-53-2048 （従業員数 8人 ）

パート労働者 21070- 1559521 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時05分

1
人 TEL 0574-53-2048 （従業員数 8人 ）

パート労働者 21070- 1561621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)11時30分～14時30分

(2)14時30分～18時30分

2
人 TEL 0561-72-7001 （従業員数 0人 ）

パート労働者 23010- 9415221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

65歳以下 (1)17時00分～21時00分

2
人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  963421 就業場所

時給
不問 (1)8時15分～12時00分

2
人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-  966921 就業場所

時給 交替制あり 保育士
不問 (1)13時15分～18時30分

(2)7時45分～13時00分

1
人 TEL 0297-20-7573 （従業員数 8人 ）

パート労働者 08060- 1975721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)13時00分～16時30分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-16952621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-16969421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 危険物取扱者（乙種）

不問 (1)8時30分～16時30分 ２級ボイラー技士

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-16971121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)16時30分～9時30分 介護職員実務者研修修了者

介護職員初任者研修修了者

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010-17285221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 准看護師

1
人 TEL 0224-55-3509 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050-  951721 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時15分

5
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 170人 ）

パート労働者 04050-  954521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～16時30分

2
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  958921 就業場所

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

(2)21時00分～1時00分

3 (3)1時00分～5時00分
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  959121 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

3
人 TEL 0940-62-3287 （従業員数 32人 ）

パート労働者 40120- 6594521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

加入保険等 必要な免許資格

保育士パート（仙南病院あ
すなろの木保育園）

株式会社　日本デイケア
センター　仙台営業所

宮城県仙台市青葉区春日町７－１９　ベ
ルトラックス春日町ビル３Ｆ

労災

950円～950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

工場内作業（角田工
場）

株式会社　アドバンテッ
クマルダイ

岐阜県加茂郡川辺町下川辺４７４番地 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

事務補助（総務事務） 宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

895円～895円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

給食業務の洗浄作業
【船岡】

株式会社　タイヨウ 愛知県日進市栄３丁目２１０８番地 労災

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

工場内作業（角田工
場）

株式会社　アドバンテッ
クマルダイ

岐阜県加茂郡川辺町下川辺４７４番地 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

医療事務 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

1,000円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理、接客スタッフ 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

配送助手及び食器洗浄
業務

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３丁目４番１
号
アゼリアヒルズ１３階

労災

853円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

学童保育スタッフ（丸森
小学校／丸森町）

株式会社　アンフィニ 茨城県つくばみらい市板橋１８１２－１
６

雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

管理業務 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３丁目４番１
号
アゼリアヒルズ１３階

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

配送業務兼洗浄作業 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３丁目４番１
号
アゼリアヒルズ１３階

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護師、准看護師 医療法人社団　毛利クリ
ニック

宮城県柴田郡柴田町船岡西１－９－２８ 労災

1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職夜勤専従／柴田郡柴
田町（グループホームゆめ
みの杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 労災

1,375円～1,375円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ハウス管理 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経理事務［宮城県柴田
郡］

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

1,030円～1,030円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

アルミ・スチール・ステン
レス製サッシの製造補佐／
宮城

フロンテックＰＲＯ　株
式会社

福岡県宗像市池田１６２５－１ 雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

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

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

(1)8時30分～17時30分
の間の６時間程度

(1)8時00分～17時00分
の間の５時間程度

◎ 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 3月 17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 3月 17日発行

ハローワーク大河原

時給
不問

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010-16515321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 022-217-0055 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-16601521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-  944821 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 0224-56-5329 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  945221 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-  947421 就業場所

時給 交替制あり 司書
不問 (1)9時30分～18時15分 司書補

(2)10時30分～19時15分

1
人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  907921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 0224-63-3342 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-  910221 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～13時30分

(2)10時00分～14時00分

1 (3)9時30分～14時30分
人 TEL 0224-56-3970 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-  913321 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050-  914621 就業場所

時給
不問 (1)7時45分～10時00分

(2)15時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-82-2181 （従業員数 106人 ）

パート労働者 04050-  916121 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050-  923921 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050-  924121 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)6時00分～10時00分
(2)14時00分～18時00分

4 (3)18時00分～23時00分

人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050-  925021 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  929521 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

(2)7時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  930321 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  931621 就業場所

調理補助 株式会社　紅谷 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目２－７
５

雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問入浴　入浴ケアエイド
／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

1,264円～1,414円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

クリクラサーバー入替、サ
ンプル品配布

有限会社　仙台ユーユー 宮城県柴田郡柴田町入間田字金谷１６０ 雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

納豆製造工 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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

司書（大河原町駅前図
書館）

大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 雇用・労災・健
康・厚生

1,087円～1,087円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

接客業務（レストラン業
務）

一般社団法人　柴田町観
光物産協会

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上野４
－１

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

部品管理・検査 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

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

運転手兼介護助手 社会福祉法人　宮城福祉
 会　

介護老人保健施設　あい
やま

宮城県柴田郡村田町大字村田字相山１０
０番地５

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転業務員兼業務員 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

870円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護予防支援専門員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,328円～1,410円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

主任介護支援専門員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,339円～1,420円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

880円～900円
雇用期間の定めなし

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

860円～860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）

(1)8時30分～18時30分
の間の６時間以上

(1)8時00分～18時00分
の間の6時間程度

(1)9時00分～17時00分
の間の6時間程度

ポーター（玄関係） 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

880円～880円
雇用期間の定めなし

レストランホール係 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めなし

マスター室スタッフ 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部


