
令和 4 年 10 月 6 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（9 月 28 日～10 月 4 日分） 

 

※  求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

  

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 

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）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 022-376-0753 （従業員数 11人 ）

正社員 04010-57756221 就業場所 大河原町ほか
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)8時00分～18時00分
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-58074221 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時00分～18時00分
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 38人 ）

正社員 04010-58077321 就業場所 宮城県角田市 拠出
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00分～18時00分 ホームヘルパー２級
の間の８時間 介護職員実務者研修修了者

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010-58080721 就業場所 宮城県角田市
月給 介護福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員 04010-58083521 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010-58084421 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00分～18時00分 准看護師
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-58085321 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-58088121 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-58091521 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-58093321 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)7時30分～18時00分
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員 04010-58094621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)7時30分～18時00分 精神保健福祉士
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-58095921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

不問 (1)7時30分～18時00分 精神保健福祉士
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010-58096121 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00分～18時00分 作業療法士
の間の８時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員 04010-58097021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

不問 (1)8時00分～18時00分 作業療法士
の間の８時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04010-58099821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-58101121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-58102021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出

管理者候補／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

269,000円～
336,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

カメラ撮影・接客 株式会社　ドリームジャ
パン

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

152,800円～
200,000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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

介護職員／ツクイ角田北郷
（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

168,560円～
173,720円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ角田北郷
（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
249,000円

雇用期間の定めなし

サービス提供責任者／ツク
イ角田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

206,400円～
206,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

サービス提供責任者／ツク
イ角田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

221,000円～
269,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員／ツクイ角
田北郷　※未経験向け

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
251,000円

雇用期間の定めなし

看護職員／ツクイ角田北郷
（訪問入浴・デイ兼務）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
273,000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）

主任介護支援専門員（ケア
マネジャー）／ツクイ角田
北郷

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

243,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員／ツクイ角
田北郷　※経験者向け

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

224,000円～
251,000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）

生活相談員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～
256,000円

雇用期間の定めなし

介護職員／ツクイ丸森大内
（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
249,000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）

機能訓練指導員／ツクイ丸
森大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
268,000円

雇用期間の定めなし

生活相談員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

199,520円～
216,720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）

看護職員／ツクイ丸森大内
（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
273,000円

雇用期間の定めなし

機能訓練指導員／ツクイ丸
森大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

180,600円～
215,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員／ツクイ丸
森大内　※未経験向け

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

218,000円～
251,000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）

◎ 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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 10月 6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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 10月 6日発行

ハローワーク大河原

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-58103721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-58104821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 022-257-3101 （従業員数 4人 ）

正社員 04010-58254621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)10時00分～21時00分

の間の８時間
1

人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 2975721 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
(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 2976821 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

2
人 TEL 0224-61-1188 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2977221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)10時00分～19時00分

1 (3)16時30分～9時30分
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2979421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-84-4140 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2982021 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～18時00分 准看護師

(2)8時30分～12時00分

1 (3)17時30分～8時30分
人 TEL 0224-55-3509 （従業員数 22人 ）

正社員 04050- 2983721 就業場所

月給 日商簿記２級
62歳以下 (1)8時30分～17時30分 簿記能力検定（全経１級）

1
人 TEL 0224-52-0066 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2984821 就業場所 厚生
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 23,000人 ）

正社員以外 04050- 2985221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1048 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2986521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 2987421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 2989621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-0294 （従業員数 13人 ）

正社員以外 04050- 2991721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1週間単位非定型的）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 07080- 3880421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-11683421 就業場所 宮城県角田市 拠出

介護支援専門員／ツクイ丸
森大内　※経験者向け

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

224,000円～
251,000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）

製造職 守屋木材　株式会社 宮城県仙台市宮城野区原町６丁目１－１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

主任介護支援専門員（ケア
マネジャー）／ツクイ丸森
大内

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

243,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

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

ホール係（炉ばた　は
たはた）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

198,434円～
219,544円

雇用期間の定めなし

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

175,500円～
247,000円

雇用期間の定めなし

機械加工及び治工具製
作

有限会社　花島エンジニ
ア

宮城県角田市梶賀字西４３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

管工事業 有限会社　鈴木設備工業
所

宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町２２
－３

雇用・労災・健
康・厚生

184,800円～
231,000円

雇用期間の定めなし

清掃スタッフ 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

153,408円～
153,408円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経理事務 税理士法人　原田会計事
務所

宮城県柴田郡大河原町字旭町７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

176,000円～
190,000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

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

184,450円～
227,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 社会福祉法人　大河原町
社会福祉協議会

宮城県柴田郡大河原町字南６９ 雇用・労災・健
康・厚生

153,900円～
153,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

（派）軽金属アルミ鋳
造品の仕上・研磨

株式会社　日総ビジネス
サービス　二本松営業所

福島県二本松市木藤次郎内８５－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

240,800円～
240,800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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 10月 6日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-11684321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-11692321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下 (1)8時45分～18時00分
(2)10時45分～20時00分

1 (3)12時00分～21時15分

人 TEL 025-371-4115 （従業員数 1,714人 ）

正社員 15070-11696021 就業場所 宮城県柴田郡村田町 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 022-261-4423 （従業員数 8人 ）

正社員 04010-57671921 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15分
(2)7時30分～16時15分

2 (3)8時00分～16時45分
人 TEL 022-261-4423 （従業員数 48人 ）

正社員 04010-57685521 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30分

3
人 TEL 022-348-3673 （従業員数 10人 ）

正社員 04011- 3241321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 2948121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

59歳以下 (1)8時30分～17時00分 大型自動車免許

1
人 TEL 0224-56-1670 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2949021 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 0224-56-1670 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2950221 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-52-3900 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2951521 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- 2952421 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- 2953321 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- 2954621 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- 2955921 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- 2956121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)8時00分～18時15分
の７時間45分

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050- 2958721 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)8時15分～17時10分

5
人 TEL 0224-55-4711 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 2959821 就業場所

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 株式会社ニチイ学館　仙
台支店　医療関連事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

140,620円～
148,520円

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～
231,000円

雇用期間の定めなし

診療報酬請求事務能力認
定試験（医科・歯科）

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

パネル生産工場員（２
２－３２）

株式会社　北洲 宮城県富谷市成田９丁目２－２ 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

医療事務資格

医療事務 株式会社ニチイ学館　仙
台支店　医療関連事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

140,620円～
148,520円

雇用期間の定めなし

医療事務資格

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

診療報酬請求事務能力認
定試験（医科・歯科）

土木施工管理者 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

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

管理栄養士 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

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 さくら歯科 宮城県柴田郡大河原町字東新町６－９ 雇用・労災・厚
生

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 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

200,000円～
220,000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

177,813円～
177,813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

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）

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

保育所保育士 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

174,400円～
197,300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（ケ
アマネージャー）

加工・組立・検査・出
荷作業員

ユーワ精巧　株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

143,399円～
151,032円

雇用期間の定めなし



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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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10分～17時00分

(2)16時10分～1時00分

2 (3)0時10分～9時00分
人 TEL 0224-63-3750 （従業員数 61人 ）

正社員 04050- 2962621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 臨床検査技師
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 0224-63-1032 （従業員数 134人 ）

正社員 04050- 2963921 就業場所 宮城県角田市
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 022-382-6771 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2966721 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00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2967821 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） その他の医療・保健衛生関係資格

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- 2968221 就業場所 宮城県角田市
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30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2969521 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30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2970321 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 135人 ）

正社員 04050- 2971621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 135人 ）

正社員 04050- 2972921 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- 2973121 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)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050- 2974021 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

67歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-26-9621 （従業員数 30人 ）

正社員 04051- 1491921 就業場所 県内全域　白石近辺・柴田郡が中心
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

67歳以下 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
玉掛技能者

1
人 TEL 0224-26-9621 （従業員数 30人 ）

正社員 04051- 1492121 就業場所 県内全域　白石近辺・柴田郡が中心
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

67歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-26-9621 （従業員数 30人 ）

正社員 04051- 1493021 就業場所 県内全域　白石近辺・柴田郡が中心
月給 交替制あり

18歳～64歳 (1)9時30分～17時30分
(2)12時00分～20時00分

3 (3)15時00分～23時00分

人 TEL 0220-22-2560 （従業員数 11人 ）

正社員 04070- 2493621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

39歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 023-681-7101 （従業員数 18人 ）

正社員 06010-19393021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 023-663-2011 （従業員数 3人 ）

正社員 06010-19532521 就業場所 宮城県角田市

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

倉庫業務（出荷・荷受
け・倉庫整理）

株式会社　アイスジャパ
ン　角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北３８８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

164,160円～
164,160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　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

175,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

メディカルクラーク 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

150,110円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 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～
250,000円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

210,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

理学療法士 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

210,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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

210,000円～
330,000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

病院事務 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

150,110円～
170,000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 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

土木工事作業員（技術
者）

株式会社　白高商事 宮城県白石市大川町１０－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　白高商事 宮城県白石市大川町１０－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

162,750円～
220,000円

雇用期間の定めなし

店長候補（大河原店） 蔵八　株式会社 宮城県登米市迫町佐沼字中江５丁目２－
１

雇用・労災・健
康・厚生

181,500円～
181,500円

雇用期間の定めなし

土木工事管理 株式会社　白高商事 宮城県白石市大川町１０－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

中低層構造物向け仮設
足場の組立解体

株式会社東北仮設サービ
ス

山形県東村山郡中山町大字長崎１０３３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

194,000円～
259,000円

雇用期間の定めなし

製造（村田工場）【急
募求人】

三條物産　株式会社 山形県山形市千歳１丁目１６－４８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
206,000円

雇用期間の定めなし
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令和 4年 10月 6日発行

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

1
人 TEL 023-663-2011 （従業員数 4人 ）

正社員 06010-19536921 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員以外 07010-13470521 就業場所 宮城県　県南地区
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分

1 (3)13時30分～22時30分

人 TEL 024-533-6151 （従業員数 24人 ）

正社員 07010-13600921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生
日給 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 03-6908-1300 （従業員数 17人 ）

正社員 13080-76260921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 03-6908-1300 （従業員数 17人 ）

正社員 13080-76262021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 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

2 (3)9時00分～8時59分
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-57428421 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00分

2
人 TEL 0224-68-3615 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2935521 就業場所 宮城県角田市
月給 運行管理者（貨物）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2936421 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2937321 就業場所

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 0224-62-2013 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2939921 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 0224-62-2013 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2940721 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-1239 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2942221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 栄養士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 調理師

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2944421 就業場所

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

1
人 TEL 0224-52-2172 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 2945321 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0197-35-5277 （従業員数 2人 ）

正社員 03060- 5510621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 准看護師

1
人 TEL 022-779-6384 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04010-57215721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位） 中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2932721 就業場所

交通誘導警備員（白
石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

158,360円～
199,020円

雇用期間の定めなし

営業（得意先回り）
（宮城県角田市）

株式会社東北仮設サービ
ス

山形県東村山郡中山町大字長崎１０３３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

一般土木作業員 株式会社　東栄建設 東京都新宿区西落合３丁目１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

183,600円～
244,800円

雇用期間の定めなし

営業・ケンタッキーフライ
ドチキン大河原店社員・店
長候補

株式会社　シャポンドゥ 福島県福島市西中央２丁目９１－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

警備スタッフ兼施設警
備スタッフ

東洋ワークセキュリティ
株式会社　仙南営業所

宮城県名取市増田１丁目２－７　ロタハ
ウス２階

雇用・労災・健
康・厚生

161,250円～
161,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

重機オペレーター 株式会社　東栄建設 東京都新宿区西落合３丁目１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

224,400円～
306,000円

雇用期間の定めなし

事務（運行管理者） 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

一般事務員 丸山株式会社　産直食肉
センター

宮城県角田市江尻字巻向１３６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプトラック運
転手兼土木作業員

 株式会社　想建 宮城県角田市角田字南８５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

事務員 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
195,000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（基礎
工事用）運転技能者

幼稚園教諭 学校法人柴田学園たんぽ
ぽ幼稚園

宮城県柴田郡柴田町槻木西二丁目８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

167,700円～
173,600円

雇用期間の定めなし

土木、建築作業員  株式会社　想建 宮城県角田市角田字南８５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

人材コーディネーター、ア
シスタント業務

株式会社　ワークパワー 岩手県奥州市江刺八日町１－４－１０
ワークステーション１０１

雇用・労災・健
康・厚生

202,725円～
287,822円

雇用期間の定めなし

大型自動車免許

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

ダンプトラック運転業務お
よび車両系建設機械運転業
務

株式会社　枡建設 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根２３
９－３

雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
277,200円

雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,500円～
172,300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

山林作業兼土木作業員 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・健
康・厚生

161,250円～
236,500円

雇用期間の定めなし

看護師  株式会社　陸天 宮城県仙台市青葉区堤町１－７－１９
第一ファームヒル１０１

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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ハローワーク大河原

月給
不問 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-5355 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2933821 就業場所

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- 2934221 就業場所

月給 変形（1年単位）
29歳以下 (1)8時50分～17時30分

1
人 TEL 052-689-1163 （従業員数 22人 ）

正社員 23070-11065021 就業場所 宮城県柴田郡村田町 拠出
月給 １級土木施工管理技士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士
その他の土木・測量技術関係資格

2
人 TEL 022-223-7032 （従業員数 67人 ）

正社員 04010-57081221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 厚生・拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士

59歳以下 (1)8時15分～17時30分 理学療法士

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

正社員 04010-57083421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 ２級土木施工管理技士

不問 (1)8時30分～17時30分 １級土木施工管理技士
その他の土木・測量技術関係資格

2
人 TEL 022-223-7032 （従業員数 67人 ）

正社員以外 04010-57087121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 厚生・拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2928421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2929321 就業場所

月給 交替制あり 栄養士
不問 (1)5時15分～14時30分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 03-3379-1246 （従業員数 6人 ）

正社員以外 13080-75409321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出

医療事務 さくら小児科医院 宮城県柴田郡大河原町字住吉町１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

事務スタッフ（正） 株式会社　ユー・エス・
エス

愛知県東海市新宝町５０７－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

194,000円～
251,000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

リハビリ職（介護老人保健
施設さくらの杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

224,920円～
269,240円

雇用期間の定めなし

土木技術者・積算技術者
（正社員／丸森町・大河原
町）

株式会社　ティーネット
ジャパン　東北支社

宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０－３
ＪＭＦビル仙台０１ー７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

265,960円～
372,320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・健
康・厚生

274,000円～
332,000円

雇用期間の定めなし

土木技術者・積算技術者
（契約社員／丸森町・大河
原町）

株式会社　ティーネット
ジャパン　東北支社

宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０－３
ＪＭＦビル仙台０１ー７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

340,605円～
506,850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）

栄養士【国保川崎病
院】

株式会社　グリ－ンヘル
スケアサ－ビス

東京都新宿区西新宿３－２０－２　東京
オペラシティタワー１７階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 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・健
康・厚生

173,000円～
201,000円

雇用期間の定めなし



時給 労災 美容師
59歳以下 (1)9時00分～18時00分 管理美容師

5
人 TEL 022-376-0753 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-57758421 就業場所 大河原町ほか
時給 交替制あり

18歳以上 (1)17時30分～2時00分
(2)21時30分～6時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04010-57762721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 労災 ホームヘルパー２級

不問 (1)8時00分～10時00分 介護福祉士
(2)16時00分～18時00分

1
人 TEL 022-781-9830 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04010-57919321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分
(2)7時45分～16時30分

2
人 TEL 022-261-4423 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04010-57674721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分
(2)8時00分～16時45分

2 (3)7時30分～16時15分
人 TEL 022-261-4423 （従業員数 52人 ）

パート労働者 04010-57681021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 調理師

不問 (1)7時30分～11時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3339421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3340921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時30分～11時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3341121 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3343721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011- 3255721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)17時00分～20時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 3278921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時00分～11時00分
(2)14時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

パート労働者 04050- 2978521 就業場所

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- 2980921 就業場所

時給
18歳以上 (1)20時00分～5時00分

(2)0時00分～9時00分

4
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050- 2947921 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)10時45分～17時30分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 39人 ）

パート労働者 04050- 2957021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-56-6677 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2960421 就業場所

総合事務員 みちのく工芸　高橋茂治 宮城県柴田郡柴田町大字上川名字舘山６
７－１

雇用・労災

920円～950円
雇用期間の定めなし

調理補助員［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

労災・その他

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

夜間ピッキング作業ス
タッフ（大河原）

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

1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

1,250円～1,562円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

885円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ナイトマネージャー
（槻木店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

労災

883円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売スタッフ：農産部
門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売スタッフ：ドライ
部門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売スタッフ：畜産部
門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

販売スタッフ：惣菜部
門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

販売スタッフ：水産部
門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

医療事務資格

医療事務 株式会社ニチイ学館　仙
台支店　医療関連事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

890円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務資格

診療報酬請求事務能力認
定試験（医科・歯科）

医療事務 株式会社ニチイ学館　仙
台支店　医療関連事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

890円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

診療報酬請求事務能力認
定試験（医科・歯科）

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

メディカルクラーク
（医療事務技能審査）

訪問介護員（拘束型訪
問介護員）

ＳＯＭＰＯケア　株式会
社　東北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２
－１

1,120円～1,120円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助員（柴田郡柴
田町）

一冨士フードサービス
株式会社　北海道・東北
支社

宮城県仙台市宮城野区榴岡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～950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

写真館の店舗スタッフ 株式会社　ドリームジャ
パン

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２－８

890円～890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

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

◎ 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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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



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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 2961321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 労災 臨床検査技師

不問 (1)8時30分～17時30分
の間の４～８時間

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 134人 ）

パート労働者 04050- 2964121 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり ２級ボイラー技士

不問 (1)5時30分～21時30分 危険物取扱者（乙種）
の間の5～7.5時間

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04051- 1487721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 労災

18歳～64歳 (1)9時30分～22時30分
の間の４時間

1
人 TEL 0220-22-2560 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04070- 2492321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分
の間の6時間

1
人 TEL 023-689-1131 （従業員数 2人 ）

パート労働者 06010-19611221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-13524821 就業場所 宮城県　県南地区
時給 労災

不問 (1)14時00分～21時00分

の間の３時間以上
1

人 TEL 048-642-0982 （従業員数 1人 ）

パート労働者 11030-27103421 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 労災

不問 (1)9時45分～15時45分
(2)9時45分～16時45分

1
人 TEL 022-225-7111 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-57386721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 介護福祉士

不問 (1)20時00分～7時00分 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
2

人 TEL 090-3643-4562 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2941821 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)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-51-3150 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 2938621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災

不問 (1)5時45分～18時30分
の2時間以上

2
人 TEL 0561-72-7001 （従業員数 0人 ）

パート労働者 23010-31637821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 2926221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時15分～18時30分
の７時間

1
人 TEL 0224-83-2406 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 2927521 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2930121 就業場所

時給 労災
不問 (1)5時15分～14時15分

(2)13時30分～17時00分

2
人 TEL 03-3379-1246 （従業員数 6人 ）

パート労働者 13080-75402121 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

調理補助／【国保川崎
病院】

株式会社　グリ－ンヘル
スケアサ－ビス

東京都新宿区西新宿３－２０－２　東京
オペラシティタワー１７階

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

883円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

保育士［会計年度任用
職員］

村田町立村田保育所 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内１４ 雇用・労災・健
康・厚生

1,002円～1,002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）

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

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 福山エクスプレス　株式
会社　大河原営業所

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字中川原８
３

雇用・労災

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

宿直支援員 株式会社　かすみ草 宮城県柴田郡柴田町船岡土手内２丁目１
４－２３

雇用・労災・健
康・厚生

883円～883円
雇用期間の定めなし

お歳暮商品のお客様承
り【大河原】

株式会社　仙台三越 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目８－１
５

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

子ども英会話講師［角田
市／角田教室］

イッティージャパンイー
スト株式会社

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０
番地

1,400円～2,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

警備員／白石事務所
（土・日曜・祝日休み）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

924円～1,037円
雇用期間の定めなし

ホール接客、洗い場（川崎
町・そば山彼方支倉）

株式会社　シベール 山形県山形市蔵王松ケ丘２丁目１－３ 労災

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

厨房・フロアサービス
（大河原）

蔵八　株式会社 宮城県登米市迫町佐沼字中江５丁目２－
１

930円～930円
雇用期間の定めなし

空調設備運転保守 同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

雇用・労災・健
康・厚生

900円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

臨床検査技師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プロセスセンター事務
職

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

労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入


