
令和 4 年 11 月 2 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（10 月 26 日～10 月 31 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）
不問 (1)10時00分～18時00分

1
人 TEL 022-371-7982 （従業員数 46人 ）

正社員以外 04010-64355421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時45分

1
人 TEL 022-216-3522 （従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-64105121 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

65歳以下 (1)6時30分～15時30分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分

2 (3)9時30分～16時30分
人 TEL 022-739-7302 （従業員数 55人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-64206221 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～16時55分

1
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 134人 ）

正社員 04050- 3283221 就業場所

月給 交替制あり 調理師
不問 (1)8時00分～16時45分

(2)8時30分～17時15分

1 (3)8時45分～17時30分
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 3286321 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

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時45分～18時45分 ホームヘルパー２級
2 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 0224-58-2812 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3287621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 理学療法士

59歳以下 (1)8時45分～18時30分
(2)9時00分～18時45分

2 (3)8時45分～13時15分
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3290821 就業場所

月給 看護師
59歳以下 (1)8時45分～18時45分 准看護師

(2)8時45分～12時45分

1 (3)9時45分～13時45分
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3292521 就業場所

月給 変形（1年単位）
61歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 3277421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)7時00分～20時30分
の間の８時間

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 47人 ）

正社員 06030- 8223721 就業場所 宮城県白石市・角田市 給付
月給 介護福祉士

64歳以下 (1)7時00分～20時30分
の間の８時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 15人 ）

正社員 04010-63833821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)8時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の８時間 ホームヘルパー２級
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-63870321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

不問 (1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 3274821 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

1
人 TEL 03-5299-5851 （従業員数 2人 ）

正社員 13010- 8344422 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 045-522-6755 （従業員数 3人 ）

正社員 14010-51629321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 準中型自動車免許

不問 (1)9時00分～18時00分 中型自動車免許
(2)9時00分～15時00分

1
人 TEL 022-259-1611 （従業員数 22人 ）

正社員以外 04010-63631721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

18歳以上 (1)8時05分～16時35分
(2)16時05分～0時35分

2 (3)0時05分～8時35分
人 TEL 022-722-1622 （従業員数 30人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-63657721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

コピー機部品の加工オ
ペレーター

株式会社　ビーネックス
パートナーズ　仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０－３
ＪＭＦビル仙台０１　１１階

雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
195,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

配送〔宮城県南営業
所〕

株式会社　高速 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４－２
０

雇用・労災・健
康・厚生

144,781円～
146,372円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

買取専門店おたからや
の店舗スタッフ

株式会社　いーふらん 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３
－３
クイーンズタワーＢ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
500,000円

雇用期間の定めなし

フォークリフト作業員
／川崎町

株式会社　日本機材 東京都中央区日本橋１－２－１５　三根
ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

自動車車検整備補助員 協業組合　仙南車検セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡土手内３－１０
－２８

雇用・労災・健
康・厚生

152,000円～
167,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護　ヘルパー／
セントケア角田

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

訪問介護　介護福祉士／セ
ントケア大河原（大河原町
字町）

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,000円～
239,000円

雇用期間の定めなし

販売（宮城県白石・角田地
区）【正社員：鮮魚担当】

本間物産　株式会社
（マルホンカーボーイ白
石店、角田店）

山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

153,500円～
223,100円

雇用期間の定めなし

総合職 丸永運送株式会社　仙台
支店

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼７８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

正・准看護師 医療法人　じん整形外科
クリニック

宮城県柴田郡大河原町字小島２６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

理学療法士（ＰＴ） 医療法人　じん整形外科
クリニック

宮城県柴田郡大河原町字小島２６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

202,000円～
302,000円

雇用期間の定めなし

介護員 有限会社　朋悠生活研究
舎　グループホームゆう
柴田

宮城県柴田郡柴田町剣崎２丁目４番３号 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

調理員 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

151,000円～
206,400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

185,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

生活支援スタッフ　＜障が
い者施設／柴田郡柴田町＞

アフィニティ・グループ
株式会社　［お仕事
ジェーピー］

宮城県仙台市泉区泉ケ丘１丁目２１－２
３
ハミングバードビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

193,200円～
215,040円

雇用期間の定めなし

調理家電の開発とレシ
ピ考案

ＷＤＢ　株式会社　仙台
支店

宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１－２
０　花京院スクエア２１階

雇用・労災・健
康・厚生

232,500円～
263,500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

共済カウンター業務 みやぎ生活協同組合
コープ東北統括推進部

宮城県仙台市泉区八乙女４丁目２－２
（Ｃ棟２階）

雇用・労災・健
康・厚生

153,500円～
153,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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 11月 2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 11月 2日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～39歳 (1)18時00分～9時00分

(2)20時00分～9時00分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 022-723-1841 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010-63718921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生・拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3261621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～16時45分
(2)16時30分～0時45分

1 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3263121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
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 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3264021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-2100 （従業員数 0人 ）

正社員以外 04050- 3265721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時50分～17時15分

2
人 TEL 0224-65-2187 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04050- 3271121 就業場所 宮城県角田市

部品組立・検査 有限会社東幸電子 宮城県角田市毛萱字勝善５４ 雇用・労災・健
康・厚生

132,450円～
142,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

グループホーム世話人 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字古舘１‐
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000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
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 雇用・労災・健
康・厚生

173,000円～
193,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック製品成形
（製造業務）

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィール
ド角田旭町園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

188,200円～
188,200円

雇用期間の定めなし

機械警備スタッフ（地
域限定採用）

セコム　株式会社　東北
本部

宮城県仙台市青葉区一番町２丁目１－２
ＮＭＦ仙台青葉通りビル５階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,500円～
213,000円

雇用期間の定めなし



月給
不問 (1)8時30分～17時15分

の間の7時間１５分
3

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3280021 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

の間の7時間１５分
3

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3281721 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3282821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 労災 看護師

不問 (1)9時00分～16時30分 准看護師
の間の3時間以上

1
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3284521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 労災

不問 (1)14時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3288921 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

59歳以下 (1)8時45分～18時45分 准看護師
(2)8時45分～12時45分

1 (3)9時45分～13時45分
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3291221 就業場所

時給 保育士
不問 (1)13時00分～17時00分 作業療法士

理学療法士
1

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3275221 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

の間の5時間以上
1

人 TEL 0224-73-3777 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3278321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)9時00分～18時00分
の間の3～5時間

1
人 TEL 0224-62-0850 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3279621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時30分～14時30分
(2)15時10分～20時10分

2
人 TEL 0584-89-8858 （従業員数 13人 ）

パート労働者 21020-12827221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～12時00分
(2)8時00分～13時00分

1 (3)13時00分～18時00分

人 TEL 0172-36-3311 （従業員数 5人 ）

パート労働者 02030-11520021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣パート 04010-63926121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 栄養士

不問 (1)9時00分～15時00分 管理栄養士

1
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-63736021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

20歳以上 (1)8時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 3273721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1ヶ月単位） 調理師

59歳以下 (1)9時00分～14時00分 管理栄養士

2
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3258221 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分
の間の5時間

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3259521 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分
の間の4時間

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3260321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

加入保険等 必要な免許資格

事務補助員 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

897円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

一般事務［総務課］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・そ
の他

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助員 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

897円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

コンビニエンスストア店
員（角田横倉店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護スタッフ 株式会社　志　らいおん
ハートリハビリディサー
ビスばうむ

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

1,400円～1,700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

保育士　作業療法士　理
学療法士［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 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

正・准看護師 医療法人　じん整形外科
クリニック

宮城県柴田郡大河原町字小島２６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

営業保険事務 株式会社アイエヌエス企
画

宮城県角田市角田字扇町４－４ 労災・その他

890円～1,000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

900円～900円
雇用期間の定めなし

水産販売スタッフ（５Ｈ
パート）【宮城県柴田郡大
河原町】

株式会社　佐藤長 青森県弘前市大字桔梗野４丁目９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

販売員（Ｓｅｒｉａ生活
良品　宮城柴田店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 雇用・労災・健
康・厚生

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

管理栄養士・栄養士
（１１３８）

日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

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）

【派遣】看護師・准看
護師（訪問入浴）

株式会社Ｔｒｕｓｔ　Ｇ
ｒｏｗｔｈ　東日本

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２－７
三共仙台ビル２階

1,650円～1,750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

調理員【キッズフィールド
角田旭町園】

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

労災

899円～899円
雇用期間の定めなし

清掃員（村田町） 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

883円～883円
雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィールド
おおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

労災

939円～939円
雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィールド
角田旭町園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災

939円～939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 11月 2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 11月 2日発行

ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1)7時30分～19時30分

の間の4時間
1

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3262921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 労災

不問 (1)8時00分～17時00分
の間の5～6時間

1
人 TEL 0224-52-2100 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3266821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～17時00分
の間の４時間

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3269421 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3270921 就業場所

グループホーム世話人 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字古舘１‐
２

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［キッズフィールド
フォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

939円～939円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

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 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバー及び環
境整備［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 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


