
 

 

令和４年 3 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 変形（1年単位）
18歳～59歳 (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 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  870021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

18歳～40歳 (1)8時30分～16時45分
(2)16時30分～0時45分

5 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  871721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～21時00分
(2)20時30分～9時30分

12
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050-  873221 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 交替制あり

65歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)12時30分～21時30分

1
人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  878921 就業場所

月給
不問 (1)7時25分～15時55分

(2)8時25分～16時55分

1
人 TEL 0224-56-3801 （従業員数 45人 ）

正社員以外 04050-  880821 就業場所

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
64歳以下 (1)8時00分～18時00分 第二種電気工事士

高所作業車運転技能者

2
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-  882521 就業場所 宮城県角田市
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-  884321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  885621 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～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-  886921 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～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-  887121 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)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-  888021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  889721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  890521 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)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-  891421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  892321 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～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-  893621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050-  894921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

製造機械オペレーター
（カイロ製造）

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・財形

178,000円～
218,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

品質管理 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・財形

178,000円～
218,000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

サービス管理責任者 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・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

製造オペレーター（食
品）

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

191,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし

電気工事 有限会社　芳賀電気 宮城県角田市角田字中島下３９０ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

技師（庁務） 宮城県　柴田高等学校 宮城県柴田郡柴田町大字本船迫十八津入
７－３

公災・健康・厚
生

136,500円～
237,700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

211,000円～
303,520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

211,000円～
253,600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

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（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

201,248円～
234,200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

184,248円～
219,200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

178,200円～
212,000円

雇用期間の定めなし

看護師（地域密着型特
養オンコール有）

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（地域密着型特
養オンコール有）

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

211,000円～
253,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員（グ
ループホーム）

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

192,400円～
250,000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 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 4年 3月 10日発行

ハローワーク大河原

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-  897721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

39歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  898821 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  899221 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)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 76人 ）

正社員 04050-  902221 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

(2)20時00分～5時00分

2
人 TEL 0224-61-2800 （従業員数 102人 ）

正社員 04050-  837021 就業場所 給付
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-  838721 就業場所

月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5763 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  840421 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-  841321 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～14時30分

(2)10時10分～19時10分

1
人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050-  842621 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 145人 ）

正社員 04050-  848221 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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  849521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  851621 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 145人 ）

正社員以外 04050-  852921 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-  853121 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-  855721 就業場所 宮城県角田市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-4825 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  858521 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2872 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-  859421 就業場所

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

150,128円～
155,000円

雇用期間の定めなし

寮母・寮父 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

146,000円～
157,000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・健
康・厚生

150,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品製造工 株式会社ジーエスエレ
テック東北

宮城県角田市梶賀字高畑北２４０－２ 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

製造（現業）製缶工 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

設備設置作業員 株式会社　イナテック 宮城県柴田郡村田町大字村田字針生前１
５－１１

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
360,000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

調理補助（介護老人保健施
設ゆうゆうホーム）

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

151,900円～
151,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

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

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

145,010円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

土木作業員 株式会社　山春建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字大門１３
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

209,700円～
279,600円

雇用期間の定めなし

土木作業員 総合企画　佐藤建築　株
式会社

宮城県角田市字扇町９－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000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

介護支援専門員（ケア
マネージャー）
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ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)10時00分～21時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 24人 ）

正社員 04050-  860921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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-  865221 就業場所

その他 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
59歳以下 (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 04050-  866521 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1
人 TEL 0224-63-2721 （従業員数 54人 ）

正社員 04050-  868321 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 76人 ）

正社員 04050-  900721 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00分

1
人 TEL 0224-54-1360 （従業員数 76人 ）

正社員 04050-  901821 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-  787621 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)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-  789121 就業場所

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-  790821 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-  793421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 14人 ）

正社員 04050-  795621 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 0224-62-5757 （従業員数 19人 ）

正社員 04050-  797121 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 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050-  799721 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 47人 ）

正社員 04050-  801921 就業場所

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-  803021 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-  804721 就業場所

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 10人 ）

正社員 04050-  805821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

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

147,996円～
147,996円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

183,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

機械加工、組付 株式会社　マトロ 宮城県角田市梶賀字高畑南３５０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
250,000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

147,996円～
147,996円

雇用期間の定めなし

設計 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

営業員 東北大江工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000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～
285,000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

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

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

一般事務 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

150,000円～
168,400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

201,875円～
201,875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

作業療法士 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

203,500円～
260,000円

雇用期間の定めなし

一般事務員 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・健
康・厚生

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営業
務（店長候補）

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

280,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

営業 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

250,000円～
300,000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） ２級土木施工管理技士
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級造園施工管理技士

2
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050-  806221 就業場所

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-  807521 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 0224-63-3139 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  808421 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)17時00分～2時00分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050-  810121 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-  811021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-86-5515 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  812721 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-  813821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時30分

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  815521 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050-  816421 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-  817321 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-  818621 就業場所 厚生
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-1010 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050-  820721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 8人 ）

正社員 04050-  821821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 ２級電気工事施工管理技士

準中型自動車免許
1

人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-  823521 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 0224-52-3332 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  824421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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-  825321 就業場所

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 (3)8時00分～12時30分
人 TEL 0224-63-3335 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  826621 就業場所

工事現場管理 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

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

管工事 株式会社　センナン住宅
設備センター

宮城県角田市佐倉字宮谷地２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

一般作業員（林業・土
木）

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

209,700円～
279,600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

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

158,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

組立工（製造リー
ダー、監督者候補）

イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
185,000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

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

組立作業員 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

129,000円～
129,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生活支援員（正職員
Ｂ）

こころリハビリセンター
生活訓練事業所

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
５ー５

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 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

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

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

体育施設の運営、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小島１番地７
大河原町総合体育館内

雇用・労災・健
康・厚生

155,040円～
155,040円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電気通信工事 第一通信建設　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字東桜町６－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

電気工事施工管理技術
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

302,000円～
352,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団　阿部内科
医院

宮城県角田市角田字牛舘８９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
250,000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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）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

令和 4年 3月 10日発行

ハローワーク大河原

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

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-  827921 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  843921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員以外 04050-  845021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 准看護師

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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  847821 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30分～17時30分
(2)17時00分～9時30分

1
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  769421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時15分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  772021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-86-5204 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050-  779621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 日商簿記２級

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

正社員 04050-  782821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 自動二輪車免許

不問 (1)7時30分～16時15分
(2)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-53-1236 （従業員数 132人 ）

正社員以外 04050-  783221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 自動二輪車免許

不問 (1)8時00分～16時45分
(2)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-1236 （従業員数 132人 ）

正社員以外 04050-  784521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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-  785421 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-  792521 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-  796921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-2237 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  761621 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 介護職員実務者研修修了者

(2)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 48人 ）

正社員 04050-  763121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～16時45分 フォークリフト運転技能者

2
人 TEL 0224-54-1517 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  767221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

看護師（外来） 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

215,000円～
300,000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

准看護師（外来） 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～
250,000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）

看護師／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

202,560円～
269,240円

雇用期間の定めなし

看護師 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

223,000円～
262,000円

雇用期間の定めなし

本部財務経理部門担当
者

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

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

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

205,920円～
205,920円

雇用期間の定めなし

郵便配達 日本郵便株式会社　郵便
事業総本部　大河原郵便
局

宮城県柴田郡大河原町字新南３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

156,672円～
248,064円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

郵便配達 日本郵便株式会社　郵便
事業総本部　大河原郵便
局

宮城県柴田郡大河原町字新南３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

156,672円～
248,064円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

192,500円～
262,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

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

160,300円～
257,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

雇用期間の定めなし

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

169,000円～
232,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

再生資源の加工 株式会社　安藤仁七商店 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１－
９

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

施設介護員 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

金属製品製造工 株式会社小川製作所 宮城県伊具郡丸森町字石倉１５５ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円



時給
不問

5
人 TEL 0224-51-4811 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050-  875421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

3
人 TEL 0224-51-4811 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  877621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 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

1 (3)10時00分～18時45分

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050-  895121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2406 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-  896021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 調理師

18歳以上 (1)4時30分～13時30分

(2)9時00分～18時30分

2
人 TEL 048-671-1366 （従業員数 0人 ）

パート労働者 11030- 7797621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)5時15分～14時15分

2
人 TEL 03-3379-1246 （従業員数 6人 ）

パート労働者 13080-20036421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)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 13080-20039921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

59歳以下 (1)6時00分～8時00分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-15223521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

60歳以上 (1)6時00分～8時00分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-15224421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010-15439121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

2
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 97人 ）

パート労働者 04010-15440821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 04010-15445621 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 112人 ）

パート労働者 04010-15455121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010-15460621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-14895421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)17時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-14897621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)11時00分～14時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010-14898921 就業場所 宮城県角田市

店舗管理、調理、販売
（ほっともっと大河原新
桜町店）

株式会社　ＡＳＯＩＬ 宮城県柴田郡大河原町字新桜町１－２ 労災

860円～1,075円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～23時00分
の間の6時間程度

加入保険等 必要な免許資格

店舗管理、調理、販売
（ほっともっと角田錦町
店）

株式会社　ＡＳＯＩＬ 宮城県柴田郡大河原町字新桜町１－２ 労災

860円～1,075円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)14時00分～23時00
分の間の５時間程度

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

調理補助員［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

908円～908円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（地域密着型特
養オンコール有）

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

1,250円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師［柴田郡柴田
町］

協働美装　株式会社 埼玉県さいたま市見沼区大字中川７９－
１　
ティーエムハイツ１０２

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ（ザ・
ビッグ柴田店）

株式会社　ボイス　仙台
支社

宮城県仙台市若林区新寺１丁目３番４５
号
ＡＩ．Ｐｒｅｍｉｕｍ７階

労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

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

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職パート／柴田町船
岡（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

930円～980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４時間以上

清掃スタッフ（ザ・
ビッグ柴田店）

株式会社　ボイス　仙台
支社

宮城県仙台市若林区新寺１丁目３番４５
号
ＡＩ．Ｐｒｅｍｉｕｍ７階

労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職パート／大河原町
（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 労災

930円～980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４時間以上

介護職夜勤専従／柴田郡
大河原（老健さくらの
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 労災

1,375円～1,375円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職夜勤専従／柴田町
船岡（杜の家ゆめみ）

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）

調理補助（５３０－
４）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

雇用・労災・健
康・厚生・財形

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護職パート／柴田町
船岡（杜の家ゆめみ）

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

930円～980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４時間以上

調理補助（１２４－
１）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

盛り付け・洗浄（５３
０－７）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

◎ 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 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 3月 10日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)16時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-14963221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)16時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-14966321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)14時30分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-14971221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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-  839821 就業場所

時給
不問 (1)11時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  844121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  846721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  850321 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15分～10時15分
(2)15時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

パート労働者 04050-  854021 就業場所 宮城県角田市
時給 大型自動車第二種免許

不問 (1)7時15分～8時15分
(2)16時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-79-2022 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-  856821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

64歳以下

2
人 TEL 0224-63-1139 （従業員数 26人 ）

パート労働者 04050-  857221 就業場所 宮城県角田市
時給

64歳以下 (1)10時00分～14時00分

(2)17時00分～21時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  861121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)10時30分～14時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  862021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

64歳以下 (1)17時00分～22時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  863721 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-  864821 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-  867421 就業場所

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-  869621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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-  786321 就業場所

調理補助（５３０－
２）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理補助（５３０－
１）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

調理補助（５３０－
３）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)21時00分～00時00
分の２時間程度

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

送迎・ケアドライバー
（ゆうゆうホーム）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)17時00分～00時00
分の5時間程度

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

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～17時00分
の間の６時間以上

スクールバスの運転業
務

有限会社　山正タクシー 宮城県伊具郡丸森町大内字町３５ 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホール係（とり八） 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

労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

ホール係（とんかつ
夕やけ）

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

労災

860円～910円
雇用期間の定めなし

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

853円～853円
雇用期間の定めなし

洗い場（とり八） 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

910円～910円
雇用期間の定めなし

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

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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

853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
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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 3月 10日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

3
人 TEL 0224-87-2405 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-  791221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050-  794321 就業場所

時給 交替制あり
不問 (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 ）

パート労働者 04050-  809321 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

(2)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-1010 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  819921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050-  822221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時30分～16時00分

2
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050-  832421 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30分

2
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050-  833321 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30分

2
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050-  834621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)10時00分～16時30分

2
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050-  835921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)10時00分～16時30分

2
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050-  836121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)17時00分～19時45分

2
人 TEL 0198-26-1381 （従業員数 7人 ）

パート労働者 03040- 1328821 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010-14392521 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 04010-14395621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)9時00分～18時00分

1 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 022-781-9830 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04010-14475421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

18歳以上 (1)8時30分～17時30分

10
人 TEL 022-353-6956 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-14768121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

59歳以下 (1)11時00分～15時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04040- 1522121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050-  770921 就業場所 宮城県柴田郡村田町

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

1,143円～1,143円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ 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

860円～1,000円
雇用期間の定めなし

体育施設の清掃に関す
る業務

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小島１番地７
大河原町総合体育館内

労災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

検査工（外観検査） 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

853円～903円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助（５） 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（４） 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時30分～17時30分
の間の４時間以上

介護職パート／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 労災

930円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助（７） 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（６） 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

レジアルバイト（コメ
リ宮城川崎店）

株式会社コメリ　東北ス
トアサポートセンター

岩手県花巻市空港南１丁目１番地 労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（８） 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護職夜勤専従／柴田郡
柴田町（杜の家ゆめみ）

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
月未満）

介護職パート／柴田町船
岡（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

930円～980円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時30分～17時30分
の間の４時間以上

警備員 アイユウ警備　株式会社 宮城県仙台市若林区蒲町東６－３　豊新
Ａｖｅｎｕｅ１０３

雇用・労災

875円～1,250円
雇用期間の定めなし

通所看護職員 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

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

調理スタッフ（大河原
町　あじわい亭）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

パート労働者 04050-  771121 就業場所

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-  814221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時30分～16時00分

4
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050-  831521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

パート労働者 07040- 4338921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 024-954-5897 （従業員数 21人 ）

パート労働者 07040- 4339121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時30分～15時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-14169921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

59歳以下 (1)11時00分～15時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04040- 1521921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 社会福祉士

不問 (1)8時30分～17時15分 保育士

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ）

パート労働者 04050-  764021 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時00分～13時00分

(2)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120-  923921 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～13時00分
(2)13時00分～18時00分

2
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120-  924121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

59歳以下

1
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120-  929521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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）

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

1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キッチンスタッフ（大
志軒大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～21時30分
の間の３時間以上

事務補助（３） 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

給食センター調理など 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

853円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ホールスタッフ（大志
軒大河原店）

株式会社　イズムフーズ 福島県郡山市喜久田町双又３７番地 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～21時30分
の間の３時間以上

子ども家庭支援員［子ど
も家庭課］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

1,349円～1,349円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理スタッフ（大河原
町　あじわい亭）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

調理補助（メモリアル
ホール大河原）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

配送スタッフ（メモリア
ルホール大河原）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

900円～1,050円
雇用期間の定めなし

セレモニースタッフ（メ
モリアルホール柴田）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

(1)10時00分～20時00
分の間の５時間以上
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