
 

 

令和４年 3 月 3 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！ 



日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-13436921 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-13443621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-13446021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-13448821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-13450621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 170人 ）

正社員以外 04010-13452121 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050-  733521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  735321 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  736621 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  737921 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  738121 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  739021 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  740221 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 40人 ）

正社員 04050-  741521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 医療事務資格
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-  742421 就業場所

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)10時00分～19時00分

1 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050-  743321 就業場所

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 6人 ）

正社員以外 04050-  744621 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

警備スタッフ（有資格
者）

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

174,000円～
174,000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

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

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

警備スタッフ（有資格
者）

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

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし

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

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

警備スタッフ（有資格
者）

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

174,000円～
174,000円

雇用期間の定めなし

事務補助員　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・公災・健
康・厚生

146,100円～
146,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（平ボ
ディ）

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

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（ユニック
車）

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

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車）平ボ
ディ車

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

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（ウィング
車）

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

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

中型運転手（ユニック
車）

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

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車）ウィ
ング車

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

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

医療事務員 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

154,000円～
184,000円

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車）冷凍
バン車

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

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

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）

介護福祉士 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

174,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 3月 3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 3日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時45分

(2)8時15分～17時30分

1 (3)8時45分～18時00分
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  745921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 浄化槽管理士

61歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許
浄化槽技術管理者

1
人 TEL 0224-51-8740 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  754121 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)8時30分～17時15分
(2)6時30分～15時30分

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

正社員以外 04050-  756721 就業場所

月給
38歳以下 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 25人 ）

正社員 04050-  757821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位）

35歳以下

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 27人 ）

正社員 06030- 1875921 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

10 (3)23時00分～8時00分
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080-  834721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

10
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080-  835821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 076-274-6111 （従業員数 1,479人 ）

正社員 17080- 2013221 就業場所 宮城県岩沼市 拠出
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0598-51-0211 （従業員数 5人 ）

正社員 24040- 1781321 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 075-646-2024 （従業員数 4人 ）

正社員 26030- 3519921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 35人 ）

正社員 04010-13362321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 交替制あり

不問 (1)11時00分～20時00分

(2)12時00分～21時00分

1
人 TEL 022-355-9234 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-13187421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

3 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 022-355-9234 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-13190021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 医療事務資格

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-86-3329 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-  720121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  722721 就業場所

月給 医療事務資格
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  723821 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8364 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  726421 就業場所

浄化槽の保守点検作業 株式会社　中央特殊興業
 宮城営業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
２１

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

介護職／柴田郡大河原町
（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

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　マルテー東北
石橋

宮城県柴田郡村田町大字村田字石生３０
７－３

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

生活支援員 社会福祉法人　福寿会
旭園

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字沢田３
９

雇用・労災・健
康・厚生・財形

163,400円～
171,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（派）アルミ鋳造（自
動車部品・鋳物製造）

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

254,592円～
254,592円

雇用期間の定めなし

販売（角田店）【正社
員】

本間物産　株式会社 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～
235,900円

雇用期間の定めなし

登録販売者総合職■宮城１
岩沼・名取・柴田・仙台市
青葉区

株式会社　クスリのアオ
キ

石川県白山市松本町２５１２ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

（派）中子・シェル成型機
作業（自動車部品・鋳物製
造）

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

186,368円～
186,368円

雇用期間の定めなし

電気通信技術員（東北
出張所）

有限会社　イクタ電気通
信

京都府京都市伏見区竹田中島町２７０番
地

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木営業職（宮城県角
田市・角田営業所）

松阪興産株式会社 三重県松阪市鎌田町２５３番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
403,000円

雇用期間の定めなし

飲食物調理の職業 株式会社　アオバワーク
ス

宮城県仙台市若林区卸町東５丁目５番５
号

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
月未満）

管理者候補／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

269,000円～
336,000円

雇用期間の定めなし

医療事務・看護助手 医療法人　京愛会 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
７

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

接客・給仕の職業 株式会社　アオバワーク
ス

宮城県仙台市若林区卸町東５丁目５番５
号

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
月未満）

医療事務員 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～
170,000円

雇用期間の定めなし

一般土木作業員 大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

192,100円～
226,000円

雇用期間の定めなし

アクリル製品の梱包、
加工補助

オートメディア出版株式
会社

宮城県柴田郡大河原町小山田字馬取５８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000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）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

(1)7時00分～20時30分
の間の８時間

(1)7時30分～18時00分
の間の８時間程度



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 3月 3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30分

1
人 TEL 0224-86-5515 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  727321 就業場所 拠出
日給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-57-0812 （従業員数 20人 ）

正社員 04050-  729921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-5075 （従業員数 18人 ）

正社員 04050-  711921 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

61歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-8740 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  712121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 溶接技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-5903 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-  714721 就業場所

日給 栄養士
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0424-89-8914 （従業員数 5人 ）

正社員以外 13200- 3251421 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 調理師

不問 (1)8時00分～16時00分
(2)8時30分～16時30分

1
人 TEL 0424-89-8914 （従業員数 5人 ）

正社員以外 13200- 3259221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

44歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 06-7711-2570 （従業員数 0人 ）

正社員 27020-13403821 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 交替制あり 保育士

不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050-  699621 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00分～16時45分

1
人 TEL 0224-86-5230 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  703621 就業場所

月給 精神保健福祉士
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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050-  715821 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時45分～17時30分

(2)7時45分～16時30分

1
人 TEL 0224-62-5347 （従業員数 2人 ）

正社員 04050-  680321 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時40分～17時25分

1
人 TEL 0224-53-4446 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050-  683121 就業場所

月給 作業療法士
59歳以下 (1)7時30分～16時45分 理学療法士

(2)8時15分～17時30分

2 (3)8時45分～18時00分
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  687221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時40分～17時25分

1
人 TEL 0224-83-2440 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050-  689421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時45分～17時00分

(2)9時45分～19時00分

2 (3)16時00分～9時30分
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  692021 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時40分～17時25分

1
人 TEL 0224-54-1755 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050-  696521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

事務員 藤工業　株式会社　宮城
工場

宮城県角田市横倉字明地１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

運転手 有限会社　コーセイサー
ビス

宮城県柴田郡大河原町字沼１０８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　佐藤興業 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字旭川７
６－１

雇用・労災・健
康・厚生

162,400円～
232,000円

雇用期間の定めなし

鋼製建具製造（組立作
業）

株式会社　東北スヤマ 宮城県柴田郡村田町小池３２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　中央特殊興業
 宮城営業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
２１

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

調理師／伊具郡丸森町
字鳥屋

シダックスフードサービ
ス　株式会社

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 雇用・労災・健
康・厚生

181,125円～
181,125円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

栄養士／伊具郡丸森町
字鳥屋

シダックスフードサービ
ス　株式会社

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 雇用・労災・健
康・厚生

207,000円～
207,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

163,100円～
187,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業（宮城県柴田郡村
田町）

高圧ガス工業　株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２　
梅田センタービル２８Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

186,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

精神保健福祉士（グ
ループホーム担当）

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

175,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

機械加工 有限会社　ジェット工業 宮城県柴田郡村田町大字小泉字竹ノ内１
５９－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

郵便・貯金・保険の窓
口

日本郵便株式会社　大河
原幸町郵便局

宮城県柴田郡大河原町字幸町６－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

142,912円～
142,912円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

建築板金工 株式会社目黒板金工業 宮城県角田市小田坊ケ入４８ 雇用・労災・健
康・厚生

186,400円～
279,600円

雇用期間の定めなし

郵便・貯金・保険の窓
口

日本郵便株式会社　村田
郵便局

宮城県柴田郡村田町大字村田字西田４７
－１

雇用・労災・健
康・厚生

142,912円～
142,912円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

リハビリ職／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

224,920円～
269,240円

雇用期間の定めなし

郵便・貯金・保険の窓
口

日本郵便株式会社　船迫
郵便局

宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６１ 雇用・労災・健
康・厚生

142,912円～
142,912円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

生活支援員 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,600円～
184,200円

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時15分
の間の７時間以上



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。
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◎ 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 3日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士
59歳以下 (1)9時15分～18時00分

(2)10時15分～19時00分

1
人 TEL 022-235-2120 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-12521621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 交替制あり 交通誘導警備業務検定２級

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分 雑踏警備業務検定２級
(2)21時00分～6時00分

2
人 TEL 022-796-9251 （従業員数 6人 ）

正社員 04010-12567721 就業場所 太白区・仙台市内及びその近郊・岩沼市・柴田郡・白石市
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25分

1 (3)0時05分～8時25分
人 TEL 022-772-7833 （従業員数 49人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-12706321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～69歳 (1)8時00分～7時59分
(2)9時00分～7時00分

1 (3)7時00分～19時00分
人 TEL 022-217-8861 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-12729221 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
(2)7時45分～16時45分

1 (3)16時30分～9時30分
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-12772621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0282-43-3511 （従業員数 2人 ）

正社員以外 09030- 1184721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

59歳以下 (1)5時00分～16時00分

2
人 TEL 0276-31-6401 （従業員数 14人 ）

正社員 10050- 1684221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時15分～17時00分

2
人 TEL 0463-94-3721 （従業員数 53人 ）

正社員以外 14060- 1628621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出

警備員 株式会社　サンレッチェ 宮城県仙台市太白区西多賀３丁目７－３
８　ディライト西多賀１０５

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

168,000円～
209,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備 日産プリンス宮城販売
株式会社

宮城県仙台市宮城野区苦竹２丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

施設警備員（角田市） キョウワセキュリオン
株式会社　仙台事業所

宮城県仙台市青葉区花京院２丁目１－１
４
花京院ビルディング１４階

雇用・労災・健
康・厚生

176,100円～
176,100円

雇用期間の定めなし

コピー機などＯＡ機器
の製造業務

日総工産株式会社　仙台
営業所

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１３－４
泉エクセルビル５Ｆ
５０３

雇用・労災・健
康・厚生

157,740円～
157,740円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

197,800円～
197,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職／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 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

ワインダー・巻き返し
工程

 冨士電線　株式会社
（整理区分　フー１２）

神奈川県伊勢原市鈴川１０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

141,592円～
141,592円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

４ｔドライバー（仙台
営業所）

株式会社　新井商運 群馬県太田市西新町１１０番１５ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

フォークリフト作業員
（宮城出張所）

谷口運送　株式会社　栃
木営業所

栃木県栃木市大平町伯仲２２７６－２ 雇用・労災・健
康・厚生



時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時30分～8時30分

(2)17時00分～20時00分

1 (3)8時00分～18時00分

人 TEL 022-393-4513 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-13768321 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)10時30分～19時15分

2
人 TEL 022-345-5511 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04011-  688721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

3
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  734421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-61-0750 （従業員数 56人 ）

パート労働者 04050-  755021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～10時30分
(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050-  759521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問

3
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 1871521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時00分～15時30分

3
人 TEL 0274-23-2511 （従業員数 6人 ）

パート労働者 10090-  808021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

64歳以下

5
人 TEL 0223-24-2525 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-13218121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 022-217-0055 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-13393521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 022-217-0055 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-13397921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～15時15分

1
人 TEL 0224-63-3001 （従業員数 54人 ）

パート労働者 04050-  721021 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～12時00分

(2)8時00分～13時00分

3 (3)12時00分～17時00分

人 TEL 048-762-9781 （従業員数 6人 ）

パート労働者 11050- 4569521 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15分

1
人 TEL 022-748-1277 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-13169521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 0224-62-2687 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050-  717521 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

不問

1
人 TEL 0224-58-1888 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-  718421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)5時00分～10時00分

2
人 TEL 043-213-2006 （従業員数 25人 ）

パート労働者 12010- 6246821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 介護職員初任者研修修了者

不問

2
人 TEL 022-779-6384 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-12799621 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

警備 株式会社　イーストジャ
パンクオリティ

宮城県名取市飯野坂６－７－２６ 雇用・労災

900円～1,000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

事務補助員　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・公災・健
康・厚生

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時15分
の間の６時間程度

（みやぎ県南中核病院
内）医療・福祉サービス
業務員

鴻池メディカル　株式会
社　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡東３丁目８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

送迎ドライバー／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

853円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 フレスコ株式会社　　フ
 レスコキクチ角田店

宮城県角田市角田字大町３５－７ 労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（請）コース管理（パー
ト）（仙台南ゴルフ倶楽
部）

貫井建設　株式会社 群馬県藤岡市下日野１５８１ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

販売（レジ：角田店） 本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～19時30分
の間の５時間程度

館内清掃 株式会社　ホテル原田 宮城県岩沼市大手町３－１８ 労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～17時00分
の間の５時間以上

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）

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）

精肉加工及び販売【在籍
出向】／宮城県柴田郡大
河原町

大三パートナーズ　株式
会社　関東支社

埼玉県さいたま市中央区下落合６丁目８
－１４
第２東京ビル３０２号室

労災

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

県立学校事務補助
（会計年度任用職員）

宮城県角田高等学校 宮城県角田市角田字牛舘１ 雇用・労災

874円～874円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～17時00分
の間の５時間程度

調理員 株式会社　ニッコクトラ
スト　東日本支社

宮城県仙台市太白区長町３丁目７－１３
　アルプス技研仙台長町ビル２階

雇用・労災

860円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不動産管理仲介の事務
作業

さくらエステート　有限
会社

宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目１－１
４

雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時30分～17時00分
の間の7時間程度

経理事務補助 株式会社　一條 宮城県角田市角田字幸町２２ 雇用・労災

870円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員（登録ヘル
パー）

 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

労災

1,200円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)6時00分～20時00分
の間の1時間程度

商品陳列スタッフ エイジスマーチャンダイ
ジング　サービス　株式
会社

千葉県千葉市花見川区幕張町３－７７２
７－１

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

◎ 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。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 3月 3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。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 3月 3日発行

ハローワーク大河原

時給
64歳以下 (1)8時00分～16時30分

1
人 TEL 022-393-4513 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-12866821 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45分～16時15分

(2)9時45分～16時15分

1 (3)9時45分～12時45分

人 TEL 022-392-2141 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-12946721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

3
人 TEL 022-232-5166 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04010-12529421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時00分～14時00分

2
人 TEL 022-352-4602 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-12721421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)15時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-  695221 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-  697421 就業場所 宮城県角田市
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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-  698321 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 保育士

不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050-  700521 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050-  701421 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  702321 就業場所 宮城県角田市
月給 保健師

不問 看護師

2
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050-  704921 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)16時00分～19時30分

(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050-  707721 就業場所

時給
59歳以下 (1)16時00分～19時30分

(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050-  708821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

20歳以上 (1)7時30分～11時30分

(2)7時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050-  709221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)14時15分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-5711 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  679521 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

1
人 TEL 0224-56-3801 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050-  688521 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  690921 就業場所 宮城県角田市

病院内売店の販売員
（仙南中央病院）

ワタキューセイモア　株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原９
－５１

労災

853円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃 株式会社　イーストジャ
パンクオリティ

宮城県名取市飯野坂６－７－２６ 労災

860円～900円
雇用期間の定めなし

パンの製造・販売 株式会社　コイワ 宮城県仙台市宮城野区田子３丁目１８－
５

雇用・労災・健
康・厚生

855円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業サポートスタッフ
（ＰＲスタッフ）

クラシタス　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～2,000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）

清掃係 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

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

1,002円～1,002円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時15分
の間の7時間程度

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）

角田市自治センター主
事

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,047円～1,234円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木作業員 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

971円～971円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

感染症対策相談員（看
護師、保健師）

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

1,491円～1,491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7時間程度

歯科助手 大友歯科医院 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目４番１
９号

労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 大友歯科医院 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目４番１
９号

労災

1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし

眼科検査 油井眼科医院 宮城県角田市角田字牛舘５８ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

清掃員［柴田町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

角田市自治センター長 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

1,642円～1,642円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

就学支援金事務補助（会
計年度職員：パート職
員）

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

雇用・労災

874円～874円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）


