
 

令和 4 年 9 月 22 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

 

 

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年単位） １級土木施工管理技士
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2879821 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)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2880421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 2882621 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

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 2886721 就業場所

日給 変形（1年単位） 中型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時15分 ８トン限定中型自動車免許

2
人 TEL 0224-57-2580 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2889521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時25分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2890321 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-57-1630 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 2891621 就業場所

月給 大型自動車免許
不問 (1)7時00分～16時00分 小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 03-3377-4111 （従業員数 5人 ）

正社員以外 13070-60987821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位） 玉掛技能者

64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

2
人 TEL 0765-54-1313 （従業員数 5人 ）

正社員以外 16040- 5107321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 052-935-8571 （従業員数 10人 ）

正社員以外 23010-30790021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 交替制あり 調理師

59歳以下 (1)5時30分～14時30分
(2)6時00分～15時00分

2 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2863521 就業場所 宮城県角田市
時給

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- 2864421 就業場所 宮城県角田市
日給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 0224-51-8770 （従業員数 15人 ）

正社員以外 04050- 2865321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許
39歳以下 (1)8時15分～17時15分 準中型自動車免許

2
人 TEL 0224-58-2600 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2867921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 日商簿記３級

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-5510 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 2868121 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)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 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2869021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 その他の福祉・介護関係資格

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2870221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

介護職員（グループ
ホーム・夜勤なし）

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

159,000円～
218,400円

雇用期間の定めなし

介護職員（夜勤なし・宮城
県初任者研修受講支援事
業）

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

158,000円～
160,900円

雇用期間の定めなし

経理・総務事務（中堅社
員又は幹部候補）

東北積水樹脂　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場字二本
木８６－１

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
335,500円

雇用期間の定めなし

生活関連代行サービス
業（便利業全般）

株式会社トニー 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目１１－
６

雇用・労災・健
康・厚生

199,000円～
241,000円

雇用期間の定めなし

交通誘導員 株式会社ＺＥＲＯ　東北
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

142,560円～
237,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助（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）

調理師（金上病院） 有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

事務職 株式会社　ヒメノ 愛知県名古屋市東区東大曽根町１２番１
９号

雇用・労災・健
康・厚生

159,600円～
159,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場施工者 大平工業　株式会社 富山県黒部市田家新５８４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

287,850円～
287,850円

雇用期間の定めなし
車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能

トンネル工事（施工管
理）／丸森作業所

北新建設　株式会社　東
京支店

東京都渋谷区笹塚２－４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

252,000円～
424,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

公共料金調査員 フジ地中情報株式会社東
 北支店　

柴田町水道お客様セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３－
４５

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生産技術管理 オージーイーアトム　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～
269,000円

雇用期間の定めなし

トラック運転手 東北新潟運輸株式会社
仙台南支店

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納１
９２

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～
183,600円

雇用期間の定めなし

総務事務員 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

150,500円～
240,000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

土木作業員 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

185,600円～
278,400円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

現場管理者 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
380,000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

◎ 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 9月 22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
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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)9時00分～18時00分 その他の福祉・介護関係資格

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2871521 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)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 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2872421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2873321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2875921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (1)8時15分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2037 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04050- 2876121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2877021 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00分～17時40分

1
人 TEL 048-762-9781 （従業員数 7人 ）

正社員 11050-21178621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 046-223-0791 （従業員数 8人 ）

正社員 14100- 9869421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 玉掛技能者

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 011-558-9401 （従業員数 0人 ）

正社員 01010-38785421 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00分

1
人 TEL 022-292-3930 （従業員数 5人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-55389121 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給

不問 (1)8時05分～16時35分

1
人 TEL 022-253-7592 （従業員数 1,566人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-55409321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5763 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2858621 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2862221 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 03-3252-3800 （従業員数 6人 ）

正社員 13010-93431121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)6時00分～15時00分
(2)20時00分～5時00分

1 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 042-494-7771 （従業員数 49人 ）

正社員以外 13170-26096221 就業場所 宮城県柴田郡村田町 厚生
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-55099021 就業場所 宮城県内各現場
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

不問 (1)7時15分～19時00分
の間の8時間

1
人 TEL 022-399-6778 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04010-55182421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

保育士（産休代替）／
柴田町

株式会社　ペンギンエ
デュケーション

宮城県名取市美田園６丁目３－４　ヴィ
オーラ美田園３号

雇用・労災・健
康・厚生

201,600円～
201,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施工管理（土木工事）見
習い／宮城県南地区

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

雇用・労災・健
康・厚生

280,220円～
569,005円

雇用期間の定めなし

【社員登用制度有】　パン
の仕分け、配分／仙台営業
所

株式会社　ヤマザキ物流 東京都清瀬市旭が丘１－２５５－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,714円～
160,714円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

【急募】固定客がメイン
の営業／宮城県柴田郡

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

232,000円～
312,000円

雇用期間の定めなし

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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

建設事務員 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

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

コピー機部品の組立や検
査・部品の入出庫作業

シーデーピージャパン
株式会社　仙台営業所

宮城県仙台市若林区なないろの里２丁目
１１－３
ｒａｉｎｂｏｗ　ｖｉｌｌａｇｅ　１０
１号室

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
225,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

火災報知器のアナログ
回路設計

株式会社　ビーネックス
テクノロジーズ　仙台オ
フィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１
アゼリアヒルズ２階

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員　護岸工事
（宮城県伊具郡丸森町）

株式会社　エヌエスアイ 北海道札幌市中央区南９条西９丁目１－
３５

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
341,000円

雇用期間の定めなし

動物の飼育管理員／宮
城県川崎町

株式会社　しまざき牧場 神奈川県厚木市金田４５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

精肉エキスパート（マネジ
メント）／柴田郡大河原町

大三フーズ株式会社　関
東支社

埼玉県さいたま市中央区下落合６－８－
１４　
　第２東京ビル３０２号室

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

卵の集荷、選別、パッ
ク詰め

みやぎ仙南農業協同組合 宮城県柴田郡柴田町西船迫一丁目１０番
地の３

雇用・労災・健
康・厚生

152,550円～
161,025円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

幼稚園臨時教諭（育休
代替職員）

村田町教育委員会 宮城県柴田郡村田町村田西田２８ 労災・その他

163,100円～
163,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

計画作成担当者（介護
支援専門員）

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

172,500円～
230,700円

雇用期間の定めなし

計画作成担当者（介護支
援専門員）兼介護職員

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

172,500円～
230,700円

雇用期間の定めなし

介護職員（宮城県初任者研
修受講支援事・資格取得全
額補助）

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

158,000円～
160,900円

雇用期間の定めなし

介護職員（グループ
ホームつくし）

特定非営利活動法人　も
みの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

159,000円～
218,400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

令和 4年 9月 22日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
64歳以下 (1)7時15分～19時00分

の間の8時間
1

人 TEL 022-399-6778 （従業員数 15人 ）

正社員 04010-55185921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 交替制あり 交通誘導警備業務検定２級

18歳以上 (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

3
人 TEL 022-796-9251 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-55265921 就業場所 宮城県仙台市内・県南地区
月給 変形（1ヶ月単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 022-351-5621 （従業員数 16人 ）

正社員 04011- 3057921 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～18時00分

2
人 TEL 0224-52-1162 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2850121 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 131人 ）

正社員 04050- 2851021 就業場所 給付
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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- 2852721 就業場所

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

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- 2853821 就業場所

月給 社会福祉士
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- 2854221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 2855521 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～17時30分

2
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 2856421 就業場所 宮城県角田市

住宅塗装職（屋根、外
壁の塗装）

株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

左官職 株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

生活相談員（長期・短
期）

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

189,400円～
250,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（施
設）

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（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

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

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

軽作業員 株式会社　コスモ測量設
計

宮城県柴田郡大河原町字新南６１－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

整備職（仙南営業所） 卜ヨタエルアンドエフ宮
城　株式会社

宮城県富谷市成田９丁目８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

178,500円～
221,500円

雇用期間の定めなし

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

172,800円～
226,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 株式会社　ペンギンエ
デュケーション

宮城県名取市美田園６丁目３－４　ヴィ
オーラ美田園３号

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし



時給 交替制あり 介護福祉士
不問 (1)9時00分～18時30分 看護師

の間の６～８時間
1

人 TEL 022-716-5667 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04010-55847921 就業場所 仙台市青葉区・大河原町
時給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

1
人 TEL 022-224-7855 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-55636321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

1
人 TEL 022-224-7855 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04010-55638921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～10時00分
(2)15時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2100 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 2881321 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師
の間の3時間以上

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 2883921 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

2 (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- 2888221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

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 0224-51-8770 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 2866621 就業場所

時給
不問 (1)7時45分～17時30分

1
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2874621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時45分～12時45分

1
人 TEL 024-545-2215 （従業員数 16人 ）

パート労働者 07010-13044921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 看護師

不問 (1)9時00分～17時00分 准看護師

1
人 TEL 022-397-8783 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04010-55492321 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)17時00分～8時30分
(2)20時00分～5時00分

1 (3)8時30分～8時29分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-55287221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 2860721 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
(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- 2861821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)13時00分～18時00分

の間の4時間 保育士
1

人 TEL 0224-53-1230 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2885021 就業場所

清掃員［柴田郡柴田
町］

株式会社　北斗ビル管理 宮城県仙台市青葉区片平１丁目３－２ 労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

介護講座講師【仙台市青葉
区・柴田郡大河原町】

株式会社　日本教育クリ
エイト　仙台支社

宮城県仙台市青葉区中央１丁目６－１８
山一仙台中央ビル７階

労災

900円～2,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

送迎ドライバー 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

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員［刈田郡蔵王
町］

株式会社　北斗ビル管理 宮城県仙台市青葉区片平１丁目３－２ 労災

853円～853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

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

※　労働契約が週２
０時間以上になる場
合は雇用保険に加入

送迎ドライバー兼介護
業務

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

雇用・労災・健
康・厚生

890円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

交通誘導員 株式会社ＺＥＲＯ　東北
営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
５９－２

労災

900円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週２
０時間以上になる場
合は雇用保険に加入

フォルテデイサービス
での看護師

株式会社　ここみケア 宮城県仙台市青葉区上杉１－８－１９副
都心ビル上杉百番館３階

雇用・労災

1,500円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レジ担当４Ｈ（ダイユー
エイト大河原店）

株式会社ダイユーエイト 福島県福島市太平寺字堰ノ上５８ 雇用・労災

925円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

店舗間配送担当者 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

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設警備員［角田市］ 株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週２
０時間以上になる場
合は雇用保険に加入

保育補助 学校法人東北カトリック
学園　大河原カトリック
幼稚園

宮城県柴田郡大河原町字町２２ 雇用・労災

1,050円～1,250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）

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

◎ 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 9月 22日発行

ハローワーク大河原


