
 

 

令和２年９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 

 



月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時20分～17時25分

1
人 TEL 0224-85-2880 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2564701 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 11人 ）

正社員以外 04050- 2567501 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 11人 ）

正社員以外 04050- 2568001 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-3630 （従業員数 49人 ）

正社員 04050- 2569301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 その他の福祉・介護関係資格

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-6610 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2574201 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-55-1702 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2575501 就業場所

日給 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

2
人 TEL 0224-65-2787 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2535601 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～16時40分

3
人 TEL 0224-52-2701 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2540501 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 2543601 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-62-5713 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2544901 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)10時00分～20時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2546401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)10時00分～21時00分

(2)17時00分～23時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 2547701 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

3
人 TEL 0224-86-5870 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2549201 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3139 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2551301 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- 2573801 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時15分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2576001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

不問 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2501 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 2453601 就業場所

コンクリートポンプ車
運転

株式会社　山一商事 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
番地１

雇用・労災・健
康・厚生

200,600円～
308,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護福祉士（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

187,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

看護師（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

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

一般土木、解体工 株式会社　大吉創建 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字新大畑
４９－１

雇用・労災・健
康・厚生

205,200円～
342,000円

雇用期間の定めなし

調理係（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

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
230,000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

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

鉄筋工 株式会社　佐藤工業 宮城県角田市横倉字左関１９８－５ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
238,700円

雇用期間の定めなし

電気工事 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

235,000円～
305,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社　小林建設 宮城県柴田郡大河原町字中島町８－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
333,000円

雇用期間の定めなし

牛の管理 合資会社　ばば農場 宮城県角田市高倉字菅田２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
173,600円

雇用期間の定めなし

医療事務 医療法人玉川　太田内
科

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－３－３
４

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

障害者グループホーム
でのサービス管理責任
者

一般社団法人　共生型
支援センター

宮城県角田市角田字南９３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備士 有限会社　冨樫運輸 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
５

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000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

176,813円～
176,813円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

176,813円～
176,813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

きのこ収穫・包装作
業・生産事務

株式会社　森の木の子
工房

宮城県柴田郡川崎町大字川内字朴木山
３ー４

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
165,000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 2年９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 2年９月１０日発行

ハローワーク大河原

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- 2455101 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2463901 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30分

2
人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 2464101 就業場所

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-86-3191 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2466701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2467801 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2468201 就業場所

月給
44歳以下 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-3601 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2470601 就業場所

日給 変形（1年単位） 車両系建設機械
59歳以下 (1)7時45分～17時00分 （整地・運搬・

積込用及び掘削用）
1 運転技能者

人 TEL 0224-72-1703 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2472101 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時45分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1703 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2473401 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-2165 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2474701 就業場所

月給 ８トン限定中型自動車免許

39歳以下 (1)8時30分～17時30分 玉掛技能者
小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-63-3551 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2475801 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） １級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-54-2340 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2476201 就業場所

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- 2477501 就業場所

日給 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 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2478001 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 車両系建設機械

不問 (1)8時00分～17時00分 （整地・運搬・
積込用及び掘削用）

2 運転技能者
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ） 玉掛技能者

正社員 04050- 2479301 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 車両系建設機械

不問 (1)8時00分～17時00分 （整地・運搬・
積込用及び掘削用）

2 運転技能者
人 TEL 0224-86-4655 （従業員数 9人 ） 玉掛技能者

正社員 04050- 2480101 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2485501 就業場所

山林作業者 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

162,750円～
238,700円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

247,500円～
292,500円

雇用期間の定めなし

土木施工管理 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

292,500円～
315,000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

184,450円～
249,550円

雇用期間の定めなし

土木施工監督 株式会社　四保工務店 宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

270,000円～
355,000円

雇用期間の定めなし

建築資材の配送・加工 仙南サクマ　株式会社 宮城県角田市佐倉字下土浮１０１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

ダクト工事要員 有限会社　佐久間工業 宮城県角田市豊室字江合１０３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員及び運転手 株式会社　照井建業 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川
１９７

雇用・労災・健
康・厚生

180,800円～
248,600円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター兼土
木作業員

株式会社　照井建業 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川
１９７

雇用・労災・健
康・厚生

248,600円～
316,400円

雇用期間の定めなし

福利厚生制度の推進
（法人営業）

大同生命保険　株式会
社　仙台支社　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１階

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 一般社団法人　ふくの
ね

宮城県柴田郡村田町大字小泉字南乙内２
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
236,700円

雇用期間の定めなし

相談支援専門員 一般社団法人　ふくの
ね

宮城県柴田郡村田町大字小泉字南乙内２
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
236,700円

雇用期間の定めなし

森林整備作業員 セブンフォレスト（伊
藤　修）

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄１丁目２－
２　タウンコートＣ

雇用・労災・健
康・厚生

174,400円～
218,000円

雇用期間の定めなし

土木設計、施工管理
（本社）

三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

187,000円～
217,000円

雇用期間の定めなし

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

170,000円～
300,000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

2



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 2年９月１０日発行

ハローワーク大河原

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- 2489901 就業場所 厚生
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- 2490701 就業場所 厚生
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (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- 2495301 就業場所

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- 2496601 就業場所

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- 2497901 就業場所

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- 2498101 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 2499401 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (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- 2500301 就業場所

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- 2501601 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 2502901 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-78-1324 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 2503101 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- 2504401 就業場所

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- 2505701 就業場所

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- 2506801 就業場所

月給 准看護師
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 看護師

(2)8時00分～12時00分

3
人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2507201 就業場所

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-72-1847 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 2509001 就業場所

日給 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時30分 玉掛技能者

小型移動式クレーン運転技能者

2
人 TEL 0224-72-1847 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 2510901 就業場所

解体工事作業員 株式会社　スタイル 宮城県伊具郡丸森町字銀杏２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

256,800円～
428,000円

雇用期間の定めなし

内装仕上作業員 株式会社　スタイル 宮城県伊具郡丸森町字銀杏２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

256,800円～
428,000円

雇用期間の定めなし

看護師、准看護師 医療法人名取会　名取
医院

宮城県角田市角田字南６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
260,000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

142,964円～
142,964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～
259,000円

雇用期間の定めなし

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

206,000円～
247,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

メカニック（自動車整
備）

株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

塗装工 株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
300,000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

206,000円～
247,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

197,468円～
229,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

修理車の搬送業務 株式会社　ホシバン 宮城県伊具郡　丸森町金山字狢討１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

217,000円～
217,000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～
259,000円

雇用期間の定めなし

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

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（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

180,468円～
214,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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
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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 2年９月１０日発行

ハローワーク大河原

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- 2511101 就業場所 宮城県角田市
月給 フレックス

59歳以下 (1)7時00分～22時00分
(2)10時10分～14時50分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員 04050- 2514801 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 フレックス

59歳以下 (1)7時00分～22時00分
(2)10時10分～14時50分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員 04050- 2515201 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時45分

2
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 144人 ）

正社員 04050- 2516501 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員 04050- 2517001 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員 04050- 2518301 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時20分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2519601 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2520401 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2521701 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2522801 就業場所

日給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-51-4483 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2523201 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30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 2524501 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 精神保健福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 2525001 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 ホームヘルパー１級
(2)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 2526301 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00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 22人 ）

正社員 04050- 2528901 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-1525 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 2529101 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 第一種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

2
人 TEL 0224-86-3407 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2530801 就業場所

電気工事作業員 株式会社　菊地電機 宮城県角田市毛萱字南戸ノ内２１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

し尿汲取、汚泥収集
運搬、浄化槽保守点検

有限会社宮城総合エン
ジニア

宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

溶接工 株式会社　ヒキチ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
４２

雇用・労災・健
康・厚生

167,500円～
218,000円

雇用期間の定めなし

ケアワ－カ－（介護職
含）【正職員Ｂ】

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

141,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

精神保健福祉士 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

190,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 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・健
康・厚生・財形

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転手
（平ボディー）

有限会社　猪股運送 宮城県柴田郡大河原町字山崎町２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
204,000円

雇用期間の定めなし

建材組立、配送 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

品質管理 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

139,000円～
184,000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

145,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

技能職（検査） 株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

技能職（品質保証・管
理職候補）

株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

300,000円～
500,000円

雇用期間の定めなし

技術職（生産技術職） 株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

技術職（開発職） 株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

技術職（開発職・管理
職候補）

株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
450,000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～
191,400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 介護福祉士
64歳以下 ８時００分～１８時００分の

間の８時間
1

人 TEL 0224-57-0788 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 2532501 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 0224-73-4787 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2533001 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

1
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 2539701 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 2541001 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 55人 ）

正社員 04050- 2542301 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 2553901 就業場所 宮城県角田市
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- 2555401 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- 2556701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 第二種衛生管理者
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 防火管理者（甲種・乙種）

5
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 624人 ）

正社員 04050- 2558201 就業場所

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- 2561901 就業場所 宮城県角田市
日給 １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～14時30分

2
人 TEL 0224-63-2044 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2445601 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)10時00分～19時00分

1 (3)23時30分～8時30分

人 TEL 0224-55-3311 （従業員数 83人 ）

正社員 04050- 2449701 就業場所

月給 変形（1年単位）
26歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-3311 （従業員数 83人 ）

正社員 04050- 2450501 就業場所

月給 社会福祉士
65歳以下 (1)9時00分～18時00分 保育士

ホームヘルパー２級
5

人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2451001 就業場所

日給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 車両系建設機械

（整地・運搬・
3 積込用及び掘削用）

人 TEL 0224-84-2156 （従業員数 49人 ） 運転技能者

正社員 04050- 2452301 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 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2412901 就業場所

看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

解体作業員 株式会社　丸正精建 宮城県柴田郡川崎町大字前川字槻木５６
－１

雇用・労災・健
康・厚生

207,000円～
345,000円

雇用期間の定めなし

放課後等デイサービス
スタッフ

ほっとファーム株式会
社　ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

総務経理事務 仙台森紙業　株式会社
柴田事業所

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂
１番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

140,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

倉庫作業（荷受け、荷
出し）

仙台森紙業　株式会社
柴田事業所

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂
１番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

住宅の解体、分別作業
員

有限会社　土生重機 宮城県角田市藤田字福田１１９ 健康・厚生

208,800円～
278,400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

141,100円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スーパーマーケットス
タッフ

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

170,000円～
300,000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

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）

板金職 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

178,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（検査） 株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

技能職（検査） 株式会社　東京ダイヤ
モンド工具製作所仙台
工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700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

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めなし

とび工・土木工事作業
員

有限会社　アイテック 宮城県伊具郡丸森町字小保田５５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

訪問介護及びサービス
提供責任者

株式会社　ピース 宮城県柴田郡柴田町大字船岡東２丁目１
１－２３

雇用・労災・健
康・厚生

146,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

5



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 2年９月１０日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1 (3)16時30分～9時00分

人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2413101 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30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2414401 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)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2415701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 診療放射線技師
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 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2416801 就業場所

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- 2423701 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 63人 ）

正社員 04050- 2427001 就業場所

日給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1161 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2428301 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1161 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2429601 就業場所

月給 変形（1年単位） 一級建築士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

1
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 2430401 就業場所

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00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 2431701 就業場所

月給 変形（1年単位） 車両系建設機械

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 （基礎工事用）運転技能者

車両系建設機械（整地・運搬・

1 積込用及び掘削用）運転技能者

人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ） 車両系建設機械

正社員 04050- 2433201 就業場所 （解体用）運転技能者

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2434501 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 26人 ）

正社員 04050- 2435001 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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

2
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2438901 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2439101 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 2444301 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)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2457701 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

作業療法士 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

217,500円～
252,000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

電気工事（見習） 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

150,000円～
175,000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

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

型枠大工 有限会社　三田工業 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新舘前１
３８番地

雇用・労災・健
康・厚生

270,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレータ・土木
作業

有限会社　三田工業 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新舘前１
３８番地

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

305,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

305,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 遠正建設　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字田町南８１－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

188,600円～
230,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 遠正建設　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字田町南８１－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

188,600円～
218,500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

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

診療放射線技師 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 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

看護師（外来看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 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

6



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 2年９月１０日発行

ハローワーク大河原

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

(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2458801 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 ７時００分～２０時００分の

間の８時間程度
5

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2459201 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下 ７時００分～２０時００分の

間の８時間程度
2

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2460001 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 ７時００分～２０時００分の

間の８時間程度
2

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2461301 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 ７時００分～２０時００分の

間の８時間程度
5

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 2462601 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 （ケアマネージャー）

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 2492201 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- 2494001 就業場所 宮城県角田市

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

介護職 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～
222,000円

雇用期間の定めなし

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

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

介護福祉士 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

174,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

理学療法士 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

217,500円～
252,000円

雇用期間の定めなし
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時給 司書
不問 (1)9時45分～16時45分

(2)10時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 19人 ）

パート労働者 04050- 2562101 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

64歳以下 ８時２０分～１７時２５分の

間の６時間程度
1

人 TEL 0224-85-2880 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2563401 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)6時30分～9時00分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 2565801 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 理学療法士

不問 (1)8時30分～17時00分 柔道整復師
(2)8時30分～13時00分

1
人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2566201 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (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- 2545101 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (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- 2548801 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 ９時００分～２０時００分の

間の５時間程度
1

人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 2550001 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-9911 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050- 2554101 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30分

5
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 2570101 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 2571401 就業場所 宮城県角田市
時給 薬剤師

不問 ８時３０分～１７時１５分の

間の４時間以上
1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 2454901 就業場所

時給
不問 ８時００分～１７時００分の

間の５時間程度
1

人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2465401 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 ９時００分～１８時００分の

間の５時間程度
1

人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2469501 就業場所

時給
不問 (1)7時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 36人 ）

パート労働者 04050- 2471901 就業場所 宮城県角田市
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- 2482701 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2486001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

64歳以下 ７時３０分～１７時３０分の

間の６時間程度
3

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

パート労働者 04050- 2487301 就業場所

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

824円～900円雇用期間の定めなし

山林作業者 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

875円～930円雇用期間の定めなし

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

保育補助 社会福祉法人　光の子
児童福祉会　角田光の
子保育園

宮城県角田市角田字柳町３５－３ 雇用・労災

825円～825円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経営企画（法人本部） 一般社団法人　ふくの
ね

宮城県柴田郡村田町大字小泉字南乙内２
２

雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場管理補助 三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災

1,200円～1,600円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

薬剤師（非常勤） 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

2,000円～2,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務スタッフ（角
田工場）

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

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

修理スタッフ 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

980円～980円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造工 株式会社　齊藤製作所 宮城県柴田郡大河原町大谷字見城前１０
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

850円～900円雇用期間の定めなし

営業スタッフ［村田
町］

株式会社　ジェイエイ
仙南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

労災

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

830円～830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

830円～880円雇用期間の定めなし

理学療法士又は柔道整
復師

株式会社　ピュアス
ポーツ

宮城県柴田郡大河原町字新東３６－１ 雇用・労災

1,000円～1,500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

830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

きのこ収穫・包装作業 株式会社　森の木の子
工房

宮城県柴田郡川崎町大字川内字朴木山
３ー４

雇用・労災

850円～950円雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

図書館司書 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

1,119円～1,119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

◎ 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 2年９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 2年９月１０日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)10時00分～13時00分

(2)10時00分～15時30分

1 (3)12時00分～15時30分

人 TEL 0224-55-1670 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2488601 就業場所

時給 准看護師
59歳以下 ８時００分～１７時００分の 看護師

間の６時間程度
3

人 TEL 0224-63-2347 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2508501 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- 2512401 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 保育士

59歳以下 ８時００分～１９時００分の

間の５時間程度
1

人 TEL 022-253-6947 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 2513701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 大型自動車第二種免許

60歳以上 (1)6時00分～9時00分
(2)14時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 2527601 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
64歳以下 ８時００分～１８時００分の 介護職員初任者研修修了者

間の７時間程度
2

人 TEL 0224-57-0788 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 2531201 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 2534301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 ９時００分～１７時００分の 准看護師
間の５時間程度

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2559501 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00分

(2)16時00分～20時00分

2
人 TEL 0224-61-1114 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2447101 就業場所

時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～13時20分
(2)12時40分～17時00分

1 (3)13時10分～18時00分

人 TEL 0224-58-1771 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2448401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

不問 (1)8時00分～17時00分

7
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 2409801 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～20時00分

(2)9時15分～21時15分

4 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04050- 2410301 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1)9時40分～14時40分

(2)8時40分～14時40分

1 (3)8時40分～13時40分

人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

パート労働者 04050- 2425201 就業場所

時給
不問 ８時３０分～１５時３０分の

間の５時間程度
1

人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2437601 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～15時00分

2
人 TEL 090-7019-5973 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2440801 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 090-7019-5973 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2442501 就業場所

時給 交替制あり 保育士
59歳以下 (1)8時00分～13時00分

(2)10時30分～16時00分

2 (3)8時00分～11時00分

人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 2443001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

保育士（大河原町） 福島ヤクルト販売　株
式会社　仙南エリア拠
点

宮城県柴田郡大河原町字錦町６番１５号 雇用・労災

830円～830円雇用期間の定めなし

接客スタッフ 株式会社まんま亭 宮城県伊具郡丸森町字町東６９ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

パン製造・販売 株式会社まんま亭 宮城県伊具郡丸森町字町東６９ 労災

830円～850円雇用期間の定めなし

特別支援教育支援員 大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 労災

1,139円～1,139円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職 宮城県立船岡支援学校 宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目３番１
号

労災

1,647円～1,647円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員 株式会社　ダイリツプ
ランニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災

830円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

米の集荷助手 大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

生活介助員 社会福祉法人　柴田町
社会福祉協議会

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字中島６８
柴田町地域福祉センター内

雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レジ接客・品出し・清
掃

株式会社ホットマン
ダイソー角田店

宮城県角田市角田字扇町６－９ 労災

830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師パート（さくら
グループホーム）

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

1,200円～1,300円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務　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

労災

897円～897円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

株式会社　ピース 宮城県柴田郡柴田町大字船岡東２丁目１
１－２３

雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,100円雇用期間の定めなし

スクールバス運転手
（宮城営業所）

東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 株式会社ウイル 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字久根添６
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,200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

1,200円～1,300円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師、准看護師 医療法人名取会　名取
医院

宮城県角田市角田字南６１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,400円～1,600円雇用期間の定めなし

ベビー用品の販売 株式会社　西松屋
チェーン　イオンタウ
ン柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原
１９４番

雇用・労災

825円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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◆本誌は 

ハローワーク大河原で受理した直近の１週間の求人を掲載しております。 
※掲載した求人の中に、すでに紹介・応募者がおり、採用済みで無効となっている場合もあります。 

※掲載スペースの都合上、受付したすべての求人の掲載はしておりません。 

※配布場所は、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・丸森町役場となっておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

また、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・七ヶ宿町のＨＰにも 

掲載しております。 

◆掲載内容について 

 フルタイム求人・・・「基本給」＋「定期的に支払われる手当」の合計金額が記載してあります。 

通勤手当・皆勤手当等、その他の手当は含まれておりませんので求人票でご確認してください。 

 パートタイム求人・・時給単価が記載してあります。 

※給与形態が日給・時給の場合は月額給与での表示となっている場合があります。 

 ◆応募を希望される方は 

求人の内容の詳細や締切状況等をハローワークで確認し、必ず紹介状の交付を受けて応募してください。 

 ハローワークの利用時間は８時３０分～１７時１５分（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁）です。 

≪お願い≫ 

●当所をご利用の方は、オーガ３階または屋上の駐車場をご利用ください。 

なお、４階は契約者専用の駐車場で、ご利用できませんのでご注意ください。 

●駐車場は利用者すべての方が、２時間までは無料で利用できます。 

それ以降は１時間毎に１００円の利用料金が必要になります。 

●路上駐車やセブン・イレブン等、ご迷惑となる駐車は絶対にしないでください。 

●オーガ駐車場は左折入庫専用です。 

右折入庫は交通事故の原因となりますので、絶対に右折入庫はしないでください。 

※その他ご不明な点については、当所の紹介窓口までお尋ねください。 

◆求人情報のＱＲコード 

 

  

コ ム ズ ご 利 用 に あ た っ て 

ハローワーク 

インターネットサービス 


