
 

 

令和３年５月１３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） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)7時50分～17時00分

1
人 TEL 0224-84-4046 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1473211 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

40歳以下 (1)8時15分～17時20分

2
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 154人 ）

正社員 04050- 1474511 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 154人 ）

正社員 04050- 1475411 就業場所

月給 三級自動車整備士
不問 二級自動車整備士

2
人 TEL 0224-53-2331 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1476011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 危険物取扱者（乙種）

不問

3
人 TEL 0224-53-2331 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050- 1477311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 フォークリフト運転技能者

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1478611 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)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

8 (3)18時00分～3時00分

人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

正社員 04050- 1479911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
時給

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1480711 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1481811 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2501 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1485011 就業場所

日給 変形（1年単位） 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-87-7273 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 1487611 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時45分

(2)16時30分～0時45分

1 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 33人 ）

正社員 04050- 1489111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分

5 (3)9時00分～17時30分

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 76人 ）

正社員以外 04050- 1490211 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 1491511 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2260 （従業員数 68人 ）

正社員以外 04050- 1493011 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00分

1
人 TEL 0224-62-1937 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1495611 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 0224-72-2261 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1497111 就業場所 厚生

鉄骨組立 株式会社　丸隆 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字薬師堂
６１番地２

雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
199,800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　高橋技工 宮城県角田市小田字釜ノ入４５ 雇用・労災・健
康・厚生

232,000円～
301,600円

雇用期間の定めなし

縫製補助 株式会社　ティティ・ア
オイ

宮城県角田市岡字古町１３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,336円～
150,336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

基礎工事、外構工事作
業員

有限会社　大住建設 宮城県角田市藤田字是入２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

231,000円～
300,300円

雇用期間の定めなし

キャディ ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,724円～
190,224円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

プラスチック製品成形
（製造業務）

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

とびエ（見習可）及び
土エ

有限会社　柴崎建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字豊田１３
－１

雇用・健康・厚
生

221,000円～
309,400円

雇用期間の定めなし

現場土木作業員 山戸田興業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

197,200円～
243,600円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場の総務事務 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

136,710円～
151,900円

雇用期間の定めなし

フロント係 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

156,240円～
164,920円

雇用期間の定めなし

食品製造スタッフ 山崎製パン　株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

162,860円～
213,280円

雇用期間の定めなし

管理業務及び物流業務 ジャパン　ロジスティッ
クス　株式会社　仙台物
流センター

宮城県柴田郡村田町大字小泉字新岡前８
３－５

雇用・労災・健
康・厚生

188,200円～
230,200円

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド店員 株式会社　センナンエネ
ルギー

宮城県柴田郡大河原町字東原町１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（1）7時００分～２０時００
分の間の８時間程度

自動車整備士 株式会社　センナンエネ
ルギー

宮城県柴田郡大河原町字東原町１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

製造（溶接、鋼材加
工・組立）

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

（1）9時００分～２０時
００分の間の８時間

技術（構造物の設計、
作図に係る業務）

東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

木質チップ製造　兼
製材作業補助員

有限会社　米澤製材所 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字前坂９ 雇用・労災・健
康・厚生

200,100円～
200,100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
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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 ３年 5月 13 日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-3630 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1498711 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-2113 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04050- 1499811 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1500911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1501111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
時給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時30分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員以外 04050- 1502711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 1503811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
年俸制

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- 1504211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

64歳以下 (1)9時00分～17時00分 大型自動車免許
二級自動車整備士

2
人 TEL 0224-63-2541 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1505511 就業場所

月給
33歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-87-6301 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1506411 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

66歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 1513411 就業場所

月給 変形（1年単位）
42歳以下 (1)8時20分～17時00分

(2)16時50分～1時15分

1 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0244-36-0111 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1515311 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

3
人 TEL 0224-51-9916 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1516611 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時50分

3
人 TEL 0224-83-5557 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 1518111 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許

65歳以下

3
人 TEL 0224-85-2060 （従業員数 77人 ）

正社員 04050- 1391711 就業場所

月給
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1393211 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） ２級土木施工管理技士

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 1394511 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- 1396011 就業場所

機械オペレーター補助 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～
218,500円

雇用期間の定めなし

土木技術者 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

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

遺品整理業及び接客販
売・管理

有限会社　大美屋　リサ
イクルショップお宝山

宮城県角田市角田字田町８２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

バス運転手 株式会社　タケヤ交通 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南
３ー４

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

（１）０６時００分～０５
時５９分の間の８時間

メッキ作業員 東邦メッキ　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘３
１番２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,400円～
192,400円

雇用期間の定めなし

森林整備作業員 仙南中央森林組合 宮城県角田市毛萱字堂ノ入８８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
222,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電子部品の組立設備の
メンテナンス作業

株式会社　アリーナ　角
田事業所

宮城県角田市角田字西田６－１
アルプスアルパイン株式会社　角田工場
内

雇用・労災・健
康・厚生

163,920円～
188,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 特定非営利活動法人
ほっとあい

宮城県柴田郡大河原町字町２７９番１ 雇用・労災・健
康・厚生

172,160円～
223,000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）

サービスエンジニア
（総合職）

株式会社　三精 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山１
１６－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備 有限会社　角田第一自動
車

宮城県角田市角田字中島下５３４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 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

266,666円～
333,333円

雇用期間の定めなし

介護職（介護職員初任
者研修）

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

166,900円～
198,000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）

調理員 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

141,240円～
142,096円

雇用期間の定めなし

介護職（資格不問） 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

164,800円～
196,000円

雇用期間の定めなし

介護職（介護福祉士） 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

172,100円～
203,300円

雇用期間の定めなし

労務作業補助（牛の飼
育）

農事組合法人　丸森町酪
農振興組合

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋１２０（丸森
町役場　農林課内）

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

倉庫作業員 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
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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 ３年 5月 13 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)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050- 1397311 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- 1398611 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- 1399911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

(2)10時45分～19時45分

2 (3)16時00分～9時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050- 1400411 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

(2)10時45分～19時45分

3 (3)16時00分～9時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

正社員 04050- 1401011 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士

大型自動車免許
2

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 1403611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 玉掛技能者

36歳以下 (1)8時00分～17時00分 床上運転式クレーン限定運転士

大型自動車免許
2

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1404911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-79-3161 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1405111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時45分～17時45分

1 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 1406711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-56-1670 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1407811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時45分～17時45分

2 (3)10時45分～19時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 1408211 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～16時45分 移動式クレーン運転士

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-86-4604 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1409511 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

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 1410311 就業場所

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 72人 ）

正社員 04050- 1411611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時55分～18時05分

(2)19時55分～5時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 14人 ）

正社員以外 04050- 1413111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)7時55分～17時05分

(2)8時55分～18時05分

3 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員以外 04050- 1415811 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1420911 就業場所 宮城県角田市

看護助手 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～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食品製造職 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

冷凍菓子製造 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

品質管理 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

250,000円～
300,000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

中型トラック運転手 柴田運輸株式会社 宮城県角田市君萱字田中下３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

162,000円～
197,000円

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 有限会社　ネットワーク
物流

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字川前５５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

278,400円～
371,200円

雇用期間の定めなし

介護職員 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,000円～
163,000円

雇用期間の定めなし

ＮＣ工作機械、専用機
による自動車部品加工

有限会社カロウ精機 宮城県伊具郡丸森町大内字鬼ヶ柵１７２ 雇用・労災・健
康・厚生

143,792円～
167,200円

雇用期間の定めなし

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

156,403円～
159,767円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 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

150,000円～
230,000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

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
235,000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）
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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。
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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
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ハローワーク大河原

月給 交替制あり
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1421111 就業場所 宮城県岩沼市
月給 臨床検査技師

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 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1423811 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)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050- 1426411 就業場所 宮城県角田市
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
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1430811 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00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- 1431211 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1074 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1432511 就業場所 厚生
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-0011 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1433411 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)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1434011 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 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1435311 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- 1436611 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 1441411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 1443311 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-58-7561 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1445911 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-75-2128 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1446111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-75-2128 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1447711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 危険物取扱者（甲種）

59歳以下 危険物取扱者（乙種）
危険物取扱者（丙種）

1
人 TEL 0224-84-2201 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1448811 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

3
人 TEL 0224-53-3035 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1449211 就業場所

土工・一般作業員 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

200,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンドス
タッフ

有限会社　石井モーター
ス

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１９
－４

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

（１）０７時００分～２０
時００分の間の８時間程度

解体土工その他 株式会社　美紀工業 宮城県伊具郡丸森町大張川張字河原田３
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

解体土工その他 株式会社　美紀工業 宮城県伊具郡丸森町大張川張字河原田３
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
253,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

通信設備、電気工事作
業員

有限会社　ハヤマテック 宮城県柴田郡柴田町大字成田字舘山１２ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

看護師（外来） 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～
280,000円

雇用期間の定めなし

貿易業務（在宅勤務
可）

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

175,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師（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

150,000円～
225,000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～
280,000円

雇用期間の定めなし

看護師（人工透析室） 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～
280,000円

雇用期間の定めなし

会計事務 株式会社　佐藤会計事務
 所

佐藤税務会計事務所

宮城県柴田郡大河原町字緑町２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備工 有限会社　丸森自動車 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字北妻５
６

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
240,000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
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000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
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

介護員（資格なし） 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

144,840円～
178,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

臨床検査技師 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

180,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

総合職 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
205,000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
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

4
人 TEL 0224-72-1274 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04050- 1450011 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1452611 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問

5
人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 141人 ）

正社員以外 04050- 1453911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 1454111 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00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1455711 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00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1456811 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問

2
人 TEL 0224-52-1113 （従業員数 141人 ）

正社員以外 04050- 1457211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1458511 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

2
人 TEL 0224-54-3970 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1459411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2215 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 1461911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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

(2)7時30分～16時15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- 1463711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 1466511 就業場所

月給 小型移動式クレーン運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

2
人 TEL 0224-83-6882 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1469311 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
61歳以下 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

1
人 TEL 0224-51-8740 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1470111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時45分～18時45分

1 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 0224-58-2812 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1472811 就業場所

時給
不問 (1)8時40分～17時25分

(2)9時00分～17時45分

1
人 TEL 0224-55-2350 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04050- 1374111 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時40分～18時20分

1
人 TEL 0224-52-3900 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1378511 就業場所

歯科衛生士 さくら歯科 宮城県柴田郡大河原町字東新町６－９ 雇用・労災・厚
生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

郵便・貯金の窓口 日本郵便株式会社　柴田
郵便局

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目１０
－１９

雇用・労災・健
康・厚生

136,000円～
136,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 有限会社　朋悠生活研究
舎　グループホームゆう
柴田

宮城県柴田郡柴田町剣崎２丁目４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

プラント（排水中間処
理施設）の現場作業員

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

220,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター及び
土木作業員

有限会社　木村建設 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内４７ 雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
286,000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

外壁工事作業員 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

介護福祉士（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

189,000円～
234,240円

雇用期間の定めなし

舗装工事管理業務　又
は一般土木工事管理業
務（２級）

株式会社　大慎組 宮城県柴田郡村田町大字村田字二月田１
０－１

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

土木作業員 有限会社　加藤土建 宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,700円～
245,300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

自動車車検整備 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

150,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

運転手（会員送迎） 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・健
康・厚生

186,000円～
186,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（１）０９時００分～２０
時００分の間の７時間程度

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

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

土木職 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～
220,000円

雇用期間の定めなし

設備職 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～
220,000円

雇用期間の定めなし

水泳インストラクター 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・健
康・厚生

159,000円～
306,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（１）０９時００分～２１
時００分の間の７時間程度

石材加工及び石工事 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

電子部品の製造・検査 成和産業株式会社　丸森
工場

宮城県伊具郡丸森町字平１０７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

136,680円～
139,896円

雇用期間の定めなし

床上操作式クレーン運
転技能者
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ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

(2)7時15分～16時15分

1 (3)16時10分～1時10分

人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1379411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1380611 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1381911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-72-1115 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1382111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-5757 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1384811 就業場所

月給 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1385211 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00分

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 1386511 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1388011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1389311 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時00分～16時50分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1366111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1367711 就業場所 宮城県角田市
時給 簿記実務検定３級

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1881 （従業員数 2人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 1369211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-83-6890 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1370011 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 0224-63-3211 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 1371311 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-7090 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1373911 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 33人 ）

正社員 04050- 1356611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
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- 1357911 就業場所

総務事務員 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

149,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

製品の仕上げ、検査、
梱包作業

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

146,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

内装工 株式会社　斎藤内装 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新日の崎
１－３

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（ルート営業） 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

209,400円～
209,400円

雇用期間の定めなし

医療事務 ＳＴＥＴＩＧＥＮ　ＪＡ
 ＰＡＮ株式会社

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦８８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

総務事務員 株式会社　あずみ 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１３
－５

雇用・労災・健
康・厚生

171,360円～
171,360円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

配送及び店頭販売 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

一般事務員 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

現場管理者 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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災・健
康・厚生

219,740円～
254,440円

雇用期間の定めなし

准看護師 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

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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

200,000円～
254,000円

雇用期間の定めなし

現場管理補助 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

172,000円～
232,000円

雇用期間の定めなし

生産管理業務（丸森工
場）

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

雇用・労災・健
康・厚生

143,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

生産管理業務 株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

雇用・労災・健
康・厚生

143,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

真空・圧空成形技術員 株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

雇用・労災・健
康・厚生

143,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

真空・圧空成形技術員
（丸森工場）

株式会社　横塚製作所 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石４
４

雇用・労災・健
康・厚生

143,000円～
235,000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 ３年 5月 13 日発行

ハローワーク大河原

時給
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050- 1358111 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～16時45分

1
人 TEL 0224-86-4604 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1360511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 第二種衛生管理者
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 624人 ）

正社員 04050- 1361411 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

(2)6時30分～15時15分

1
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04050- 1363311 就業場所 宮城県角田市

ゴルフ場コース管理 公益財団法人　角田市地
域振興公社

宮城県角田市枝野字青木１５５番地３１ 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）

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

防火管理者（甲種・乙
種）

大型トラック運転手
（平ボディ車）

柴田運輸株式会社 宮城県角田市君萱字田中下３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
237,000円

雇用期間の定めなし

乳製品納品及び販売促
進

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・健
康・厚生

147,750円～
147,750円

雇用期間の定めなし
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時給
不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1482211 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

(2)7時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1483511 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1484411 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 1486311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 保育士
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 ホームヘルパー２級

1
人 TEL 0224-87-8908 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1488911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-52-6111 （従業員数 258人 ）

パート労働者 04050- 1494311 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～14時55分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1496911 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1509611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1510811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1511211 就業場所

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- 1512511 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

59歳以下 (1)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 1517911 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1519711 就業場所

時給
64歳以下

1
人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 1392811 就業場所

時給 准看護師
不問

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

パート労働者 04050- 1395411 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 1402311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)7時55分～17時05分

3
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050- 1412911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

レストランホール係 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

マスター室スタッフ 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

850円～900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

児童厚生員［槻木放課
後クラブ］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

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ポーター（玄関係） 株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

850円～880円
雇用期間の定めなし

光ファイバーケーブル
コードの切分端末加
工、検査、梱包業務

昭和電線ケーブルシステ
ム　株式会社仙台事業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ケアサポートドライ
バー

合同会社　オハナ 宮城県柴田郡大河原町字東桜町７番地１
６

労災

830円～1,300円
雇用期間の定めなし

フロアスタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災

840円～840円
雇用期間の定めなし

組立、梱包作業員 高千穂電気株式会社　角
田支社

宮城県角田市梶賀字高畑北２５３番地１ 雇用・労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

フロアスタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災・健
康・厚生

840円～840円
雇用期間の定めなし

医療事務 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

労災

850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

遺品整理業及び接客販
売・管理

有限会社　大美屋　リサ
イクルショップお宝山

宮城県角田市角田字田町８２－８ 労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

一般事務、経理、庶務
事務員

合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災

900円～1,125円
雇用期間の定めなし

准看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

変形（1ヶ月単位）（１）
９時００分～１７時００分

の間の４時間以上

食品製造 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 労災

850円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

工場作業員 有限会社　京浜金属工業
仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

（１）８時００分～１９時
15分の間の５時間程度

（1）７時００分～16時０
０分の間の４時間程度

（1）０９時００分～１８
時３０分の間の６時間程度

（1）０９時００分～２０
時００分の間の４時間程度

◎ 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 ３年 5月 13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 ３年 5月 13日発行

ハローワーク大河原

時給 看護師
不問

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 101人 ）

パート労働者 04050- 1416211 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分

2 (3)17時00分～20時00分

人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1417511 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1418411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 1419011 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問

2
人 TEL 0224-54-2226 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1422711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 介護福祉士

不問 介護職員実務者研修修了者

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

パート労働者 04050- 1427011 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1437911 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1438111 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1439711 就業場所

時給 交替制あり 准看護師
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1440511 就業場所

時給 臨床検査技師
不問 (1)8時30分～12時30分

(2)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 1442011 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1444611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1451311 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～16時30分 准看護師
(2)8時30分～14時30分

1
人 TEL 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 1462111 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1468011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

39歳以下

2
人 TEL 0224-72-1753 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 1492411 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
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 1387411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

レジ係（４Ｈ程度）
［村田店］

株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

変形（1ヶ月単位）０７時
００分～１７時００分の間

の４時間以上

看護師 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

1,250円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鮮魚加工［村田店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

精肉加工［村田店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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 労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（1）１５時００分～２０時
００分の間の４時間

変形（1ヶ月単位）０７時
００分～１９時００分の間

の３時間以上

レジ係［本店］ 株式会社　北海屋 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１６－
２

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護師（外来） 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 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（1）０８時３０分～１７
時００分の間の４時間程度

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 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師（人工透析
室）

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

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（人工透析室） 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

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

倉庫作業員 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

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

臨床検査技師 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

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員 株式会社　介護サポート 宮城県角田市尾山字荒町６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし

清掃員 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

825円～1,000円
雇用期間の定めなし

（1）０８時３０分～１８
時００分の間の３時間程度

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災

1,250円～1,300円
雇用期間の定めなし

ゴム成型品の仕上げ・
検査業務

株式会社丸一ゴム製作所
丸森工場

宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼字入谷地
６８－１

雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

（1）１７時００分～０２
時００分の間の５時間程度

（１）０８時１０分～１７
時２０分の間の６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

830円～1,000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 ３年 5月 13日発行

ハローワーク大河原

時給
不問

3
人 TEL 0224-53-2206 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 1365911 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-86-5760 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1372611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 1359711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050- 1362011 就業場所

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド店員 湊商事株式会社　仙台支
店セルフステーション大
河原

宮城県柴田郡大河原町字新東２１－２ 雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めなし

（1）２１時００分～０８
時００分の間の８時間程度

事務補助（指定難病等
医療費助成事務）

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

847円～847円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

乳製品納品及び販売促
進

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

製品検査兼清掃員 共立化工　株式会社　仙
台工場

宮城県柴田郡柴田町大字上名生字明神堂
７４－１
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●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の保存したり、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！ 


