
 

 

令和３年１１月４日号 

 

 

 

ハローワーク大河原 

 

 

求人情報 

コムズ 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

FAX ０２２４－５２－３９８９ 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



  

 

●ハローワーク大河原で受理した直

近の１週間の求人を掲載！ 
 

●既に採用済み無効求人を掲載して

いる場合や、スペースの都合上、受

付したすべての求人の掲載はしてお

りませんのでご了承ください 

 

 

 

●阿武隈急行角田駅●角田市役所 

●大河原町役場  ●村田町役場 

●柴田町役場   ●川崎町役場 

●丸森町役場 

※各役場HPに掲載しています 

角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎

町・丸森町・白石市・蔵王町・七ヶ宿町 

配 布 場 所 求人情報誌コムズ 

求人内容について詳細を確認、相談希望、応募してみたい方は 

ハローワーク大河原へ！ 
  
電話０２２４－５３－１０４２ 

ハローワークの利用時間８時３０分～１７時１５分 

（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁） 

 

●ハローワークの求人に応募される場合にはハローワークの発行する

紹介状が必要です。応募前に必ず紹介状の交付を受けてください 

 

 

ハローワークで受理した求人はハローワークインター

ネットサービスで検索できます

←くわしくはこちらへ

求職者マイページを開設してみませんか？

開設すると求人検索条件を保存や、お気に入りとしての

保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



月給 変形（1年単位） 測量士補
不問 (1)9時00分～17時00分 測量士

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030-14537111 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030-14540411 就業場所

月給 変形（1年単位） 測量士補
不問 (1)8時30分～17時30分 測量士

1
人 TEL 0166-74-4401 （従業員数 2人 ）

正社員 01030-14542311 就業場所

月給 交替制あり 調理師
不問 (1)5時30分～15時00分

(2)10時15分～19時15分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04010-57925911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3325711 就業場所 宮城県角田市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3511 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3326811 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00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3328511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

20
人 TEL 0224-61-2800 （従業員数 102人 ）

正社員 04050- 3330611 就業場所

日給
不問 (1)8時15分～17時15分

2
人 TEL 0224-54-2427 （従業員数 116人 ）

正社員以外 04050- 3331911 就業場所

月給
38歳以下 (1)9時00分～17時15分

2
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 3333711 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)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- 3334811 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 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 3335211 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- 3336511 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- 3337411 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3338011 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり

64歳以下

1
人 TEL 0224-22-7711 （従業員数 55人 ）

正社員 04051- 1503711 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり

64歳以下

1
人 TEL 0224-22-7711 （従業員数 55人 ）

正社員 04051- 1504811 就業場所 宮城県柴田郡村田町

加入保険等 必要な免許資格

（東北等）土木施工管
理技士

有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
400,000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

（東北等）測量技術者 有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

（東北等）測量作業員 有限会社　旭星システム 北海道旭川市末広６条１丁目２番１号 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

総合職［幹部候補社
員］

株式会社　京浜サプライ
ズ

宮城県角田市梶賀字高畑南３４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

調理師（１０３０） 日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
204,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

223,250円～
223,250円

雇用期間の定めなし

管理監督職　［幹部候
補社員］

株式会社　京浜サプライ
ズ

宮城県角田市梶賀字高畑南３４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

ヒーター・抵抗器製造 東海高熱工業株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野３
４－１
仙台工場

雇用・労災・健
康・厚生

159,200円～
159,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

144,000円～
144,000円

雇用期間の定めなし

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

ブラシ製造エ（洗車ブ
ラシ）

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

140,000円～
180,000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

大型ダンプ運転手 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

226,380円～
288,750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

販売スタッフ【村田
町】

株式会社　一條　森の芽
ぶきたまご舎

宮城県刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

飲食ホール接客【村田
町】

株式会社　一條　森の芽
ぶきたまご舎

宮城県刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

東北一円（福島県・宮城県・岩手県・山形県等）及び茨城県等＊震災及び台風災害の復興等

東北一円（福島県・宮城県・岩手県・山形県等）及び茨城県等＊震災及び台風災害の復興等

東北一円（福島県・宮城県・岩手県・山形県等）及び茨城県等＊震災及び台風災害の復興等

(1)8時30分～18時30分
の間の８時間

(1)8時30分～19時00分
の間の８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 11月 4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 ３年 11月 4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)6時30分～20時30分

1
人 TEL 0224-24-4125 （従業員数 1人 ）

正社員 04051- 1518611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)10時00分～20時00分

(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 023-629-2001 （従業員数 5人 ）

正社員 06010-18527411 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-13395511 就業場所 宮城県白石市・角田市・大河原町・他
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-13396411 就業場所 宮城県白石市・角田市・大河原町・他
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～30歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-13397011 就業場所 宮城県白石市・角田市・大河原町・他
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員以外 07010-13405711 就業場所 宮城県白石市・角田市・大河原町・他
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分
(2)16時00分～1時00分

1 (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- 3888611 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)7時00分～16時00分
(2)16時00分～1時00分

2 (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- 3889911 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

2
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080- 3891811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0285-80-6567 （従業員数 3人 ）

正社員 09060- 4270911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 理容師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120-12029811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 美容師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120-12394011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 栄養士

不問 調理師

1
人 TEL 0120-810-300 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04010-57480211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 11人 ）

正社員 04010-57245811 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～39歳 (1)18時00分～9時00分
(2)20時00分～9時00分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 022-723-1841 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010-56993211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-57007911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-369-3475 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-57161611 就業場所 宮城県角田市

ホール係・調理補助（正社
員）（宮城県川崎町）

株式会社　タックサプラ
イフーズ

山形県山形市大字釈迦堂１６７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

学生寮寮父・寮母≪柴
田町≫

有限会社　東北進学ゼミ
ナール

宮城県白石市字長町３２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

警備員（有資格者：白石）
【ポジティブアクション求
人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
209,720円

雇用期間の定めなし

警備員（ＧＳＰ隊員：
白石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
199,020円

雇用期間の定めなし

警備員（白石）【ポジティ
ブアクション求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
188,320円

雇用期間の定めなし

警備員《精鋭隊員候補》
（白石）【ポジティブアク
ション求人

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

166,920円～
220,420円

雇用期間の定めなし

（派）鋳造作業・機械オペ
レーター（水上バイク部
門）

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

240,120円～
240,120円

雇用期間の定めなし

（派）鋳造作業・機械オペ
レーター（ターボチャー
ジャー部門

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

240,120円～
240,120円

雇用期間の定めなし

大型運転手 有限会社　海老沼興業 栃木県真岡市下籠谷４２７５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
410,000円

雇用期間の定めなし

（派）砂型（中子）製
造・加工

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

185,472円～
185,472円

雇用期間の定めなし

スタイリスト「美容プ
ラージュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
299,200円

雇用期間の定めなし

理容師「理容プラー
ジュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
352,000円

雇用期間の定めなし

イエローハット店頭販
売スタッフ（角田店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
160,600円

雇用期間の定めなし

社員食堂責任者候補
【調理師・栄養士】

ジー・エイチ・ホスピタ
リティフードサービス東
日本株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２－２
５　仙台ＮＳビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

イエローハット店頭販売
スタッフ（大河原店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
160,600円

雇用期間の定めなし

機械警備スタッフ（地
域限定採用）

セコム　株式会社　東北
本部

宮城県仙台市青葉区一番町２丁目１－２
ＮＯＦ仙台青葉通りビル５階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,500円～
210,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（小規模多機
能型居宅介護施設）

株式会社　ジーマープル 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目５－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
171,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時00分～20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 ３年 11月 4日発行

ハローワーク大河原

月給 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 48人 ）

正社員 04010-57163111 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010-57164711 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 准看護師

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-57167511 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-369-3475 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-57170911 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-369-3475 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-57175511 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

59歳以下 (1)8時45分～18時45分 准看護師
(2)8時45分～12時45分

1 (3)9時45分～13時45分
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3313311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 3314611 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 簿記実務検定３級

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-63-1431 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 3316111 就業場所

時給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)16時45分～5時45分

2
人 TEL 0224-51-3000 （従業員数 73人 ）

正社員以外 04050- 3317711 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3319211 就業場所

月給 変形（1年単位） 保育士
64歳以下

1
人 TEL 0224-52-1148 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 3320011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-87-6045 （従業員数 7人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 3321311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時15分～17時10分
(2)13時05分～22時00分

2 (3)6時05分～15時00分
人 TEL 0224-87-6045 （従業員数 1人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 3322611 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20分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2279 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3323911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
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- 3324111 就業場所

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00分 三級自動車整備士

1
人 TEL 0224-72-2752 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3311411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-57-1567 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3312011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

サービス提供責任者／ツク
イ角田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

221,000円～
269,000円

雇用期間の定めなし

看護職員／ツクイ丸森大
内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
273,000円

雇用期間の定めなし

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 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
月以上）

ケアマネージャー 株式会社　ジーマープル 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目５－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

管理者・介護職 株式会社　ジーマープル 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目５－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

医療事務 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

140,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

正・准看護師 医療法人　じん整形外科
クリニック

宮城県柴田郡大河原町字小島２６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

警備員 株式会社　オリエント警
備保障

宮城県柴田郡大河原町字錦町３－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

139,892円～
139,892円

雇用期間の定めなし

一般事務 学校法人　東北カトリッ
ク学園　角田カトリック
幼稚園

宮城県角田市角田字町１ 雇用・労災・健
康・厚生

138,800円～
194,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　第一光の子保
育園

宮城県柴田郡大河原町大谷字山下４４－
２

雇用・労災・健
康・厚生

164,000円～
218,400円

雇用期間の定めなし

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

２ｔトラック運転手 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

176,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック品の製造に
係る　成型機オペレー
ター

ＡＴアクト株式会社宮城
第ニ支店

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

189,200円～
189,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

アルミ部品の研磨・バリ
取り作業

ＡＴアクト株式会社宮城
第ニ支店

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

253,200円～
253,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

271,500円～
350,000円

雇用期間の定めなし

製造部門管理者 庄司電気株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１５
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

内装業、ハウスクリー
ニング

エコロジー・プラス（菅
野勝彦）

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字神山前５
８－１

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
204,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備士 有限会社　佐藤油業　自
動車整備工場

宮城県伊具郡丸森町館矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～18時00分
の間の８時間程度

(1)6時50分～19時30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 ３年 11月 4日発行

ハローワーク大河原

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-55-1481 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050- 3310511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0476-23-9300 （従業員数 5人 ）

正社員 12100- 8934811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

健康商品の販売スタッフ：
大河原町（トライアル雇
用：併用）

株式会社　ＪＫＳ 千葉県成田市郷部１３５３ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　竹有土木 宮城県柴田郡柴田町船岡西１－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
320,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者



時給 交替制あり
不問

1
人 TEL 022-268-1780 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04010-57967611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 022-268-1780 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04010-57993111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 保育士

不問 (1)6時00分～8時00分
(2)17時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-25-9511 （従業員数 34人 ）

パート労働者 04051- 1501911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)14時00分～17時00分

(2)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051- 1527611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)14時00分～17時00分

(2)14時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051- 1528911 就業場所 宮城県白石市・蔵王町・角田市
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051- 1555811 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010-18148711 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010-18149811 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)10時00分～17時00分

(2)10時00分～15時00分

3 (3)15時00分～20時00分

人 TEL 023-629-2001 （従業員数 5人 ）

パート労働者 06010-18528011 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-13394211 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-13399611 就業場所

時給 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)13時30分～22時00分

1
人 TEL 076-274-6111 （従業員数 30人 ）

パート労働者 17080- 8292811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 美容師

不問

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

パート労働者 27120-13068611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)13時00分～17時00分

3
人 TEL 022-383-6421 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04010-57524811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)5時30分～9時00分
(2)17時30分～21時30分

1
人 TEL 022-719-6641 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04010-57300211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

食堂スタッフ トーシンフードサービス
株式会社

宮城県仙台市青葉区中山６丁目９－１３ 労災

853円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ビルクリーニング 同和興業　株式会社　名
取営業所

宮城県名取市杜せきのした２丁目６－１ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スタイリスト「美容プラー
ジュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時30分～19時00分
の間の８時間程度

登録販売者【店舗責任者】
パート（船迫店）

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

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員（白石）【ポジティ
ブアクション求人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

912円～1,037円
雇用期間の定めなし

宮城県白石市・蔵王町・角田市角田市・大河原町・他

宮城県白石市・蔵王町・角田市角田市・大河原町・他

警備員（ＧＳＰ隊員：白石）
【ポジティブアクション求
人】

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

912円～1,037円
雇用期間の定めなし

ホール係・調理補助（パー
ト）（宮城県川崎町）

株式会社　タックサプラ
イフーズ

山形県山形市大字釈迦堂１６７０－１ 雇用・労災

870円～950円
雇用期間の定めなし

ビルクリーニング【柴
田郡村田町】

同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

登録販売者資格者（角
田市）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストア販売（角田
市・レジ・接客）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

870円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～21時30分
の間の６時間以上

(1)8時30分～21時30分
の間の６時間以上

ビルクリーニング 同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ビルクリーニング 同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

世話人 社会福祉法人　白石陽光
園

宮城県白石市福岡長袋字小倉山１４番地
の２

雇用・労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

登録販売者／マツモト
キヨシ大河原店

株式会社　マツモトキヨ
シ　東日本販売

宮城県仙台市青葉区中央２丁目２－２４
仙台ＭＫＤビル３階

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～21時00分
の間の３時間以上

加入保険等 必要な免許資格

販売スタッフ／マツモ
トキヨシ大河原店

株式会社　マツモトキヨ
シ　東日本販売

宮城県仙台市青葉区中央２丁目２－２４
仙台ＭＫＤビル３階

労災

853円～853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

(1)9時00分～21時00分
の間の３時間以上

◎ 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。

◎ 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 11月 4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
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ハローワーク大河原

時給 交替制あり 介護福祉士
不問

1
人 TEL 022-348-2273 （従業員数 48人 ）

パート労働者 04010-57165811 就業場所 宮城県角田市
時給

64歳以下

1
人 TEL 0224-62-0275 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3315911 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3309711 就業場所 宮城県角田市

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）

事務員 有限会社　大住建設 宮城県角田市藤田字是入２５ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分
の間の4時間

サービス提供責任者／ツク
イ角田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,200円～1,200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６時間以上


