
 

 

令和 4 年 4 月 21 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 柔道整復師
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)13時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-51-9883 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1344921 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

1
人 TEL 0224-52-1162 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1347721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1348821 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 145人 ）

正社員以外 04050- 1349221 就業場所 宮城県角田市
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

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1350621 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
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1351921 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)19時00分～4時00分

2 (3)17時00分～2時00分
人 TEL 0224-79-3120 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 1352121 就業場所

時給 交替制あり 保育士
不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-3311 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050- 1359321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 理学療法士

59歳以下 (1)8時45分～18時30分
(2)9時00分～18時45分

2 (3)8時45分～13時15分
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 1361021 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

1
人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1327621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2021 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1328921 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～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 1329121 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1330821 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050- 1331221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ）

正社員以外 04050- 1335621 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 250人 ）

正社員以外 04050- 1336921 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-78-1539 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 1305721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

目視検査と仕上げ加工 株式会社　オグラサクセ
ス　丸森工場

宮城県伊具郡丸森町小斎字北向８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めなし

事務補助員［選挙管理委員
会事務局］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・労災

139,035円～
139,035円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助員［選挙管理委員
会事務局］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・労災

139,035円～
139,035円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

マシニングセンターオペ
レーター（丸森工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

自動盤オペレーター
（角田工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 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

商品管理事務及び漬物
製造工員

豊屋食品工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

雇用・労災・健
康・厚生

140,266円～
140,266円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　石川組 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑９６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

238,700円～
303,800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

土木作業員 株式会社　石川組 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑９６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

195,300円～
260,400円

雇用期間の定めなし

理学療法士（ＰＴ） 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２６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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・健
康・厚生

145,725円～
145,725円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鋳造オペレーター 有限会社　みやぎ　ダイ
キャスト

宮城県伊具郡丸森町大内字七夕４５ 雇用・労災・健
康・厚生

165,300円～
200,300円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

理学療法士 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

メディカルクラーク 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

145,010円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 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

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

その他の医療・保健
衛生関係資格

一般事務員 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

加入保険等 必要な免許資格

整復師 すとれんぐす接骨院 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大塚２５
－３－１０２

雇用・労災

150,000円～
180,000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
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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
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月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1308521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1309421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1310921 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～16時30分
(2)7時00分～15時30分

1 (3)9時00分～17時30分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1311121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時05分～17時05分

(2)20時05分～5時05分

2
人 TEL 0224-63-1151 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 1292221 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1年単位） 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-61-1210 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1294421 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)5時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 1300321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

18歳以上 (1)1時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 1301621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

18歳以上 (1)1時00分～9時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1302921 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時50分～18時20分

1
人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1312021 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時50分～18時20分

1
人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1313721 就業場所

歯科衛生士 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災・健
康

175,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災・健
康

150,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店
員（角田横倉店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 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）

コンビニエンスストア店
員（船岡入袋店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 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）

コンビニエンスストア店
員（船岡入袋店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場作業員 有限会社　ＴＴＭジャパ
ン

宮城県角田市角田字町田３０４－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

マシンオペレーター 株式会社　東北宮川製作
所

宮城県角田市横倉字明地１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

総務、経理 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

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

技能職（旋盤工） 株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（フライス、研
磨、ワイヤー）

株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（マシニング） 株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし



時給
不問 (1)13時00分～17時00分

1 労働日数
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ） 週3日～週４日

パート労働者 04050- 1341421 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～13時30分

1
人 TEL 0224-52-1148 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 1342321 就業場所

時給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-1038 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1343621 就業場所

時給 (1)8時00分～12時00分

20歳以上 (2)7時30分～12時00分

(3)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 4人 ） 労働日数

パート労働者 04050- 1353021 就業場所 宮城県角田市 週3日～週４日
日給

20歳以上 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1354721 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- 1357521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

の間の４時間以上
1

人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 40人 ）

パート労働者 04050- 1332521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

の間の４時間以上
1

人 TEL 0224-72-1311 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 1333421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～19時15分

の間の３～6時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1324521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～19時15分

の間の4～6時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1325421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-1155 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1326321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

59歳以下 (1)10時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 1303121 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

1
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1304021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

18歳以上 (1)20時00分～8時00分

1
人 TEL 0224-54-1429 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1306821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～13時30分

1 労働日数
人 TEL 0224-54-1429 （従業員数 13人 ） 週3日～週5日

パート労働者 04050- 1307221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)13時15分～19時15分

(2)14時00分～18時00分

1 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 1314821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)13時15分～19時15分

(2)14時00分～18時00分

2 (3)14時15分～19時15分

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 1315221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

児童厚生員［槻木放課後
児童クラブ］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）

保育士

児童厚生員補助［槻木放
課後児童クラブ］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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

清掃員 株式会社　陣屋 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目３番
２６号

労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

フロント係 株式会社　陣屋 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目３番
２６号

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

一般事務 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

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

855円～855円
雇用期間の定めなし

事務 株式会社モトキ　環境事
業部事務所

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字立石３６
－１

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

児童厚生員補助［東船岡
放課後児童クラブ］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

公災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童厚生員［東船岡放課
後児童クラブ］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

公災

1,119円～1,119円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士

部品加工補助作業（角
田工場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

マシニングセンターオ
ペレーター（丸森工
場）

株式会社　須藤製作所 宮城県角田市尾山字内町３７ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

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

860円～860円
雇用期間の定めなし

清掃員 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

清掃員［角田市］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

配車係 新盛堂タクシー　有限会
社

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目８－
３１

雇用・労災

870円～900円
雇用期間の定めなし

調理補助 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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

その他の調理等関係
資格

加入保険等 必要な免許資格

児童指導員［角田市］ 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 労災

950円～1,000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

◎ 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
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ハローワーク大河原

時給
65歳以下 (1)17時00分～21時00分

2
人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1316521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～14時00分

2
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 1317421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時30分～12時00分

2 労働日数
人 TEL 0224-87-2021 （従業員数 3人 ） 週3日～週４日

パート労働者 04050- 1319621 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～20時00分

2 労働日数
人 TEL 0224-87-2021 （従業員数 3人 ） 週3日～週４日

パート労働者 04050- 1320021 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

2 労働日数
人 TEL 0224-87-2021 （従業員数 3人 ） 週3日～週４日

パート労働者 04050- 1321721 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～20時00分

2 労働日数
人 TEL 0224-87-2021 （従業員数 3人 ） 週3日～週４日

パート労働者 04050- 1322821 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

の間の４時間程度
1

人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 20人 ） 労働日数
パート労働者 04050- 1293521 就業場所 　週４日以内

時給 大型自動車第二種免許

59歳以下 (1)6時00分～9時00分
(2)14時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 1295321 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

1
人 TEL 0224-53-1049 （従業員数 71人 ）

パート労働者 04050- 1296621 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00分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 1297921 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

1 労働日数
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ） 週1日～週４日

パート労働者 04050- 1298121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

1 労働日数
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 25人 ） 週1日～週４日

パート労働者 04050- 1299021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

コンビニエンスストア
店員（船岡入袋店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 労災

860円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

コンビニエンスストア
店員（船岡入袋店）

有限会社　やままん 宮城県角田市角田字野田前８７－２ 労災

860円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

会計年度任用職員（事
務補助）

宮城県柴田農林高等学校 宮城県柴田郡大河原町字上川原７－２ 雇用・労災

874円～874円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

スクールバス運転手 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
雇用期間の定めなし

板金加工仕上げ 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

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

旅館サービス業務全般 株式会社　峩々温泉 宮城県柴田郡川崎町大字前川字峩々１ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

旅館サービス業務全般 株式会社　峩々温泉 宮城県柴田郡川崎町大字前川字峩々１ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

旅館内の清掃、調理補
助業務等

株式会社　峩々温泉 宮城県柴田郡川崎町大字前川字峩々１ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

旅館内の清掃、調理補
助業務等

株式会社　峩々温泉 宮城県柴田郡川崎町大字前川字峩々１ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県柴田郡大河原町字広表４８番地８ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

喫茶業務 ほっとファーム株式会社
ｉｂｉｓ　ｃａｆｅ　船
岡

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目４－
２

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし
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