
 

 

令和 4 年 4 月 28 日  

（次号 5 月 5 日は休刊です） 

 

 

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！ 



時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～18時30分

の間の7時間程度
1

人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 1387021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 保育士

59歳以下 (1)7時15分～19時00分
の間の８時間

12 ※来年４月オープン
人 TEL 022-253-6947 （従業員数 20人 ） それまでは柴田か白石の

正社員 04050- 1389821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 保育園で就労
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時20分

2
人 TEL 0224-61-1188 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1378121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1379021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1381521 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-9752 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1369921 就業場所 宮城県角田市
月給

30歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-6410 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1371821 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1373521 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-83-5620 （従業員数 92人 ）

正社員 04050- 1374421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～16時20分
(2)16時00分～0時20分

3 (3)0時00分～8時20分
人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 374人 ）

正社員以外 04050- 1366421 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-51-8863 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1370721 就業場所 宮城県角田市

加入保険等 必要な免許資格

自動車販売店における
事務員

みやぎ仙南農業協同組合 宮城県柴田郡柴田町西船迫一丁目１０番
地の３

雇用・労災・健
康・厚生

153,670円～
153,670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

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

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

機械加工及び治工具製
作

有限会社　花島エンジニ
ア

宮城県角田市梶賀字西４３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
172,000円

雇用期間の定めなし

介護員 株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災・健
康・厚生

173,000円～
201,000円

雇用期間の定めなし

監理責任者 ハルランカ事業協同組合 宮城県角田市藤田字六郎田４３番地４ その他

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

石彫工 石神彫刻工房 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字黒岩山３ 労災

200,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

豚の飼養管理 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

156,240円～
234,360円

雇用期間の定めなし

工作機械オペレーター プラスエンジニアリング
 株式会社　仙台事業所

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘２
１

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

製造設備オペレーター 東北特殊鋼　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

159,600円～
300,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

伐採員 株式会社　角田ウッド
サービス

宮城県角田市小坂字岩下１８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

232,000円～
348,000円

雇用期間の定めなし

大型自動車免許

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能
者

◎ 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 4年 4月 28日発行

ハローワーク大河原



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- 1385921 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～17時15分
の間の７時間程度

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 1386121 就業場所

時給 看護師
不問 (1)9時00分～16時30分 准看護師

の間の3時間以上
1

人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ） 労働日数
パート労働者 04050- 1376621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 週１日～５日

時給
不問 (1)16時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 1377921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

59歳以下 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1380221 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時15分～14時15分

(2)14時15分～20時15分

15
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 250人 ） ※　雇用期間

パート労働者 04050- 1383321 就業場所 ６月２３日～7月9日
時給 医療事務資格

不問 (1)14時20分～16時20分

(2)9時00分～15時20分

1
人 TEL 0224-54-1472 （従業員数 5人 ） （１）は月火水金

パート労働者 04050- 1388721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 （２）は土
日給

18歳以上 (1)17時30分～8時30分

2 労働日数
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 130人 ） 週２日～３日

パート労働者 04050- 1372221 就業場所 宮城県角田市
月給 歯科衛生士

59歳以下 (1)14時00分～17時00分

1 労働日数
人 TEL 0224-53-2348 （従業員数 4人 ） 週５日

パート労働者 04050- 1365521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 学芸員

不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1362721 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
の間の４時間程度

1
人 TEL 0224-86-5763 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1363821 就業場所

事務補助 株式会社　イナテック 宮城県柴田郡村田町大字村田字針生前１
５－１１

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

遺物整理員［しばたの郷
土館］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）

歯科衛生士 安藤歯科医院 宮城県柴田郡大河原町字小島１２－２ 労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし

夜間当直（病院施設
等）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,667円～2,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務、受付 医療法人社団　康和会
八木沼眼科クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目８－３
９

労災

1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ケアマネージャー（介
護支援専門員）

株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 雇用・労災

1,100円～1,300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）

グループホーム世話人 社会福祉法人臥牛三敬会
第二虹の園

宮城県角田市佐倉字町裏一番６３番地 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護スタッフ 株式会社　志　らいおん
ハートリハビリディサー
ビスばうむ

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

労災

1,500円～1,700円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助員 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

897円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

加入保険等 必要な免許資格

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）

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 4年 4月 28日発行

ハローワーク大河原


