
 

 

令和 4 年 5 月 19 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
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-2770 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1600621 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-2770 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04050- 1601921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)5時40分～14時40分

2 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 1603021 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-86-3145 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1584521 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 1585421 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-86-3145 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1586321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

1
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 134人 ）

正社員 04050- 1587621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1589121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1590821 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～17時45分

1
人 TEL 0224-84-6211 （従業員数 14人 ）

正社員以外 04050- 1596921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～17時00分
人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1597121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～17時00分
人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1598021 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)7時30分～16時30分

3
人 TEL 090-8259-4419 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1604721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給

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 0224-53-1113 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1576521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 保健師
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

正社員以外 04050- 1577421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 1579621 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 1580021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

一般事務 株式会社　星測量設計 宮城県角田市角田字大町９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

163,000円～
203,000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

一般事務 株式会社　星測量設計 宮城県角田市角田字大町９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
303,000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

ハウスクリーニング、
修繕スタッフ

株式会社　ｉｎｔｅｒｉ
ｏｒ　ＲＩＳＥ

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１丁目３－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

160,080円～
232,000円

雇用期間の定めなし

営業・運行管理 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・健
康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

内装工 株式会社　ｉｎｔｅｒｉ
ｏｒ　ＲＩＳＥ

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１丁目３－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
255,200円

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健
康・厚生

172,500円～
200,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

経理・総務事務員 株式会社　東北三之橋 宮城県伊具郡丸森町字寺内前５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

事務補助員 国土交通省東北地方整備
局東北国営公園事務所

宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５
３－９

雇用・公災・健
康・厚生

146,000円～
193,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 雇用・労災

210,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 雇用・労災

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

医療事務員 医療法人社団　博優会 宮城県柴田郡大河原町字西町８０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
193,000円

雇用期間の定めなし

伐採、土木作業員 株式会社　サンライズ 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字宿１７４
－１

雇用・労災・健
康・厚生・その
他

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（解
体用）運転技能者

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

150,500円～
184,000円

雇用期間の定めなし

産業看護職 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

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

受入検査及び出荷検査 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・健
康・厚生

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

◎ 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 5月 19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 4年 5月 19日発行

ハローワーク大河原

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 6人 ）

正社員 04050- 1581721 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 0224-62-2013 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1559521 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 0224-62-5757 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1560321 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 4人 ）

正社員 04050- 1561621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 1562921 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- 1563121 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時40分～17時25分

1
人 TEL 0224-54-1755 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 1564021 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)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-1353 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1566821 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1569421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1570921 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- 1572021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

不問 (1)8時40分～17時25分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 64人 ）

正社員以外 04050- 1573721 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時15分～19時15分
の間の８時間程度

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050- 1539021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 フォークリフト運転技能者

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1542421 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- 1545921 就業場所 宮城県角田市
時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-83-4414 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1546121 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時15分～19時15分
の間の８時間程度

2
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 60人 ）

正社員以外 04050- 1547021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

遺品整理及び接客販
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

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

184,000円～
244,000円

雇用期間の定めなし

土木、建築作業員  株式会社　想建 宮城県角田市角田字南８５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

183,000円～
270,000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

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

160,000円～
170,000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

郵便・貯金・保険の窓
口

日本郵便株式会社　船迫
郵便局

宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６１ 雇用・労災・健
康・厚生

142,912円～
142,912円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

貿易業務（輸出） 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

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

鉄骨工事関連作業員 株式会社　吉内鉄工建設 宮城県角田市梶賀字高畑南２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

貿易業務 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）

企画・事務（広報） 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

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

保育士［西船迫保育所］
（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・健
康・厚生

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電力ハーネス製造作業
員

北日本電線サービス株式
会社　角田事業所

宮城県角田市君萱字仏供田９９ 雇用・労災・健
康・厚生

144,585円～
148,635円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

管理業務及び物流業務
（センター長候補）

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

保育士［船岡保育所］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・健
康・厚生

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転手兼作業員 有限会社　マルジン 宮城県柴田郡村田町大字村田字榎下１６ 雇用・労災・健
康・厚生

156,240円～
249,984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）



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 4年 5月 19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 124人 ）

正社員 04050- 1554121 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 124人 ）

正社員 04050- 1555021 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 124人 ）

正社員 04050- 1556721 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- 1557821 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

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- 1558221 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～16時45分

1
人 TEL 0224-86-5230 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1565721 就業場所 宮城県柴田郡村田町

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

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）

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～
166,000円

雇用期間の定めなし

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

機械加工 有限会社　ジェット工業 宮城県柴田郡村田町大字小泉字竹ノ内１
５９－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000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



時給
59歳以下 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 022-253-6947 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 1605821 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時15分

2
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 513人 ）

パート労働者 04050- 1588921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時30分
の間の３時間以上

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1591221 就業場所

時給 介護福祉士
不問 (1)8時30分～17時30分

の間の３時間以上
1

人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1592521 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

の間の３時間以上
1

人 TEL 0224-53-8020 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 1599721 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

5
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1602121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 歯科衛生士

不問 (1)15時00分～19時30分

(2)8時30分～13時00分

1
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1574821 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～19時30分

(2)8時30分～13時00分

1
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1578321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-63-1661 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1583221 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 1567221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時30分

10
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050- 1568521 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

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1571121 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 1575221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時30分～19時15分
の間の２～６時間程度

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 1540221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1541521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時30分～18時30分
の間の６～８時間程度

1
人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1544621 就業場所

時給 交替制あり 保育士
不問 (1)7時15分～19時15分

の間の２～４時間程度
1

人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 63人 ）

パート労働者 04050- 1548721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

一般事務スタッフ（角
田市）

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

1,050円～1,050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

給食調理員 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・そ
の他

880円～1,000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

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 労災

880円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 労災

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

遺物整理補助員［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

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科衛生士 いのうえ歯科医院 宮城県柴田郡大河原町新東３２－７ 労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

歯科助手 大友歯科医院 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目４番１
９号

労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科衛生士 大友歯科医院 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目４番１
９号

雇用・労災

1,500円～1,500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

1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

遺品整理及び接客販
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

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ピッキング作業スタッ
フ（大河原）

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

1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育士［西船迫保育所］
（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）

事務員［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

875円～875円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

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）

保育士［船岡保育所］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） 小学校教諭免許（専

修・１種・２種）

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

◎ 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 5月 19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 4年 5月 19日発行

ハローワーク大河原

時給 看護師
不問 (1)9時00分～17時00分

の間の４～７時間程度
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 1549821 就業場所

時給
不問 (1)8時40分～16時40分

3
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 64人 ）

パート労働者 04050- 1550421 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～10時30分 介護職員実務者研修修了者

(2)15時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

パート労働者 04050- 1551321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)10時45分～19時45分

3
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 1552621 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
不問 (1)9時00分～17時00分

の間の４～７時間程度
1

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 1553921 就業場所

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）

送迎ドライバー 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

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電力ハーネス製造作業
員

北日本電線サービス株式
会社　角田事業所

宮城県角田市君萱字仏供田９９ 雇用・労災・健
康・厚生

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

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

971円～1,060円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


