
 

 

令和 4 年 8 月 25 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
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2583421 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- 2585621 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- 2586921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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

1
人 TEL 03-5299-5851 （従業員数 2人 ）

正社員 13010-83780221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)8時00分～18時00分
の8時間

1
人 TEL 022-398-3856 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-50111321 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時05分～8時04分
(2)6時30分～19時00分

1 (3)7時00分～19時30分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04010-50129421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
時給

不問 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 022-216-3522 （従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-49924221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-256-8600 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04010-50083621 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時05分～17時05分

4
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-49872621 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

2
人 TEL 0224-52-3332 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2572821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許

59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 0224-63-2367 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2573221 就業場所

月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
59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 0224-63-2367 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2574521 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-8850 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2575421 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-83-6061 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2576321 就業場所

日給 交替制あり 看護師
不問 (1)9時30分～18時30分 准看護師

(2)7時30分～16時30分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 65人 ）

正社員以外 04050- 2557221 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 看護師

59歳以下 (1)9時30分～18時30分 准看護師
(2)7時30分～16時30分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員 04050- 2558521 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー１級
(2)9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員以外 04050- 2559421 就業場所

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（月給

換算）

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

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

雇用・労災・そ
の他

143,000円～
165,000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

機材センター作業員／
川崎町

株式会社　日本機材 東京都中央区日本橋１－２－１５　三根
ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
255,000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

175,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

施設警備員［柴田町］ 株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

常勤保育士（仙南病院あ
すなろの木保育園）

株式会社　日本デイケア
センター　仙台営業所

宮城県仙台市青葉区木町通１丁目１―１
１　　　　　　　　　　　　朝日プラザ
北一番丁１０２号Ｃ室

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

集配業務［角田市］ 公益社団法人　宮城県医
師会　宮城県医師会健康
センター

宮城県仙台市宮城野区安養寺３丁目７－
５

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
168,000円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理家電の商品テスト ＷＤＢ　株式会社　仙台
支店

宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１－２
０　花京院スクエア２１階

雇用・労災・健
康・厚生

181,250円～
188,500円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

電気通信工事 第一通信建設　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字東桜町６－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

電話機の組み立て及び
検品

株式会社Ｔｒｕｓｔ　Ｇ
ｒｏｗｔｈ　東日本

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２－７
三共仙台ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

177,408円～
177,408円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現地でのお墓などの組立と
工場での石材の加工（未経
験者）

株式会社　岡田石材工業 宮城県角田市角田字南１１６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

現地でのお墓などの組立と
工場での石材の加工（経験
者）

株式会社　岡田石材工業 宮城県角田市角田字南１１６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 村田内科クリニック　荘
司　裕

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦８４
－１

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

現場作業員（左官工事、
コンクリート工事）

株式会社　ＫＯＹＡＭＡ
技建

宮城県角田市角田字野田前６３－２　Ｄ
号

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

看護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,600円～
276,100円

雇用期間の定めなし

看護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

208,500円～
211,500円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

◎ 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 4年 8月 25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 8月 25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00分～17時30分

(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-3088 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2560921 就業場所

月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-54-3088 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2561121 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員 04050- 2562021 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2567421 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 44人 ）

正社員 04050- 2568321 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～8時29分

の8時間
1

人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 2570021 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)00時00分～23時59分

の8時間
1

人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2549521 就業場所 宮城県角田市 給付
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-1623 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 2550321 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～17時30分 大型自動車免許
大型特殊自動車免許

1
人 TEL 0224-82-1221 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04050- 2551621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 美容師

不問 (1)9時30分～18時30分
(2)9時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-58-8655 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2553121 就業場所

月給 １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士

3
人 TEL 025-244-7311 （従業員数 50人 ）

正社員 15010-29292821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-49530421 就業場所 宮城県南地区の各現場
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-49535021 就業場所 宮城県南地区の各現場
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-5861 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 2545021 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- 2547821 就業場所

リフォーム営業員 株式会社　畑山電気工業
所

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄２丁目３－
３

雇用・労災・健
康・厚生

155,700円～
193,700円

雇用期間の定めなし

介護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,200円～
241,000円

雇用期間の定めなし

電気工事士 株式会社　畑山電気工業
所

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄２丁目３－
３

雇用・労災・健
康・厚生

155,700円～
193,700円

雇用期間の定めなし

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

医療事務（経験者） 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

雇用・労災・そ
の他

173,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

フロント業務 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・健
康・厚生

156,000円～
156,000円

雇用期間の定めなし

警備業務（柴田郡大河
原町）

太平ビルサービス　株式
会社　仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ２階

雇用・労災・健
康・厚生

139,210円～
183,600円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

オークション会場構内
作業

株式会社　ユー・エス物
流　東北営業所

宮城県柴田郡村田町足立万崎１２８
（株）ユー・エス・エス東北会場内

雇用・労災・健
康・厚生

159,750円～
159,750円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食用きのこ種菌製造作
業員

加川椎茸株式会社 宮城県角田市尾山字横町１２ 雇用・労災・健
康・厚生

128,000円～
128,000円

雇用期間の定めなし

土木技術者（有資格
者・宮城県丸森町）

株式会社　エムエーシー
新潟事務所

新潟県新潟市中央区東大通２－２－９－
７０８

雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
550,000円

雇用期間の定めなし

美容師（アシスタン
ト）

株式会社　５ 宮城県柴田郡柴田町東舶迫ニ丁目１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

総合職（電気設備技術
者）／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

242,800円～
447,370円

雇用期間の定めなし

総合職（建築技術者）
／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

242,800円～
447,370円

雇用期間の定めなし

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～
250,000円

雇用期間の定めなし

金属工作機械工 株式会社　ケージー 宮城県角田市枝野字寄井３０ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし



月給
不問 (1)9時00分～15時45分

2
人 TEL 022-211-3625 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-50421021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)10時00分～14時30分

(2)10時30分～15時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-50052021 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)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- 2584321 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)10時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3043 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2587121 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～15時30分

2
人 TEL 0224-83-4414 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2588021 就業場所

時給 労災
不問 (1)15時30分～20時00分

1
人 TEL 080-7277-5113 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2589721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

1
人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 2577621 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 2578921 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～17時30分

(2)9時15分～18時30分

1 (3)12時15分～21時30分

人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 2579121 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時15分～17時15分

(2)11時00分～20時00分

1 (3)12時00分～21時00分

人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 2580821 就業場所

時給 労災
59歳以下 (1)10時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-51-1100 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2556821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～11時00分

1
人 TEL 0224-86-5531 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2563721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～11時00分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 2564821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 労災

不問 (1)11時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-83-2918 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2565221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-82-1501 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 2569621 就業場所

時給 交替制あり 労災
59歳以下 (1)7時00分～11時00分

(2)11時00分～15時00分

3 (3)15時00分～22時00分

人 TEL 024-943-3351 （従業員数 15人 ）

パート労働者 07040-14794921 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 労災

59歳以下 (1)7時00分～11時00分
(2)11時00分～15時00分

3 (3)15時00分～22時00分

人 TEL 024-943-3351 （従業員数 15人 ）

パート労働者 07040-14836821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

ホールサービス及び調理補
助（柴田郡柴田町・柴田
店）

株式会社　幸楽苑 福島県郡山市田村町金屋字川久保１番地
１

880円～880円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

ホールサービス及び調理補
助（角田市・角田店）

株式会社　幸楽苑 福島県郡山市田村町金屋字川久保１番地
１

880円～880円
雇用期間の定めなし

商品の検品仕分け（小
物商品）

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

855円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

ホールスタッフ 株式会社グリーン・グ
 リーン

菅生パ－キングエリア
（上り線）

宮城県柴田郡村田町大字菅生字新堀２８

853円～853円
雇用期間の定めなし

児童館清掃員［船迫こども
センター］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）

調理補助 株式会社　かけはし 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２丁目１０
－３５

労災

860円～900円
雇用期間の定めなし

そば専門店のホール・キッ
チン補助スタッフ

株式会社モトキ　食品事
業部　一匠庵

宮城県柴田郡大河原町堤字大井戸７９－
３

900円～900円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

交通警備員 株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設内警備員 株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバー兼施設
管理

株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

案内係 株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

ベビー用品・子供服の
販売

株式会社　西松屋チェー
ン　シーズンズウォーク
フォルテ大河原店

宮城県柴田郡大河原町字小島２－１

855円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

853円～950円
雇用期間の定めなし

マシニングセンターオ
ペレーター

有限会社　遠藤製作所 宮城県柴田郡大河原町字海道東５－３ 雇用・労災

880円～880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

890円～890円
雇用期間の定めなし

調理補助（１５２－
１）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

860円～870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

事務補助 宮城県　教育庁　高校教
育課

宮城県仙台市青葉区本町３丁目８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

874円～874円（時
給換算）

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 8月 25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 8月 25日発行

ハローワーク大河原

時給 交替制あり 労災
59歳以下 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04040- 4977121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～16時45分

2
人 TEL 0224-87-7451 （従業員数 27人 ）

パート労働者 04050- 2552921 就業場所

時給 美容師
不問 (1)9時30分～15時00分

2
人 TEL 0224-58-8655 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2554021 就業場所

時給 交替制あり 労災
不問 (1)9時00分～08時59分

の間の２時間以上
2

人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040-94263021 就業場所 宮城県角田市
時給 大型自動車免許

不問 (1)14時00分～20時00分 大型自動車第二種免許

1
人 TEL 022-236-1226 （従業員数 311人 ）

パート労働者 04010-49615021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 2726921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 2728021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～18時00分
の間の7～8時間

1
人 TEL 0224-52-3000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2548221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 労災

不問 (1)9時00分～08時59分
の間の２時間以上

2
人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040-93939721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

接客・調理／４号柴田
店

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

菓子販売（新工場直売
店）

株式会社　菓匠三全 宮城県柴田郡大河原町大谷字保料前１８ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

水産部門（槻木店） 株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

グロサリー・農産部門
（槻木店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

スクールバスの送迎 観光第一交通　株式会社 宮城県仙台市若林区卸町東１丁目１－５
６

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

接客・調理／１１３号
角田店

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

美容師（アシスタン
ト）

株式会社　５ 宮城県柴田郡柴田町東舶迫ニ丁目１－６ 雇用・労災

1,000円～1,300円
雇用期間の定めなし

日本酒およびリキュールの
製造・醸造に関わる一連の
業務

株式会社　新澤醸造店
川崎蔵

宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小銀沢山
１－１１５

雇用・労災

1,000円～1,400円
雇用期間の定めなし

販売員（午後／柴田
町）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９

900円～1,000円
雇用期間の定めなし


