
令和 4 年 12 月 22 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（12 月 14 日～12 月 20 日分） 

◎ 求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

 

※ コムズ次号発行日は１月 5 日（木）    
(１２月２９日号は休刊します）  

 

求人情報 

コムズ 

ハローワーク大河原 
柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

 

 

 



  

 

●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ヶ月単位）
61歳以下 (1)7時00分～17時00分

の間の７時間４５分
1

人 TEL 022-266-8091 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-75913221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 調理師

不問 (1)7時30分～17時00分 栄養士
の間の8時間 管理栄養士

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04010-76013521 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

不問 (1)8時30分～17時00分 危険物取扱者（丙種）

1
人 TEL 0224-53-2407 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04050- 3878021 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-86-4604 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 3880521 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 024-585-5315 （従業員数 3人 ）

正社員 07010-17473221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時15分～19時00分

2
人 TEL 0243-24-1523 （従業員数 4人 ）

正社員 07080- 4792821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時20分～17時00分
(2)16時30分～1時10分

1 (3)1時10分～8時45分
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 59人 ）

正社員 04040- 7561021 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

1
人 TEL 0224-83-4590 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3872521 就業場所

時給
不問 (1)8時20分～17時20分

1
人 TEL 0224-53-1236 （従業員数 128人 ）

正社員以外 04050- 3873421 就業場所

月給 大型自動車免許
不問 (1)8時30分～17時00分 フォークリフト運転技能者

2
人 TEL 0224-51-4233 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 3874321 就業場所

月給 ５トン限定準中型自動車免許

不問 (1)8時30分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-51-4233 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 3875621 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 15010-45062121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-75549821 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-1060 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3858321 就業場所

月給 理容師
不問 (1)9時30分～18時30分 美容師

1
人 TEL 0224-87-8087 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3861721 就業場所 宮城県角田市
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時15分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3863221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3869121 就業場所

電気検査・調整業務 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

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員／さく
ら介護支援事業所

社会福祉法人　すばる 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂２７ 雇用・労災・健
康・厚生

212,560円～
254,240円

雇用期間の定めなし

理容師・美容師 カット∞エイト 宮城県角田市梶賀字東１７０－１－２号
室

雇用・労災

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

金網製造作業員 中里工業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字和田西１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

151,200円～
194,400円

雇用期間の定めなし

工場内生産設備の電子
回路設計業務

東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニカ
ルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

218,750円～
312,500円

雇用期間の定めなし

土木技術者（現場監督補
助・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

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

４トントラック運転手 有限会社　丸孝商事 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１４
０

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

１０トントラック運転
手

有限会社　丸孝商事 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１４
０

雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

窓口営業事務 日本郵便株式会社　郵便
事業総本部　大河原郵便
局

宮城県柴田郡大河原町字新南３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

148,512円～
179,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

重機オペレータ　兼
土木作業員

大西開発　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字石生２７
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
254,100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
者

構内物流業務（正社員
／角田工場）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

フィットネスクラブ・イン
ストラクター（カーブス仙
南角田）

株式会社　マツバヤ 福島県二本松市油井字中田１－１コープ
ふくしまあだたら店２階

雇用・労災・健
康・厚生

170,070円～
170,070円

雇用期間の定めなし

花崗岩原石採石業務従事
者（採石作業員）

八巻石材工業株式会社 福島県伊達郡国見町大字小坂字町田２－
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 柴田運輸株式会社 宮城県角田市君萱字田中下３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
153,000円

雇用期間の定めなし

配送員 カメイ物流サービス株式
会社仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町東原町１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師または栄養士　◆
宮城県柴田郡大河原町

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

184,500円～
192,500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

調理 株式会社　プレアーク 宮城県仙台市青葉区大町２丁目６－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 12月 22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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 12月 22日発行

ハローワーク大河原

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

正社員 07120- 4473321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 調理師

不問 (1)5時30分～14時30分

1
人 TEL 0424-89-8914 （従業員数 12人 ）

正社員以外 13200-19705821 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
(2)8時00分～15時00分

1
人 TEL 045-542-1127 （従業員数 8人 ）

正社員 14150-22207521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

2
人 TEL 022-232-7329 （従業員数 10人 ）

正社員 04010-75204621 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00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 22人 ）

正社員以外 04010-75363821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） １級建築施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 一級建築士

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3848521 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 二級建築士

一級建築士
1

人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3849421 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3850921 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3851121 就業場所

月給 医療事務資格
不問 (1)8時00分～18時00分

(2)8時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-58-2220 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3852021 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)23時30分～8時30分

1
人 TEL 0224-55-3311 （従業員数 83人 ）

正社員 04050- 3854821 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- 3857421 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

3
人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 15人 ）

正社員 07120- 4460721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 050-1748-7111 （従業員数 13人 ）

正社員 13040-49950122 就業場所 宮城県角田市
月給 フレックス ボイラー・タービン主任技術者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 050-1748-7111 （従業員数 13人 ）

正社員 13040-49969422 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時00分

4
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050- 3837821 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 3838221 就業場所

組立工（製造リー
ダー、監督者候補）

イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

組立作業員 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

135,000円～
138,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

バイオマス発電所の運転管
理・整備の責任者［候補］

Ｎｅｂｉｏ　ＳＵＰＥＲ
電力株式会社

東京都港区虎ノ門４－１－１　神谷町ト
ラストタワー５階

雇用・労災・健
康・厚生

345,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

エンジン整備（バイオマ
ス発電所）／角田市

Ｎｅｂｉｏ　ＳＵＰＥＲ
電力株式会社

東京都港区虎ノ門４－１－１　神谷町ト
ラストタワー５階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

フローリスト（フローラ
メモリアルホール柴田）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
285,000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

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

製造機械オペレーター 仙台森紙業　株式会社
柴田事業所

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂
１番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 医療法人　ふなばさま医
院

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上町２
６－３２

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

保守メンテナンス 石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理（２級・
初心者）

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

259,500円～
344,000円

雇用期間の定めなし

二級建築施工管理士・
建築士

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

344,000円～
430,000円

雇用期間の定めなし

一級建築施工管理士・
建築士

石川建設　株式会社 宮城県角田市角田字牛舘１８１ 雇用・労災・健
康・厚生

376,000円～
493,000円

雇用期間の定めなし

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

141,400円～
141,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

倉庫員 株式会社　ビー・アイ運
送

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目１－４
５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,000円～
187,200円

雇用期間の定めなし

中古タイヤの買付とコンテ
ナ詰め（仙台川崎営業所）

株式会社　サンパワー 神奈川県横浜市港北区綱島西３－２１－
２５　南武ビル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

調理師／柴田町 シダックスフードサービ
ス　株式会社

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 雇用・労災・健
康・厚生

186,300円～
186,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

葬祭ディレクター（メモリ
アルホール柴田・亘理・お
おくま）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし



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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 12月 22日発行

ハローワーク大河原

月給
18歳以上 (1)21時00分～6時00分

1
人 TEL 0224-63-2772 （従業員数 26人 ）

正社員以外 04050- 3839521 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 (1)8時30分～17時30分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-2222 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3840321 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- 3841621 就業場所

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

1 (3)0時00分～8時20分
人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 368人 ）

正社員以外 04050- 3842921 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-1139 （従業員数 26人 ）

正社員 04050- 3844021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 調理師
64歳以下 (1)6時15分～12時00分

(2)6時15分～14時30分

1 (3)10時00分～19時30分

人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 3845721 就業場所

月給 変形（1年単位） 保育士
64歳以下 (1)7時00分～19時15分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

の間の７時間４５分
1

人 TEL 0224-87-6681 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3846821 就業場所

保育士 幼保連携型認定こども園
なかよしこどもえん

宮城県角田市角田字牛舘５９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・その
他

181,100円～
188,700円

雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

151,000円～
170,700円

雇用期間の定めなし

技術職 株式会社　畑中工務店 宮城県角田市角田字町田８８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
300,000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）

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

看護師、准看護師 医療法人社団　大槻明徳
会　大槻眼科医院

宮城県角田市角田字田町９０ 雇用・労災・厚
生・財形

210,000円～
260,000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

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



時給
不問 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 022-392-2141 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-76071221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

59歳以下 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 34人 ）

パート労働者 04050- 3879721 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～17時00分

1
人 TEL 0224-84-4778 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3871221 就業場所

時給 危険物取扱者（乙種）
不問 (1)7時00分～20時30分

の間の６～８時間
1

人 TEL 0224-58-1270 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3876921 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

(2)8時30分～13時30分

1
人 TEL 024-555-3780 （従業員数 4人 ）

パート労働者 07010-17465221 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

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 07040-22715521 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)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 07040-22775421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)10時00分～15時00分

1
人 TEL 022-748-1277 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-75558221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分
の間の5～7時間

1
人 TEL 0224-61-2850 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050- 3859621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-2770 （従業員数 27人 ）

パート労働者 04050- 3860021 就業場所

時給 美容師
不問 (1)9時30分～15時00分

1
人 TEL 0224-58-8655 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3862821 就業場所

月給 司書
不問 (1)9時00分～15時45分 司書補

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3866321 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～15時00分

の間の５時間４５分
30

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3867621 就業場所

日給
不問 (1)8時30分～15時30分

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3868921 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)10時00分～20時00分

の間の５～８時間
1

人 TEL 0244-22-8888 （従業員数 29人 ）

パート労働者 07120- 4474621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0244-36-3458 （従業員数 64人 ）

パート労働者 07121- 1425921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時30分～11時30分

2
人 TEL 0244-36-3458 （従業員数 64人 ）

パート労働者 07121- 1426121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

青果売場担当【柴田店
パート】

フレスコ株式会社 福島県相馬市中村字宇多川町１７番地 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

管理部門（清掃）担当
【柴田店パート】

フレスコ株式会社 福島県相馬市中村字宇多川町１７番地 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

セレモニースタッフ（メ
モリアルホール柴田）

株式会社　フローラ 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０
－６

雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

学校業務員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 労災

933円～1,141円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

特別支援教育支援員 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

1,137円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

学校図書館支援員 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

1,137円～1,252円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

測量助手 株式会社　星測量設計 宮城県角田市角田字大町９－６ 労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助 株式会社　まちづくり角
田

宮城県角田市枝野字北島８１－１ 雇用・労災

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

給食配送 株式会社　ニッコクトラ
スト　東日本支社

宮城県仙台市太白区長町３丁目７－１３
　マスカットビル２階

労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

労災

950円～950円
雇用期間の定めなし

ホールサービス及び調理
補助（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

労災

950円～950円
雇用期間の定めなし

事務補助 東北農政局　阿武隈土地
改良調査管理事務所

福島県福島市笹谷字稲場３８－７ 雇用・公災・健
康・厚生

930円～1,320円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

セルフガソリンスタン
ドサービス

メガペトロ　株式会社
ペトラス柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野３
４－４

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経理 川崎生コン株式会社 宮城県柴田郡川崎町大字小野字笹平山９
０

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）

商品管理、倉庫担当 株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

施設内の清掃・ベッドメイ
ク業務（仙南ジェロントピ
ア）

ワタキューセイモア　株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原９
－５１

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,050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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 12月 22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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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
不問 (1)16時20分～21時05分

の間の1.5～4.5時間
3

人 TEL 022-707-0068 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-75234821 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

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04010-75341421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～13時30分
(2)9時00分～14時00分

2
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04050- 3853721 就業場所

時給 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

不問 (1)13時00分～18時00分 保育士
の間の4時間

1
人 TEL 0224-53-1230 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 3856521 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)13時30分～19時30分

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 9776521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分

2
人 TEL 03-3807-8111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 13110-23442921 就業場所 宮城県角田市
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-87-8400 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3843121 就業場所

時給 保育士
64歳以下 (1)7時00分～19時15分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

の間の２～７時間
1

人 TEL 0224-87-6681 （従業員数 27人 ）

パート労働者 04050- 3847221 就業場所

保育補助 幼保連携型認定こども園
なかよしこどもえん

宮城県角田市角田字牛舘５９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・その
他

890円～900円
雇用期間の定めなし

倉庫内作業員 株式会社　サンヨ－ヒ－
テング

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水６
１

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）

ホール・カウンターでの
接客・ご案内／角田市

株式会社　ダイナム 東京都荒川区西日暮里２－２７－５ 労災

1,140円～1,230円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売：レジ、商品陳列（ダ
イソーマルホン角田店）

本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育補助 学校法人東北カトリック
学園　大河原カトリック
幼稚園

宮城県柴田郡大河原町字町２２ 雇用・労災

1,050円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

カフェスタッフ 株式会社　菅生（スポー
ツランドＳＵＧＯ）

宮城県柴田郡村田町大字菅生６－１ 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

学習塾講師 株式会社　キャリアデザ
イン　　［明光義塾］

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１０－
６－７０１

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


