
令和 4 年 12 月 15 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（1２月７日～12 月 13 日分） 

 

※  求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

  

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 

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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～20時00分

(2)8時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-398-2231 （従業員数 14人 ）

正社員 04010-74649921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給

不問 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-63-4181 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3828721 就業場所

月給
38歳以下 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 3832621 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

3
人 TEL 0224-63-3389 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 3833921 就業場所

月給 変形（1年単位） １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- 3834121 就業場所

月給 変形（1週間単位非定型的） 保育士
59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
2

人 TEL 0224-72-2241 （従業員数 33人 ）

正社員 04050- 3835021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1週間単位非定型的） 保育士

59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 0224-72-2241 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 3836721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)10時00分～18時00分

(2)15時00分～0時00分

2
人 TEL 0224-34-4007 （従業員数 29人 ）

正社員 04051- 1853921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 076-274-6111 （従業員数 1,479人 ）

正社員 17080-10478121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 076-274-6111 （従業員数 1,479人 ）

正社員 17080-10479021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (1)7時15分～19時00分 准看護師
の間の8時間

1
人 TEL 022-399-6778 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-74509421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-766-8757 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-74554721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

不問 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 022-726-5031 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-74564221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

30歳以下 (1)9時45分～19時00分

2
人 TEL 022-284-2185 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-74166621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1年単位）

30歳以下 (1)9時45分～19時00分

2
人 TEL 022-284-2185 （従業員数 16人 ）

正社員 04010-74171521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～7時59分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-74292821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時05分～8時04分
(2)6時30分～19時00分

2 (3)7時00分～19時30分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-74293221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付

加入保険等 必要な免許資格

総合職【宮城県丸森
町】

株式会社　ホテル佐勘 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師２
８

雇用・労災・健
康・厚生

250,000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

歯科助手 かまた歯科医院 宮城県角田市角田字幸町７３ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

建設作業員 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

225,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

中型自動車免許

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

140,000円～
180,000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

保育教諭（丸森たんぽ
ぽこども園）

社会福祉法人　丸森町社
会福祉協議会

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,100円～
225,800円

雇用期間の定めなし

一級土木施工管理士 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～
467,000円

雇用期間の定めなし

焼肉ダイニングレストラ
ンスタッフ【大河原店】

宮城蔵王観光株式会社 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳
国有林３１１林班ホ小班内

雇用・労災・健
康・厚生

232,400円～
318,600円

雇用期間の定めなし

保育教諭（丸森ひまわ
りこども園）

社会福祉法人　丸森町社
会福祉協議会

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,100円～
225,800円

雇用期間の定めなし

登録販売者総合職【柴
田町】

株式会社　クスリのアオ
キ

石川県白山市松本町２５１２ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

登録販売者総合職【大
河原町】

株式会社　クスリのアオ
キ

石川県白山市松本町２５１２ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

コカ・コーラ社製品の
荷役作業

株式会社　シンクラン
東北支店

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目１－３
３　コカ・コーラボトラーズジャパン株
式会社仙台セールスセンター内

雇用・労災・健
康・厚生

223,600円～
223,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育園の看護師（柴田
町・認可保育園）

株式会社　ペンギンエ
デュケーション

宮城県名取市美田園６丁目３－４　ヴィ
オーラ美田園３号

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

調理責任者 株式会社　レパスト　東
北支店

宮城県仙台市若林区東七番丁１７３　カ
ルミアビル２０１号

雇用・労災・健
康・厚生

208,000円～
208,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

営業職（自動車の販
売）

宮城ホンダ販売　株式会
社

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目４－４
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,600円～
218,600円

雇用期間の定めなし

自動車整備士 宮城ホンダ販売　株式会
社

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目４－４
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

188,600円～
230,600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・財形

154,759円～
157,700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・財形

154,759円～
157,700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 15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 15日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～8時29分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-74295421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 精神保健福祉士

1
人 TEL 022-397-8701 （従業員数 161人 ）

正社員 04010-73728921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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
(2)16時30分～9時30分

3
人 TEL 022-397-8701 （従業員数 161人 ）

正社員 04010-73765521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 保育士

不問 (1)7時15分～19時00分
の間の8時間

1
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-73828821 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30分～17時30分

1
人 TEL 022-387-1080 （従業員数 18人 ）

正社員 04010-73951321 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分

1 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 3805521 就業場所 宮城県柴田郡村田町 厚生
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 3807321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3809921 就業場所

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～17時00分

2
人 TEL 0224-87-7451 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04050- 3810721 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

(2)6時30分～15時15分

1
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04050- 3812221 就業場所 宮城県角田市
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 ）

正社員以外 04050- 3813521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

の間の8時間
2

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ） 夜勤あり
正社員 04050- 3817921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 （２）17時00分～9時00分

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

の間の8時間
2

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ） 夜勤あり
正社員 04050- 3819021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 （２）17時00分～9時00分

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

の間の8時間
2

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ） 夜勤あり
正社員 04050- 3820221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 （２）17時00分～9時00分

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

の間の8時間
2

人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ） 夜勤あり
正社員 04050- 3821521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 （２）17時00分～9時00分

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 3822421 就業場所

その他 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
60歳以上 (1)7時00分～1時30分

(2)6時00分～18時00分

2 (3)8時30分～2時00分
人 TEL 0224-52-2066 （従業員数 23人 ）

正社員以外 04050- 3825921 就業場所

施設警備員［柴田郡柴
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・財形

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　仁泉会　仙台
事務所

宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１－１７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

223,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

医療ソーシャルワー
カー

医療法人　仁泉会　仙台
事務所

宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１－１７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

195,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

一般事務［柴田郡川崎
町］

株式会社　オオマチワー
ルド

宮城県仙台市宮城野区白鳥２丁目３０－
４６

雇用・労災・健
康・厚生

181,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

【派遣】保育士 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

201,600円～
218,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

スチール家具生産員 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～
218,500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・健
康・厚生

179,760円～
209,720円

雇用期間の定めなし

事務業務（住宅アフター
メンテナンス部門）

株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

日本酒、リキュールの
出荷・事務

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・健
康・厚生

149,800円～
209,720円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場フロント業務 公益財団法人　角田市地
域振興公社

宮城県角田市枝野字青木１５５番地３１ 雇用・労災・健
康・厚生

153,300円～
153,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護職（無資格、未経
験）★処遇改善有り

医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

180,500円～
230,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

158,300円～
255,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

190,500円～
260,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士　★処遇改
善有り

医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

185,500円～
235,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 仙南観光タクシー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１９－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

153,201円～
153,201円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

総務事務 株式会社　ワカキ 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
330,000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 15日発行

ハローワーク大河原

その他 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
59歳以下 (1)7時00分～1時30分

(2)6時00分～18時00分

2 (3)8時30分～2時00分
人 TEL 0224-52-2066 （従業員数 23人 ）

正社員 04050- 3826121 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-382-6771 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3791721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)7時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-8097 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3793221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)20時00分～5時00分

1
人 TEL 0224-52-3043 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3794521 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
61歳以下 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

2
人 TEL 0224-51-8740 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3795421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-84-4851 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3799121 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 13人 ）

正社員 04050- 3800121 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 13人 ）

正社員 04050- 3801021 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 7人 ）

正社員 04050- 3802721 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 10人 ）

正社員 04050- 3803821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

不問 (1)8時15分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-2427 （従業員数 121人 ）

正社員以外 04050- 3804221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3757021 就業場所 宮城県亘理郡亘理町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)7時55分～17時05分
(2)9時55分～19時55分

1 (3)18時55分～4時05分
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 88人 ）

正社員 04050- 3758721 就業場所 宮城県亘理郡亘理町 拠出
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-66-5323 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3760421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者

玉掛技能者
1

人 TEL 0224-66-5323 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3761321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-53-1242 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3763921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許
39歳以下 (1)8時15分～17時15分 準中型自動車免許

2
人 TEL 0224-58-2600 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3765021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

保冷剤の製造　兼　倉庫
業務（荷受・出荷）

株式会社　アイスジャパ
ン　角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北３８８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 仙南観光タクシー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１９－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

153,201円～
153,201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・健
康・厚生

170,000円～
172,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター兼作
業員

株式会社フォレストテッ
クＭ・Ｋ・Ｋ

宮城県柴田郡大河原町字新東１６番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000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

歯科助手 西村歯科医院 宮城県柴田郡川崎町大字前川字町尻１２ 雇用・労災・健
康

155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

作業運転手 株式会社　中央特殊興業
 宮城営業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
２１

雇用・労災・健
康・厚生

225,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

ネットショップ運営業
務（店長候補）

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

280,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

商品企画・開発（海外
貿易業務全般）

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

205,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

営業 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

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

総合職（生産管理、工程
管理他）［工場長候補］

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

ヒーター・抵抗器製造 東海高熱工業株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野３
４－１
仙台工場

雇用・労災・健
康・厚生

159,200円～
177,910円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型ウィング車運転手 最上建材　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前１０
０－２１

雇用・労災・健
康・厚生

211,100円～
307,700円

雇用期間の定めなし

レトルト食品の製造
（課長職候補）

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 黒沢尻用水路土地改良区 宮城県柴田郡大河原町字新南１９番地
大河原町役場３階

雇用・労災・健
康・厚生

148,600円～
148,600円

雇用期間の定めなし

大型セルフローダー運
転手

最上建材　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前１０
０－２１

雇用・労災・健
康・厚生

211,100円～
307,700円

雇用期間の定めなし

生活関連代行サービス
業（便利業全般）

株式会社トニー 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目１１－
６

雇用・労災・健
康・厚生

199,000円～
241,000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。
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◎ 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 15日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3770321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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

2
人 TEL 0224-62-1963 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3771621 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級造園施工管理技士

2
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 3772921 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許

3
人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3773121 就業場所

日給 変形（1年単位） 林業架線作業主任者
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 3774021 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

2
人 TEL 0224-53-2868 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3775721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3776821 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3777221 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 7人 ）

正社員 04050- 3779421 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)17時00分～2時00分

3
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 3780921 就業場所

月給 ２級土木施工管理技士
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-9814 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3782021 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

(2)20時00分～5時00分

1
人 TEL 0224-61-2800 （従業員数 131人 ）

正社員 04050- 3783721 就業場所 給付
月給

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-51-9814 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 3784821 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- 3786521 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- 3787421 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-68-2511 （従業員数 178人 ）

正社員 04050- 3788321 就業場所 拠出
時給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)8時20分～17時00分
(2)16時50分～1時15分

1 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0225-86-6007 （従業員数 27人 ）

有期雇用派遣労働者 04020- 9327321 就業場所 宮城県角田市

施工管理技術者　（電
気・管）

窪田電気工事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

258,000円～
348,000円

雇用期間の定めなし

工事現場管理 株式会社　丹野林業建設 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－２

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

電気工事士 窪田電気工事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

一般作業員（林業・土
木）

株式会社　丹野林業建設 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－２

雇用・労災・健
康・厚生

209,700円～
279,600円

雇用期間の定めなし

大型特殊自動車免許

土木・舗装工事の現場
作業員

株式会社　ウジエ道路工
業

宮城県角田市尾山字横町６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
320,000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

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

現場管理者 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

配管工 有限会社　高木設備工業 宮城県柴田郡大河原町字新青川２－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000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～
300,000円

雇用期間の定めなし

大型自動車免許

土木作業員 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

184,800円～
277,200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

土木施工管理技術者 株式会社　Ｏ・Ｔ・Ｋ 宮城県柴田郡大河原町字南３８－１　三
住ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

鋳造オペレーター 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

161,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

一般土木作業員 株式会社　Ｏ・Ｔ・Ｋ 宮城県柴田郡大河原町字南３８－１　三
住ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品製造工 株式会社ジーエスエレ
テック東北

宮城県角田市梶賀字高畑北２４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
150,000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

207,500円～
210,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造オペレーター（電
子部品）／角田

東北電子工業　株式会社 宮城県石巻市北村字俵庭五１８ 雇用・労災・健
康・厚生

148,000円～
148,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 ウォルブロー　株式会社 宮城県角田市神次郎字久城寺１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし
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年齢・
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◎ 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 15日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)9時00分～21時30分

の間の8時間
5

人 TEL 018-893-4468 （従業員数 70人 ）

正社員 05010-22222421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 03-3252-3800 （従業員数 6人 ）

正社員 13010-25899922 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 03-5737-2805 （従業員数 1人 ）

正社員以外 13060-18457621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-73302021 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 022-292-3930 （従業員数 4人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-73486521 就業場所 宮城県角田市 拠出
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-2172 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 3712321 就業場所

日給
不問 (1)8時40分～17時25分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050- 3713621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 作業療法士

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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 3715121 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1111 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 3716021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員以外 04050- 3717721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 3718821 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 3719221 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)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 3720621 就業場所

月給 危険物取扱者（乙種）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)7時00分～15時30分

1 (3)11時30分～20時00分

人 TEL 0224-63-1311 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3721921 就業場所

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～16時45分

(2)12時45分～21時30分

2 (3)16時45分～1時30分
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050- 3723021 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 53人 ）

正社員以外 04050- 3724721 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 53人 ）

正社員以外 04050- 3725821 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付

固定客がメインの営業
／宮城県柴田郡

水戸工業株式会社 東京都千代田区神田北乗物町６番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

232,000円～
312,000円

雇用期間の定めなし

すし職人（一般社員）
回転寿司　すし江戸

株式会社　ブレーンリン
ク・ダイニング

秋田県秋田市仁井田本町４丁目４－１１
－７号　　　　　　　　　

　

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
265,000円

雇用期間の定めなし

店舗販売 株式会社　ほこだて仏光
堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

お届けスタッフ（契約社
員）／角田営業所

ワタミ　株式会社（宅食
事業部）

東京都大田区羽田１丁目１番３号 雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,000円～
182,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ダンプトラック運転業務お
よび車両系建設機械運転業
務

株式会社　枡建設 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根２３
９－３

雇用・労災・健
康・厚生

207,000円～
276,000円

雇用期間の定めなし

火災感知器用アナログ
回路の設計

株式会社　ビーネックス
テクノロジーズ　仙台オ
フィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１
アゼリアヒルズ２階

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
350,000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）(基礎工事
用）運転技能者

作業療法士 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 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

電線ケーブルの巻替え切断
及び包装、出荷業務（船岡
事業所）

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

144,228円～
148,268円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護補助 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,000円～
159,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

卵の集荷、選別、パッ
ク詰め

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

152,550円～
161,025円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

シティエンジニアス
タッフ（工事監督）

大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

153,100円～
230,000円

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンドサー
ビススタッフ

やしろ商事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２ー４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

技能職（めっき作業） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

技能職（製品の製造業
務：加工）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

技能職（検査） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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令和 4年 12月 15日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

69歳以下 (1)8時30分～17時30分 床上操作式クレーン運転技能者

玉掛技能者
3

人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 3726221 就業場所

月給 変形（1年単位） 簿記実務検定３級
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 3728421 就業場所

月給
39歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 151人 ）

正社員 04050- 3729321 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 看護師

64歳以下 (1)8時00分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 3731021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 188人 ）

正社員 04050- 3733821 就業場所 給付
月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-87-8097 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3734221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)8時00分～16時45分

2
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 188人 ）

正社員 04050- 3735521 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 53人 ）

正社員 04050- 3736421 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-86-3861 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3737321 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-86-3861 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3738621 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車第二種免許
64歳以下 (1)7時00分～19時00分

(2)8時00分～1時00分

1 (3)7時00分～1時00分
人 TEL 0224-54-1038 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3740721 就業場所

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

1
人 TEL 0224-63-3556 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3741821 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- 3742221 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-51-8180 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3746621 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

3
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 320人 ）

正社員以外 04050- 3748121 就業場所 宮城県角田市
月給 保健師

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050- 3749021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 臨床検査技師

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 050-2000-4534 （従業員数 6人 ）

正社員 13080-  453822 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出

機械オペレーター メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
281,200円

雇用期間の定めなし

製造職（検査） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

209,400円～
286,400円

雇用期間の定めなし

経理事務 メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

製造職（焼結作業） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

209,400円～
286,400円

雇用期間の定めなし

看護師 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

184,200円～
218,400円

雇用期間の定めなし

製造職（機械加工作
業）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

209,400円～
286,400円

雇用期間の定めなし

林業、伐採工事 株式会社フォレストテッ
クＭ・Ｋ・Ｋ

宮城県柴田郡大河原町字新東１６番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

機械設計 株式会社　クルーズ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字西住町４
－３

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

製造職（電着作業） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

209,400円～
286,400円

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 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・健
康・厚生

153,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

ソフト設計 株式会社　クルーズ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字西住町４
－３

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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

144,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理 株式会社　保志工務店 宮城県角田市藤田字寺岡１１７ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

臨時的任用職員（一般
事務）

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 公災・健康・厚
生

154,600円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

マシンオペレーター、
製品製造

毎日発條　株式会社　東
北工場

宮城県伊具郡丸森町耕野字羽拔３０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

臨床検査業務（臨床検
査技師）／柴田郡

株式会社　エスアールエ
ル

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号　新
宿三井ビルディング

雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

臨時的任用職員（保健
師）

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 公災・健康・厚
生

185,200円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



時給
64歳以下 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 0225-94-0855 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04020- 9385421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

64歳以下 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-63-1917 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 3830421 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3831321 就業場所

時給 交替制あり 調理師
18歳以上 (1)4時30分～13時30分

(2)9時30分～18時30分

2
人 TEL 048-671-1366 （従業員数 0人 ）

パート労働者 11030-36051221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

18歳以上 (1)17時00分～8時30分
(2)20時00分～5時00分

1 (3)8時30分～8時29分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-74344021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣パート 04010-73789821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)16時30分～9時30分

1
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣パート 04010-73791321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時15分～11時15分
(2)15時00分～19時00分

1
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣パート 04010-73829221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分

2 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-83-3111 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04050- 3806421 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

の間の6時間
1

人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 3808621 就業場所

時給 作業療法士
不問 (1)9時00分～17時30分 理学療法士

の間の3時間以上 その他の福祉・介護関係資格

1
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3814421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時00分～14時30分
(2)7時00分～16時00分

2 (3)7時00分～12時00分
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 3815321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

20歳以上 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3816621 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時30分

2
人 TEL 022-382-6771 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3792821 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

の間の5時間以上
1

人 TEL 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3796321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 3797621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 その他の調理等関係資格

不問 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-52-1148 （従業員数 99人 ）

パート労働者 04050- 3798921 就業場所

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

883円～883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
月未満）

フロア、調理スタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

保冷剤の製造・梱包作
業

株式会社　アイスジャパ
ン　角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北３８８－１ 雇用・労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

清掃員［丸森町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

リハビリスタッフ 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

1,100円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スチール家具生産員 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

【派遣】パート保育士 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

労災

1,200円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

【派遣】夜勤専従の介
護職

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

労災

1,164円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

【派遣】施設介護職（早
番か遅番シフト固定）

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

1,164円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

施設警備員［角田市］ 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

労災

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師［柴田郡柴田
町］

協働美装　株式会社 埼玉県さいたま市見沼区大字中川７９－
１　
ティーエムハイツ１０２

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）

事務補助員［健康推進
課］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

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

花苗植込、出荷準備 株式会社　岸浪園 宮城県角田市豊室字江合１００番地 雇用・労災

890円～1,080円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

販売・事務 有限会社　ペガサス薬局 宮城県石巻市南中里３丁目１６－２７ 雇用・労災

885円～885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 15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 15日発行

ハローワーク大河原

時給 交替制あり
不問 (1)17時00分～22時00分

5
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050- 3759821 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-52-0407 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3762621 就業場所

時給
64歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-3277 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3764121 就業場所

月給 司書
不問 (1)8時30分～17時15分

5
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3768221 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時30分～17時15分

8
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 3769521 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

1
人 TEL 0224-72-4194 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 3781121 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

(2)14時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-52-1080 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3790021 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～14時00分

(2)11時00分～17時00分

10 (3)17時00分～21時30分

人 TEL 018-893-4468 （従業員数 70人 ）

パート労働者 05010-22221521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)13時00分～22時00分

2
人 TEL 03-3807-8111 （従業員数 24人 ）

パート労働者 13110-22975021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)14時00分～18時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-73323421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)16時30分～18時30分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-73348421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)16時30分～18時30分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-73351021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-73358621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

60歳以上 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-73360721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時40分～16時40分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 64人 ）

パート労働者 04050- 3714921 就業場所

月給 保健師
不問 (1)8時30分～17時30分 看護師

の間の6時間45分
1

人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050- 3722121 就業場所

感染症対策相談員（看
護師、保健師）

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,491円～1,491円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ（みやぎ
生協大河原店）

株式会社　ボイス　仙台
支社

宮城県仙台市若林区新寺１丁目３番４５
号
ＡＩ．Ｐｒｅｍｉｕｍ７階

労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ（みやぎ
生協大河原店）

株式会社　ボイス　仙台
支社

宮城県仙台市若林区新寺１丁目３番４５
号
ＡＩ．Ｐｒｅｍｉｕｍ７階

労災

885円～885円
雇用期間の定めなし

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

労災・財形

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

労災・財形

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

労災・財形

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ホール・カウンターで
の接客・ご案内

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）

接客・調理補助・レジ他
【宮城】回転寿司すし江戸

株式会社　ブレーンリン
ク・ダイニング

秋田県秋田市仁井田本町４丁目４－１１
－７号　　　　　　　　　

　

雇用・労災

900円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

図書館窓口業務補助員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 労災

922円～949円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科衛生士 医療法人社団　昌慶会
はせ歯科医院

宮城県柴田郡大河原町字中島町７－６ 雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

検査工（外観検査） 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

883円～933円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

図書館司書 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）

プラスチック精密部品
製造

有限会社カツヨテクノロ 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１８
１

雇用・労災

883円～893円
雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　インプレス 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根２４
９

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

角田市市民センター窓
口事務員

角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 労災

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時00分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050- 3732721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 3739921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 介護福祉士

不問 (1)8時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
の間の1～5時間 介護職員初任者研修修了者

1
人 TEL 0224-51-9357 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3743521 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3747921 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15分

10
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3750221 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～16時45分

9
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3751521 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

24
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3752421 就業場所

日給
不問 (1)8時30分～16時45分

の間の7時間15分
1

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 3753321 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)9時00分～15時45分
の間の5時間45分

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3754621 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 3755921 就業場所

時給
不問 (1)14時00分～17時00分

(2)14時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051- 1827321 就業場所 宮城県白石市・蔵王町・角田市
時給 交替制あり

不問 (1)10時00分～20時00分

の間の6～7.5時間
1

人 TEL 027-345-8725 （従業員数 0人 ）

パート労働者 10020-19144721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
その他 交替制あり

不問 (1)14時00分～21時50分

の間の1時間以上
3

人 TEL 052-709-3670 （従業員数 1人 ）

パート労働者 23010-40856721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

塾講師　【大河原校】 ＣＫＣネットワーク　株
式会社

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５
番　３Ｆ

労災

900円～1,466円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

パート／店舗スタッフ／
テックランド大河原店

株式会社　ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１－１ 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
月未満）

ビルクリーニング 同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

観光振興推進員 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）

子育て相談員 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

1,026円～1,168円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃業務員 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～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

1,069円～1,252円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

角田市自治センター長 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

1,642円～1,642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

922円～949円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

カフェスタッフ 合同会社　あぐりっとか
くだ

宮城県角田市毛萱字舘下１１－４ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員 特定非営利活動法人　友
愛さくら

宮城県柴田郡大河原町字新南４１－５
フジサキ館Ａ号室

労災

1,193円～1,260円
雇用期間の定めなし

店舗間配送担当者 株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 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

1,200円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


