
 

 

令和 3 年６月１７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の保存したり、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） 看護師
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 52人 ）

正社員 04050- 1905611 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)9時30分～19時30分
(2)9時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-54-5005 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1906911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

不問

1
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050- 1907111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-86-3191 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1910411 就業場所

年俸制 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

40歳以下 (1)8時00分～17時15分 大型自動車免許

1
人 TEL 0224-55-3939 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1889411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 床上操作式クレーン運転技能者

(2)7時00分～16時00分 玉掛技能者
3 (3)16時00分～1時00分

人 TEL 0224-51-5370 （従業員数 71人 ）

正社員 04050- 1892111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)9時00分～18時30分
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-2250 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1893711 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

2
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1894811 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 1896511 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時20分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-8737 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 1899311 就業場所

日給 交替制あり 施設警備業務検定２級
18歳以上 (1)4時30分～14時00分

(2)14時00分～0時00分

1 (3)6時00分～14時00分
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 1902411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1879211 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- 1880011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1881311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1882611 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3742 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1884111 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 0224-87-8464 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1888511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

医療事務　兼　歯科助
手

こや歯科医院　小屋　博 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３
－１５

雇用・労災・健
康

143,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

正看護師 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
310,000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

森林整備作業員 株式会社　セブンフォレ
スト

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄１丁目２－
２　タウンコートＣ

雇用・労災・健
康・厚生

174,400円～
218,000円

雇用期間の定めなし

事務員　兼　セレモ
ニースタッフ

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

雇用・労災・健
康・厚生

140,007円～
140,007円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鋳物製造工 株式会社　コイワイ宮城
工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根６９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

167,300円～
227,300円

雇用期間の定めなし

タイヤ収集、運搬及び
構内作業

株式会社　国分商会　東
北支店

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１７

雇用・労災・健
康・厚生

207,550円～
323,440円

雇用期間の定めなし

寮母・寮父 社会福祉法人　鶴寿会 宮城県柴田郡川崎町大字川内字芋の窪１
６－３

雇用・労災・健
康・厚生

146,000円～
157,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 大河原歯科医院 宮城県柴田郡大河原町字新南５８－８ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

仕上げ、組み立て、研
磨作業者

株式会社　サンエム 宮城県角田市島田字米場１００－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

車両運行　設備管理・
営繕

医療法人仁泉会　川崎こ
ころ病院

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
７２番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

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

185,600円～
278,400円

雇用期間の定めなし

施設警備（柴田郡柴田
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

138,720円～
142,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

相談支援専門員 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字南乙内２
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
236,700円

雇用期間の定めなし

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

電気工事作業員 五光電設　株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字湯尻４７ 雇用・労災・健
康・厚生

198,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字南乙内２
２

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
236,700円

雇用期間の定めなし

建築物解体作業員及び
重機オペレーター

株式会社　はづき 宮城県柴田郡　柴田町槻木白幡２丁目５
－３８－１０３

雇用・労災・健
康・厚生

208,800円～
278,400円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～21時00分
の間の７時間以上

(1)6時15分～19時45分
の間の８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 ３年 6月 17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 ３年 6月 17日発行

ハローワーク大河原

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 0224-87-8233 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1858311 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-63-4811 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1859611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 二級ガソリン自動車整備士

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

正社員 04050- 1860811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
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

2
人 TEL 0224-87-6045 （従業員数 100人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 1867911 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
(2)6時30分～15時30分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-56-4160 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 1868111 就業場所

月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士
64歳以下 (1)8時00分～18時00分 第二種電気工事士

2
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1869711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-8617 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1870511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)6時00分～14時30分

5 (3)14時00分～22時30分

人 TEL 0224-68-2411 （従業員数 237人 ）

正社員以外 04050- 1875911 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- 1877711 就業場所

時給
65歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-4818 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1852711 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

64歳以下 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-51-3601 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1855511 就業場所

大型ダンプ運転手 株式会社　孝美建設 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前
１６－６

雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
297,700円

雇用期間の定めなし

車両整備 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・財形

162,860円～
213,730円

雇用期間の定めなし

防水製品の穴開け・折
曲・梱包又はドア製品
の組立作業

辻鐵鋼　株式会社　仙台
工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

支援員 社会福祉法人　福寿会
旭園

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字沢田３
９

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,500円～
207,000円

雇用期間の定めなし

工場内製品管理及び製
品運搬・積荷作業

ＡＴアクト株式会社宮城
第ニ支店

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

182,160円～
182,160円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

電気工事（見習） 有限会社　芳賀電気 宮城県角田市角田字中島下３９０ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

電気工事 有限会社　芳賀電気 宮城県角田市角田字中島下３９０ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

電子機器組立工 ホーチキ株式会社　宮城
工場

宮城県角田市江尻字前原１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

141,075円～
141,075円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

車両系建設機械（基礎
工事用）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

福利厚生制度の推進
（法人営業）

大同生命保険　株式会社
仙台支社　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１階

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

材料供給、完成品箱詰 有限会社　サカイダ工研 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼１５
１－２

雇用・労災・健
康・厚生

142,441円～
144,167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・健
康・厚生

143,000円～
165,000円



時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～13時00分
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1900211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～16時00分
(2)9時00分～12時00分

1 (3)9時00分～13時00分
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1901511 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1903011 就業場所

時給 交替制あり 葬祭ディレクター２級
不問

1
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 31人 ）

パート労働者 04050- 1908711 就業場所 宮城県白石市
時給

不問

1
人 TEL 0224-54-5305 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 1909811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

18歳以上 (1)17時00分～0時00分

2
人 TEL 0224-53-8555 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1890611 就業場所

時給
18歳以上 (1)17時00分～0時00分

2
人 TEL 0224-53-8555 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1891911 就業場所

時給
64歳以下 (1)13時00分～17時30分

2
人 TEL 022-382-6771 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1895211 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 921人 ）

パート労働者 04050- 1904311 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問

1
人 TEL 0224-51-0377 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1883911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位） 中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-8954 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1887211 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 准看護師

1
人 TEL 0224-55-3509 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 1857011 就業場所

時給
不問 (1)13時30分～18時30分

(2)12時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-4160 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 1871411 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)13時00分～16時00分 准看護師

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 1876111 就業場所

時給 交替制あり
不問

1
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1850911 就業場所 宮城県角田市

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

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

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

雇用・労災

900円～1,200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

セレモニースタッフ 株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

労災

826円～826円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～21時00分
の間の６時間程度

事務補助員［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・労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理スタッフ だんまや水産　大河原駅
前店

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向２１４
－４　ニコニコビル１０１号

雇用・労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

保育補助 あんこハウス（佐藤美
幸）

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目４－３
０

労災

850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～18時30分
の間の４時間以上

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

825円～825円
雇用期間の定めなし

ホールスタッフ だんまや水産　大河原駅
前店

宮城県柴田郡大河原町大谷字町向２１４
－４　ニコニコビル１０１号

雇用・労災

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

経営企画（法人本部） 一般社団法人　ふくのね 宮城県柴田郡村田町大字小泉字南乙内２
２

雇用・労災

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～18時00分
の間の５時間程度

一般事務スタッフ（角
田工場）

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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護師、准看護師 医療法人社団　毛利クリ
ニック

宮城県柴田郡柴田町船岡西１－９－２８ 労災

1,200円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時30分
の間の６時間程度

事業用ごみ収集車運転
手

有限会社　アイテック 宮城県角田市岡字駅前北２－６ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

看護師 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

労災

1,600円～2,100円
雇用期間の定めなし

支援員（介護員） 社会福祉法人　福寿会
旭園

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字沢田３
９

雇用・労災

830円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レストラン調理業務 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～15時00分
の間の６時間程度

◎ 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 ３年 6月 17日発行

ハローワーク大河原


