
 

 

令和３年６月３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年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)17時00分～2時00分

2
人 TEL 0224-79-3137 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1670411 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

(2)20時00分～4時55分

2
人 TEL 0224-72-2760 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 1674911 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師

59歳以下

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1676711 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

5
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1677811 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

2
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1678211 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下

3
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050- 1679511 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)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員 04050- 1665611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050- 1666911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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- 1668711 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

1
人 TEL 0224-62-5757 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 1669811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～21時00分

(2)20時30分～9時30分

10
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1659111 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～1時30分

10 (3)0時30分～9時30分
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1660211 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～1時30分

10 (3)0時30分～9時30分
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1661511 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

39歳以下 (1)8時30分～21時00分

(2)20時30分～9時30分

10
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1662411 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給

39歳以下 (1)8時15分～17時15分

(2)17時20分～2時15分

2
人 TEL 0224-68-2511 （従業員数 220人 ）

正社員以外 04050- 1664311 就業場所 拠出
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 6人 ）

正社員 04050- 1645411 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 6人 ）

正社員 04050- 1646011 就業場所

自動車部品の熱処理加
工

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

191,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

検査工 有限会社　佐藤製作所 宮城県伊具郡丸森町大内字堰場５８ 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

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

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

160,300円～
257,000円

雇用期間の定めなし

（1）０７時００分～　２
０時００分の間の８時間程
度

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

192,500円～
262,000円

雇用期間の定めなし

（1）０７時００分～２０
時００分の間の８時間程度

（1）０７時００分～２０
時００分の間の８時間程度

介護職（無資格、未経
験）

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

169,000円～
222,000円

雇用期間の定めなし

看護職員［桜寿園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［桜寿園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

（1）０７時００分～２０
時００分の間の８時間程度

介護福祉士 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

174,000円～
227,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 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

138,000円～
156,400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

製造オペレーター（マ
スク）

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・財形

198,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし

製造オペレーター（食
品）

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・財形

198,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし

製造オペレーター（食
品）

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・財形

191,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

製造オペレーター（マ
スク）

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・財形

191,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

主に現地でのお墓など
の組立と工場での石材
の加工

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

工作機械工（ＣＮＣ
タッピングセンターオ
ペレーター）

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

151,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

主に現地でのお墓など
の組立と工場での石材
の加工

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

◎ 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 3 日発行

ハローワーク大河原
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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 3 日発行

ハローワーク大河原

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

小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-53-1625 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 1648611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-55-1481 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050- 1649911 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

(2)9時55分～19時05分

7 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員 04050- 1654411 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時55分～17時05分

(2)8時55分～18時05分

13 (3)18時55分～4時05分

人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員以外 04050- 1655011 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 10人 ）

正社員 04050- 1656311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-6820 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1663011 就業場所

月給 変形（1年単位） 日商簿記２級
64歳以下 (1)8時30分～17時00分 建設業経理事務士３級

1
人 TEL 0224-63-1139 （従業員数 26人 ）

正社員 04050- 1637411 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

3
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 44人 ）

正社員以外 04050- 1640111 就業場所 拠出
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～16時45分

3
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1641711 就業場所 拠出
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- 1642811 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） ホームヘルパー２級

不問 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-86-5906 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 1644511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-79-3206 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1647311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

回収及び選別作業 有限会社　阿部商会 宮城県柴田郡村田町大字足立字漆坊１－
４

雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　竹有土木 宮城県柴田郡柴田町船岡西１－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
320,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

食品製造職 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

156,240円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食品製造職（角田市） 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

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

サッシ組立工（溶接に
よる）

有限会社　笠松鋼業 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納１
８８－１

雇用・労災・健
康・厚生

174,800円～
253,000円

雇用期間の定めなし

営業企画・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

製造業務、仕上げ業務 光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

192,770円～
263,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 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

170,000円～
200,000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

製造業務、仕上げ業務 光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

192,770円～
263,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　月崎工務店 宮城県伊具郡丸森町大内字中山８６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 株式会社ジーマープル
小規模多機能型居宅介護
施設　さんさの里

宮城県角田市佐倉字小山東１８３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
171,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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時給
59歳以下

1
人 TEL 0224-56-5329 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1671011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 1667111 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時45分～13時00分

(2)14時45分～19時00分

1
人 TEL 0224-86-5744 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1651811 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

18歳以上

6
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 1657611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

1
人 TEL 0224-63-1395 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1643211 就業場所 宮城県角田市

加入保険等 必要な免許資格

クリクラサーバー配達
及び保守点検

有限会社　仙台ユーユー 宮城県柴田郡柴田町入間田字金谷１６０ 雇用・労災

850円～950円
雇用期間の定めなし

（1）０８時３０分～１８
時００分の間の６時間程
度

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

漬物製造工員 豊屋食品工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

雇用・労災・健
康・厚生

830円～830円
雇用期間の定めなし

受付及び診療補助 株式会社　ＡＳＴＯＳ 宮城県柴田郡村田町大字村田字針生前１
５番地

雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

プロセスセンター（食
肉・デリカ）スタッフ

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

雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（1）０２時００分～０７
時００分の間の３時間以
上

生花の販売、接客、製
作、配達

株式会社　フラワーズ 宮城県角田市角田字田町８２－１４ 雇用・労災

850円～850円
雇用期間の定めなし

（1）０９時００分～１８
時３０分の間の４時間以
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 ３年 6月 3日発行

ハローワーク大河原
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