
 

 

令和３年９月２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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-2034 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2662911 就業場所

月給 変形（1年単位） 浄化槽管理士
61歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

浄化槽技術管理者
1

人 TEL 0224-51-8740 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2664711 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)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-87-8954 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2655111 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～18時30分

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2656711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時10分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3181 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2657811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
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 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 2658211 就業場所

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 2659511 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 42人 ）

正社員以外 04050- 2660311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり

42歳以下 (1)8時20分～17時00分
(2)16時50分～1時15分

2 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0244-36-0111 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 2644311 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- 2648711 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)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- 2649811 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30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 2650411 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050- 2652311 就業場所

時給
65歳以下 (1)17時30分～2時30分

1
人 TEL 0224-83-4818 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2653611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 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
(2)8時00分～12時00分

5
人 TEL 0224-84-5259 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 2654911 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-53-4390 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2632211 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-52-0011 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2636311 就業場所

浄化槽の保守点検作業 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

210,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

一般事務 有限会社　大永商店 宮城県柴田郡村田町大字村田字町９８ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
155,000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

自動車ケアスタッフ
［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
198,000円

雇用期間の定めなし

産業廃棄物部門総合職 有限会社　アイテック 宮城県角田市岡字駅前北２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

医療事務員 医療法人　社団　北杜会
船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－
１６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
193,000円

雇用期間の定めなし

プレス加工及び付帯業
務

太陽工機　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字干萱６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

182,800円～
182,800円

雇用期間の定めなし

装置組立・検査調整 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

144,000円～
152,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車車検整備補助員 協業組合　仙南車検セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡土手内３－１０
－２８

雇用・労災・健
康・厚生

152,000円～
167,000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

電子部品の組立作業 株式会社　アリーナ　角
田事業所

宮城県角田市角田字西田６－１
アルプスアルパイン株式会社　角田工場
内

雇用・労災・健
康・厚生

163,610円～
188,000円

雇用期間の定めなし

看護師（外来看護） 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

准看護師（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

165,000円～
250,000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

155,390円～
164,023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

126,000円～
129,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科助手 スエヒロデンタルクリ
ニック

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広４５－
１

雇用・労災・厚
生

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

分別作業員 株式会社　開発商事 宮城県柴田郡村田町大字足立字北向１２
１－１

雇用・労災・健
康・厚生

128,733円～
181,740円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　佐藤会計事務
 所

佐藤税務会計事務所

宮城県柴田郡大河原町字緑町２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
250,000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 9月 2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 9月 2日発行

ハローワーク大河原

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2637611 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2638911 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-3157 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2639111 就業場所

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-4090 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 2640211 就業場所

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- 2612111 就業場所 拠出
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- 2613711 就業場所 拠出
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 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 63人 ）

正社員 04050- 2615211 就業場所

月給 交替制あり 保育士
不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

正社員以外 04050- 2619311 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)8時30分～17時30分

1 (3)8時00分～12時00分
人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04050- 2625411 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-1162 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2628611 就業場所

一般事務員 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

建築板金工 株式会社ルーフ・リモデ
ル

宮城県柴田郡大河原町大谷字鷺沼入２３
－６

雇用・労災・健
康・厚生

173,250円～
173,250円

雇用期間の定めなし

配送及び店頭販売 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
165,000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

納品、営業及び印刷機
修理

有限会社　シンカイ 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字上川原１
３

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

機械オペレーター補助 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～
218,500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）

保育所保育士 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

163,100円～
187,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時00分～18時15分
の間の７時間以上

一般事務員 株式会社　コスモ測量設
計

宮城県柴田郡大河原町字新南６１－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

清掃員 有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

142,973円～
147,305円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



日給
不問 (1)8時00分～17時00分

7
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 42人 ）

パート労働者 04050- 2663111 就業場所

時給
59歳以下

1
人 TEL 0224-52-5511 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2661611 就業場所

時給
40歳以下

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2642411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

36歳以下

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2643011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 2630711 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～16時30分 准看護師

(2)8時30分～14時30分

1
人 TEL 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2633511 就業場所 宮城県角田市
時給

64歳以下 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 022-382-6771 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2634411 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

パート労働者 04050- 2616511 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2617411 就業場所

時給 交替制あり
不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 80人 ）

パート労働者 04050- 2618011 就業場所 宮城県角田市
月給

不問

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2620111 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

59歳以下

1
人 TEL 0224-87-8828 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 2621711 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)16時00分～22時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 2622811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 准看護師

不問

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 2623211 就業場所

時給 看護師
不問

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

パート労働者 04050- 2624511 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

(2)8時00分～12時00分

1 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2626011 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

パート労働者 04050- 2627311 就業場所

医療事務 医療法人三桜会 宮城県柴田郡大河原町字新東２９－５ 雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,100円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

米の集荷助手 大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

店舗内事務および受付
［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

労災

880円～1,000円
雇用期間の定めなし

自動車ケアスタッフ
［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

労災

880円～1,000円
雇用期間の定めなし

看護職員 株式会社　介護サポート 宮城県角田市尾山字荒町６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,300円～1,400円
雇用期間の定めなし

介護福祉士 ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

971円～1,060円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 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

1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 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

850円～900円
雇用期間の定めなし

保育所保育補助員 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

897円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ケアマネージャー（介
護支援専門員）

株式会社　グリーン企画
グループホームすまいる

宮城県柴田郡大河原町字東３２ 雇用・労災

1,300円～2,000円
雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

ケアマネージャー（介
護支援専門員）

株式会社グリーン企画
住宅型有料老人ホーム
サンガ

宮城県柴田郡大河原町字東３９－８ 雇用・労災

1,300円～2,000円
雇用期間の定めなし

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

1,047円～1,234円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホテル　フロント 株式会社　グリーン企画 宮城県角田市角田字大町３７－１ 雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

清掃員 有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

825円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 労災

1,400円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務職（資材課） 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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

(1)8時30分～18時00分
の間の５時間以上

(1)10時00分～18時00
分の間の4時間以上

(1)9時30分～18時00分
の間の4時間以上

(1)7時30分～19時45分
の間の6時間程度

(1)8時00分～18時15分
の間の7時間程度

(1)8時30分～16時45分
の間の7時間程度

(1)9時00分～17時00分
の間の5時間以上

(1)7時00分～18時00分
の間の4時間程度

(1)7時00分～18時00分
の間の4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 9月 2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 9月 2日発行

ハローワーク大河原

時給
64歳以下 (1)9時00分～13時30分

2
人 TEL 022-382-6771 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 2635011 就業場所

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
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