
 

  

令和３年４月２２日号 

（次号４月２９日号は休刊です） 

 
  

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 

 



月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
61歳以下 (1)8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-83-5508 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1299411 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

1
人 TEL 0224-83-5903 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 1300711 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 1301811 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

61歳以下 (1)8時00分～17時00分 中型自動車免許

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 1282011 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

61歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)17時00分～2時00分

1
人 TEL 0224-83-6222 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 1283311 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 介護福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

1
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1284611 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者

59歳以下 6時00分～18時00分 玉掛技能者
の間の８時間程度 大型自動車免許

1
人 TEL 0224-51-9101 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1288811 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
35歳以下 (1)8時00分～16時45分 フォークリフト運転技能者

車両系建設機械
2 （解体用）運転技能者

人 TEL 0224-54-1517 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1289211 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- 1290011 就業場所 宮城県角田市
日給 栄養士

不問 (1)8時30分～17時15分 管理栄養士

1
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員以外 04050- 1291311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 幼稚園教諭免許

不問 (1)8時15分～17時15分 （専修・１種・２種）

1
人 TEL 0224-56-1239 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1295711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 保育士

64歳以下 6時50分～19時30分 幼稚園教諭免許
の間の８時間程度 （専修・１種・２種）

1
人 TEL 0224-52-1148 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 1280511 就業場所

日給
不問 (1)8時15分～17時15分

2
人 TEL 0224-54-2427 （従業員数 119人 ）

正社員以外 04050- 1276611 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30分

(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-3206 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 1278111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1272511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 宅地建物取引士
59歳以下 (1)8時30分～18時00分 （旧：宅地建物取引主任者）

1
人 TEL 0224-63-3980 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1273411 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- 1274011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

一般家電、アウトドア家電、
その他製品の品質管理業務

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

185,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

ルート営業 有限会社　若木商会 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

営業事務 有限会社　若木商会 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
163,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 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

165,000円～
185,000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～
159,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 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・健
康・厚生

164,000円～
218,400円

雇用期間の定めなし

幼稚園教諭 学校法人柴田学園たんぽ
ぽ幼稚園

宮城県柴田郡柴田町槻木西二丁目８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

162,700円～
168,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

栄養士 社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

164,400円～
205,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

再生資源の加工 株式会社　安藤仁七商店 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１－
９

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　マルイチ 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
２３８－４３

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

ケアワーカー 社会福祉法人　柏松会 宮城県柴田郡村田町大字足立字上ヶ戸１
７－５

雇用・労災・健
康・厚生

175,500円～
248,000円

雇用期間の定めなし

大型車の運転手 丸永運送株式会社　仙台
支店

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼７８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

137,000円～
137,000円

雇用期間の定めなし

中型車の運転手 丸永運送株式会社　仙台
支店

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼７８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

137,000円～
137,000円

雇用期間の定めなし

豚の飼養管理 株式会社　ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町新寺字山鳥２１５
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

147,560円～
234,360円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　東北スヤマ 宮城県柴田郡村田町小池３２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

大型運転手（１０ｔ） 両備トランスポート株式
会社群馬支店　宮城営業
所

宮城県柴田郡村田町大字沼田字蛇沢４１
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

243,915円～
243,915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
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時給
不問 (1)10時00分～16時15分

1
人 TEL 0224-53-3111 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 1302211 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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- 1286111 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時40分～16時40分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04050- 1287711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 8時30分～17時30分
の間の4時間程度

2
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050- 1292611 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時30分～12時30分

(2)9時30分～13時30分

1 (3)8時30分～16時30分

人 TEL 0224-63-2445 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 1293911 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-2035 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1296811 就業場所

時給
不問 8時00分～17時00分

の間の3時間程度
1

人 TEL 0224-56-2035 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1297211 就業場所

時給 看護師
不問 (1)9時00分～15時30分 准看護師

1
人 TEL 0224-52-7781 （従業員数 34人 ）

パート労働者 04050- 1279711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

不問 8時00分～16時30分
の間の6時間程度

5
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 76人 ）

パート労働者 04050- 1271211 就業場所

キャディ ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 労災

1,666円～1,666円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育補助 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　第二光の子保
育園

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広５０－
２

雇用・労災・健
康・厚生

1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 有限会社平間工務店 宮城県柴田郡柴田町槻木西２丁目１４－
３

雇用・労災

950円～1,100円
雇用期間の定めなし

土木作業員 有限会社平間工務店 宮城県柴田郡柴田町槻木西２丁目１４－
３

雇用・労災・健
康・厚生

1,333円～1,333円
雇用期間の定めなし

調剤補助、調剤事務 有限会社　メディファル 宮城県角田市角田字旭町２４－４ 雇用・労災

850円～1,050円
雇用期間の定めなし

運転業務員（デイサー
ビス）

社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

労災

850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電熱製品の製造作業員 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

870円～870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

870円～870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

スクールサポートス
タッフ

宮城県大河原教育事務所 宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災

827円～827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
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●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！ 


