
 

 

令和３年５月６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 

 



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

6
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1347011 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

6 (3)0時30分～9時30分
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1348311 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

6 (3)0時30分～9時30分
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1349611 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～21時00分

(2)20時30分～9時30分

6
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050- 1350811 就業場所 宮城県角田市 拠出
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 45人 ）

正社員 04050- 1355311 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-2279 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1342711 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-1143 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1344211 就業場所

日給
64歳以下 (1)8時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-84-2357 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1334711 就業場所

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-84-2171 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1338411 就業場所

日給
20歳～59歳 (1)6時30分～21時00分

2
人 TEL 0224-87-2011 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1339011 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 第二種電気工事士
不問 (1)6時30分～15時30分

(2)12時30分～21時30分

1
人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 1341111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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- 1318711 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 45人 ）

正社員 04050- 1320411 就業場所

月給 保育士
不問 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-87-6195 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1323611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 社会福祉士

65歳以下 (1)8時00分～17時00分 保育士
ホームヘルパー２級

1
人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1314311 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1315611 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 准看護師

1
人 TEL 0224-84-4853 （従業員数 36人 ）

正社員 04050- 1316911 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　あれば

尚可

看護師 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

217,000円～
279,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 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

204,100円～
260,000円

雇用期間の定めなし

支援員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

保育士 羽應　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南７９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

鋼製建具施工管理 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

241,000円～
342,000円

雇用期間の定めなし

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

商業施設の設備管理
（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

146,880円～
155,040円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

客室係 株式会社　不忘閣 宮城県柴田郡川崎町青根温泉１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
217,000円

雇用期間の定めなし

事務補助 国土交通省　東北地方整
備局　釜房ダム管理所

宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山１
０－６

雇用・公災・健
康・厚生

147,460円～
195,738円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

伐木、集材作業員 株式会社　フォレスト高
橋

宮城県柴田郡川崎町大字前川字中西１３
７

雇用・労災・健
康・厚生

302,400円～
378,000円

雇用期間の定めなし

事務 有限会社　角田安全ガス 宮城県角田市角田字町２８２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

製造部門管理者 庄司電気株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１５
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
230,000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

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

【面接会：２】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

【面接会：１】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

【面接会：３】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

加入保険等 必要な免許資格

［面接会：４］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

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 5月 6 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 5月 6 日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1322311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1326711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1328211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 大型自動車免許

不問 (1)7時45分～16時15分

(2)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

正社員以外 04050- 1304411 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～16時20分

(2)16時00分～0時20分

1 (3)0時00分～8時20分
人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 405人 ）

正社員以外 04050- 1306311 就業場所

月給
35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- 1307611 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- 1308911 就業場所

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

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

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

製造設備オペレーター 東北特殊鋼　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
３

雇用・労災・健
康・厚生

159,600円～
159,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

庁務（臨時職員） 宮城県立船岡支援学校 宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目３番１
号

公災・健康・厚
生

136,500円～
237,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士［キッズフィー
ルドおおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィー
ルドフォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィー
ルド大河原駅前園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし
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時給
不問

2
人 TEL 0224-83-4511 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1345511 就業場所

時給
不問 (1)18時30分～22時30分

1
人 TEL 0224-53-2111 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1346411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時15分～16時15分

1
人 TEL 0224-53-3111 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 1351211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

1
人 TEL 0224-84-4595 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 1332911 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)7時00分～11時00分

1
人 TEL 0224-62-5452 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 1333111 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～14時45分

3
人 TEL 0224-51-5500 （従業員数 587人 ）

パート労働者 04050- 1335811 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～12時30分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-86-5472 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1336211 就業場所

時給 交替制あり 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～13時30分

(2)11時50分～16時50分

1
人 TEL 0224-86-5472 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1337511 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-83-6291 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1343811 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分

2 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-83-2918 （従業員数 55人 ）

パート労働者 04050- 1352511 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 大型自動車免許

不問 (1)7時00分～9時00分
(2)15時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1319811 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～9時00分

(2)6時00分～9時00分

2
人 TEL 0224-57-1115 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1317111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 調理師

不問 (1)9時00分～14時00分 管理栄養士

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1324911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 栄養士

不問 (1)9時00分～14時00分 管理栄養士

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1325111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

不問

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1327811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

不問

1
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1329511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 0224-63-1311 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 1305011 就業場所 宮城県角田市

（１）8時３０分～１７時
００分の間の４時間以上

（１）１８時00分～21時
00分の間の２時間以上

（１）８時１０分～１７時
００分の間の５時間程度

（１）７時３０分～１０時
３０分の間の４時間程度

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

850円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（１）７時００分～２０時
００分の間の７時間程度

保育士［キッズフィー
ルドおおがわら園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（１）７時３０分～１９時
３０分の間の４時間程度

保育士［キッズフィー
ルドフォルテ園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

栄養士［キッズフィー
ルド大河原駅前園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

労災

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員［キッズフィー
ルド大河原駅前園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

労災

830円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴルフ練習場の集球業
務

仙南カイハツ商事　株式
会社

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

労災

825円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバー 社会福祉法人臥牛三敬会
第二虹の園

宮城県角田市佐倉字町裏一番６３番地 雇用・労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理スタッフ 株式会社グリーン・グ
リーン
菅生パ－キングエリア
（上り線）

宮城県柴田郡村田町大字菅生字新堀２８ 雇用・労災・健
康・厚生

825円～825円
雇用期間の定めなし

電子部品組立、検査 中谷産業株式会社　　仙
台工場

宮城県柴田郡村田町大字村田字小池３２
－１

雇用・労災

840円～840円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護福祉士 はびりす　合同会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

機能訓練指導員 はびりす　合同会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

雇用・労災

1,400円～1,600円
雇用期間の定めなし

事務補助員 みやぎ県南中核病院企業
団　みやぎ県南中核病院

宮城県柴田郡大河原町字西３８－１ 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）

鶏卵の集卵、コンテナ
詰め作業

佐藤養鶏（佐藤昌夫） 宮城県角田市角田字野田１０－２ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

カウンター内での受付 カラオケスタジオ田園 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁５６
－１

労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし

スクールサポーター
（緊急学校支援員）

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

1,450円～1,450円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

受付・会計事務 大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 労災

1,236円～1,236円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

加入保険等 必要な免許資格

製品製造・検査 ＫＥＭ（ＪＡＰＡＮ） 宮城県柴田郡村田町大字小泉字荒芳賀１
８

雇用・労災

830円～830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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●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！ 


