
 

 

令和２年１０月１５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 

 



日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
不問 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2900701 就業場所

月給 看護師
59歳以下 (1)8時45分～18時45分 准看護師

(2)8時45分～12時45分

1 (3)9時45分～13時45分

人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2910201 就業場所

月給 あん摩マッサージ指圧師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 柔道整復師

1

人 TEL 0224-86-5472 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2911501 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1

人 TEL 0224-63-2721 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 2912001 就業場所

月給
35歳以下 (1)6時00分～15時00分

2

人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2883601 就業場所 宮城県角田市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1

人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2884901 就業場所 宮城県角田市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1

人 TEL 0224-63-1481 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2885101 就業場所 宮城県角田市
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- 2887701 就業場所 宮城県角田市
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- 2888801 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-66-4606 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2889201 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

30歳以下 (1)8時30分～17時25分

1

人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2890001 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時25分

1

人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2891301 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 2893901 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 玉掛技能者

36歳以下 (1)8時00分～17時00分 床上運転式クレーン
限定運転士

2 大型自動車免許

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2895401 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン
運転技能者

1 玉掛技能者
人 TEL 0224-66-5323 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2896701 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-66-5323 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2897801 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり

39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- 2903501 就業場所 宮城県角田市

正・准看護師 じん整形外科クリニッ
ク

宮城県柴田郡大河原町字小島２６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

１０ｔトラック運転手 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

276,000円～
414,000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

購買、管理業務 株式会社　マトロ 宮城県角田市梶賀字高畑南３５０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

あんまマッサージ指圧
師・柔道整復師・鍼灸師

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・健
康・厚生

250,000円～
290,000円

雇用期間の定めなし

支援員 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・健
康・厚生

151,900円～
177,700円

雇用期間の定めなし

支援員 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・健
康・厚生

151,900円～
177,700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

事務員 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・健
康・厚生

146,900円～
162,700円

雇用期間の定めなし

消防設備点検施工 株式会社　さいとう設
備

宮城県角田市梶賀字一里壇１５３番地２
０

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

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

束線図の作成及び製造
管理

オージーイーアトム
株式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

束線図の作成及び製造
管理

オージーイーアトム
株式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
199,000円

雇用期間の定めなし

工場作業員 有限会社　京浜金属工
業　仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

工場作業員 有限会社　京浜金属工
業　仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

156,403円～
159,767円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ダンプカー運転手 最上建材　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前１０
０－２１

雇用・労災・厚
生

211,100円～
307,700円

雇用期間の定めなし

大型セルフローダー運
転手

最上建材　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前１０
０－２１

雇用・労災・健
康・厚生

211,100円～
307,700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

◎ 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 2年 1０月 １５日発行

ハローワーク大河原

1



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 2年 1０月 １５日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1

人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2904001 就業場所

月給 交替制あり ホームヘルパー２級

65歳以下 (1)8時30分～17時30分 社会福祉士
(2)12時30分～21時30分 保育士

2

人 TEL 0224-86-5477 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2907901 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 宅地建物取引士

59歳以下 (1)8時30分～17時00分 （旧：宅地建物取引主任者）

1

人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2909401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 大型自動車免許

不問 (1)8時30分～17時00分 フォークリフト運転技能者

2

人 TEL 0224-51-4233 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 2877101 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 ５トン限定準中型自動車免許

不問 (1)8時30分～17時00分 フォークリフト運転技能者

2

人 TEL 0224-51-4233 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 2878401 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

不問 (1)8時30分～17時30分

1

人 TEL 0224-51-4233 （従業員数 29人 ）

正社員 04050- 2879701 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 看護師

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師

2

人 TEL 0224-51-4601 （従業員数 60人 ）

正社員 04050- 2848501 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護福祉士
(2)20時00分～5時00分 保育士

2 (3)5時00分～14時00分

人 TEL 0224-51-4601 （従業員数 60人 ）

正社員 04050- 2849001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

59歳以下 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分

1 (3)16時00分～9時00分

人 TEL 0224-62-1731 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 2852401 就業場所 宮城県角田市
月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-55-0384 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2855201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

1 車両系建設機械（整地・運搬

人 TEL 0224-52-2172 （従業員数 24人 ） ・積込用及び掘削用）

正社員 04050- 2856501 就業場所 運転技能者

日給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

1 車両系建設機械（整地・運搬

人 TEL 0224-52-2172 （従業員数 24人 ） ・積込用及び掘削用）

正社員 04050- 2857001 就業場所 運転技能者

月給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
59歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士

(2)9時00分～18時00分 社会福祉士
1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2858301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2859601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2860401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

59歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 社会福祉士

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2861701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

59歳以下 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分 社会福祉士

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2862801 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

倉庫管理および配送 株式会社　ワカキ 宮城県角田市角田字幸町３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

賃貸住宅営業 株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

支援員 ほっとファーム株式会
社　ｉｂｉｓ　ｃａｆ
ｅ

宮城県柴田郡柴田町槻木新町１－２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

４トントラック運転手 有限会社　丸孝商事 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１４
０

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

１０トントラック運転
手

有限会社　丸孝商事 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１４
０

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師 有限会社　ケイ 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

188,320円～
256,800円

雇用期間の定めなし

事務員 有限会社　丸孝商事 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１４
０

雇用・労災・健
康・厚生

138,700円～
138,700円

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人あけの星
会

宮城県角田市横倉字丸山１番地 雇用・労災・健
康・厚生

159,800円～
209,800円

雇用期間の定めなし

児童指導員・介護員・
支援員

有限会社　ケイ 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４－４ 雇用・労災・健
康・厚生

142,100円～
188,320円

雇用期間の定めなし

ダンプトラック運転業務
および車両系建設機械運
転業務

株式会社　枡建設 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根２３
９－３

雇用・労災・健
康・厚生

196,350円～
277,200円

雇用期間の定めなし

太陽光電気工事、屋内
配線工事

三進　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字東原前１
６２－９

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（小規模多機
能型居宅介護）

特定非営利活動法人
もみの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

150,800円～
193,000円

雇用期間の定めなし

一般土木工事作業および
車両系建設機械運転業務

株式会社　枡建設 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根２３
９－３

雇用・労災・健
康・厚生

196,350円～
277,200円

雇用期間の定めなし

介護職員（宮城県介護人
材確保支援事業・資格取
得全額補助）

特定非営利活動法人
もみの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

149,800円～
154,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（宮城県介護人
材確保支援事業・小規模
多機能）

特定非営利活動法人
もみの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

149,800円～
154,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（グループ
ホーム・夜勤なし）

特定非営利活動法人
もみの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

150,800円～
193,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（グループ
ホームつくし）

特定非営利活動法人
もみの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

150,800円～
193,000円

雇用期間の定めなし

2



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 2年 1０月 １５日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-2081 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2863201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり 薬剤師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～18時00分

2

人 TEL 0224-82-1320 （従業員数 53人 ）

正社員 04050- 2864501 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～17時00分

2

人 TEL 0224-72-1048 （従業員数 17人 ）

正社員以外 04050- 2866301 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2

人 TEL 0224-83-4414 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2867601 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

39歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～18時30分

1

人 TEL 0224-63-1395 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2868901 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

1

人 TEL 0224-63-5414 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2870801 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時50分～18時20分

1

人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2871201 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時50分～18時20分

1

人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2872501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)9時30分～18時30分

1

人 TEL 0224-51-1100 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2873001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-55-4861 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04050- 2876901 就業場所

月給 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 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 2880501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許
35歳以下 (1)8時15分～17時15分 準中型自動車免許

2

人 TEL 0224-58-2600 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2820701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-83-5632 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2821801 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 美容師

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

2

人 TEL 0224-56-2026 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2822201 就業場所

月給 変形（1年単位） 玉掛技能者
不問 (1)8時00分～17時00分

5

人 TEL 0224-61-1210 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 2825301 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 2826601 就業場所

月給 変形（1年単位） 日商簿記３級
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1

人 TEL 0224-51-8018 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2827901 就業場所

薬剤師 有限会社メディカルイ
トウ　さくら薬局

宮城県角田市佐倉字畑田南２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

396,000円～
527,000円

雇用期間の定めなし

介護職員（宮城県介護人
材確保支援事業・夜勤な
し）

特定非営利活動法人
もみの木会

宮城県柴田郡柴田町船岡東１丁目２番８
２

雇用・労災・健
康・厚生

149,800円～
154,000円

雇用期間の定めなし

運転手兼作業員 有限会社　マルジン 宮城県柴田郡村田町大字村田字榎下１６ 雇用・労災・健
康・厚生

143,220円～
164,920円

雇用期間の定めなし

土木作業員 船山建設　株式会社 宮城県伊具郡丸森町字銀杏７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

184,450円～
227,850円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木・舗装工事の現場
管理

株式会社　ウジエ道路
工業

宮城県角田市尾山字横町６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

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・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災・健
康

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

歯科助手 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災・健
康

150,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

二次加工・検査補助員 株式会社　大善製作所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
８

雇用・労災・健
康・厚生

147,551円～
152,728円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業［大河原］ 株式会社モトキ　ドコ
モ事業部

宮城県柴田郡大河原町字新南５９番地８ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

便利屋 株式会社トニー 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目１１－
６

雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

美容師スタイリスト 株式会社　カトレィア 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

工業炉の築炉、解体、
補修

株式会社サザンサー
キット

宮城県柴田郡村田町大字菅生字長谷小屋
５－１

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
198,000円

雇用期間の定めなし

一般土木作業員 大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

198,900円～
234,000円

雇用期間の定めなし

現場作業員 有限会社　ＴＴＭジャ
パン

宮城県角田市角田字町田３０４－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 小山浩文税理士・行政
書士事務所

宮城県柴田郡大河原町字町８６ 雇用・労災

245,850円～
260,750円

雇用期間の定めなし

3



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 2年 1０月 １５日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

不問 (1)8時15分～17時00分 その他の土木・測量技術

関係資格
2

人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2828101 就業場所

月給 変形（1年単位） 車両系建設機械（基礎

不問 (1)8時15分～17時00分 工事用）運転技能者

3

人 TEL 0224-62-0186 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2829401 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位） 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
車両系建設機械（整地・運搬

2 ・積込用及び掘削用）

人 TEL 0224-86-3938 （従業員数 10人 ） 運転技能者

正社員 04050- 2830201 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時45分～17時00分

(2)9時45分～19時00分

2 (3)15時00分～9時30分

人 TEL 0224-62-3321 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 2831501 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- 2832001 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり

65歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)12時30分～21時30分

2

人 TEL 0224-86-5477 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2833301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

65歳以下 (1)9時00分～18時00分

2

人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2836101 就業場所

月給
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2838701 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)13時15分～22時00分

1 (3)5時00分～11時00分

人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

正社員以外 04050- 2843101 就業場所

日給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

5

人 TEL 0224-51-8022 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050- 2845701 就業場所 福島県南相馬市
日給 大型自動車免許

不問 (1)7時00分～16時00分

1

人 TEL 0224-55-1271 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2846801 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

土木・舗装現場管理 有限会社　赤坂舗装建
設

宮城県角田市尾山字香取原２５ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
465,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 羽山興業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上１３
４

雇用・労災・健
康・厚生

192,950円～
272,400円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター及び
土木作業員

有限会社　赤坂舗装建
設

宮城県角田市尾山字香取原２５ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
315,000円

雇用期間の定めなし

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

152,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

生活支援員 社会福祉法人　恵萩会
はぐくみ学園

宮城県角田市島田字御蔵林５９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

148,600円～
184,200円

雇用期間の定めなし

児童発達支援管理責任
者

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

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 ほっとファーム株式会
社　ｉｂｉｓ　ｃａｆ
ｅ

宮城県柴田郡柴田町槻木新町１－２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

寄宿舎指導員（臨時） 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

雇用・労災・健
康・厚生

160,800円～
312,300円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

サービス管理責任者 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

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

コンクリートミキサー
車運転手

株式会社高野砂利店 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字砂田７０
－２

雇用・労災・健
康・厚生

239,000円～
286,800円

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員（仙南地
域及び南相馬市近郊）

株式会社　仙台グラン
ド警備　仙南営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２丁目６－
１５

雇用・労災・健
康・厚生

162,750円～
184,450円

雇用期間の定めなし

4



時給
不問 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

3

人 TEL 0224-52-0044 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 2894101 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-55-4861 （従業員数 27人 ）

パート労働者 04050- 2899501 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

1

人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2905301 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時30分～14時30分

1

人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 16人 ）

パート労働者 04050- 2906601 就業場所 宮城県角田市
時給 フォークリフト運転技能者

59歳以下 8時30分～16時00分の
間の5時間程度

2

人 TEL 0224-83-4414 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2854801 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

66歳以下 (1)8時30分～14時30分

1

人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 2865001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 9時00分～18時30分の
間の4時間以上

1

人 TEL 0224-63-1395 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2869101 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

2

人 TEL 0224-87-6846 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 2875601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

不問 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 2881001 就業場所

時給
不問 10時00分～21時00分の

間の3時間以上
3

人 TEL 0224-87-2405 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2824001 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)6時20分～12時00分

(2)9時30分～13時40分

1 (3)12時50分～18時20分

人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

パート労働者 04050- 2834601 就業場所

時給
59歳以下 (1)8時50分～16時00分

1

人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 34人 ）

パート労働者 04050- 2835901 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 保育士

不問 (1)7時30分～11時30分
(2)15時00分～19時00分

1

人 TEL 0224-87-6195 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 2842901 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 8時30分～17時30分の 介護福祉士
間の3時間以上 保育士

2

人 TEL 0224-51-4601 （従業員数 60人 ）

パート労働者 04050- 2851101 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

二次加工・検査補助要
員

株式会社　大善製作所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
８

雇用・労災・健
康・厚生

855円～885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

工場作業員 有限会社　京浜金属工
業　仙台支店

宮城県柴田郡大河原町字中の倉１４５ 雇用・労災

850円～850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

弁当の調理 合同会社　あぐりっと
かくだ

宮城県角田市毛萱字舘下１１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

カフェスタッフ 合同会社　あぐりっと
かくだ

宮城県角田市毛萱字舘下１１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員 特定非営利活動法人
ほっとあい

宮城県柴田郡大河原町字町２７９番１ 労災

830円～830円雇用期間の定めなし

作業員 有限会社　マルジン 宮城県柴田郡村田町大字村田字榎下１６ 雇用・労災

825円～950円雇用期間の定めなし

介護用品クリーニング
作業

株式会社　ドリーム 宮城県柴田郡柴田町剣崎１丁目２－１ 雇用・労災

825円～825円雇用期間の定めなし

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

ホールスタッフ［大河
原］

株式会社　坊源 宮城県柴田郡川崎町　青根温泉８－１０ 雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし

２ｔトラック運転手 大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 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
月以上）

ドリンクサービス、
ルートセールス

株式会社　ダスキン大
河原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めなし

学校給食及び寄宿舎給
食調理

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

雇用・労災

827円～827円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童指導員・介護員・
支援員

有限会社　ケイ 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４－４ 労災

830円～1,100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番地２ その他

900円～950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
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◆本誌は 

ハローワーク大河原で受理した直近の１週間の求人を掲載しております。 
※掲載した求人の中に、すでに紹介・応募者がおり、採用済みで無効となっている場合もあります。 

※掲載スペースの都合上、受付したすべての求人の掲載はしておりません。 

※配布場所は、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・丸森町役場となっておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

また、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・七ヶ宿町のＨＰにも 

掲載しております。 

◆掲載内容について 

 フルタイム求人・・・「基本給」＋「定期的に支払われる手当」の合計金額が記載してあります。 

通勤手当・皆勤手当等、その他の手当は含まれておりませんので求人票でご確認してください。 

 パートタイム求人・・時給単価が記載してあります。 

※給与形態が日給・時給の場合は月額給与での表示となっている場合があります。 

 ◆応募を希望される方は 

求人の内容の詳細や締切状況等をハローワークで確認し、必ず紹介状の交付を受けて応募してください。 

 ハローワークの利用時間は８時３０分～１７時１５分（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁）です。 

≪お願い≫ 

●当所をご利用の方は、オーガ３階または屋上の駐車場をご利用ください。 

なお、４階は契約者専用の駐車場で、ご利用できませんのでご注意ください。 

●駐車場は利用者すべての方が、２時間までは無料で利用できます。 

それ以降は１時間毎に１００円の利用料金が必要になります。 

●路上駐車やセブン・イレブン等、ご迷惑となる駐車は絶対にしないでください。 

●オーガ駐車場は左折入庫専用です。 

右折入庫は交通事故の原因となりますので、絶対に右折入庫はしないでください。 

※その他ご不明な点については、当所の紹介窓口までお尋ねください。 

◆求人情報のＱＲコード 

 

  

コ ム ズ ご 利 用 に あ た っ て 

ハローワーク 

インターネットサービス 


