
 

 

令和３年 4月 1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 

 



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- 1042611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 美容師
59歳以下 (1)10時00分～19時00分 理容師

1

人 TEL 090-2980-2187 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1047211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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

(2)9時00分～18時00分
1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-87-8256 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1030511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー１級

(2)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 180人 ）

正社員 04050- 1031411 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 ８時３０分～８時２９分の

間の８時間
1

人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 19人 ）

正社員以外 04050- 1032011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)15時00分～0時00分
1

人 TEL 0224-52-1078 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04050- 1033311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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00分～17時00分

1

人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1034611 就業場所 宮城県角田市
時給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-68-2014 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1036111 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）
18歳～59歳 (1)8時00分～20時15分 有機溶剤作業主任者

(2)20時00分～8時15分 フォークリフト運転技能者

1 (3)8時00分～17時00分

人 TEL 0224-83-4483 （従業員数 38人 ）

正社員 04050- 1025311 就業場所

時給 危険物取扱者（丙種）
不問 (1)7時00分～16時00分

1

人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1035911 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
不問 (1)8時00分～17時00分

1

人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1019611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

2

人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1020811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1

人 TEL 0224-75-2211 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 1021211 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 ００時００分～２３時５９分の

間の８時間程度
1

人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 1022511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1ヶ月単位） 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 0224-54-2340 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1023411 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

製造現場スタッフ
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）

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

介護員 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・健
康・厚生

175,000円～
203,000円

雇用期間の定めなし

美容師、理容師（有資
格者）

Ｃｕｔ１０００　イオン
タウン柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原
１９４－１

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

安全対策保安員（警備
業務）

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～
150,960円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ケアワ－カ－（介護職
含）【正職員Ｂ】

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・健
康・厚生・財形

141,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

２ｔトラック運転手兼
フォークリフト作業員

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

185,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

設備管理等業務 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～
159,120円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

化学製品製造工 三丸化学　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘１
２番地の１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,500円～
254,400円

雇用期間の定めなし

農耕、牛舎作業員 株式会社　森谷畜産 宮城県角田市岡字小沢田２３ 雇用・労災・健
康・厚生

196,800円～
246,000円

雇用期間の定めなし

現場管理者 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場のハウスリネ
ン

株式会社　仙台南ゴルフ
倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

136,710円～
144,305円

雇用期間の定めなし

電気工事［角田市・丸
森町］

有限会社　中村電気工事 宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字寺前３７ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

185,600円～
278,400円

雇用期間の定めなし

土木施工監督 株式会社　四保工務店 宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１－１
３

雇用・労災・健
康・厚生

271,500円～
350,000円

雇用期間の定めなし

フロント業務 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・健
康・厚生

156,000円～
156,000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
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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- 1043911 就業場所

時給
不問 (1)7時30分～12時00分

(2)17時00分～21時00分

1
人 TEL 0224-51-1231 （従業員数 73人 ）

パート労働者 04050- 1044111 就業場所

時給
65歳以下 (1)8時30分～15時00分

1
人 TEL 0224-83-4818 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1045711 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-1346 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 1046811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 作業療法士

不問 (1)13時00分～17時00分 理学療法士
(2)13時30分～17時30分 言語聴覚士

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1037711 就業場所

時給 保育士
不問 (1)13時00分～17時00分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1038811 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

(2)13時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1039211 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時30分

(2)13時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1040011 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～11時00分

(2)8時30分～11時30分

1 (3)14時00分～17時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 1041311 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～12時00分

3 (3)12時00分～17時00分

人 TEL 0224-26-8608 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 1028111 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)6時00分～9時00分
(2)22時00分～6時00分

2
人 TEL 0224-73-1050 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 1029711 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

加入保険等 必要な免許資格

製造現場スタッフ　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）

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

鮮魚の品出し 株式会社　ヨークベニマ
ル　大河原店

宮城県柴田郡大河原町字小島２番地１ 雇用・労災

845円～845円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

材料供給、完成品処理工（メ
ンテナンス）

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

825円～835円
雇用期間の定めなし

塗装工 大島塗装店　株式会社 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目３－
３５－９

雇用・労災

900円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

作業療法士　理学療法
士　言語聴覚士

一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育士 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

児童指導員 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災

950円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

障害者（児）支援員 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバー 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

青果販売、飲食スタッ
フ

株式会社　生駒農場 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１４
１

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

コンビニ店員 ファミリーマート丸森舘
矢間店（湯上　和博）

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１
６０－１

労災

825円～825円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

◎ 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 


