
 

 

令和３年８月１９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！ 



日給 変形（1年単位）
不問 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-79-2501 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2587511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
不問 (1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時00分～18時00分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-86-5906 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04050- 2566911 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-7090 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2567111 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位）

不問

1
人 TEL 0224-87-7233 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050- 2568711 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

1
人 TEL 0224-63-3342 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2570411 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-58-7561 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2571011 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)16時30分～9時30分

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2572311 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-5711 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2573611 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 2574911 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050- 2575111 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-62-3217 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2578211 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

正社員以外 04050- 2579511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

正社員 04050- 2580311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
時給

不問 (1)8時40分～17時25分
(2)9時00分～17時45分

1 (3)9時30分～18時15分
人 TEL 0224-55-2350 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04050- 2582911 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 7人 ）

正社員 04050- 2583111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員 04050- 2563011 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員以外 04050- 2585811 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

受配電盤・制御盤等の
組立作業

古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

142,120円～
150,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

受配電盤・制御盤等の
組立作業

古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

貿易業務（輸出） 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

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

郵便・貯金の窓口 日本郵便株式会社　柴田
郵便局

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目１０
－１９

雇用・労災・健
康・厚生

136,000円～
136,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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～
180,000円

雇用期間の定めなし
(1)00時00分～23時59

分の間の8時間程度

介護員（介護職員初任
者研修）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生

153,360円～
204,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業事務 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

153,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

介護員（資格なし） 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生

144,840円～
178,920円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護助手 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

141,100円～
153,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務 油井眼科医院 宮城県角田市角田字牛舘５８ 雇用・労災・健
康・厚生

149,100円～
178,920円

雇用期間の定めなし

生活支援員（正職員
Ｂ）

こころリハビリセンター
生活訓練事業所

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
５ー５

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

通信設備、電気工事作
業員

有限会社　ハヤマテック 宮城県柴田郡柴田町大字成田字舘山１２ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

金属工作機械工（未経
験可）

有限会社　富田製作所 宮城県角田市藤田字源内２３ 雇用・労災・健
康・厚生

151,200円～
184,800円

雇用期間の定めなし

葬祭施行スタッフ（村
田町）

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１０－
３

雇用・労災・健
康・厚生

136,910円～
136,910円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～21時00分
の間の７時間以上

内装工 株式会社　斎藤内装 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字新日の崎
１－３

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

介護職員  株式会社ジーマープル
小規模多機能型居宅介護
施設　さんさの里

宮城県角田市佐倉字小山東１８３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～
171,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場土木作業員 山戸田興業　株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

197,200円～
243,600円

雇用期間の定めなし

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 8月 19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 8月 19日発行

ハローワーク大河原

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員以外 04050- 2586211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 42人 ）

正社員 04050- 2556311 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分

5 (3)9時00分～17時30分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 75人 ）

正社員以外 04050- 2558911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級
(2)8時30分～17時30分

3 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-58-3300 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 2559111 就業場所 厚生
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員 04050- 2560211 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-3421 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2561511 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-83-2340 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2549911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-83-2340 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2550711 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

40歳以下 (1)9時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-1936 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2552211 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位） ２級電気工事施工管理技士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 第二種電気工事士

2
人 TEL 0224-52-3473 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 2553511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 2555011 就業場所 宮城県角田市

福祉用具の販売・配達 有限会社　カナガミケア
リンク

宮城県角田市角田字田町１２３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

138,720円～
138,720円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

電気工事見習い 仙南配電工事　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字稗田前１３
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

207,400円～
219,600円

雇用期間の定めなし

営業総合職 富国生命保険　相互会社
仙台支社　角田中央営業
所

宮城県角田市角田字大町１－３（市役所
東）

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　今野建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦１０
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

195,300円～
325,500円

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 株式会社　今野建設 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦１０
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

総務、総合事務員 株式会社　イワサ 宮城県角田市梶賀字高畑南４３１ 雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

塗装工 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護職（介護職員初任
者研修）

医療法人杏林会　介護老
人保健施設リハビリパー
クさくら

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄６丁目６－
５

雇用・労災・健
康・厚生

166,900円～
198,000円

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,724円～
190,224円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

２ｔトラック運転手兼
フォークリフト作業員兼自
動車整備作業

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～
250,000円

雇用期間の定めなし

塗装工 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,480円～
252,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 介護職員実務者研修修了者

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

パート労働者 04050- 2576711 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 139人 ）

パート労働者 04050- 2577811 就業場所 宮城県角田市
月給 ドクターズクラーク（医師事務作業補助技能認定）

不問 (1)8時30分～15時15分

1
人 TEL 0224-51-5500 （従業員数 587人 ）

パート労働者 04050- 2557611 就業場所

時給
64歳以下 (1)9時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-51-3277 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 2562411 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

65歳以下

2
人 TEL 0224-86-4721 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 2546011 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時45分～10時00分
(2)15時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-82-2181 （従業員数 106人 ）

パート労働者 04050- 2554411 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

介護福祉士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,100円～1,350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（介護職員初任
者研修）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医師事務作業補助員 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

983円～983円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

プラスチック精密部品
製造

有限会社カツヨテクノロ 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向１８
１

雇用・労災

825円～835円
雇用期間の定めなし

相談支援専門員 ほっとファーム株式会社
ほっとファーム柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木上町３丁目１６
－２５

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

運転手兼介護助手 社会福祉法人　宮城福祉
 会　

介護老人保健施設　あい
やま

宮城県柴田郡村田町大字村田字相山１０
０番地５

雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

◎ 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


