
 

 

令和２年３月２６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 
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月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

(2)8時00分～17時00分

5 (3)18時00分～3時00分

人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

正社員 04050- 1009401 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 大型自動車第二種免許
65歳以下 6時00分～5時59分の

間の8時間
3

人 TEL 0224-85-2060 （従業員数 77人 ）

正社員 04050- 1010201 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時45分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1703 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1012001 就業場所

日給 変形（1年単位） 車両系建設機械
59歳以下 (1)7時45分～17時00分 （整地・運搬・積込用

及び掘削用）
1 運転技能者

人 TEL 0224-72-1703 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1014601 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

38歳以下 (1)9時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 26人 ）

正社員 04050- 1015901 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-5270 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  996501 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-87-8233 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1001801 就業場所

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
人 TEL 0224-87-8233 （従業員数 9人 ） （整地・運搬・積込用

正社員 04050- 1002201 就業場所 及び掘削用）運転技能者

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-7121 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1003501 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生
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

1
人 TEL 0224-83-4590 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 1004001 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-5200 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04050- 1005301 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 ガス溶接技能者
アーク溶接技能者（基本級）

3
人 TEL 0224-51-9261 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1006601 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- 1007901 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時45分～19時00分

2
人 TEL 0224-61-1233 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1008101 就業場所

時給 変形（1年単位） 栄養士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050-  979801 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 69人 ）

正社員 04050-  980301 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-1353 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  983101 就業場所

鉄骨工事関連作業員 株式会社　吉内鉄工建設 宮城県角田市梶賀字高畑南２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

219,450円～
277,200円

雇用期間の定めなし

惣菜売場担当［マルコ
店］

株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

品質衛生管理業務 株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

雇用・労災・健
康・厚生

142,760円～
172,000円

雇用期間の定めなし

販売スタッフ ヤマセエレクトロニクス
株式会社　　ａｕショッ
プ角田

宮城県角田市角田字緑町１４－７ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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

建設作業員 サクラ工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納２
００－１

雇用・労災・健
康・厚生

277,200円～
346,500円

雇用期間の定めなし

事務員（葬祭課） 株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡大河原町字甲子町２番地４ 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）

土木工事監督 大西開発　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字石生２７
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

営業事務 株式会社まるやま　サロ
ンおおかわら

宮城県柴田郡大河原町字新南４８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプ運転手 株式会社　孝美建設 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前
１６－６

雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
297,700円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　孝美建設 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前
１６－６

雇用・労災・健
康・厚生

251,900円～
297,700円

雇用期間の定めなし

建設関係事務 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

130,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　マルテー東北
石橋

宮城県柴田郡村田町大字村田字石生３０
７－３

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター兼土
木作業員

株式会社　照井建業 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川
１９７

雇用・労災・健
康・厚生

248,600円～
316,400円

雇用期間の定めなし

土木作業員及び運転手 株式会社　照井建業 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川
１９７

雇用・労災・健
康・厚生

180,800円～
248,600円

雇用期間の定めなし

バス運転手 株式会社　タケヤ交通 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南
３ー４

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

食品製造スタッフ 山崎製パン　株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

151,820円～
185,150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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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 ３月２６日発行 

  ハローワーク大河原 

月給 視能訓練士
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-53-1113 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  986801 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生
月給 変形（1年単位） 一級建築士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

1
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  989001 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-53-2242 （従業員数 21人 ）

正社員 04050-  990901 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-84-5986 （従業員数 18人 ）

正社員以外 04050-  992401 就業場所

月給 １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

車両系建設機械

1 （整地・運搬・積込用

人 TEL 0224-63-5270 （従業員数 9人 ） 及び掘削用）運転技能者

正社員 04050-  994801 就業場所 宮城県角田市 玉掛技能者

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-84-6681 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-  997001 就業場所

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時00分～16時45分

2
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 120人 ）

正社員 04050-  966601 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)10時00分～20時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  968101 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)10時00分～20時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  969401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)10時00分～21時00分

(2)17時00分～23時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

正社員 04050-  970201 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時15分～18時45分

(2)8時15分～13時45分

2
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-  972001 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-2165 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  975901 就業場所

ダクト工事要員 有限会社　佐久間工業 宮城県角田市豊室字江合１０３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

医療事務 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

150,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

調理係（とり八） 株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

調理係（とんかつ夕や
け）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

ホール係（とんかつ
夕やけ）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

技術職（技術、設計
職）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

事務員 川崎町観光協会 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１７
５－１

雇用・労災・健
康・厚生

150,600円～
150,600円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　ＨＤＭ 宮城県角田市梶賀字一里壇１５３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

電線ケーブル加工 株式会社　ティ・ケー・
ケー

宮城県柴田郡川崎町大字前川字大森１０
９

雇用・労災・健
康・厚生

146,475円～
146,475円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木施工管理技術者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

305,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社　斎藤工務店 宮城県柴田郡大河原町字錦町５－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

305,000円～
420,000円

雇用期間の定めなし

視能訓練士 医療法人社団　博優会 宮城県柴田郡大河原町字西町８０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし
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時給 看護師
59歳以下 (1)11時00分～15時00分 准看護師

1
人 TEL 0224-86-5472 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-  995201 就業場所

時給 交替制あり 保育士
不問 (1)7時30分～15時30分

(2)10時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-62-4781 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 1013301 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)10時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050- 1016101 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)7時30分～16時00分
(2)11時00分～19時30分

1
人 TEL 0224-56-3111 （従業員数 1,150人 ）

パート労働者 04050- 1017401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)16時30分～20時30分

(2)17時30分～21時30分

5 (3)18時30分～22時30分

人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 670人 ）

パート労働者 04050- 1000701 就業場所

時給 保育士
不問 12時00分～19時00分の

間の4時間程度
1

人 TEL 022-253-6947 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050-  984401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 危険物取扱者（乙種）

18歳以上 8時00分～7時59分の
間の8時間程度

2
人 TEL 0224-83-4543 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  987201 就業場所

時給 危険物取扱者（乙種）

不問 (1)17時00分～22時00分

1
人 TEL 0224-83-4543 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  988501 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～12時30分 准看護師

(2)8時30分～13時00分

1
人 TEL 0224-53-5151 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-  991101 就業場所

時給
不問 (1)8時15分～17時15分

2
人 TEL 0224-62-2687 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-  993701 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

59歳以下 (1)8時15分～18時45分

(2)8時15分～13時45分

1
人 TEL 0224-86-5363 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050-  973301 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050-  976101 就業場所 宮城県角田市
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 ７時00分～16時00分の ホームヘルパー２級
間の4時間程度

2
人 TEL 0224-87-8908 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-  977401 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

保育士 さくら保育園 宮城県角田市梶賀字東南６１－１ 雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

看護師（正看護師また
は准看護師）

合同会社　ハビリス
ヴァーム

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

労災

1,400円～1,800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

人事事務員 山崎製パン　株式会社
仙台工場

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

ブラシ製造エ（洗車ブ
ラシ）

株式会社　マルテー東北
石橋

宮城県柴田郡村田町大字村田字石生３０
７－３

雇用・労災・健
康・厚生

825円～825円
雇用期間の定めなし

保育士 株式会社ウイル 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字久根添６
７－１

労災

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

店舗夜間管理者（短時
間勤務）

株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ガソリンスタンド店員 株式会社ＥＮＥＯＳウイ
ング　東北自動車道（下
り）菅生ＰＡＳＳ

宮城県柴田郡村田町大字菅生字新堀３２ 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ガソリンスタンド店員 株式会社ＥＮＥＯＳウイ
ング　東北自動車道（下
り）菅生ＰＡＳＳ

宮城県柴田郡村田町大字菅生字新堀３２ 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）

鶏卵のパック詰め、箱
詰め

株式会社　一條 宮城県角田市角田字幸町２２ 雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師 さくら内科消化器科 宮城県柴田郡大河原町字住吉町１１－１ 雇用・労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし

一般事務 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,048円～1,048円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務 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 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

送迎員（乗降介助業務
あり）

合同会社　オハナ 宮城県柴田郡大河原町字東桜町７番地１
６

労災

830円～1,300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 
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ハローワーク 
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