
 

 

令和２年６月４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年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 24人 ）

正社員 04050- 1625001 就業場所

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- 1628901 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生
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30分～17時30分 床上操作式クレーン
運転技能者

3 玉掛技能者
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 63人 ）

正社員 04050- 1629101 就業場所

月給
33歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-82-1010 （従業員数 405人 ）

正社員 04050- 1630801 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- 1631201 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）

不問 危険物取扱者（丙種）

6時30分～21時15分
1 の間の7時間以上

人 TEL 0224-52-5200 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 1632501 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

不問
7時00分～21時00分

1 の間の7時間以上
人 TEL 0224-52-5200 （従業員数 29人 ）

正社員以外 04050- 1633001 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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- 1636901 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- 1637101 就業場所

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- 1614801 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 ８トン限定中型自動車免許

39歳以下 (1)8時30分～17時30分 玉掛技能者
小型移動式クレーン

1 運転技能者
人 TEL 0224-63-3551 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1619601 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

40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- 1620401 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 変形（1年単位）

35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- 1621701 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 変形（1年単位） ２級建築施工管理技士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-1227 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1622801 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 二級建築士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 インテリアコーディネーター

1
人 TEL 0224-52-1227 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1623201 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時00分～12時00分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 1624501 就業場所

月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士
不問 (1)8時40分～18時00分

(2)8時00分～17時20分

2
人 TEL 0224-72-1745 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1601601 就業場所

自動車整備工 有限会社　サシン自動車 宮城県伊具郡丸森町字中島９５－３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

リフォームプランナー
（営業）

株式会社エクセレント
ショップサイトー

宮城県柴田郡大河原町字新東８１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社エクセレント
ショップサイトー

宮城県柴田郡大河原町字新東８１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

金型設計及び営業技術 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～
300,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック成形技術
員

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

150,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

建築資材の配送・加工 仙南サクマ　株式会社 宮城県角田市佐倉字下土浮１０１－１ 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

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

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

事務員兼セレモニース
タッフ

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

140,007円～
140,007円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

給油係 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

135,051円～
147,804円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

総合職（人事・労務担
当）

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・財形

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

機械オペレーター メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
281,200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

加入保険等 必要な免許資格

溶接工 株式会社　ヒキチ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
４２

雇用・労災・健
康・厚生

167,500円～
218,000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 2年 ６月 ４ 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 2年 ６月 ４ 日発行 

  ハローワーク大河原 

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時30分

(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-1093 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1602901 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 0224-83-5903 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1604401 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)11時00分～20時00分

2 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

正社員以外 04050- 1605701 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時55分～18時05分

(2)19時55分～5時05分

2
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 14人 ）

正社員以外 04050- 1607201 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 小型移動式クレーン運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分 玉掛技能者

車両系建設機械

2 （整地・運搬・積込用

人 TEL 0224-83-6882 （従業員数 7人 ） 及び掘削用）運転技能者

正社員 04050- 1596601 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

2
人 TEL 0224-83-6882 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1597901 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

2 又は8時00分～17時00分

人 TEL 0224-87-6836 （従業員数 4人 ） の間の7時間程度

正社員 04050- 1587301 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

1
人 TEL 0224-78-1271 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1588601 就業場所

金属加工業 有限会社　ミヤギエンジ
ニア

宮城県伊具郡丸森町小斎字北向６１ 健康・厚生

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

解体作業員 株式会社輝建 宮城県柴田郡村田町大字村田字小池２１
５－３

雇用・労災・健
康・厚生

141,400円～
202,000円

雇用期間の定めなし

管理技術者（工事監
督）

有限会社　木村建設 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内４７ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000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　木村建設 宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内４７ 雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
286,000円

雇用期間の定めなし

冷凍菓子製造 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

147,560円～
190,960円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フロント受付、接客ス
タッフ

株式会社　ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町新寺字山鳥２１５
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

147,560円～
208,320円

雇用期間の定めなし

見積もり業務 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

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

造園工 株式会社　柴田造園 宮城県柴田郡柴田町大字上川名字舘山９
０

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし
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時給 交替制あり 看護師
不問 (1)9時40分～14時40分

(2)8時40分～14時40分

1 (3)8時40分～13時40分

人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

パート労働者 04050- 1626301 就業場所

時給
不問 9時00分～20時00分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-52-5200 （従業員数 29人 ）

パート労働者 04050- 1634301 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 15時00分～22時15分
の間の4時間程度

1
人 TEL 0224-54-4941 （従業員数 85人 ）

パート労働者 04050- 1635601 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-6111 （従業員数 253人 ）

パート労働者 04050- 1638401 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

(2)14時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-52-1080 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1639701 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 090-7019-5973 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1612401 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

2
人 TEL 090-7019-5973 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1613701 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)10時00分～14時00分

(2)17時00分～21時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1615201 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～17時30分

3 (3)13時00分～21時30分

人 TEL 0224-84-6220 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04050- 1618301 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～15時45分

2
人 TEL 0224-52-2107 （従業員数 55人 ）

パート労働者 04050- 1606801 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給

不問 (1)6時20分～9時00分
(2)14時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050- 1600301 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-63-1917 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 1595301 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

看護職 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

労災

1,647円～1,647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

営業スタッフ［村田
町］

株式会社　ジェイエイ仙
南サ－ビス

宮城県柴田郡大河原町字甲子町２番地４ 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

レジ担当 株式会社　ヨークベニマ
ル柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字船岡新栄４丁目
６－２６

労災

824円～824円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

光ファイバーケーブルの
端末加工、梱包、検査業
務

昭和電線ケーブルシステ
ム　株式会社仙台事業所

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

歯科衛生士 医療法人社団　昌慶会
はせ歯科医院

宮城県柴田郡大河原町字中島町７－６ 雇用・労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

接客スタッフ 株式会社まんま亭 宮城県伊具郡丸森町字町東６９ 労災

830円～900円
雇用期間の定めなし

パン製造・販売 株式会社まんま亭 宮城県伊具郡丸森町字町東６９ 労災

830円～850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

労災

830円～880円
雇用期間の定めなし

案内係 株式会社　ダイリツプラ
ンニング

宮城県柴田郡川崎町支倉字鳥屋沢山２５
－６
（ボートピア川崎内）

雇用・労災・健
康・厚生

830円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

フロント受付、接客ス
タッフ

株式会社　ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町新寺字山鳥２１５
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

スクールバス添乗業務
（介助）（宮城営業所）

東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災

1,064円～1,064円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

農耕作業員（梅の収
穫）

株式会社　岸浪園 宮城県角田市豊室字江合１００番地 労災

1,000円～1,000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 
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