
 

令和 4 年 9 月１日号 

毎週木曜発行 

直近１週間の求人を掲載 

 

 

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！ 



月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 022-292-3930 （従業員数 6人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-51220121 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)9時30分～18時30分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 2611521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

(2)10時15分～19時15分

1
人 TEL 0224-51-1100 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2612421 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 0224-68-2014 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04050- 2616121 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-84-6235 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2618721 就業場所

月給 １級土木施工管理技士
64歳以下 (1)8時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士

3
人 TEL 025-244-7311 （従業員数 50人 ）

正社員 15010-30055821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 医療事務資格

59歳以下 (1)8時45分～18時15分
(2)8時45分～12時45分

1
人 TEL 0224-86-3329 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 2606621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～18時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-87-8750 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2608121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-1811 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2609021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 大型自動車免許

19歳以上 (1)7時00分～9時30分
(2)14時30分～20時00分

1
人 TEL 03-6365-6255 （従業員数 4,812人 ）

正社員以外 13130-20908521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 浄化槽管理士

59歳以下 (1)8時15分～17時15分

2
人 TEL 022-392-9811 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-50921921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-721-5455 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-50944421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～62歳 (1)9時00分～8時59分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)22時00分～7時00分
人 TEL 022-226-0627 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-50972921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出・給付
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-50979421 就業場所 宮城県内の各現場
月給 交替制あり 大型自動車第二種免許

18歳以上 (1)5時10分～22時10分
の間の8時間

2
人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04010-50782221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-50789021 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～17時30分

2
人 TEL 022-236-7120 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04010-50853821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

タイヤの配送及び作業
補助

ダンロップタイヤ東北
株式会社

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目５－３
８

雇用・労災・健
康・厚生

157,500円～
189,000円（月給

換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ＥＣＵデバイスの組込
開発業務

東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニカ
ルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

280,000円～
375,000円

雇用期間の定めなし

バス運転士（臨時） 株式会社　ミヤコーバス 宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生

175,500円～
175,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

総合職（電気設備技術
者）／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

242,800円～
447,370円

雇用期間の定めなし

有料道路料金収受員 株式会社　ネクスコ・
トール東北　仙台事業部

宮城県仙台市青葉区郷六字庄子４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,610円～
176,610円

雇用期間の定めなし

事務・ＣＡＤ（土木） 株式会社　エイジェック
仙台オフィス

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
アエルビル１７階

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

水質管理のプロ、浄化
槽管理士

株式会社　宮城日化サー
ビス

宮城県仙台市青葉区上愛子字車３９－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

学生の送迎ドライバー（大
型）＜柴田郡柴田町＞

大新東株式会社 東京都江東区東雲２丁目１１－２２　ニ
イチクビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

修理（保守管理） 東亜リース　株式会社
仙台南営業所

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向前１
４７－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

272,000円～
325,000円

雇用期間の定めなし

看護師 いのまた胃と腸・内科ク
リニック

宮城県柴田郡柴田町槻木上町２丁目７－
２５

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

医療事務・看護助手 医療法人　京愛会 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－
７

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

土木技術者（現場監督補
助・宮城県丸森町）

株式会社　エムエーシー
新潟事務所

新潟県新潟市中央区東大通２－２－９－
７０８

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

林業に関わる現場作業 有限会社　ＦＯＲＥＳＴ
ＲＹ　ＧＡＧＡ

宮城県柴田郡川崎町大字今宿字立野東原
１７

雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
173,600円（月給

換算）

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）（基礎工
事用）（解体用）運
転技能者

稲作作業員 株式会社　森谷畜産 宮城県角田市岡字小沢田２３ 労災

196,800円～
246,000円(月給換

算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

店頭販売スタッフ［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

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員［角田市］ 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・健
康・厚生

172,500円～
200,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

生産管理業務 株式会社　ビーネックス
テクノロジーズ　仙台オ
フィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１
アゼリアヒルズ２階

雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
350,000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 4年 9月 1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 4年 9月 1日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)17時15分～8時30分

(2)23時45分～5時00分

1 (3)20時00分～5時00分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-50501921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時30分～8時29分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

正社員以外 04010-50506221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～69歳 (1)8時00分～7時59分
(2)9時00分～7時00分

1 (3)7時00分～19時00分
人 TEL 022-217-8861 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-50541321 就業場所 宮城県角田市
月給

65歳以下 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-51-9937 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2599221 就業場所

月給 交替制あり フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 床上操作式クレーン運転技能者

(2)7時00分～16時00分 玉掛技能者
2 (3)16時00分～1時00分

人 TEL 0224-51-5370 （従業員数 66人 ）

正社員 04050- 2602221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-1551 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2603521 就業場所

月給 第二種電気工事士
不問 (1)8時30分～17時30分 ２級管工事施工管理技士

(2)8時30分～15時00分 危険物取扱者（丙種）

1
人 TEL 0224-52-1675 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2604421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 大型自動車免許

不問 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-3321 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 2614621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり 保育士

不問 (1)7時15分～19時15分
の間の8時間

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 35人 ）

正社員以外 04050- 2597721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

保育士［西船迫保育所］
（会計年度任用職員）

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・公災・健
康・厚生

182,200円～
182,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

作業員 株式会社　布田林業 宮城県柴田郡村田町大字薄木字坂下８－
１

労災・健康・厚
生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 株式会社　岩間光熱店 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１０１
－２

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

営業事務 株式会社　渋良建材店 宮城県柴田郡大河原町字新南６７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

鋳物製造工 株式会社　コイワイ宮城
工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根６９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

167,300円～
227,300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
ｉｂｉｓ　ｃａｆｅ　船
岡

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目４－
２

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

施設警備員（角田市） キョウワセキュリオン
株式会社　仙台事業所

宮城県仙台市青葉区花京院２丁目１－１
４
花京院ビルディング１４階

雇用・労災・健
康・厚生

176,100円～
176,100円

雇用期間の定めなし

施設警備員［柴田郡柴
田町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

警備員［伊具郡丸森
町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし



時給 労災
59歳以下 (1)9時00分～15時00分

の間の４～５時間
3

人 TEL 0224-51-8364 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2617021 就業場所

時給 大型自動車免許
不問 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-3321 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 2615921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 労災

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)13時00分～22時00分

2
人 TEL 0224-51-1234 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 2600721 就業場所

時給 労災 看護師
59歳以下 (1)9時00分～12時30分 准看護師

(2)14時00分～17時00分

1 (3)9時00分～15時30分
人 TEL 0224-51-8458 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2601821 就業場所

時給 変形（1年単位） 労災
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 2605321 就業場所

時給 交替制あり 労災
64歳以下 (1)9時30分～20時00分

の間の5～6時間
3

人 TEL 022-364-8150 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04030- 3654321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり 労災

不問 (1)7時00分～11時00分
(2)8時30分～13時30分

1 (3)8時30分～14時00分
人 TEL 022-224-2415 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-50942221 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 労災

不問 (1)8時00分～21時00分
の間の１時間以上

5
人 TEL 03-5860-9490 （従業員数 210人 ）

パート労働者 13040-97169221 就業場所 仙台、石巻、角田、岩沼、白石
時給 交替制あり 労災

69歳以下 (1)9時00分～20時30分
の間の5時間以上

1
人 TEL 022-225-1137 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-50735421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

不問 (1)9時15分～16時45分 准看護師

1
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 2592321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

1
人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2593621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-86-3587 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 2590521 就業場所 宮城県角田市
時給 労災 介護福祉士

不問 (1)7時45分～17時30分
の間の４時間以上

2
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 2591421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

加入保険等 必要な免許資格

アクリル製品の梱包、
加工補助

オートメディア出版株式
会社

宮城県柴田郡大河原町小山田字馬取５８
－１

900円～1,000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

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

作業員 株式会社　布田林業 宮城県柴田郡村田町大字薄木字坂下８－
１

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

設備管理技術者 株式会社　フォルテ・マ
ネジメント

宮城県柴田郡大河原町字小島２番地１

950円～950円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

商品管理事務（土・
日・祝勤務）

豊屋食品工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

看護師・准看護師 医療法人千桜会　おおが
わら皮膚科クリニック

宮城県柴田郡大河原町字住吉町９－７

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

施設内清掃員 株式会社　ビルシステム
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目４－３
０　さのやビルディング８階

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売・接客〔大河原
町〕

有限会社　かいもん 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字上ノ台５
番地

900円～1,050円
雇用期間の定めなし

急募：調査員／現地直
行直帰（宮城県）

アルゴグローバルソ
リューション株式会社

東京都港区西新橋２－８－６　住友不動
産日比谷ビル９階

1,200円～4,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キッチンスタッフ 株式会社　マハロコーポ
レーション

宮城県仙台市青葉区二日町２－２２

900円～900円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

看護師パート／大河原町
（さくらデイサービスセン
ター）

社会福祉法人　すばる 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂２７ 雇用・労災

1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

角田市自治センター主
事

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

1,047円～1,234円
（時給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務 株式会社　パールトレー
ディング

宮城県角田市毛萱字大窪２５ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

介護スタッフ 株式会社　志　らいおん
ハートリハビリディサー
ビスばうむ

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

860円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

◎ 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 4年 9月 1日発行

ハローワーク大河原


