
番号 事業所名 就業場所 職種・仕事内容 賃金形態・賃金 就業時間 必要な経験等

① 株式会社山下組

❶志摩市志摩町片田
1788-3
❷志摩市志摩町和具799-
2

❶
＜職種＞ガソリンスタンド店員
＜仕事内容＞
・給油やスタンド作業（オイル交換・タイヤ交換・洗車等）
❷
＜職種＞現場作業員
＜仕事内容＞
・土木建築現場における各種土木工事

❶（時給）
1,000円～1,500円
❷（月給）
176,000円
　～300,000円

❶
・7:00～19:00の間
の５時間程度
・休日：第2･4土日
❷
・7:30～17:10
・休日：毎週土日

② 社会福祉法人慈恵会
正邦苑：伊勢市村松町
3294-1　他

＜職種＞業務補助（介護・清掃等）
＜仕事内容＞
・食前の準備や食後の片付け　　・洗濯物の片付け
・共有スペースや利用者用トイレなど水回りの掃除
・ポータブルトイレの掃除　等

（時給）873円
・8:30～17:30の4
時間以上
・週休2日制

③ 神宮司庁
伊勢市楠部町高平乙１１０
１

＜職種＞農業作業員

＜仕事内容＞主に稲作を中心とした仕事

（月給）
　159,900円
　　～　159,900円

・8:30～16:30

④
株式会社志摩地中海
村

志摩市浜島町迫子２６１９
番地１

＜職種＞客室清掃

＜仕事内容＞
・宿泊施設の清掃およびベッドメイキング、備品の補充とセット
・客室以外の施設内の清掃も行う場合があります

（時給）880円
・10:00～15:00
・週休２日制

⑤
シンフォニアエンジ
ニアリング株式会社

伊勢市竹ヶ鼻町99-96
（三交シンフォニアテクノ
ロジー前バス停から徒歩2
分）

＜職種＞ＣＡＤ　文書管理他
＜仕事内容＞
・ＣＡＤ…電気図面の作成、修正、出力、製本他積算資料の拾い出し
・文書管理…ワード・エクセルを使用し、注文書・請求書の作成、
　　　　　　事務一般文書の作成他

（時給）
　900円～1,000円

・8:15～16:45
・土日祝休（年間休
日数：125日）

CAD・ワード・
エクセルがある程
度使える方

ハローワーク伊勢「障がい者就職応援フェアin伊勢志摩2020」参加企業求人一覧

◆開催日：9月11日（金）
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ハローワーク伊勢「障がい者就職応援フェアin伊勢志摩2020」参加企業求人一覧

番号 事業所名 就業場所 職種・仕事内容 賃金形態・賃金 就業時間・日数等 必要な経験等

① 株式会社かがせお 伊勢市藤里町338-1

＜職種＞介護補助
＜仕事内容＞
・館内共有スペースの清掃（廊下、食堂、浴室、浴槽）
・入浴介助補助（洗濯、衣類の準備）
・居室シーツの交換

（時給）880円 ・9:00～13:00

② 株式会社伊勢福
伊勢市宇治中之切町52番
地

＜職種＞
おかげ横丁販売店、飲食店の接客業務・厨房、清掃業務
＜仕事内容＞
・おかげ横丁のそれぞれのお店の商品やメニューをおぼえて、お客様に
　ご説明したり、レジをしたり、飲食店ではお料理をお出ししたり、
　片づけをしていただく仕事です。
・他、厨房のお手伝い、洗い場での業務、清掃の業務。

（時給）
　900円～1,000円

・9:00～17:00
・シフトによる週休2
日制

③ 株式会社赤福

❶❹本社工場（伊勢市朝熊
町2015番地）
❷赤福伊勢営業所（伊勢市
朝熊町2015番地）
❸赤福本店（伊勢市宇治中
乃切町26）又は赤福内宮
前支店（伊勢市宇治今在家
町7）

❶＜職種＞生産工（和菓子）
　＜仕事内容＞
　・和菓子の生産に関する業務（製造・生産業務）
❷＜職種＞清掃・資材管理
　＜仕事内容＞
　・営業活動の補助（商品見本の整備、出荷口やプラットホームの清
掃、
　　営業者の洗車等）
❸＜職種＞販売補助（食器洗浄・給茶・資材準備）
　＜仕事内容＞
　・下膳された食器を手洗いし、種類ごとにまとめていただきます。
　・ほうじ茶を淹れたり、箱や袋などの資材準備をすることもありま
　　す。
❹＜職種＞清掃員
　＜仕事内容＞
　・本社工場の通路、男女トイレなどの清掃　・食堂の洗い物等

❶（時給）930円
❷❸❹
（時給）900円

❶8:00～17:00
❷9:00～15:00
❸
・9:00～16:00
・10:00～17:00
❹9:00～16:00

④ 三重交通株式会社
津中央1-1（三重会館前バ
ス停から徒歩1分）

❶
＜職種＞事務員（郵便仕分け、資料整理等）
＜仕事内容＞
・社内便、郵便等の仕分け　・各種帳票類の整理、仕分け
・一般事務補助
❷
＜職種＞勤務算定業務（バス運転士業務時間算定）
＜仕事内容＞
・バスドライバー・バスガイドの勤務算定に用いる乗務員毎の運転時分
　をタコグラフ・デジタルタコグラフ等から算定します。
・算定した時間をバスドライバー・バスガイドが提出した日報に転記
　し、OCR処理を行います

※上記の他、バス運転士も募集

❶❷（時給）880円

❶
・10:00～16:00
・週休2日制
❷
・9:00～18:00
・週休2日制

◆開催日：9月15日（火）

2 / 4 ページ



ハローワーク伊勢「障がい者就職応援フェアin伊勢志摩2020」参加企業求人一覧

番号 事業所名 就業場所 職種・仕事内容 賃金形態・賃金 就業時間 必要な経験等

① 株式会社三水フーズ 伊勢市下野町517-4

＜職種＞加工場作業（食品製造加工）

＜仕事内容＞
・食品加工（惣菜品・水産品）
　ラインに入って商品のパック詰めや惣菜品の加工といった簡単な作業
　です（手作業・立ち作業）

（時給）
　873円～880円

・8:30～17:00
・9:00～17:00
・9:00～16:00
・又は8:30～17:00
の4時間以上
・休日：週休2日制

② 株式会社グリーンズ

❶コンフォートホテル伊勢
（伊勢市吹上1-3-26）
❷伊勢シティホテル「ス
テーキの石かわ伊勢店」
（伊勢市吹上1-11-31
❸伊勢シティホテル（伊勢
市吹上1-11-31

❶
＜職種＞朝食片付け
＜仕事内容＞ホテルの朝食片付け（洗い物中心）
❷
＜職種＞レストラン調理補助
＜仕事内容＞調理補助（厨房での洗い場がメイン）
❸
＜職種＞ホテル集宴会スタッフ
＜仕事内容＞
・ホテル集宴会・パーティー・会議などの設営・準備・接客・片付け
　など

❶❷❸
（時給）890円

❶
・9:00～13:00
・10:00～14:00
❷
・6:00～10:00
・9:00～13:00
・10:00～18:00
・又は15:00～
19:00の4時間
❸
・10:00～17:00
・17:00～22:00

③ 株式会社ぎゅーとら

❶ラブリー藤里店（伊勢市
藤里町壱町１坪628-1）
❷グラムマート宮町店（伊
勢市御薗町高向686-
10）
❸ラブリー志摩店（志摩市
志摩町布施田1700-1）

❶
＜職種＞スーパー店舗スタッフ
＜仕事内容＞
・鮮魚部門（主にお魚などのパック、値付け、陳列作業）
（包丁などを使った作業はありません）
❷
＜職種＞スーパー店舗スタッフ
＜仕事内容＞
・惣菜部門（主に惣菜の調理・加工、値付け、陳列作業）
❸
＜職種＞スーパー店舗スタッフ
＜仕事内容＞
・10月新設のベーカリー部門（主にできたてパンの袋詰め、値付け、
　陳列作業）

❶❷❸
（時給）873円

❶8:30～12:30
❷8:00～12:00
❸8:00～12:00

◆開催日：9月28日（月）
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ハローワーク伊勢「障がい者就職応援フェアin伊勢志摩2020」参加企業求人一覧

番号 事業所名 就業場所 職種・仕事内容 賃金形態・賃金 就業時間 必要な経験等

①
株式会社アイ・シー
エス

本社（伊勢市竹ヶ鼻町
100）、豊橋営業所、名
古屋営業所、神戸営業所

＜職種＞
システムエンジニア・プログラマー

＜仕事内容＞
制御系ソフトウェア（組込ソフト、ＰＣ計測・制御、ＰＣ監視制御
）及び業務系ソフトウェア、ｗｅｂアプリケーション開発の設計、
開発などを担当していただきます。
（使用言語：Ｃ／Ｃ＋＋、ＶＢ、ＮＥＴ、Ｃ＃など）
（データベース技術：ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ、Ｏｒａｃｌｅ）

（月給）
　161,600円
　　～　216,000円

＜フレックスタイム
制＞
❶9:00～17:30
（標準時間）
❷10:00～14:45
（コアタイム）
・休日：土日祝

ソフトウェア開発関
連の経験3年以上

②
株式会社志摩電子工
業

志摩市阿児町甲賀4480番
地

❶
＜職種＞資材事務担当者
＜仕事内容＞
・電子部品の在庫管理　・入出庫作業・管理　・顧客窓口対応
・伝票管理
❷
＜職種＞製造（自動機）
＜仕事内容＞
・実装機オペレーター　・基盤実装機械の操作及びメンテナンス

❶（月給）
160,000円
　～220,000円
❷
（月給）
160,000円
　～200,000円

❶8:00～17:00
❷
・8:00～17:00
・20:00～5:00

パソコン：ワード
（文字入力）、エク
セル（データ入
力）、メール（送受
信、編集、添付）

③
株式会社三重データ
クラフト

津市雲出鋼管町１番地
（雲出鋼管町バス停から徒
歩１分）

＜職種＞一般事務

＜仕事内容＞
　主な業務はパソコンによる簡単な入力作業および編集作業等です。
※経験の浅い方でも丁寧に指導させて頂きます。
※障がいの内容に応じて業務内容は相談させて頂きます。

＜フルタイム＞
（月給）
　140,380円
　　～　155,000円
＜パート＞
（時給）　873円

（フルタイム）
・8:30～17:30
（パート）
❶9:00～15:30
❷9:00～16:00
・休日：土日その他
（カレンダーによ
る）

パソコン利用（文
字、データ入力程
度）

④
社会福祉法人真心の
会

特別養護老人ホームビビア
ン：志摩市大王町船越
540-14

＜職種＞介護アシスタント
＜仕事内容＞
・入所者の見守りと日常生活援助全般
・入浴者の衣服の着脱や準備、ドライヤーかけ、移動、食事の配膳下膳
・お茶の提供、食器洗い、おしぼり・エプロン洗濯、トイレ介助補助等

（時給）880円
・7:30～19:00の4
時間以上
・週休2日制

⑤ 村田機械（株） 伊勢市下野町600-10

＜職種＞開発技術者（電気設計・機械設計・ソフトウェア設計）

＜仕事内容＞
・半導体工場で使用される自動倉庫搬送設備に従事するエンジニア

（月給）
　180,000円
　　～　220,000円

・8:00～16:55

電気設計・機械設
計・制御設計・ソフ
トウェア設計のいず
れかの経験

◆開催日：10月26日（月）
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