
令和4年8月8日現在

連絡先

ご担当者 平日 土曜日

019-629-5325

岩手県環境生活部
環境生活企画室

019-692-5800

業務推進部長　伊勢　貴

019-641-6633

事務局長　宮崎　隆夫

019-623-1316

事務部長　金野　靖

019-682-0201

繋　恵子

080-8516-1367

熊谷綱樹
（採用課）

019-699-1721

安田　剛

0195-76-5184

人事総務課課長　杉澤　勝洋

019-697-5211

総務課主任　北館　和義

R4.8.8

滝沢市大釜竹鼻163-14

R4.6.20
シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社
（リリィ薬局盛岡北店）

盛岡市上堂2-4-11 9:00～12:30

R4.7.8 保険薬局

R4.7.8 病院 八角病院 盛岡市好摩字夏間木70-190

R4.8.8 病院
公益財団法人
いわてリハビリテーションセンター

雫石町七ツ森16-243

盛岡市月が丘1丁目29-15

土曜、日曜、祝日、他

日曜、祝日、他（4週6休シ
フト制）、夏期休暇、年末
年始

日曜、祝日、他

日曜、祝日、他常時 8:30～17:30 8:30～12:30

常時 8:30～17:15

常時
8:30～17:00
10:30～19:00
（時差勤務）

8:30～12:30 日曜、祝日、土曜月3回

8:30～12:30

常時 9:00～18:00 8:30～13:00

土曜、日曜、祝日
お盆、年末年始

日曜、祝日、夏期休暇、年
末年始

常時
9:00～18:00
（8時間程度）
（水9:00～12:30）

 受付年月日 種別 求人者名・施設名 就労場所 区分
勤務時間

休日

R4.7.8 病院 栃内病院 盛岡市肴町2-28 常時 8:30～17:00

R4.7.8 病院 医療法人社団恵仁会　三愛病院

R4.7.8 病院

土曜、日曜、祝日
夏季休暇、年末年始

土曜、日曜、祝日、他

保険薬局

すこやか薬局

その他 岩手県 盛岡市内丸10-1 常時 8:30～17:15

R4.7.8
医薬品製
造販売業

シミックCMO㈱　西根工場 八幡平市大更第2地割154-13 常時 8:30～17:30

南昌病院 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-181 常時 8:30～17:15



019-697-5211

総務課主任　北館　和義

0198-22-3517

氏家　道子

0198-62-2026

事務長　宮澤　秀紀

019-601-9134

工藤　紀久雄

080-8516-1367

熊谷綱樹
（採用課）

045-440-5810

押元　萌実

080-8516-1367

熊谷綱樹
（採用課）

0191-23-2050

千田　訓裕

0191-26-0725

代表取締役　関　俊昭

0191-33-1189

代表　昆野　節子

土曜、日曜、祝日、他、年
末年始、開院記念日

R4.7.8
医薬品製
造販売業

株式会社エイアンドティー
奥州市江刺岩谷堂字松長根63-2（江
刺中核工業団地）

常時
8：30～17：05
9：30～16：05

R4.7.8 保険薬局
有限会社　一関保険薬局
（銅谷調剤薬局）

一関市銅谷町9-24 常時 9:00～18:00

R4.6.20 保険薬局
シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社
（リリィ薬局水沢店）

奥州市水沢真城字杉山下70-3 常時
9:00～19:00
（8時間程度）

R4.6.20 保険薬局
シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社
（リリィ薬局北上店）

北上市飯豊20地割123-1 常時
9:00～18:00
（8時間程度）
（水9:00～12:30）

9:00～12:30 日曜、祝日、他

R4.7.8 保険薬局 パール薬局 花巻市西大通り二丁目22-17 常時
8:30～18:30

（木8:30～13:00）

R4.7.8 病院 遠野はやちねホスピタル 遠野市青笹町中沢5地割5番地 常時 8:30～17:15

土曜、日曜、祝日、他

保険薬局 サンケア薬局県立中部病院前店 北上市村崎野17地割167-1 常時 8:30～18:00 8:30～13:00

9:00～13:00 木曜、日曜、祝日

8:30～13:00 日曜、祝日、他

土曜、日曜、祝日

日曜、祝日、他R4.7.8

R4.7.8 病院 南昌病院 紫波郡矢巾町広宮沢1-2-181 パート
8:30～17:00
（6時間程度）

9:00～13:00
日曜、祝日、他週休2日
制、夏季休暇2日、年末年
始3日

R4.7.8 病院 医療法人博愛会　一関病院 一関市大手町3-36 常時 8:30～17:00

9:00～13:00
日曜、祝日、他（週休二日
制）、お盆、年末年始

8:30～12:00 祝日、第1.3.5土曜、他

R4.7.8 保険薬局 有限会社昆野調剤薬局 一関市山目字才天222-4 常時 9:00～18:00



080-8516-1367

熊谷綱樹
（採用課）

080-8516-1367

熊谷綱樹
（採用課）

0191-31-1771

総務部長　青木一郎

080-8516-1367

熊谷綱樹
（採用課）

019-654-7100

総務本部　高橋・佐々木

0193-62-3311

城内　裕子

0193-62-0012

取締役　安見　一幸

R4.6.20 保険薬局
シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社
（つばき薬局）

大船渡市盛町字内ノ目3-17 常時
9:00～18:30
（8時間程度）

R4.7.8
土曜、日曜、祝日、夏季・
冬季休暇、特別休暇

9:00～12:00 日曜、祝日、他

保険薬局
㈱ライブリー
（りあす薬局）

大船渡市立根町字中野40-6 常時
9:00～19:00

（水9:00～15:00）

R4.6.20 保険薬局
シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社
（千厩調剤薬局）

一関市千厩町千厩字草井沢43-1 常時
9:00～18:00
（8時間程度）

9:00～13:00
日曜、祝日
土曜は隔週

R4.6.20 保険薬局
シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社
（リリィ薬局藤沢店）

一関市藤沢町藤沢字町裏180-2 常時
9:00～18:30
（8時間程度）

9:00～13:00 日曜、祝日、他

9:00～12:00 日曜、祝日、他

R4.7.8 保険薬局 (有)創志白澤会 一関市上坊6-36 常時 9:00～18:00

9:00～13:00 日曜、祝日

R4.7.8 保険薬局 有限会社　ミドリ薬局 宮古市実田二丁目5-9 常時
8:30～18:00

（木8:30～16:00）
8:30～12:30 日曜、祝日、他

R4.7.8 保険薬局

健康堂薬局駅前店
健康同薬局小山田店
健康同薬局栄町店
※いずれかに勤務

宮古市栄町2-4
宮古市小山田2-7-70
宮古市栄町1-62

常時 9:00～17:30


