
NO. 事業所名 求人番号 職種・仕事内容 就業場所 求人数 雇用形態

02030-10922721 介護職員　（施設） 弘前市 3 正社員

02030-10923821 介護員 弘前市 1 パート

02030-10919321 正・准看護師　（夜勤あり） 弘前市 1 正社員

02030-8247521 介護職員　（通所リハビリテーション） 弘前市 1 正社員

02030-9061821 介護職員　（グループホーム） 弘前市 1 パート

2 株式会社　太陽地所 02030-10296121 賃貸物件管理・修繕スタッフ　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-10536721 高齢者入所施設介護職員 弘前市 3 正社員以外

02030-10538221
特別養護老人ホーム （ユニット型） 介護職員
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※新規開設

弘前市 6 正社員

02030-10539521 看護職員 （特別養護老人ホーム） ※新規開設 弘前市 3 正社員

02030-10540321 生活相談員 （特別養護老人ホーム） ※新規開設 弘前市 2 正社員

02030-10548521 介護支援専門員 （特別養護老人ホーム） ※新規開設 弘前市 1 正社員

4 株式会社　東横イン弘前駅前 02030-10543121 フロント　（正社員） 弘前市 3 正社員

02030-10638321 営業 弘前市 2 正社員

02030-10641721 配送員 弘前市 2 正社員

6
あいおいニッセイ同和損害保険
　　　　　　　　　　　　　　株式会社　弘前支社
　　　　　【スカイプ面談対応可能】

02030-8478021 インシュアランス・プロ・エージェント社員　（営業） 弘前市 5 正社員以外

02030-10523321 りんご選果・袋詰め作業員　【急募】 弘前市 10 パート

02030-9927421 りんご選果場トラックのドライバー 弘前市 2 パート

02030-9926521 りんご選果場でのリフト作業員　【急募】 弘前市 2 パート

02030-8502421 パトロールスタッフ　（弘前市） 弘前市 5 正社員

02030-8075121 交通誘導警備スタッフ　（弘前市） 弘前市 5 正社員

02030-8076021 施設警備スタッフ　（弘前市） 弘前市 3 正社員

02030-8073621 総務事務スタッフ 弘前市 1 パート

9 青森三菱自動車販売　株式会社
　　　　　【スカイプ面談対応可能】

02010-11888421 営業スタッフ　（青森三菱自動車販売 弘前店） 弘前市 1 正社員

10 株式会社　レクシム 02030-11001321 配管工・配管工見習い 弘前市 2 正社員

02030-8736221 保育士または児童指導員 弘前市 2 正社員以外

02030-8737521 バス添乗員 弘前市 2 パート

02030-10519021 保育士または児童指導員 弘前市 1 正社員以外

02030-10520221 保育士または児童指導員 弘前市 1 パート

社会福祉法人　藤聖母園
　放課後等デイサービス事業所　やまびこクラブ

社会福祉法人　藤聖母園　弘前大清水学園
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津軽警備保障　株式会社
　　　　　【スカイプ面談対応可能】
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社会福祉法人　桜友会

社会福祉法人　弘前豊徳会　サンタハウス弘前
　　　　　【スカイプ面談対応可能】

株式会社　日本農業　弘前支社
　　　　　【スカイプ面談対応可能】

株式会社　工藤酸素店



NO. 事業所名 求人番号 職種・仕事内容 就業場所 求人数 雇用形態

02030-9956021 土木設計者・測量　（見習い可） 弘前市 2 正社員

02030-9957721 営業 弘前市 2 正社員

13 大同生命保険　株式会社
　　　　　　　　　　　　きた東北支社　弘前営業所

02030-8128321 企業福利厚生プランナー　（法人営業）
　子育てママ支援企業

弘前市 3 正社員

02030-10649121 介護職員　（特養） 弘前市 1 正社員

02030-8099921 介護職員　（通所ケアステーション） 弘前市 1 正社員

02030-8111621 介護職員　（ピノカーサ岩木） 弘前市 1 正社員

02030-10376121 介護職員　（グループホーム ピノッ郷） 弘前市 1 正社員

02030-10377021 看護職員 弘前市 1 正社員

02030-10375921 福祉施設調理員　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-10469521 介護スタッフ　（デイサービスセンター） 弘前市 1 正社員以外

02030-10470321 介護スタッフ　（デイサービスセンター）：パート 弘前市 1 パート

02030-10468221 生活相談員　（デイサービスセンター） 弘前市 1 正社員以外

02030-9736121 生活相談員　（デイサービスセンター）：パート 弘前市 1 パート

16 株式会社　国際パトロール　青森支店　弘前営業所 02030-10987621 警備員 弘前市 5 正社員

17 サンライズ建設　株式会社 02030-11010321 事務　（不動産管理等） 弘前市 1 正社員

18 株式会社　佐藤器機　ハッピーライフIWAKI 02030-8588621 介護員 弘前市 3 正社員

19 プリモ・ジャパン　株式会社
　　　　　【スカイプ面談対応可能】

13010-98598121 ブライダルジュエリーコーディネーター　（弘前） 弘前市 1 正社員

02010-12839921 病院の入院医事業務 （弘前大学医学部附属病院） 弘前市 2 正社員

02010-12840721 病院の外来医事業務　（弘前大学医学部附属病院） 弘前市 1 正社員

02010-11671121 病院の外来窓口受付業務　（弘前市 ／ ブロック） 弘前市 3 正社員

02010-13157821 訪問介護員　（ニチイケアセンター弘前） 弘前市 1 正社員

02010-13158221 サービス提供責任者　（ニチイケアセンター弘前） 弘前市 1 正社員

02010-11676521 病院の外来窓口受付業務　（弘前市 ／ パート） 弘前市 2 パート

02010-13009121 医師事務作業補助業務　（弘前大学医学部附属病院） 弘前市 1 無期雇用派遣労働者

【お問合せ先】

　弘前市一体的実施事業における委託事業事務局

株式会社 Ｉ・Ｍ・Ｓ　弘前就労支援センター内　（弘前市駅前町9-20）ヒロロ3F

　　　TEL：0172-55-5608　　FAX：0172-55-5607

※ 求人一覧表の内容はチラシ作成時のものです。開催当日までに取下げや変更になる場合がございますのでご了承ください。
　
　 なお、紹介期限の更新により網掛けの求人番号は変更になりますのでハローワークまたは事務局までお問い合わせください。
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ケアパートナー　株式会社　ケアパートナー弘前

社会福祉法人　嶽暘会
　特別養護老人ホーム　松山荘

株式会社　青林建設コンサルタント
　　　　　【スカイプ面談対応可能】

20 株式会社　ニチイ学館　青森支店
　　　　　【スカイプ面談対応可能】


