
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

02030-5882621 産業機械等修理及び油圧ホース修理、製作、ラヂエーター修理 弘前市 3 正社員

02030-5880421 電気工事士 弘前市 2 正社員

02030-7007721 一般事務　（本社） 弘前市 1 正社員以外

02030-5796121 印刷作業員 弘前市 2 正社員

02030-5643721 総務事務員　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-5990021 金型部品製作　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-5985221 プレス金型メンテナンス　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-5988321 めっき加工オペレーター　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-5987421 成形加工オペレーター　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-6164621 プログラマー及びシステムエンジニア 弘前市 2 正社員

02030-7004921 配管工・配管工見習い 弘前市 2 正社員

02030-5444621 不動産アドバイザー　（正社員） 弘前市 2 正社員

02030-5807421 ルームアドバイザー　（正社員） 弘前市 1 正社員

02030-5427321 建物等修繕業務　（正社員・弘前） 弘前市 1 正社員

02030-5387221 現場監督　（正社員・弘前）

弘前市
五所川原市

青森市
大館市

1 正社員

02030-4795521 住宅アドバイザー　（エヴァーホーム弘前店） 弘前市 2 正社員

02030-7022721 賃貸営業　（土手町支店） 弘前市 1 正社員

02030-6693121 アフターサービスサポｰﾄ業務　【産休代替】 弘前市 1 パート

02030-5582521 高齢者トレーニング教室スタッフ　（ロマントピア） 弘前市 1 正社員以外

02030-6826121 高齢者トレーニング教室スタッフ　（ヒロロ） 弘前市 1 正社員以外

02030-6827021 体育館維持管理業務 弘前市 1 パート

02030-6825921 施設維持管理 弘前市 1 パート

02030-5808321 設備保守管理員　（ヨーカドー他、弘前市内契約施設　常駐） 弘前市 1 正社員以外

02030-4755421 廃棄物収集運搬　（弘前市内） 弘前市 1 正社員以外

02030-5806521 清掃　（本社または弘前市内契約施設等） 弘前市 1 正社員以外

02030-4754521 清掃　（弘前市内契約施設、他）　（高所作業なし） 弘前市 1 正社員以外

02030-4758921 清掃　（弘前市内契約施設、他）　 弘前市 1 パート

02030-7011921 清掃　（弘前れんが倉庫美術館） 弘前市 1 パート

02030-5651721 清掃　（ほりこしデイサービスセンター） 弘前市 1 パート

9
有限会社　アサヒ印刷
　　　　【スカイプ面談対応可能】

02030-6993521 営業企画　【正社員】 弘前市 1 正社員

10 有限会社　ゴールド農園 02030-5774221 総合職 弘前市 2 正社員以外

02030-4870121 高齢者入所施設　（ユニット型）　介護職員 弘前市 3 正社員

02030-5922121 介護支援専門員　（介護老人保健施設） 弘前市 1 正社員

02030-5229121 相談員 弘前市 1 正社員

02030-5920621 看護職員　（介護老人保健施設） 弘前市 2 正社員
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社会福祉法人　弘前豊徳会
　　　　【スカイプ面談対応可能】

株式会社　太陽地所

5

株式会社　三共

特定非営利活動法人　スポネット弘前
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株式会社　レクシム

3

4

弘前航空電子　株式会社

有限会社　サンビルド

株式会社　産交

ビジョナリー・アンド・カンパニー　株式会社
　　　【スカイプ面談対応可能】

凸版メディア　株式会社



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

02030-4797321 ＳＳスタッフ　（正社員）
弘前市
黒石市

五所川原市
2 正社員

02030-6984221 ＳＳスタッフ　【弘前市内】　（アルバイト） 弘前市 3 正社員以外

02030-6986421 ＳＳスタッフ　【五所川原市内】　（アルバイト） 五所川原市 1 正社員以外

02030-6982721 配送員 弘前市 2 正社員以外

02030-5714021 指導員　（大空）　【急募】 弘前市 1 正社員以外

02030-6183121 指導員　（黒石）　【急募】 黒石市 1 正社員以外

02030-5715721 指導員　（田舎館） 【急募】 田舎館村 1 正社員以外

02030-6687821 児童指導員又は保育士　（大空）　【急募】 弘前市 1 正社員以外

02030-6178221 児童指導員又は保育士　（黒石）　【急募】 黒石市 1 正社員以外

02030-6689521 指導員又は保育士　（パート）　【急募】 弘前市 3 パート

02030-6688221 相談支援専門員　（委託職員）　【急募】 弘前市 1 正社員以外

02030-6995321 調理員　（嘱託社員） 弘前市 1 正社員以外

02030-6806421 調理員　（パート）　【急募】 弘前市 1 パート

13080-48733821 農家さんへの人材サービス営業 ／ 弘前市 弘前市 4 正社員

13080-48734221 農家さんへの人材サービス提案営業 ／ 弘前市 弘前市 4 正社員以外

13080-49694721 人材採用サービスのカスタマーサポート ／ 弘前市 弘前市 4 パート

02030-6694021 菓子製造員 弘前市 1 正社員以外

02030-5723721 菓子製造員 弘前市 1 パート

04010-33694921 機能訓練指導員 ／ デイサービス　（弘前大町営業所） 弘前市 1 正社員

04010-33744821 機能訓練指導員 ／ ツクイ弘前大町　（デイサービス） 弘前市 1 パート

04010-28235321 介護職員 ／ ツクイ弘前大町　（デイサービス） 弘前市 1 パート

04010-28243321 看護職員 ／ ツクイ弘前大町　（デイサービス） 弘前市 1 パート

04010-33772321 送迎職員 ／ ツクイ弘前大町　（デイサービス） 弘前市 1 パート

アクサ生命保険　株式会社　青森支社　弘前営業所 02030-5854221 商工会議所／商工会共済・福祉制度推進スタッフ　（弘前） 弘前市 2 正社員

アクサ生命保険　株式会社　青森支社　弘前営業所
                                                         黒石分室
  　　  【スカイプ面談対応可能】

02090-1389521 商工会議所／商工会共済・福祉制度推進スタッフ　（黒石） 黒石市 2 正社員

02030-6998121 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

02030-6999021 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

02030-5770121 看護スタッフ　（デイサービスセンター） 弘前市 1 正社員以外

02030-5771021 看護スタッフ　（デイサービスセンター）　【パート】 弘前市 1 パート

02030-7002321 生活相談員　（デイサービスセンター） 弘前市 1 正社員以外

02030-6509521 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

02030-4796421 送迎スタッフ 弘前市 1 パート

【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
　　弘前就労支援センター内　株式会社 Ｉ・Ｍ・Ｓ　（弘前市駅前町9-20）ヒロロ3F
　　　TEL：0172-55-5608　　FAX：0172-55-5607
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特定非営利活動法人　銀河
　　　　【スカイプ面談対応可能】

株式会社　エントリー
　　　　【スカイプ面談対応可能】

16

ケアパートナー　株式会社　ケアパートナー弘前
　　　　【スカイプ面談対応可能】

佐藤製菓

株式会社　弘善商会

株式会社　ツクイ　東北圏


