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平成２７年度 高校生インターンシップ受入事業所一覧

事業所名 事業所所在地 担当者電話番号 業種名 業務内容 実習場所 実習内容 事業所からの一言メッセージ

1 株式会社アップルヒル 青森市浪岡女鹿沢野尻2-3 0172-62-1170 卸・小売・飲食
店

「道の駅なみおか」お土産品販売・レストラン・そ
ば処道草庵・観光りんご園・農産物直売所

お土産品販売・レストラン・
そば処道草庵・事務所

円滑な就業に協力するため、社会体験の場として
積極的に受け入れています

2 アークコンサル株式会社（旧協栄技
術）

青森市田茂木野字阿部野1-
5 017-738-1700 サービス業 建設コンサルタント（測量・調査・土

木設計・補償業務） 当社及び市内の現場 現場及び内業の助手 国土開発の基礎になる仕事です・非常にやりがい
のある仕事です

3 青い森鉄道株式会社 青森市篠田1-6-2 017-752-0330 運輸・通信業 旅客鉄道業・広告業・旅行業等 本社・駅・設備管理所等
安全・安定輸送を維持管理する・現場での見学
・軽作業を持続管理する・時期：応相談（H26実
績：3校計4名）

安全第一を基本にお客様に愛される鉄道を目指しています・こ
れからの青い森鉄道を若い力で作り上げて行きましょう

4 青森愛犬美容専門学院 青森市長島2-18-16 017-723-6771 教育支援業 トリマー育成（学習支援） 青森愛犬美容専門学院
トリマーに関わる業務（トリミングﾞ
体験・清掃等）

犬をはじめとする動物の健康を支える大切な仕事です・
お客様のありがとうの一言がやりがいにつながります

5 社会福祉法人青森県コロニー協会 青森市幸畑字松元62-3 017-728-5621 社会福祉事業 指定障害者支援施設・指定障害
福祉サービス事業所等

セルプステーション青森
他

印刷事業・クリーニング事業・障害
者支援事業等

障害者に対する理解や認識を深めるいい機会だと
思います

6 社会福祉法人青森県すこやか福祉
事業団（養護老人ホーム安生園） 青森市中央3-20-30 017-741-4301 社会福祉事業 高齢者支援補助 養護老人ホーム安生園 高齢者支援補助 社会福祉事業に興味のある方

7 青森県民生活協同組合 青森市浜館3-7-7 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

8 青森県民生活協同組合　アカシヤ館 青森市柳川2-4-22 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

9 青森県民生活協同組合　あじさい館 青森市松原3-9-2 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

10 青森県民生活協同組合　あやめ館 青森市三内丸山11-132 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

11 青森県民生活協同組合　金沢店 青森市浪館泉川20-5 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

12 青森県民生活協同組合　コスモス館 青森市富田3-16-8 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

13 青森県民生活協同組合　さくら館 青森市桜川6-12-5 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

14 青森県民生活協同組合　新城店 青森市石江江渡52-3 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

15 青森県民生活協同組合　つくだ店 青森市中佃2-19-23 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

16 青森県民生活協同組合　はまなす館 青森市羽白沢田306-1 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

17 青森県民生活協同組合　ひまわり館 青森市浜館6-4-1 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

18 青森県民生活協同組合　八重田店 青森市東造道1-4-1 017-742-8686 卸・小売・飲食
店 生鮮・食品・日用品等の販売 各店舗（事業所所在地

に同じ） 清掃・陳列等

19 青森コミュニティビジネス株式会社 青森市第二問屋町4-11-30 017-739-7878 サービス業 公共施設の指定管理業務・委託管理業務
・警備保安業務・清掃業務・除排雪業務等

アピオあおもり青森県男女共同
参画センター・青森県子ども家庭
支援センター・情報ライブラリー

資料作成・ライブラリー受付業務・
講座補助など

県民の皆さんへ男女共同参画及び子育て支援の啓発事業等
を中心に行っております・関心のある方はぜひお越しください

20 青森設備工業株式会社 青森市篠田3-10-2 017-766-2421 建設業 管工事業（給排水設備・空調・換気冷暖房
設備・消防設備施設・受水槽関連設備） 本社他・市内各現場 （総務一般事務・ＣＤＡ設計体験・

現場観察研修・業界解説）
色々な仕事が無いと地域生活は維持できません・沢山
の経験を大事にしてくれる学生さんと汗したいです

21 青森トヨタ自動車株式会社 青森市合浦2-19-23 017-742-2111 卸・小売・飲食
店 自動車の販売及び整備 希望地は応相談 自動車の販売・接客 自動車の販売・整備・接客等について体験できま

す

22 青森日野自動車株式会社 青森市大字野木字山口164-
82 017-729-3800 卸・小売・飲食

店
トラック・バス、車両・部品販売、修
理・整備

青森・八戸・弘前・十和
田各営業所　整備課 整備実習のみ

23 青森日野自動車株式会社　青森営
業所

青森市大字野木字山口164-
82 017-729-3800 卸・小売・飲食

店
トラック・バス、車両・部品販売、修
理・整備

青森・八戸・弘前・十和
田各営業所　整備課 整備実習のみ

24 青森マツダ自動車株式会社 青森市石江字岡部86-1 017-782-1110 卸・小売・飲食
店

車の販売整備・自動車保険・レン
タカー等 事業所所在地に同じ 整備に関する補助等 お客様のカーライフパートナーとして自覚と誇りを

もって仕事ができます

25 青森三菱電機機器販売株式会社 青森市中央1-23-4 017-735-7800 卸・小売・飲食
店

電気機器具卸売及び機械器具設
置工事業 本社総務部 総務部事務処理補助 簡単、単純な仕事になるかとは思いますが、職場

の雰囲気を味わってください

26 青森ヤクルト販売株式会社 青森市石江岡部69 017-781-8960 卸・小売・飲食
店 乳製品卸売業 青森営業所 輸送営業直販の各業務に対する

補助業務
お客様１人１人に合った対応が出来る温かいお仕
事です・様々な経験から自ら向上できる仕事です

27 株式会社アストラル 青森市野木山口15-11 017-762-2171 サービス業 介護サービス業 デイサービス有料老人
ホーム 介護業務 利用者様の生活を支えるお仕事です・若い力を十

分に発揮していただけます

28 株式会社伊徳　浪岡店 青森市浪岡大字女鹿沢東種
本15-1 0186-49-2254 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 事業所所在地に同じ 要相談 当社は地域密着型スーパーマーケットです、地域のお客様とコミュニ
ケーションを大切に「心ふれあう暮らし提案」を目指しています
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29 株式会社イマージュ 青森市古川1-17-5ｋｓビル3Ｆ 017-777-0921 サービス業 美容室の経営・エステティックサロ
ンの経営・ネイルサロンの経営

美容室店舗(青森県内1
4店舗のいずれか) 店舗内での補助業務全般

30 大矢建設工業株式会社 青森市大字野沢字川部63 017-739-5205 建設業 解体工事業土木工事業・産業廃
棄物処理業 工事部・廃棄物 工事補助・廃棄物処理補助

31 カットインライオン 青森市千刈2-2-1 017-766-1458 サービス業 理容業 店舗内 理容助手・応募の都度対応する

32 株式会社中村生花店 青森市本町1-5-8 017-776-3529 卸・小売・飲食
店 生花小売業 事業所所在地に同じ

33 有限会社共済サービス 青森市本町1-1-5 017-723-5609 サービス業 ホテル兼受託（アップルパレス青
森）

事業所所在地に同じ（宿泊課ベ
ットメイク係・料飲部宴会課）

ベットメイク・宴会場のセッティングﾞ
準備 ホテルの仕事の一部を経験して下さい

34 合同会社tecoLLC 青森市浪岡大字浪岡字平野
41-203 0172-62-6556 その他 施設計画・運営・ブランディング・プ

ロダクト開発
浪岡スタジオor昭和通
りスタジオ

ディレクション・デザインおよび弊
社業務全般補助作業

社会貢献を目的にデザインに関わる様々な業務に
チャレンジしていただきます

35 五代目カネシメ蕎麦処柿崎 青森市長島1-6-5 017-722-4967 卸・小売・飲食
店

麺類製造販売・調理・洗い場・ホー
ル等 店舗内 ホール・洗い場・調理補助 社会に出る前に経験して欲しいです

36 株式会社サンワドー 青森市大字石江字三好69-1 0172-31-3033 卸・小売・飲食
店

小売業ホームンター・カー用品・家
電・ブランドショップ・業務食品等 事業所所在地に同じ 接客販売・商品品出・清掃・整頓

等

37 株式会社塩原貨物 青森市野木字野尻37-715 017-773-8433 運輸・通信業
「東奥日報」新聞輸送・引越（ハトのマークの引
越専門）・自動車関連部品販売・車検整備（指定
工場子会社）・損保代理店業務

本社・研修所もしくは現
場

車検整備（指定工場子会社）・損
保代理店業務

物流が途絶えると皆様の生活に著しく影響を与え
ます・使命と責任のある仕事です

38 志田建設株式会社 青森市佃2-19-7 017-765-1122 建設業 土木部・建築部（工事現
場） 現場監督補助 地域発展のためのインフラ整備を行う会社です・

完成したときの感動を是非味わってみて下さい

39 有限会社渋谷種苗店 青森市大野玉島30-8 017-729-4545 卸・小売・飲食
店 種苗販売 事業所所在地に同じ

（販売部） 商品管理・商品販売 中小企業の良さやチームワークの大切さを学べる
と思います

40 株式会社シンク 青森市中央1-23-4 017-777-8831 その他 ITハードウェアの販売・システム開
発・メンテナンス 社内各部門 パソコン解体・組立・ソフトウエァ実

習等

41 スーパースポーツゼビオ青森中央店 青森市東大野2-12-1 017-762-1755 卸・小売・飲食
店

スポーツ用品及びアパレル商品の
販売 事業所所在地に同じ

42 スポルト青い森グループ 青森市大字宮田字高瀬22-2 017-737-0600 サービス業 施設管理業務・スポーツイベント・スク
ールの開催・運営・講師派遣業務

新青森県総合運動公園及
び青森県総合運動公園 施設管理業務

43 スポルト青い森グループ　青森県総
合運動公園 青森市安田近野 017-737-0600 サービス業 施設管理業務・スポーツイベント・スク

ール開催、運営・講師派遣業務
新青森総合運動公園及
び青森県総合運動公園 施設管理業務

44 株式会社タケナカ 青森市野木字野尻37-734 017-739-8888 建設業 建設機材資材販売・リース、仮設材レンタ
ル、土木工事、建設機械・資材運搬等

本社事務所（営業部・整
備部）

45 株式会社東洋社 青森市南佃2-26-6 017-743-1641 サービス業 洗濯業 本社工場 クリーニング工場内作業

46 東和電材株式会社 青森市大野字前田72-1 017-739-9281 卸・小売・飲食
店

一般電設資材及び電気工事材料の卸販売・配分電盤（関連会社
商品）の卸販売・電気設備工事及び弱電設備工事の設計施工・
不動産賃貸・損害保険代理店・OA機器販売等

青森営業所・資材倉庫・
工事現場等

配送・在庫管理・見積書・納品書
作成

社会インフラの基盤を支える重要な役割を担った
やりがいのある仕事です

47 社会福祉法人徳誠福祉会デイサー
ビスセンターおきだて 青森市富田5-19-45 017-761-4567 高齢福祉 高齢者の方の介護 デイサービスセンターお

きだて

特に学年・人数・日数は問いません・デイサービスの
１日の業務・利用者の方とのコミニュケーション・レク
リエーション参加・配膳・下膳（昼食）館内清掃等

高齢者の方と接する機会がない中、人生の先輩方々からいろいろ学
ぶことができると思います・人とのコミュニケーションのとりかたを学ぶ
ことができ、今後の就職にも活用できると思います

48 株式会社トヨタレンタリース青森 青森市新田3-6-4 017-782-7100 サービス業 レンタカー・カーリース、中古車販
売・保険代理店等

県内各店舗（本部で一
括管理） 店舗内全般的な業務補助

49 株式会社中三 青森市新町1-7-1 017-777-3131 卸・小売・飲食
店

衣料品・食料品及び身の回り品等
の販売 売場（販売部署） 従業員の人員が限られていますのでマンツーマンとかという形での指

導はできませんが基本となる接客礼儀は身に付けられると思います　

50 株式会社成田本店 青森市新町1-13-4 017-723-2431 卸・小売・飲食
店

図書・文具・官報・CD・楽器等販売 図書等商品陳列補助等 お客様への接客が体験できます

51 株式会社ニュークリーン 青森市橋本3-20-14 017-734-6464 サービス業 衣類のクリーニング 工場・店舗受付（イトー
ヨーカドー）乗車配送

クリーニング品の包装・プレス等・
受付・営業等

公衆衛生上の問題から社会に必要なお仕事です

52 日産プリンス青森販売株式会社 青森市大字新城字福田271-
1 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売・修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

53 日産プリンス青森販売株式会社　三
内店

青森市大字三内字稲元75-5 017-788-5666 卸・小売・飲食
店

自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

54 日産プリンス青森販売株式会社　つ
くだ店 青森市南佃2-1-32　　 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

55 日産プリンス青森販売株式会社　港
町店 青森市港町3-6-20 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

56 八甲田ホテル 青森市八甲田山1（青森市荒
川字南荒川山1-1） 017-728-2828 サービス業 ホテル業 事業所所在地に同じ
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57 株式会社ビジネスサービス 青森市新町2-6-29 017-765-4001 卸・小売・飲食
店

コンピュータ機器販売・ソフトウェア
開発・通信機器販売 事業所所在地に同じ 店頭業務体験等 店頭業務や基本動作等を学んでいただけます

58 有限会社フォトシバタ 青森市花園1-27-5 017-741-2514 サービス業 記念写真撮影 ㈲フォトシバタ　幸せ写
真クローバー（支店） 撮影助手等

59 株式会社細川産業 青森市勝田2-23-12 017-723-1451 建設業 港湾土木建設業 会社及び工事現場（工
事課）

工事管理（建設業協会より依頼）

60 ホテル青森 青森市堤町1-1-23 017-775-4141 サービス業 宿泊・サービス業 館内（客室・キッチン・売
店）

61 マックスバリュ東北株式会社　青森
東店

青森市大字矢田前字弥生田
45-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

62 マックスバリュ東北株式会社　幸畑
店 青森市幸畑3-1-8 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

63 マックスバリュ東北株式会社　浪打
店 青森市花園2-23-10 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

64 マックスバリュ東北株式会社　浪岡
店 青森市浪岡大字松嶋15 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

65 マックスバリュ東北株式会社　浜田
店

青森市大字浜田字玉川196-
9 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

66 「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫 青森市浅虫字螢谷341-19 017-737-5151 サービス業 「道の駅」・観光レクリエーション他
物販・市場・FFわさも・
浴場等

品出し・賞味期限チェック・清掃・
皿洗い等

接客の基本である笑顔で挨拶はもちろん、各売場
で色々な体験が出来ます

67 社会福祉法人みつば会 青森市大字四ツ石字下川原
24-1 017-738-2622 その他 児童福祉（保育） 青森山田保育園 保育補助

68 株式会社ムジコ・クリエイト　青森モ
ータースクール 青森市妙見1-2-1 0172-28-2727 教育・学習支援

業
自動車教習所(各種運転免許)・各
種建設機械技能教習等

弘前・青森・八戸・浪岡各モー
タースクールフロント課 受付・接客対応・資料作成等 免許だけでなく、安全教室や講話等交通安全教育を通じ

事故の無い社会作りに貢献している会社です

69 株式会社ムジコ・クリエイト　浪岡モ
ータースクール

青森市浪岡大字浪岡字林本
121 0172-28-2727 教育・学習支援

業
自動車教習所(各種運転免許)・各
種建設機械技能教習等

弘前・青森・八戸・浪岡各モー
タースクールフロント課 受付・接客対応・資料作成等 免許だけでなく、安全教室や講話等交通安全教育を通じ

事故の無い社会作りに貢献している会社です

70 森山ディーゼル株式会社 青森市新田3-11-1 017-766-1344 サービス業 自動車整備・板金・塗装・風力発
電事業

エネルギー部・自動車整備課
（本社工場及び現場実習）

71 株式会社若山経営 青森市筒井字八ツ橋1372-1 017-738-8833 サービス業 経営計画作成と実行支援・その他経営全
般についての支援・セミナー企画運営 株式会社和山経営 社会人になる前の心構えや将来の目標について

先輩からの体験を交えてディスカッションします

72 和幸保育園 青森市長島2-1-12 017-776-1924 保育所 保育補助 事業所所在地に同じ

73 株式会社わんわん倶楽部あおもり
（ドギーペットトリミングスクール） 青森市堤町2-21-4 017-773-2251 サービス業 ペットスクール・ペットサロン・ペット

ショップ他 事業所所在地に同じ

74 青森日野自動車株式会社　弘前店 弘前市大字福田1-1-1 017-729-3800 卸・小売・飲食
店

トラック・バス、車両・部品販売、修
理・整備

青森・八戸・弘前・十和
田各営業所　整備課 整備実習のみ

75 青柳保育園 弘前市悪戸村元25-8 0172-34-7600 その他 保育業務 各年齢保育室にて保育
業務

76 アサヒ建設株式会社 弘前市大字川合字浅田8-5 0172-27-1998 建設業 総合建設業（主に土木工事） 工事課 現場見学・現場実習・生コンクリー
ト工場見学等

工事現場での有意義な実習を体験をでき、技術者
としての勤労観・職業観が身に付くと思います

77 株式会社伊徳　アルカディア店 弘前市扇町3-1-1 0186-49-2254 卸・小売・飲食
店 スーパーマーケット 事業所所在地に同じ 要相談 当社は地域密着型スーパーマーケットです、地域のお客様とコミュニ

ケーションを大切に「心ふれあう暮らし提案」を目指しています

78 株式会社エムエフノースジャンパン 弘前市大字末広1-1-1 0172-29-3977 卸・小売・飲食
店 自動車小売業 本社所在地 整備補助

79 社会福祉法人音羽会　住宅型有料
老人ホームシニアシティ弘前

弘前市大字向外瀬字豊田31
9-1 0173-72-1122 サービス業 老人のお世話 住宅型有料老人ホーム

シニアシティ弘前 老人のお世話 「人に喜んでいただける喜び」を体感できる仕事で
す

80 社会福祉法人音羽会　認知症対応共同生活
介護グループホームうぐいすの里弘前

弘前市大字向外瀬字豊田31
9-1 0173-72-1122 サービス業 老人のお世話 認知症対応型共同生活介護グ

ループホームうぐいすの里弘前 老人のお世話 「人に喜んでいただける喜び」を体感できる仕事で
す

81 株式会社キタコン 弘前市大字宮川1-1-1 0172-34-1758 サービス業 土木・建築構造物の設計・測量・
地質調査 本社（現場） 測量作業補助 道路・河川・ダムの建設のお手伝いをするお仕事です・

公共事業という大事な仕事でやりがいがあります

82 株式会社金正堂本店 弘前市土手町45-1 0172-34-3711 サービス業 ジュエリー・ウォッチ・アイウェア・ブ
ライダルジュエリーの接客・販売 弘前店 お客様一人ひとりに喜んで頂ける接客をする、とてもや

りがいのある仕事です。ぜひ一緒に働きませんか

83 株式会社光建自動車整備 弘前市大字新里字東里見13
6-1 0172-26-1922 その他 自動車整備 自動車整備に付随する補佐

84 社会福祉法人富輝会　こひつじ保育
園 弘前市楢木字用田185-1 0172-98-2601 保育園 保育業務全般 こひつじ保育園 保育補助
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85 株式会社サンデー弘前店　 弘前市大字八幡町3-1-5 0172-33-6721 卸・小売・飲食
店

自店（高校側の希望に
沿って実施）

86 社会福祉法人嶽陽会　 弘前市大字一町田字浅井44
3-1 0172-82-3500 その他 介護等体験

特別養護老人ホーム松山荘・短
期入所生活介護松山荘ケアステ
ーション

介護・介助・利用者とのコミュニケ
ーション等

介護・介助のほか、利用者との交流等の体験を行
います

87 社会福祉法人弘前豊徳会 弘前市大川中桜川18-10 0172-99-1255 その他
介護老人保健施設・短期入所生活介護・通所リハビ
リテーション・通所介護・訪問介護看護・住宅型有料
老人ホーム・居宅介護支援事業診療所等の運営等

当法人内事業所内
現場職員の指導の下で実習に入っていただき
ます・本人の希望や習得技術などを勘案して実
習案内を検討いたします

介護技術等だけではなく社会人としての経験や適
応力も得られます

88 社会福祉法人真会　真土保育園 弘前市大字真土字苅田125-
1 0172-82-5468 保育園 小学校就学前児童の保育 事業所所在地に同じ

89 社会福祉法人七峰会 弘前市大字下白銀町21-8 0172-53-3070 社会福祉事業 入居通所者の介護を含む日常生
活支援 施設内 介護補助

90 特別養護老人ホーム　白神荘 弘前市茜町2-1-2社会福祉法人
つがる三和会法人事務局 0172-85-3123 その他 介護業務 特養介護職 介護補助・居室掃除・レクリェーシ

ョン補助
高齢者の人を支える大切な仕事です。元気な方を
求めてます

91 社会福祉法人伸康会 弘前市独狐字石田121-1 0172-95-3981 サービス業 高齢者福祉サービス・障害者福祉
サービス 事業所所在地に同じ コンセプトに基づいたサービスを提供している為一般的な介護

とは違った視点で仕事に取り組んでもらえると思います

92 社会福祉法人新友会　木の実保育
園 弘前市新寺町55-41 0172-33-2384 社会福祉 乳幼児保育 当社内各クラスにて 食事介助・オムツ交換等 子どもの健やかな成長を育む、素敵な仕事です

93 社会福祉法人静修会　静修保育園
弘前市大字津賀野字岡本15
-3 0172-34-1151 その他 幼児保育 事業所所在地に同じ 保育業務全般

94 社会福祉法人誠風会　 弘前市大字清野袋字岡部43
3-1 0172-37-8311 サービス業 介護老人保険施設、居宅支援事

業所、訪問介護看護等
介護部門・看護部門・リ
ハビリ部門 介護補助 お年寄りが好きな方

95 社会福祉法人聖陽会　サン保育園 弘前市浜の町東4-2-6 0172-36-4264 サービス業 乳幼児保育 事業所所在地に同じ 保育の補助（オムツ交換・食事・おやつ等）
又、元気に子どもたちとあそんで下さい

96 相馬村農業協同組合 弘前市大字五所字野沢23-1 0172-84-3215 農業協同組合 信用・共済・購買・販売・農業指導
等各種事業

直売所接客対応及び商品梱包等
・りんご選果作業全般等

職場の雰囲気がとても明るく、和気あいあいに就労いただけま
す・諸先輩方も、とても親切に業務指導いたします

97 株式会社大成コンサル 弘前市取上5-12-7 0172-33-2781 サービス業 測量・土木建設・建築設計・地質
調査・補償コンサルタント 会社内 測量・設計補助 最新のインストラクチャーを使用し、親切丁寧に指

導します

98 高杉保育園 弘前市大字高杉字五反田27
4-3 0172-95-3768 福祉施設 園児世話・掃除 事業所所在地に同じ 希望者は受け入れします

99 田澤工業株式会社 弘前市亀甲町108-2 0172-36-7730 建設業 左官業

100 嶽開発株式会社 弘前市大字馬屋町3 0172-34-1560 建設業 公共工事（土木・舗装）産業廃棄
物中間処理業・農業

市内各現場（土木工事
部） 現場実習

101 特別養護老人ホーム長慶会 弘前市大字坂市字亀田53-3 0172-84-1010 サービス業 老人の介護 特別養護老人ホーム長
慶苑・その他

玄関先からすでに挨拶をしない人がいるのできちんとして欲しい・食事
持参、立地条件があまり良くないです・自家用車で可能ですが五所地
区からバスはありません

102 通所介護事業パインハウス城南 弘前市大字原ケ平字山元11
8-1 0172-88-1764 その他 事業所所在地に同じ 介護補助

103 通所介護事業パインハウス弘前 弘前市大字国吉字坂本138-
10 0172-86-3800 その他 高齢者介護等 施設内 介護体験

104 社会福祉法人つがる三和会おのえ　 弘前市茜町2-1-2 0172-43-5225 福祉 利用者の日常生活における介護
業務（食事・入浴・排泄の介護等）

105 株式会社東北企業服 弘前市大字宮川2-3-7 0172-35-5311 卸・小売・飲食
店 白衣・事務服・作業服他 当店 ユニホームの仕事を好きになって下さい

106 株式会社東横イン弘前駅前 弘前市駅前1-1-1 0172-31-2045 サービス業 ビジネスホテル 事業所所在地に同じ

107 日本健康開発株式会社 弘前市大字宮川3-17-13 0172-39-1061 サービス業 （介護予防）通所介護 デイサービスセンターひ
なた 介護業務・コミュニケーション

108 ひまわり保育園 弘前市松原東4-2-21 0173-87-3942 その他 保育園 当社各保育室 職場体験

109 特定非営利活動法人弘前こどもコミ
ュニティ・ぴーぷる

弘前市一番町5正阿弥ビル3
Ｆ 0172-34-0171 サービス業 社会貢献活動全般(子育て支援・

まちづくり活動等)
事務局(弘前市)・もくもく
木育広場(青森市)

社会貢献活動に関わる業務全般 社会課題解決型の市民サービスのお仕事です

110 弘前市役所 弘前市大字上白銀町1-1 0172-35-1111（内
線285） 公務 行政業務 事業所所在地に同じ

111 富士建設株式会社 弘前市高田1-10-12 0172-26-4111 建設業 土木工事業・舗装工事業 富士建設株式会社土木
部

現在は弘前工業高校からの要請により実施してい
ます

112 藤代保育園 弘前市大字石渡1-1-9 0172-32-0511 サービス業 乳幼児保育 保育園内 保育補助 体力勝負ですので体調を整えましょう
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113 保育園みのり 弘前市福村字新舘添56 0172-27-9623 その他 乳幼児保育 保育園みのり 保育業務の観察及び補助

114 社会福祉法人抱民舎 弘前市高屋字安田735-3 0172-82-6060 障害福祉サー
ビス 障害者支援 打ち合わせの上決定 障害者支援

115 一般財団法人星と森のロマントピア・
そうま

弘前市水木在家桜井113-2 0172-84-2288 サービス業 宿泊業 レストラン・プール等

116 ホテルナクアシティ弘前 弘前市大町1-1-2 0172-37-9562 サービス業 ホテル運営 事業所所在地に同じ
（宿泊部・料飲部）

ベットメイキング・会場準備・備品
整理他

お客様から自然と笑みがこぼれるようなホスピタリ
ティをめざしています

117 株式会社ホテルニューキャッスル 弘前市上鞘師町24-1 0172-36-1211 サービス業 ホテル業（宿泊・婚礼・宴会・レスト
ラン・製菓・製パン）

ホテルニューキャッスル
客室

ルーム清掃（但し9時-12時に限
る）

118 マックスバリュ東北株式会社　岩木
店

弘前市大字一町田字村元71
1-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

119 マックスバリュ東北株式会社　樋の
口店 弘前市大字樋の口2-9-6 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

120 マックスバリュ東北株式会社　弘前
城北店 弘前市石渡4-2-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

121 マックスバリュ東北株式会社　安原
店 弘前市大字泉野1-4-5 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

122 みんなのサークル弘前店 弘前市宮川3-17-7 0172-35-3300 その他 高齢者介護 みんなのサークル弘前
店 高齢者介護 高齢者の在宅生活を支援する仕事です

123 株式会社ムジコ・クリエイト 弘前市和泉1-3-1 0172-28-2727 その他 自動車教習所（各種運転免許）各
種建設機械技能教習他

弘前・青森・八戸・浪岡各モー
タースクールフロント課 受付・接客対応・資料作成等 免許だけでなく安全教室や講和等の交通安全教育を通

じ事故のない社会作りに貢献している会社です

124 株式会社ムジコ・クリエイト　弘前モ
ータースクール 弘前市和泉1-3-1 0172-28-2727 教育・学習支援

業
自動車教習所(各種運転免許)・各
種建設機械技能教習等

弘前・青森・八戸・浪岡各モー
タースクールフロント課 受付・接客対応・資料作成等 免許だけでなく、安全教室や講話等交通安全教育を通じ

事故の無い社会作りに貢献している会社です

125 陸奥新報社 弘前市下白銀町2-1 0172-34-3111 新聞業 新聞発行 事業所所在地に同じ

126 明誠保育園 弘前市大字撫牛子3-3-9 0172-32-6447 サービス業 乳幼児の保育 保育園内 保育補助

127 社会福祉法人常仁会やまぶき保育
園 弘前市常盤坂4-1-3 0172-36-0800 保育園 ０-６歳児の保育 やまぶき保育園 保育助手 こどもと遊ぶことが好きな人を歓迎します。

128 養正保育所 弘前市大字清野袋1-1-11 0172-33-3060 サービス業 乳幼児保育 養正保育所 保育業務補助

129 青森つばめプロパン販売株式会社 八戸市十日町上樋田26-11 0178-96-1345 電気・ガス・水
道業 LPG・灯油小売卸業 本社内 社員業務の補助 エネルギーの安定供給・供給機器の安全確保をモ

ットーにしています

130 青森日野自動車株式会社　八戸営
業所 八戸市長苗代4-1-26 017-729-3800 卸・小売・飲食

店
トラック・バス、車両・部品販売、修
理・整備

青森・八戸・弘前・十和
田各営業所　整備課 整備実習のみ

131 赤間印刷工業株式会社 八戸市城下1-24-21 0178-43-7158 製造業 商業用及び官庁用印刷製造・販
売促進事業・電子データ作成 事業所所在地に同じ 印刷業務実習

132 有限会社インフィニット有料老人ホー
ムおおひらき 八戸市鮫町字大開15-2 0178-35-2525 サービス業 介護サービス 事業所所在地に同じ 介護・相談支援

133 株式会社エーアンドエム 八戸市湊高台3-3-8 0178-35-0789 広告物製作 屋内外広告物製作・印刷物データ
作成・HP作成 事業所所在地に同じ 清掃・製作補助・データ作成補助・

現場補助・営業同行
お客様の繁栄のお手伝い・最も効果的なご提案を
する仕事です

134 エイコウコンサルタンツ株式会社 八戸市長苗代下亀子谷地11
-1 0178-28-6802 技術サービス

業
土木設計（道路・漁港施設・河川構造
物・上下水道等）測量・地質調査等

本店[八戸市]（技術部）
・青森支店

土木設計・測量及び地質調査補
助等

135 オトキタ酒販株式会社 八戸市沼館1-13-5 0178-46-0711 卸・小売・飲食
店 業務卸・酒類等小売業 本社・セブドール沼館店

・セブドール類家店 店舗における接客販売

136 旭光通信システム株式会社 八戸市北インター工業団地1
-3-35 0178-20-5540 製造業 通信機器製造業 組立

137 北日本造船株式会社 八戸市江陽3-1-25 0178-24-4171 製造業 鋼製船舶の製造 八戸本社にて各関係部
署により対応

安全教育・船舶木穂運設計・溶接
実習・旋盤加工等

138 有限会社木村書店 八戸市小中野8-12-29 0178-24-3366 卸・小売・飲食
店

書籍・雑誌・文房具・教材・教科書
の販売 木村書店内 品質管理補助・パソコン入力等

139 株式会社グランフォート 八戸市大字新荒町33 0178-46-0007 写真業 学校アルバム作成・ブライダル撮
影・スタジオ撮影等 新荒町店舗 人の思い出をお手伝いする仕事です

140 グループホーム　ほおずき 八戸市是川字転道平1-2 0178-20-8770 サービス業 老人介護施設 グループホーム又は有
料老人ホーム レクリエーション・見守り等 基本理念「真心」に沿った協調性を大切にした職

場です
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141 K2DOOM 八戸市港高台4-16-1 0178-24-9191 サービス業 美容技術・接客応対等 全店舗 掃除全般・準備・かたづけ等

142 株式会社光洋鉄工 八戸市桔梗野工業団地2-8-
26 0178-20-1315 製造業 鉄骨工事業・一般管工事業

143 有限会社サウンドクリエイト 八戸市沼館3-3-10 0178-45-7021 サービス業 映像・音響・照明・制作 総務部部隊部・映像部・
外の現場

事務・音響・照明アシスタント・映
像部撮影補助

144 社会福祉法人白銀会さめ保育園 八戸市鮫町上盲久保7-1 0178-33-3109 その他 保育 保育所

145 特別養護老人ホーム　サンシャイン 八戸市東白山台2-2-1 0178-23-5050 サービス業 介護職 特別養護老人ホーム・
デイサービス 介護（応相談） 高齢者の尊厳のある生活を支えるケアです・意欲

のある方はお待ちしています

146 特定非営利活動法人しゃらく 八戸市湊高台2-13-17 0178-33-6314 サービス業 介護保険のグループホーム 介護職員

147 社会福祉法人俊公会 八戸市大字市川町字尻引前
山31-225 0178-28-6550 福祉 障がい福祉サービス事業所の運

営
八戸市内事業所２ヶ所もし
くは三沢市内事業所 20-30歳台のスタッフが多い職場です

148 障害者支援施設　東幸園 八戸市大字大久保生平44-7
7 0178-35-2002 その他 知的障害者支援全般 本社支援課 知的障害者の支援全般 若い職員が多い家族的な雰囲気の職場です・採

用後に資格取得を目指す方も歓迎します

149 社会福祉法人寿栄会特別養護老人
ホーム寿楽荘

八戸市大字市川町字夏秋4 0178-52-5151 介護 老人福祉施設 事業所所在地に同じ 老人の介護体験※学年・人数・日
数については都度相談に応じる

150 自衛隊青森地方協力本部八戸地域
事務所 八戸市内丸1-1-40 0178-45-1920 公務 募集 自衛隊内 各種体験 自衛隊受験を考えている方、興味がある方、お待

ちしております

151 医療法人仁泉会 八戸市大字河原木字八太郎
山10-81 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

事業所所在地に同じ 介護サービスの補助
お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

152 医療法人仁泉会　八戸在宅クリニッ
ク 八戸市大字岩泉町7 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

八戸在宅クリニック 介護サービスの補助
お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

153 医療法人仁泉会　妙水苑デイサービ
スセンター 八戸市大字妙字分枝39-1 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

妙水苑デイサービスセ
ンター 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

154 医療法人青仁会 八戸市大字田茂木字赤坂22
-1 0178-27-2053 サービス業 医療・福祉 南山苑

155 タクミホーム株式会社 八戸市糖塚蟹沢7-1 0178-44-6161 建設業 住宅建築業・不動産業 各現場 各現場にて作業実習 素直で明るく元気な人を募集します

156 千葉幼稚園 八戸市田向間ノ田39-3 0178-45-2312 その他 幼児教育 クラス担任補助

157 東北車輌サービス株式会社 八戸市大字河原木字蓮沼41
-39 0178-28-7188 卸・小売・飲食

店 自動車整備・販売等 事業所所在地に同じ

158 中居林保育園 八戸市大字石手洗字油久保
4-3 0178-96-1690 福祉施設 保育所 中居林保育園 乳幼児の保育と教育の補助及び

雑務
将来、保育教諭を目指している方は、特に乳幼児
の発達を学ぶことが出来ます

159 株式会社ナカト　トマト衣料館　八戸
湊店

八戸市白銀町右新井道1-1 0178-32-2622 卸・小売・飲食
店 衣料品等の販売・陳列等 トマト衣料館八戸湊店

衣料品、雑貨品の値札付け・陳列
・接客・清掃等

お客様と接する仕事なのであいさつや言葉使いが
身に付きます

160 株式会社中村木材店 八戸市大字美保野13-246 0178-38-6822 卸・小売・飲食
店 建築資材卸売業 事業所所在地に同じ 一般住宅・建築資材配送補助（ど

ちらか1人です）
一般住宅の仕事です・やりがいのある仕事だと思
います

161 株式会社南部架設 八戸市桔梗野工業団地2-3-
1 0178-29-3835 建設業 くさび式足場の組立スタッフ及び

営業スタッフ 当社 営業スタッフ補助 社員はパートナーです、みんなでよりよい組織に
し、この会社で生きるための感性を磨こう

162 日産プリンス青森販売株式会社　旭
ヶ丘店

八戸市大字新井田字小久保
尻16-12 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

163 日産プリンス青森販売株式会社　城
下店 八戸市沼館1-9-22 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

164 日産プリンス青森販売株式会社　八
戸店

八戸市大字長苗代字二日市
6-1 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

165 日産プリンス青森販売株式会社　類
家店 八戸市類家4-10-7 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

166 介護老人保健施設はくじゅ 八戸市大字河原木字北沼22
-39 0178-28-4001 介護 老人保健施設（入所130名・通所100名）・要介護

老人の医療と日常生活サービスの提供
介護老人保健施設はく
じゅ

コミュニケーション・レクリエーショ
ン

医療・保健を通じて地域に貢献できるお仕事です

167 株式会社橋文 八戸市卸センター1-9-1 0178-28-1661 卸・小売・飲食
店 靴の卸・小売 店舗または倉庫

168 八戸酒造株式会社 八戸市大字湊町字本町9 0178-33-1171 製造業 日本酒製造販売 事業所所在地に同じ
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169 八戸市役所 八戸市内丸1-1-1 0178-43-2111（内
線355） 公務 行政サービス 事業所所在地に同じ

対象学年・対象人数・可能日数等に特に定めはありません。業務
内容が多岐にわたるため、学年から希望部署を聞きとりした上で
受入可能かどうか検討します。したがって受入部署の業務状況し
だいでは受入できない場合があります

業務内容が多岐にわたるため、必ずしも希望する職業体験ができると
は限りませんが、社会人としての基本姿勢を学ぶ機会にしていただけ
ればと思います

170 八戸中央青果株式会社 八戸市大字河原木字神才7-
4 0178-28-8585 卸・小売・飲食

店 青果物卸売 営業開発部 食にかかわる仕事は命にかかわる仕事です・そし
て人間が生きてくために必要な仕事です

171 八戸トーヨー住器株式会社 八戸市新井田字出口平24-1 0178-25-9777 卸・小売・飲食
店 住宅用資材卸売 当社作業場 サッシ組立補助 技術が身につく仕事です

172 株式会社八戸プラザホテル 八戸市柏崎1-6-6 0178-44-3121 サービス業 ホテル業 希望部署等に受け入れ ホテル業全般

173 株式会社福島漁業 八戸市大字鮫町字下手代森
2-1 0178-33-2151 農・林・漁業 漁業（大中型まき網漁業） 当社所有まき網漁船 操業体験実習

174 有限会社ほおずき 八戸市是川転道平1-2 0178-20-8770 サービス業 老人介護施設 グループホームまたは
有料老人ホーム レクリエーション・見守り等 基本理念「真心」に沿った協調性を大切にした職

場です

175 マックスバリュ東北株式会社　八戸
城下店 八戸市城下2-11 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

176 株式会社松倉製麺所 八戸市大字白銀町字大沢頭
12-1 0178-33-5458 製造業 麺類製造販売 事業所内 製造作業補助

177 株式会社溝口電気 八戸市江陽5-4-28 0178-22-1104 建設業 電気工事 工事部 電気工事

178 株式会社ムジコ・クリエイト　八戸モ
ータースクール 八戸市石堂4-7-32 0172-28-2727 教育・学習支援

業
自動車教習所(各種運転免許)・各
種建設機械技能教習等

弘前・青森・八戸・浪岡各モー
タースクールフロント課 受付・接客対応・資料作成等 免許だけでなく、安全教室や講話等交通安全教育を通じ

事故の無い社会作りに貢献している会社です

179 株式会社ゆとり 八戸市青葉3-16-5 0178-73-5339 サービス業 高齢者の介護 各入所施設・通所施設

180 株式会社ユニバース 八戸市大字長苗代字前田83
-1 0178-21-1833 卸・小売・飲食

店
地域に密着した食品中心のスー
パーマーケットの経営 応相談 商品作り・品だし・接客、清掃/日

時・日数は応相談
申込は人事教育部人事担当までお願いします

181 社会福祉法人八戸市社会福祉事業
団養護老人ホーム長生園 八戸市是川字犾森33 0178-96-5222 社会福祉法人 老人福祉事業 養護老人ホーム長生園・長生

園デイサービスセンター 応相談

182 苓北設備設計株式会社 八戸市大字田向字檀ノ平10-
16 0178-45-5288 建設業 建築設備コンサルタント 事業所所在地に同じ

183 青森県りんごジュース株式会社 黒石市相野178-2 0172-52-2321 製造業 清涼飲料水製造業 工場内生産部門・製品
保管部門 生産・実務 自分の将来に備え、また見据えた確実な作業をし

てください

184 管電工業株式会社 黒石市緑ヶ丘101 0172-53-1155 建設業 管工事・電気工事 設備部・電機部 事務・配管の補助

185 黒石市役所 黒石市市ノ町11-1 0172-52-2111 公務 市役所業務 市民環境課・農林課・企
画課等 受付業務・現場作業等

186 株式会社桜庭建設 黒石市大字南中野字才ノ神4
2-6 0172-54-8550 建設業 主に公共工事・土木工事・建築工

事の施工・施工管理
工事現場（場所について
は実施時の状況による）

地域に貢献し、生活を支える仕事です・若い力を
十分に発揮しやりがいのある仕事です

187 学校法人東英学園　東雲幼稚園 黒石市大字上山形字中野馬
場24-2 0172-54-8220 その他 幼稚園

188 有限会社須藤善石油 黒石市一番町173 0172-52-2221 卸・小売・飲食
店

石油製品LPガス等の小売卸売業
黒石市弘前市内でのガ
ソリンスタンド

ガソリンスタンドでの接客販売業
務

小売の最前線で自分を試してみましょう・お待ちし
ています

189 すみれ特別養護老人ホーム 黒石市馬場尻南58 0172-53-3018 サービス業
特別養護老人ホーム、ショートステイデイサービ
ス、福祉用具貸与・販売、高齢者総合福祉セン
ター、日用品販売等

老人ホーム・デイサービス
センター・グループホーム

190 有限会社浪岡ファッション 黒石市下目内沢字小屋敷添
5-7 0172-59-2950 製造業 紳士服婦人服委託加工 本社所在地

191 マックスバリュ東北株式会社　黒石
店 黒石市錦町2 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

192 株式会社増川プロジェクト技建 黒石市旭町9-8 0172-52-6257 土木建築サー
ビス業

測量・設計・土木施工監理・発注
者支援業務（国・県）

本社（設計部）又は事業
所（積算事業部） 設計又は積算業務補助 シビルエンジニアとして、社会資本整備携わり、「地域づくり」に

貢献したいと考えている意欲的な人材をお待ちしています

193 社会福祉法人御幸会　アリス保育園 黒石市大字内町21-3 0172-52-3389 サービス業 保育の補助 事業所所在地に同じ 保育士になりたい方、また関心のある方、子供達
から元気なパワーをもらい仕事ができます

194 社会福祉法人愛生会　栄幸園 五所川原市大字梅田字燕口
257 0173-28-2288 サービス業 社会福祉施設・障害福祉サービス

事業
傷害支援施設　栄幸園 生活支援・簡単な作業訓練等 明るく活気ある職場です

195 有限会社アレンヂフラワー 五所川原市中央4-123 0172-34-8739 サービス業 販売 販売・装飾

196 医療法人守生会　グループホームひ
まわり

五所川原市字一ツ谷508-12 0173-34-5551 介護 認知症対応型共同生活介護・認
知症対応型通所介護 施設内 介護補助・料理補助
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197 五所川原市役所 五所川原市字岩木町12 0173-35-2111 公務 地方行政 本庁舎・金木総合支所・
市浦総合支所等 一般行政事務等

198 五所川原市養護老人ホーム　くるみ
園

五所川原市字幾世森165-1 0173-34-2721 介護 高齢者支援施設 老人ホームくるみ園 高齢者支援

199 齋勝建設株式会社 五所川原市大字太刀打字早
蕨98-4 0173-35-2710 建設業 総合建設業 土木部 工事現場での技術員の補助等

200 有限会社サンセイ住設 五所川原市姥萢字桜木288-
20 0173-34-3901 電気・ガス・水

道業
一般住宅、公共施設等の設備機
器・給排水等の工事・設計 事業所所在地に同じ 現場実習 当社の業務は一般住宅・公共施設建物に必要な業種で

すので技術を身につければ将来役に立ちます

201 社会福祉法人照輝会なおみ保育園 五所川原市みどり町4-126-1 0173-34-7888 福祉 保育園 保育園内 保育補助・体験

202 たかたて保育園 五所川原市大字飯詰字狐野
68-1 0173-37-3030 保育園 乳幼児保育・子育て支援・給食提

供・栄養計算
たかたて保育園内（調
理等含む） 子どもの成長を一緒に喜びあえる

203 立佞武多の館 五所川原市大町21-1 0173-38-3232 サービス業 観光・展示案内・土産物販売・調
理配膳など 施設内各所 チケット販売・アテンド・レジの各補

助・調理等
県外のお客様の利用が多く、人とのふれあいの場
も沢山あります

204 株式会社常磐測量設計 五所川原市大字豊成字田子
ノ浦92-7 0173-29-4183 サービス業 地上測量全般・土木設計 測量：現場　設計：社内 測量 地域を支える仕事です。誇りの持てる仕事だと思

っています

205 特別養護老人ホーム　あかね荘 五所川原市前田野目字長峰
112-2 0173-29-3533 介護福祉サー

ビス
入所者の生活全般にわたる支援 あかね荘

206 社会福祉法人中川双葉会　中川保
育園

五所川原市川山字千本29-2 0173-36-2611 その他 保育・調理（幼児給食） 中川保育園 保育の現場を肌で感じとり、未来を担う子どもの育
成に生きがいを見い出して下さい

207 宗教法人日本基督教団　五所川原
教会

五所川原市大字姥萢字船橋
52-214 0173-34-2654 その他 乳幼児の教育・保育 保育園内 保育士の補助等

208 株式会社パークイン五所川原エルム
シティ

五所川原市大字唐笠柳字藤
巻66-12 0173-34-8910 サービス業 ホテル・レストラン 事業所所在地に同じ

209 ホテルサンルート五所川原 五所川原市布屋町25 0173-34-8811 サービス業 宿泊業 料理部門・宿泊部門 事前に相談にて決定

210 ホテルサンルートパティオ五所川原 五所川原市字田町181 0173-33-3333 サービス業 宿泊業 事業所所在地に同じ

211 マックスバリュ東北株式会社　松島
店

五所川原市字鎌谷町519-1 018-847-2772 卸・小売・飲食
店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で

実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接
客に興味がある方をお持ちしております

212 有限会社松江造花仏壇店 五所川原市金木町朝日山30
1-1 0173-53-3344 サービス業 葬祭業務全般

213 社会福祉法人松島中央厚生会 五所川原市大字金山字盛山
53-3 0173-35-2368 保育所 乳幼児の保育 津軽野保育園

214 若葉保育園 五所川原市大字飯詰字石田
172 0173-37-3788 福祉事業 保育所 当保育園 保育補助

215 青森日野自動車株式会社　十和田
営業所

十和田市大字大沢田字池ノ
平29-2 017-729-3800 卸・小売・飲食

店
トラック・バス、車両・部品販売、修
理・整備

青森・八戸・弘前・十和
田各営業所　整備課 整備実習のみ

216 特定非営利活動法人生きがい十和
田 十和田市弥生町13-7 0176-24-2777 介護業 日常生活における身体介護・食事

排泄等 事業所所在地に同じ

217 株式会社岩間印刷 十和田市東二十三番町11-2
5 0176-23-5131 製造業 印刷業 工場内

218 有限会社奥入瀬フーズ 十和田市大字奥瀬字小沢口
90-1 0176-72-3113 サービス業 食事処 本店（食事処おいらせ） ホール全般・雑用

219 上北建設株式会社 十和田市穂並町2-62 0176-23-3511 建設業 土木工事・建築工事・舗装工事他 事業所所在地に同じ 現場監督手伝い

220 ギフトギャラリーメッセージ 十和田市東一番町3-50 0176-24-1520 卸・小売・飲食
店 輸入雑貨小売店 住所地と同じ 一緒に空間作りにチャレンジしてみませんか

221 有限会社小澤建設 十和田市東二十二番町30-2
8 0176-21-2883 建設業 土木建設業 現場各所 現場管理補助 地図に残る仕事です・明日の日本の底辺を支える

仕事です

222 ササキ石油販売株式会社 十和田市大字奥瀬字小沢口
425-3 0176-72-2026 卸・小売・飲食

店
ガソリンスタンド・ＬＰｶ゙ｽ他燃料販売・
水道・住宅設備工事・自動車整備工場

本社（各部署を２-３日
程度）

設備工事等の補助・営業付添、ス
タンド業務など一通り

私たちはプロの技術と英知を結集し、お客様のくら
しの喜びを創造する企業です

223 学校法人さつき学園認定こども園　さ
つき幼稚園

十和田市西十四番町19-13 0176-22-1636 幼稚園 乳児教育 学校法人さつき学園認定
こども園さつき幼稚園

224 社会福祉法人三徳会　十和田めぐみ
保育園 十和田市西一番町5-51 0176-22-0141 その他 保育園 十和田めぐみ保育園 保育助手・掃除
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225 有限会社シーブイエス・サンコー 十和田市元町西2-13-21 0176-20-1420 卸・小売・飲食
店 コンビニエンスストア コンビニ 販売員 手造り弁当を中心に販売していて、スタッフのいろ

いろなアイデアを出しあって商品化しています

226 新産測量株式会社 十和田市大字相坂字白上4-
203 0176-23-5325 サービス業 測量・設計・補償コンサルタント 本社に同じ・技術部 測量外業補助・設計内業補助

私たちは人々の生活に直結する、道路や橋梁、河川など社会基盤の
整備事業に携わっています・専門技術をもって社会に貢献できる仕事
です

227 社会福祉法人純心会まるく保育園
十和田市大字深持字佐々木
平234-1 0176-21-4703 サービス業 乳幼児保育 施設内

228 医療法人仁泉会　おしどりの里在宅
介護支援センターおいらせ

十和田市大字奥瀬字中平15
6 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

おしどりの里在宅介護
支援おいらせ 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

229 医療法人仁泉会　介護老人保健施
設ハートランド

十和田市大字相坂字高清水
78-450 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

介護老人保健施設ハー
トランド 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

230 田中建設株式会社 十和田市東一番町2-50 0176-23-3521 建設業 総合建設業 県南地区の現場 現場施工補助

231 小さな森保育園 十和田市西二十一番町6-14 0176-23-4793 サービス業 保育 事業所所在地に同じ 子ども達に負けないくらい元気な方、お待ちしてお
ります

232 株式会社工組 十和田市西二番町13-22 0176-23-4911 建設業 土木工事業・舗装工事業・建築・しゅん
せつ・とび・造園・管水道・鋼構造物 工事部 施工・品質管理補助等 自分の住む街をより良い環境に変えるやりがいの

ある仕事です

233 十武建設株式会社 十和田市大字奥瀬字大堀平
164-1 0176-72-2458 建設業 現場施工 現場施工 若い力を必要としています・是非チャレンジしてみ

ませんか

234 東陽工業株式会社 十和田市東二番町8-43 0176-23-6610 建設業 管工事（給排水・衛生・空調設備
工事） 工事部 給排水・衛生・空調設備工事補助

もの造りの喜びと完成した時の満足感がたまらな
いです

235 有限会社トマシン 十和田市大字三本木字里ノ
沢28-15 0176-23-4912 製造業 機械加工 本社工場内 NC施盤・MCの操作・加工

236 十和田観光電鉄株式会社 十和田市稲生町17-3 0176-23-3131 運輸・通信業 乗合バスをはじめ観光バス、高速バスにより旅
客運輸、及びホテル、レジｬー施設等の事業

運輸事業部乗合課整備
工場 整備・塗装作業補助等 整備業が好きで興味のある方は是非お問い合わ

せください

237 十和田観光電鉄株式会社 十和田市稲生町17-3 0176-23-3131 運輸・通信業 乗合バスをはじめ観光バス、高速バスにより旅
客運輸、及びホテル、レジｬー施設等の事業

運輸事業部観光課観光十
和田営業所観光ガイド シナリオの暗記・仕草等 覚えるまで大変なお仕事ですが色々な人に触れ合いやりがいのある

お仕事です・１度習得しますと何歳になっても続けられるお仕事です

238 十和田観光電鉄株式会社 十和田市稲生町17-3 0176-23-3131 サービス業 乗合バスをはじめ観光バス、高速バスにより旅
客運輸、及びホテル、レジｬー施設等の事業

ホテルレジャー事業部・
十和田富士屋ホテル

厨房内で調理補助・軽作業（実習
に近い作業です）

お客様のニーズに゙応じて視覚、味覚、心を満足できるお
料理（西洋・中国・日本料理）を提供しております

239 社会福祉法人十和田市社会福祉協
議会

十和田市稲生町18-33　市民
交流ﾌ゚ﾗｻ゙内 0176-23-2992 社会福祉事業 社会福祉業務全般 社会福祉協議会内 事務補助

240 十和田市民図書館 十和田市西十三番町2-8 0176-23-7808 公務 図書館業務 十和田市民図書館内 図書館業務補助

241 十和田地域広域事務組合　消防本
部 十和田市西二番町7-10 0176-25-4111 公務 消防機関 十和田消防署 各種災害対応訓練等 受入れ希望の連絡は教職員から担当へ連絡願い

ます

242 十和田みなみ幼稚園 十和田市穂並町4-55 0176-23-3797 幼稚園 教師の補助 事業所所在地に同じ 笑顔で元気な方、子供と楽しく過ごして下さい

243 株式会社中達組 十和田市大字三本木字金崎
225-2 0176-23-4695 建設業 土木工事業・ほ装工事業・とび土木工

事業・水道施設工事・建設工事業他 工務部 技術者の補助 やりがいを見つける事ができます

244 南部シビルコンサルタンツ株式会社 十和田市東五番町7-1 0176-22-9575 サービス業 測量・土木コンサルタント 現場 測量作業の補助・高校受け入れは
三本木農業のみとする

245 日産プリンス青森販売株式会社　十
和田北店

十和田市大字洞内字井戸頭
144-711 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

246 日産プリンス青森販売株式会社　十
和田店

十和田市大字三本木字千歳
森357-2 017-788-5666 卸・小売・飲食

店
自動車の販売、修理・自動車用品
販売・損害保険代理店

学校が指定する店舗の
工場

自動車の点検修理その他付帯業
務

247 社会福祉法人八甲田会 十和田市大字相坂字高清水
78-232 0176-23-5500 社会福祉事業 高齢者向け各種福祉サービスの提供

及び障害者向け福祉サービスの提供
特別養護老人ホーム八
甲荘 ご利用者のお世話・介護支援

社会福祉法人八甲田会は八甲田会理念及び八甲田会7ヶ条に則り
「ご利用者のみならず、ご家族に納得して頂ける施設」を目指しており
ます

248 ふくい歯科クリニック 十和田市東2番町8-15 0176-21-1182 サービス業 歯科治療全般

249 フレンドリーホーム公立もくもっく 十和田市大字三本木字西金
崎369-55 0176-20-1666 福祉施設 就労継支援B型事業所 当施設内 人と話すのが好きな方、明るい方、歓迎です

250 ほなみ保育園 十和田市穂並町4-40 0176-22-2589 サービス業 乳幼児の保育 当保育園内（園外保育
の時も有）

乳幼児の保育全般に関わる事項
人が育つまでの色々な関わりと成長の過程を体験
してほしい

251 マックスバリュ東北株式会社　北園
店

十和田市西二十一番町14-1
3 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

252 マックスバリュ東北株式会社　十和
田店

十和田市大字相坂字小林21 018-847-2772 卸・小売・飲食
店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で

実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接
客に興味がある方をお持ちしております
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253 社会福祉法人みやぎ会　介護老人
保健施設とわだ

十和田市大字洞内字長田60
-6 0176-27-3131 介護 第一種社会福祉事業・第二種社

会福祉事業 施設内

254 株式会社ヨコサワ 十和田市大字藤島字東山10
-22 0176-28-3267 製造業 制缶加工によるオイルタンクや農

業用機械・器具の製作他
キャド室・機械加工・溶接ロボット
・溶接、レーザー加工・ベンダー

255 青森県立三沢航空科学館 三沢市大字三沢字北山158 0176-50-7777 その他 青森県立三沢航空科学館 科学実験工房・設備管
理

256 株式会社オリワン 三沢市東岡三沢3-41-85 0176-53-1233 サービス業 総合結婚式場・エネルギー関連小
売 事業所所在地に同じ

257 株式会社サンロク 三沢市桜町1-2-7 0176-53-3436 不動産業 不動産販売・仲介・建築・賃貸住
宅 営業・設計監理・総務

営業：ｱﾊ゚ ﾄー賃貸対応補助・設計監理：建築現
場対応補助、設業業務補助・総務：一般事務等
補助

衣食住の内の「住」についてのお仕事です

258 株式会社シモクボ 三沢市中央町2-1-1 0176-52-7777 宿泊業 ビジネスホテル 事業所所在地に同じ 人と接するのが好きな方に向いています

259 社会福祉法人常光会 三沢市六川目6-28-6 0176-59-3601 サービス業 老人福祉事業 事業所所在地に同じ 介護業務 入職後に資格を取得することも可能です

260 有限会社浄法寺工務店 三沢市大字三沢字前平57 0176-54-3879 建設業 新築、リホーム工事・外構工事・住
宅設備機器販売等 事業所所在地に同じ

261 医療法人仁泉会　デイサービスセン
ターにこにこプラザみさわ 三沢市松園町3-2-1 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

デイサービスセンターに
こにこプラザみさわ 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

262 スターゼンミートプロセッサー株式会
社青森工場

三沢市大字三沢字淋代平11
6-3102 0176-59-2001 製造業 豚肉加工処理

263 株式会社青北建設 三沢市六川目6-34-57 0176-59-3508 建設業 土木・建築・住宅建築・リフォーム 本社（現場） 現場に出ている社員の補助※人
数・日数については応相談による

お客様の将来を明るい未来を形にする仕事です

264 太洋舎商事株式会社 三沢市幸町3-21-29 0176-53-3433 サービス業 総合クリーニング業 当社 クリーニング作業 生活に密着したクリーニングです。大型設備等の取扱いもあり若い力
で管理し、作業効率の改革に十分発揮していただけます

265 チャリティー第一保育園 三沢市六川目2-101-1005 0176-59-3040 その他 保育所 事業所所在地に同じ 保育業務

266 寺下運輸倉庫株式会社 三沢市南町4-31-3461 0178-56-4611 運輸・通信業 一般貨物自動車運送業 六戸リサイクル工場 リサイクル工場見学 地元に密着したお仕事です

267 有限会社中村建設 三沢市本町1-55-5 0176-53-2026 建設業 土木・ほ装 事務所（総務）・現場※毎年三沢
商業の生徒を受入している 依頼があれば応じます

当社では毎年高校生のインターシップは受入しております・高校以外
でも事前に連絡下されば出来る範囲で対応可能ですが、前例があり
ませんので打合せ等で対応させていただきます

268 株式会社中屋敷建設 三沢市深谷2-94-303 0176-57-2773 建設業 現場管理 本社及び各現場 工事現場管理及び作業・設計

269 マックスバリュ東北株式会社　三沢
大町店 三沢市大町2-12-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

270 社会福祉法人楽晴会 三沢市大町２丁目6-27 0176-53-3550 サービス業 社会福祉事業 学生さんの希望も聞き
応相談 介護業務補助 大変な仕事ですがやりがいのある仕事です

271 社会福祉法人青森社会福祉振興団 むつ市十二林11-13 0175-23-1600 サービス業 高齢者福祉全般
特別養護老人ホームみちのく荘・
特別養護老人ホーム金谷みちの
く荘他

掃除や食事介助等の補助的業務
等

272 青森日野自動車株式会社　むつ駐
在所 むつ市横迎町2-134-1 017-729-3800 卸・小売・飲食

店
トラック・バス、車両・部品販売、修
理・整備

青森・八戸・弘前・十和
田各営業所　整備課 整備実習のみ

273 サークルＫ　むつ柳町店 むつ市柳町2-8-1 0175-22-6605 卸・小売・飲食
店 コンビニエンスストア　販売員 事業所所在地に同じ

274 白百合保育園 むつ市下北町6-22 0175-22-3703 福祉 幼児保育 事業所所在地に同じ

275 学校法人東安学園　こばと幼稚園 むつ市昭和町23-25 0175-22-5070 その他 幼児教育 事業所所在地に同じ

276 野村建設株式会社 むつ市旭町6-6 090-7931-3957 建設業 土木・建築・不動産 土木部・建築部現場 現場実習・測量実習 業界の老齢化が進む現在、若いあなたの知識力
が必要です

277 障害福祉施設ハートランドさくら むつ市赤川町11-22 0175-28-2311 その他 障害者福祉業務 各事業所（本事業所で
一括管理）

障害者の生活及び就労指導等支
援

障害者の方々を支援する仕事ですのである程度
障害者の方々を理解されている事が必要

278 株式会社浜中土木 むつ市川内町家ノ上8 0175-42-3269 建設業 総合建設業（一般土木・とび・土木
・舗装等） 建設業事務・工事軽作業等 建設業界は作業員高齢化が深刻です・ベテラン作業員さんをお手本と

して技能を磨いて様々な資格を取得することが出来ます

279 株式会社マエダ むつ市小川町2-4-8 0175-22-0221 卸・小売・飲食
店 食品スーパーマーケット 青森県内各店舗（通勤

可能な店舗）
販売に関わる業務（加工・陳列等）

地域密着にこだわっています・地元貢献したい方
におすすめです

280 村林電機株式会社 むつ市大畑町湯坂下104-45 0175-34-4142 卸・小売・飲食
店

携帯電話販売・船舶自動車装品
販売修理
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281 株式会社木村牧場 つがる市木造丸山竹鼻118-
5 0173-26-4177 農・林・漁業 養豚、バイオガス・ソーラー発電事

業、飼料米・エコフィード事業 つがる市・本社農場 農業(日本)は、これからの成長産業です・食料から
エネルギーまで生み出す楽しい仕事です

282 社会福祉法人健誠会　月見野園 つがる市森田町森田月見野
473-2 0173-26-2634 その他 障害者支援施設

283 株式会社大元 つがる市木造有楽町11-1 0173-42-2118 卸・小売・飲食
店

衣料品・化粧品・ギフト・スクール・
靴の販売 衣料品販売

284 社会福祉法人つがる市社会福祉協
議会 つがる市木造若緑52 0173-42-4886 介護 高齢者介護施設 事業所所在地に同じ

285 つがる市役所 つがる市木造若緑61-1 0173-42-2111 公務 市町村事務 市役所 市町村事務

286 社会福祉法人柏友会　特別養護老
人ホーム　桑寿園

つがる市柏桑野木田若宮25
5-1 0173-25-2115 サービス業 高齢者・児童保育福祉サービス 施設内 介護補助・清掃･高齢者の話し相

手

287 社会福祉法人緑会　銀杏ケ丘保育
園 つがる市木造浮巣31-5 0173-42-6200 公務 保育業務 保育園内 保育業務 保育体験をしたい方、子供の育ちに寄り添い子供

の素晴らしさを感じる事が出来ます

288 もりた保育園 つがる市森田町森田月見野
12-5 0173-26-3032 その他 保育園 保育補助 保育補助

289 株式会社伊徳　平賀店 平川市本町平野8-7 0186-49-2254 卸・小売・飲食
店 スーパーマーケット 事業所所在地に同じ 要相談 当社は地域密着型スーパーマーケットです、地域のお客様とコミュニ

ケーションを大切に「心ふれあう暮らし提案」を目指しています

290 株式会社木村食品工業 平川市李平字上安原2-19 0172-57-2731 製造業 野菜・山菜水煮・りんごシロップ漬
け・冷凍野菜・ドライフルーツ等 事業所所在地に同じ 製造部 食品製造の最初から最後までわかるお仕事です・

一緒にがんばりましょう

291 障害者支援施設　旭光園 平川市猿賀明堂255 0172-57-5155 福祉事業 障害者への生活支援及び就労支
援・相談支援事業 事業所所在地に同じ 意欲的・活発で福祉に熱意がある方をお待ちして

います

292 マックスバリュ東北株式会社　平賀
店

平川市小和森上松岡193-1 018-847-2772 卸・小売・飲食
店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で

実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接
客に興味がある方をお持ちしております

293 株式会社ヤマダイ 平川市南田中北原6-1 0172-57-5111 卸・小売・飲食
店

りんごの通販・催事販売・卸業務・
商品製造保管の業務 本社内 りんごの選果作業

294 マックスバリュ東北株式会社　平内
店

東津軽郡平内町大字小湊字
外の沢40 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

295 株式会社蓬田紳装 北津軽郡蓬田村郷沢浜田13
8-88 0174-27-2345 製造業 オーダー紳士服及び婦人服の製

造及び販売 会社内作業所 スーツの縫製・裁断

296 鯵ヶ沢町役場 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町
209-2 0173-72-2111 公務 地方自治

総務課・福祉衛生課・教育委員
会等※業務上実習場所に制限
有り

一般事務等

297 社会法人福祉法人音羽会 西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平
町字甲音羽山65-412 0173-72-1122 サービス業 老人介護

鰺ヶ沢事業所（老健・グループホ
ーム）弘前事業所（グループホー
ム）

老人介護(人数・日数は1回につ
き）

298 社会福祉法人音羽会 西津軽郡鯵ヶ沢町大字長平
町字甲音羽山65-412 0173-72-1122 サービス業 老人のお世話

老人保健施設ながだい荘・有料
老人ホームシニアシティ弘前・グ
ループホーム

老人のお世話 「人に喜んでいただける喜び」を体感できる仕事で
す

299 社会福祉法人音羽会　介護老人保
健施設ながだい荘

西津軽郡鯵ヶ沢町大字長平
町字甲音羽山65-412 0173-72-1122 サービス業 老人のお世話 介護老人保健施設なが

だい荘 老人のお世話 「人に喜んでいただける喜び」を体感できる仕事で
す

300 社会福祉法人音羽会　認知症対応共同
生活介護グループホームうぐいすの里

西津軽郡鯵ヶ沢町大字長平
町字甲音羽山65-411 0173-72-1122 サービス業 老人のお世話 認知症対応型共同生活介護

グループホームうぐいすの里 老人のお世話 「人に喜んでいただける喜び」を体感できる仕事で
す

301 マックスバリュ東北株式会社　鯵ヶ沢
店

西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸
町字下豊田64-2 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

302 マックスバリュ東北株式会社　深浦
店

西津軽郡深浦町大字深浦字
吾妻沢1-24 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

303 東和電機工業株式会社 南津軽郡藤崎町大字榊字和
田88-1 0172-69-5111 製造業 制御配電システムの設計・製造

プラレトシステム・組立
工場

制御ソフト実習又は配電盤の製造
補助

304 マックスバリュ東北株式会社　新おお
わに店

南津軽郡大鰐町大字大鰐字
前田27 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

305 株式会社伊徳　板柳店 北津軽郡板柳町大字福野田
字実田19-1 0186-49-2254 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 事業所所在地に同じ 要相談 当社は地域密着型スーパーマーケットです、地域のお客様とコミュニ
ケーションを大切に「心ふれあう暮らし提案」を目指しています

306 マックスバリュ東北株式会社　板柳
店

北津軽郡板柳町大字灰沼字
東265-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

307 特別養護老人ホーム鶴松園 北津軽郡鶴田町大字廻堰字
上野尻146-1 0173-22-6633 福祉 高齢者の食事や入浴・排泄介助な

ど生活全般のお手伝い 特別老人ホーム 高齢者の食事介助や話相手など
の生活援助

入所している方々の「生活」の支援をするやりがいがある仕事です。若い方は、高齢者
とふれあいから学ぶ事も多いと思います。職員のチームワークを大事にしており、外部
研修への参加や資格取得の推進など一人一人の資質の向上にも努めています

308 社会福祉法人鶴田町社会福祉協議
会

北津軽郡鶴田町大字鶴田町
字沖津193 0173-22-3394 サービス業 介護業務

通所介護（デイサービス）・特別
養護老人ホーム、就労継続支援
事業所
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309 株式会社スーパーストア 北津軽郡中泊町大字中里字
紅葉坂154 0173-23-1147 卸・小売・飲食

店
食品・衣類・ホームセンター商品の
販売

北津軽郡鶴田町大字鶴田字中245-
1又はスーパーストア金木タウンセン
ター店(五所川原市金木町沢部460)

衣・食・住に関わる商品の販売・ライフラインストア
として役立つ仕事です

310 マックスバリュ東北株式会社　野辺
地店

上北郡野辺地町字二本木24
-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

311 株式会社御菓子のみやきん 上北郡七戸町字七戸329-1 0176-62-5100 製造業 和洋菓子製造販売 十和田総本店・七戸本
社工場 和菓子製造

312 株式会社佐藤建設工業 上北郡六戸町大字犬落瀬字
千刈田2-8 0176-55-3151 建設業 総合建設業 本社工務部 建設業 建設業へ就職希望もしくは興味のある方大歓迎で

す

313 彦建設株式会社 上北郡東北町字往来ノ上79 0175-62-2152 建設業 道路・下水・公園・水道等の建設
工事業

工事部における・主に東北町を
中心とした上北郡内の工事現場

人々の生活維持及び国土形成において重要な仕
事です・１度のぞいてみませんか

314 株式会社高田工業 上北郡六ヶ所村大字鷹架字
久保ノ内49-1 0175-34-3711 建設業 土木・建築・ほ装・管電気工事 本社事務所 工事現場管理補助 将来の建設業のために一緒に仕事してみません

か

315 株式会社鳥山土木工業 上北郡六ヶ所村大字倉内字
笹崎232-14 0175-74-2851 建設業 総合建設業 当社 現場管理補助・営業補助 幅広い年齢層の方が従事しております・とてもやり

がいのある仕事です。

316 おいらせ町役場 上北郡おいらせ町中下田135
-2 0178-56-2166 公務 地方行政・公営企業（病院）

おいらせ町役場・みなくる館等
（体験部署は、受入体制により変
更になります）

一般行政事務（広報取材イベント
準備・図書館業務等）

イベント準備や図書館業務体験など、まちづくりの
仕事を体験することができます

317 株式会社柏崎組 上北郡おいらせ町立蛇71 0178-50-6511 建設業 土木工事・建築工事・舗装工事 本人希望により土木又
は建築現場 安全管理・現場管理等

318 有限会社柏崎青果 上北郡おいらせ町秋堂54-1 0178-56-5030 農・林・漁業 農産物生産加工販売業 上北郡おいらせ町木崎
158 加工作業 「働く基本の挨拶を大切に」を第一目標とし、安全安心食材を

安定供給するために社員一丸となって取り組んでいます

319 医療法人仁泉会　介護老人保健施
設しもだ

上北郡おいらせ町山崎2592-
7 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

介護老人保健施設しも
だ 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

320 日本フードパッカー株式会社 上北郡おいらせ町松原2-132
-35 0178-52-1550 製造業 畜産物の処理加工販売・油脂の製造

及び販売・飼料の製造及び販売等 ポーク課 食肉製造等 日本トップクラスの処理能力を持った食肉処理工
場です

321 マックスバリュ東北株式会社　三戸
店

三戸郡三戸町大字川守田字
下比良18-1 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております

322 社会福祉法人吉幸会特別養護老人
ホームひだまり

三戸郡五戸町字苗代沢3-66
0 0178-61-1300 福祉 利用者の身の回りのお世話や食

事・入浴・排泄のお世話
特別養護老人ホームひ
だまり

利用者の身の回りのお世話など
誰かの役に立てる地域の役に立てるすばらしい仕
事です

323 倉石ハーネス株式会社 三戸郡五戸町大字豊間内字
地蔵平1-865 0178-61-1100 サービス業 老人ホームの運営 横浜地区・三八地区 職場体験（実習・研修）

324 社会福祉法人さくら会 三戸郡五戸町倉石中市新山
平64-1 0178-77-2160 サービス業 入所している利用者の介護等 特別養護老人ホームさくら荘又

はさくら荘デイサービスセンター
介護業務全般（対象学年は不問・1度の受入人
数は2名程度迄・可能日数は3-5日程度）

介護は総合的な生活支援です・プロの介護人を目
指して欲しいです

325 医療法人仁泉会　デイサービスセン
ターにこにこプラザ五戸

三戸郡五戸町字川原町西裏
5-80 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

デイサービスセンターに
こにこプラザ五戸 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

326 株式会社東北産業 三戸郡五戸町大字豊間内字
地蔵平1-865 0178-61-1100 サービス業 老人ホーム等の運営 横浜町地区・三八地区 職場体験（実習・研修）

327 医療法人仁泉会　介護老人保健施
設しんごう

三戸郡新郷村大字戸来字金
ヶ沢森ノ下24 0178-51-2590 福祉

青森県・岩手県・宮城県で病院・介護老人保健
施設の運営を中心に医療・介護のサービス提
供

介護老人保健施設しん
ごう 介護サービスの補助

お客様の日常生活のサポートをする非常にやりがいのある仕事です・
「おもてなしの心」を持ち、若い力を十分に発揮して頂きたいと思いま
す

328 株式会社伊徳 秋田県大館市清水4-4-15 0186-49-2254 卸・小売・飲食
店 スーパーマーケット 青森県内の4店舗 要相談 当社は地域密着型スーパーマーケットです、地域のお客様とコミュニ

ケーションを大切に「心ふれあう暮らし提案」を目指しています

329 大蔵工業株式会社 神奈川県川崎市幸区古川町
69 0178-62-2241 製造業 レントゲン装置部品の機械加工・

帯掛機・紙枚数計数機の製造等
青森事業所(三戸郡五戸
町豊間内地蔵平1-278）

レントゲン装置部品の機械加工・
帯掛機・紙枚数計数機の製造

330 株式会社国際パトロール 秋田県秋田市仁井田新田2-
4-3 018-889-9004 サービス業 警備全般 各営業所・指定場所

毎日でなくとも講義のない日などを中心に実施
学科研修の後実施研修・警備の仕事はなにか
という講義と見学が中心になります

男女を問わずできる仕事で、皆のために役立つ仕
事です・「若者応援企業」です

331 株式会社ネクサス 岩手県盛岡市青山4-46-15タケダス
ポーツ青山店内総合受付3F 0172-28-1533 卸・小売・飲食

店 スポーツ用品の販売 タケダスポーツ弘前店
快適なスポーツを支えるお仕事です・非常にやり
がいのある仕事です

332 マックスバリュ東北株式会社 秋田県秋田市土崎港北1-6-
25 018-847-2772 卸・小売・飲食

店 スーパーマーケット 通えるエリアの店舗で
実施いただきます 店内業務(品だし・陳列) 地域のお客様の「食」に関わる仕事です・小売、接

客に興味がある方をお持ちしております


