
発行

NO 職種 年齢 求人数 賃金 求人者名／求人番号 就業時間 加入保険等

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時15分～19時00分 日祝他

39歳以下 155,000円～170,000円 (2)8時15分～14時00分
(3)8時15分～13時45分

正社員 02080- 1008231 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給 交替制あり

(1)8時00分～16時30分 日祝他
不問 148,500円～165,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)9時30分～18時00分
（月額換算額）

正社員以外 02080- 1022031 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分 火他
59歳以下 160,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 02080- 1023831 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1年単位）

(1)9時00分～18時00分 火他
59歳以下 160,000円～240,000円 (2)10時00分～19時00分

正社員 02080- 1024231 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分 日祝他
59歳以下 170,000円～190,000円

正社員 02080- 1025531 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分 他
59歳以下 175,000円～230,000円

正社員 02080-  991231 就業場所 青森県三沢市 拠出・給付

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分 他

59歳以下 167,000円～191,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

正社員 02080-  996631 就業場所 青森県三沢市 拠出・給付

時給
(1)10時00分～19時00分 他

不問 154,080円～154,080円

（月額換算額）
正社員以外 02080- 1001731 就業場所 青森県上北郡おいらせ町

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 日祝他

不問 196,000円～216,000円

正社員 02080-  979631 就業場所 青森県三沢市
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)0時00分～9時00分 他
18歳以上 202,860円～211,260円

（月額換算額）
正社員以外 02080-  983531 就業場所 青森県三沢市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分 他

64歳以下 202,000円～306,000円

正社員 02080-  986331 就業場所 青森県三沢市
月給

(1)8時30分～17時30分 土日他
59歳以下 181,000円～200,500円

正社員 02080-  975531 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1年単位）

(1)8時50分～17時20分 日祝他
59歳以下 150,000円～170,000円

正社員 02080-  976431 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳以上 167,200円～248,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)16時00分～10時00分

正社員以外 02080-  977731 就業場所 青森県上北郡おいらせ町 拠出

月給
(1)8時15分～17時15分 土日祝他

不問 142,000円～142,000円

正社員以外 02080-  960331 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
64歳以下 151,000円～204,914円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 02080-  937331 就業場所 青森県三沢市

16

ケアワーカー 医療法人　青仁会　ライ
フコミュニティパークみ
さわ

青森県三沢市中央町４丁目１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形2人

雇用期間の定めなし
毎　週

15

経理事務補助員 三沢市商工会 青森県三沢市幸町２丁目１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

14

介護職員（グループホー
ム）

（社福）誠友会　デイ
サービスセンターいこい
の森

青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘１丁目５
０－２０７７

雇用・労災・
健康・厚生

7人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

13

経理総務事務員 株式会社　日産青森サー
ビスセンター

青森県上北郡六戸町大字折茂字上折茂６
９番地２０

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

12

機能訓練指導員（特別養
護老人ホーム）

社会福祉法人　同仁会
特別養護老人ホーム　う
るわしの杜

青森県三沢市千代田町４丁目１４０－８
５１

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

毎　週

11

看護職員（訪問看護） 社会福祉法人　常光会 青森県三沢市大字三沢字南山６０番地２
号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形1人

雇用期間の定めなし
毎　週

10

看護補助（夜勤専従者） 一般財団法人　仁和会
三沢中央病院

青森県三沢市中央町３丁目１１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

9

保育士 社会福祉法人若竹会　児
童発達支援センター
ハーモニー

青森県三沢市東岡三沢一丁目２３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

7

8

介護職員（グループホー
ム・正社員）

医療法人　仁泉会　にこ
にこプラザみさわ

青森県三沢市松園町３丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めなし

その他

家具販売員 株式会社　東京インテリ
ア家具　下田店

青森県上北郡おいらせ町菜飯２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 毎　週

6

看護師又は准看護師（正
社員）

医療法人　仁泉会　にこ
にこプラザみさわ

青森県三沢市松園町３丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

5

保育士【ピッコロ保育
園】

学校法人　小檜山学園
認定こども園　三沢第一
幼稚園

青森県三沢市美野原２丁目１２－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

その他

4

レンタカー貸渡業務ス
タッフ

ジェイボーイ　三沢店
（有限会社　東北自動
車）

青森県三沢市松原町２丁目３１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

3

販売員及び事務員 ジェイボーイ　三沢店
（有限会社　東北自動
車）

青森県三沢市松原町２丁目３１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

2

店舗業務 株式会社ゆめグリ－ン 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田１
９番地２０

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 毎　週

専門・事務・販売・サービス

令和5年3月28日
（毎週火曜日発行）

ハローワーク三沢
（三沢公共職業安定所）
TEL　０１７６－５３－４１７８

所在地・就業場所 休日／
週休二日制

1

調剤薬局スタッフ（正社
員）

ハートファルマ株式会社
あおいもり薬局

青森県上北郡おいらせ町住吉４丁目５０
番２１１０

◎ この求人情報は、ハローワークにある求人のうち、最新の求人を掲載したものです。

◎ 求人条件の詳細については、「屋外求人コーナー」または「求人検索コーナー」にてご確認ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

☆求人情報は、マックテレビでもご覧いただけます。

☆求人情報については本情報若しくはハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)にて提供しておりますのでご利用お願いします。
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専門・事務・販売・サービス

令和5年3月28日
（毎週火曜日発行）

ハローワーク三沢
（三沢公共職業安定所）
TEL　０１７６－５３－４１７８

所在地・就業場所 休日／
週休二日制

◎ この求人情報は、ハローワークにある求人のうち、最新の求人を掲載したものです。

◎ 求人条件の詳細については、「屋外求人コーナー」または「求人検索コーナー」にてご確認ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

時給 交替制あり
(1)22時00分～8時00分 他

18歳以上 1,000円～1,000円

パート労働者 02080- 1010331 就業場所 青森県三沢市
時給

他
不問 853円～853円

パート労働者 02080- 1012931 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

(1)8時30分～17時30分 他
不問 1,029円～1,359円

パート労働者 02080-  992531 就業場所 青森県三沢市
時給

他
不問 954円～994円

パート労働者 02080-  997931 就業場所 青森県三沢市
時給

(1)10時00分～19時00分 他
不問 900円～900円

パート労働者 02080- 1000431 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)6時00分～11時00分 他
不問 853円～853円 (2)13時00分～18時30分

パート労働者 02080- 1003631 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

(1)18時00分～22時00分 日他
不問 900円～1,000円

パート労働者 02080-  980031 就業場所 青森県三沢市
時給

(1)9時00分～16時30分 日祝
不問 870円～920円

パート労働者 02080-  982231 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

他
不問 900円～950円

パート労働者 02080-  934531 就業場所 青森県三沢市
時給

(1)14時00分～18時00分 他
不問 1,420円～1,420円

パート労働者 02080-  941531 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

日他
20歳以上 1,000円～1,000円

パート労働者 02080-  913931 就業場所 青森県三沢市
月給

土日祝他
不問 870円～870円

（時給換算額）
パート労働者 02080-  924831 就業場所 青森県三沢市

時給 交替制あり
他

59歳以下 853円～1,300円

パート労働者 02080-  927431 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

(1)8時30分～14時30分 土日祝他
不問 900円～1,000円 (2)9時00分～15時00分

パート労働者 02080-  887531 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給 交替制あり

(1)14時00分～18時00分 土日祝他
不問 900円～1,000円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 02080-  888431 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

日他
不問 853円～1,200円

パート労働者 02080-  897731 就業場所 青森県三沢市

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 毎　週

17

フロントスタッフ（ナイ
ト）パート

ホテルルートイン三沢
（ルートインジャパン株
式会社）

青森県三沢市幸町１丁目９番２号 雇用・労災

1人

18

介護員（特養：パート） 社会福祉法人　メープル 青森県上北郡六戸町大字上吉田字長谷８
５番地１１

労災

3人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 6時00分～22時00分の間

の4時間程度

毎　週

19

看護師又は准看護師
（パート）

医療法人　仁泉会　にこ
にこプラザみさわ

青森県三沢市松園町３丁目２－１ 雇用・労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

20

介護職員（グループホー
ム・パート）

医療法人　仁泉会　にこ
にこプラザみさわ

青森県三沢市松園町３丁目２－１ 労災

2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 7時00分～19時00分の間

の5時間程度

毎　週

21

雑貨・ホームファッショ
ン用品販売員（パート）

株式会社　東京インテリ
ア家具　下田店

青森県上北郡おいらせ町菜飯２７－１ 労災

2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は10時00分～19時00

分の間の4時間以上

毎　週

22

調理員 有限会社　楓プロジェク
ト　住宅型有料老人ホー
ム　かえでの森

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山５
５－４２５

雇用・労災

1人
雇用期間の定めなし

又は6時00分～18時30分
の間の7時間以上

その他

23

ホール担当 株式会社　いろり 青森県三沢市中央町２丁目５－３５ 労災

1人
雇用期間の定めなし

その他

24

看護補助（日勤のみ）
パート

一般財団法人　仁和会
三沢中央病院

青森県三沢市中央町３丁目１１－２ 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

25

ケアワーカー（パート） 医療法人　青仁会　ライ
フコミュニティパークみ
さわ

青森県三沢市中央町４丁目１－２ 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 8時00分～17時00分の間

の5時間程度

その他

26

看護師 医療法人　青仁会　ライ
フコミュニティパークみ
さわ

青森県三沢市中央町４丁目１－２ 雇用・労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

27

ホール係 居酒屋　くいしんぼ 青森県三沢市中央町１丁目７－９－４ 労災

1人
雇用期間の定めなし

17時00分～23時30分の
間の3時間以上

毎　週

28

学校業務補助員（会計年
度任用職員）

青森県立三沢商業高等学
校

青森県三沢市春日台２丁目１５４ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 8時15分～16時45分の間

の6時間程度

毎　週

29

販売・調理（三沢１号
店）

有限会社　三咲羽や 青森県三沢市中央町４丁目３－１１ 労災

2人
雇用期間の定めなし

16時00分～20時00分の
間の3時間程度

毎　週

30

保育士（８時３０分～） 社会福祉法人　希望 青森県三沢市中央町４丁目６番１３号 雇用・労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

31

保育士（１４時～） 社会福祉法人　希望 青森県三沢市中央町４丁目６番１３号 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～18時00分

の間の4時間程度

毎　週

32

ホール係（１７：００
～）

すし処　魚らく 青森県三沢市幸町１丁目６－６ 労災

1人
雇用期間の定めなし

17時00分～22時00分の
間の3時間程度

毎　週

☆求人情報は、マックテレビでもご覧いただけます。

☆求人情報については本情報若しくはハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)にて提供しておりますのでご利用お願いします。


