
賃　金 年　齢
求人番号

01040-14989711

01040-15003111

01040-14947111

01040-14959511

01040-14810511

01040-14811411

01040-14840111

01040-14843211

01040-14844511

01040-14775611

01040-14704211

01040-14714011

01040-14724611

01040-14651311

01040-14664811

01040-14669311

01040-14670111

01040-14671711

01040-14672811

01040-14673211

01040-14674511

01040-14675411

01040-14604911

01040-14571311

01040-14488811

介護職員／正職員
158,300円～213,200円

介護福祉士 株式会社　フジライフ　シルバーヒルズるくる

59歳以下
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／正職員
180,000円～227,500円

介護福祉士 社会福祉法人　輔心会

59歳以下
新得町西２条南５丁目５番地１
就業地：新得町

機能訓練指導員・介護職員
（兼務）／正社員 200,000円～240,000円

柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

合同会社　のどか

不問
帯広市東１２条南５丁目１０番地２
就業地：帯広市

介護職員（帯広けいせい苑）
／初級職員 153,200円～162,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　慧誠会

64歳以下
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

介護職員（芽室けいせい苑）
／初級職員 153,200円～162,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　慧誠会

64歳以下
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：芽室町

介護職員（小規模　いなほ）
／初級職員 153,200円～162,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　慧誠会

64歳以下
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

介護職員（特養　いなほ）／
初級職員 153,200円～162,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　慧誠会

64歳以下
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

介護職員（グループホーム
はるか）／初級職員 153,200円～162,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　慧誠会

64歳以下
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

介護職員（小規模　はるか）
／初級職員 153,200円～162,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　慧誠会

64歳以下
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

介護福祉士／正社員
200,000円～253,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社すてーぶるす

64歳以下
音更町木野大通東８丁目１－３５
就業地：音更町

介護職員／正職員
152,400円～175,650円

不問 社会福祉法人　手稲ロータス会　介護老人福祉施設　ロータス音更

64歳以下
音更町中鈴蘭元町２番地９
就業地：音更町

介護職員（夜勤専従）／正社
員 220,000円～243,000円

介護職員初任者研修修了者
介護職員実務者研修修了者
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　萌福祉サービス　介護付有料老人ホームフルールハピネスおび
ひろ 18歳～64歳
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

介護福祉士／正職員
160,100円～334,100円

介護福祉士 広尾町役場

27歳～40歳
広尾町西４条７丁目
就業地：広尾町

介護員
176,000円～220,000円

不問 社会福祉法人ポロシリ福祉会　特別養護老人ホーム　中札内恵津美ハイツ

不問
中札内村西２条南４丁目１１番地５
就業地：中札内村

介護職員（訪問）／正社員
170,000円～170,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

十勝バス　株式会社

64歳以下
帯広市西２３条北１丁目１番１号
就業地：帯広市

生活支援員／正社員
173,010円～203,830円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　真宗協会　障害福祉サービス事業　共同生活援助　帯広マ
イトリー 64歳以下
帯広市大正町４４３番地２６　帯広マイトリー
就業地：帯広市

介護士／正社員（ふらっと忠
類） 155,500円～235,700円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　幕別真幸協会

59歳以下
幕別町字依田３７９番地
就業地：幕別町

介護士（ふらっと札内）
147,200円～164,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　幕別真幸協会

18歳以上
幕別町字依田３７９番地
就業地：幕別町

グループホーム介護職／正社
員 210,000円～250,000円

不問 株式会社　ビジュアルビジョン　けあビジョンホーム帯広

18歳～59歳
帯広市昭和町東１線１０６－９
就業地：帯広市

ケアワーカー（看護補助者）
／正職員 155,000円～223,800円

介護福祉士 医療法人社団　博仁会　大江病院

64歳以下
帯広市西２０条南２丁目５－３
就業地：帯広市

ケアワーカー（看護補助者）
／準職員 154,800円～168,000円

不問 医療法人社団　博仁会　大江病院

不問
帯広市西２０条南２丁目５－３
就業地：帯広市

支援員：グループホーム　ア
ミカル／正社員 155,000円～222,000円

不問 株式会社　アスライト

59歳以下
帯広市西６条北１丁目１３－１
就業地：帯広市

世話人兼生活支援員／常勤嘱
託職員 168,000円～168,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　真宗協会　障害福祉サービス事業　共同生活援助　帯広マ
イトリー 不問
帯広市大正町４４３番地２６　帯広マイトリー
就業地：帯広市

訪問介護員
153,664円～235,200円

介護福祉士
ホームヘルパー２級
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社　なないろ

64歳以下
帯広市西１９条南４丁目１９－７
就業地：帯広市

介護職員（寿楽園）
164,800円～185,600円

不問 社会福祉法人　音更町柏寿協会

18歳以上
音更町柏寿台１番地５
就業地：音更町
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01040-14489211

01040-14493911

01040-14494111

01040-14495711

01040-14496811

01040-14497211

01040-14499411

01040-14503511

01040-14504411

01040-14513011

01040-14555311

01040-14556611

01040-14435611

01040-14446711

01040-14452911

01040-14135511

01040-14145311

01040-14153311

01040-14154611

01040-14159211

01040-14188611

01040-14189911

01040-14191811

01040-14192211

01040-14193511

介護福祉士（音更病院）／正
社員 163,200円～229,000円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

介護福祉士（帯広西病院）／
正社員 163,200円～229,000円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市

介護福祉士（帯広第一病院）
／正社員 163,200円～229,000円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市

サービス提供責任者・訪問介
護員（ほほえみ）／正職員 173,200円～185,400円

介護福祉士
普通自動車運転免許

公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

介護福祉士（とかち）／正社
員 163,200円～300,000円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

訪問介護ケアスタッフ／正社
員 167,000円～253,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人光寿会　介護老人保健施設ケアステーションひかり

65歳以下
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町

ケアスタッフ（デイケア）／
契約社員 176,000円～238,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人光寿会　介護老人保健施設ケアステーションひかり

不問
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町

ケアスタッフ（デイケア）／
正社員 181,000円～253,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人光寿会　介護老人保健施設ケアステーションひかり

65歳以下
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町

ケアスタッフ／施設利用者の
サポート／正社員 161,000円～233,000円

介護福祉士 社会福祉法人　光寿会　介護老人保健施設　ケアステーション　アンダン
テ

65歳以下
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
就業地：帯広市

介助員
145,248円～145,248円

中型自動車免許
普通自動車運転免許

社会福祉法人厚生協会　新得町養護老人ホームひまわり荘

不問
新得町西３条北１丁目５番地６
就業地：新得町

介護員／正社員
170,000円～220,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

合同会社　のどか

不問
帯広市東１２条南５丁目１０番地２
就業地：帯広市

介護員／正社員
158,700円～172,300円

いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

特定非営利活動法人　きらりスマイル音更の会

59歳以下
音更町緑陽台南区２４番地８
就業地：音更町

介護職員／嘱託職員（夜勤な
し） 147,200円～180,800円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　鹿追恵愛会　介護老人保健施設　もみじの里

不問
鹿追町鹿追北２線８番地３３
就業地：鹿追町

介護職（デイサービススロー
ライフおびこ） 183,900円～183,900円

普通自動車運転免許 社会医療法人　恵和会　帯広中央病院

59歳以下
帯広市西７条南８丁目１番地３
就業地：帯広市

看護補助者／正職員
155,000円～187,500円

不問 社会医療法人　北斗

59歳以下
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市

看護補助者（フルタイム）
142,400円～142,400円

不問 社会医療法人　北斗

不問
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市

介護職員／準職員
155,300円～200,400円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　フジライフ　ケアステーションとてっぽの丘るくる

59歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地４
就業地：帯広市

介護職員／正職員
158,300円～213,200円

介護福祉士 株式会社　フジライフ　ケアステーションとてっぽの丘るくる

59歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地４
就業地：帯広市

生活相談員／正職員
174,500円～222,200円

社会福祉士
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　フジライフ　ケアタウン　とてっぽの丘　るくる

59歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護職員／準職員
155,300円～200,400円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　フジライフ　ケアタウン　とてっぽの丘　るくる

59歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護職員／正職員
158,300円～213,200円

介護福祉士 株式会社　フジライフ　ケアタウン　とてっぽの丘　るくる

59歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護職員／契約職員
155,300円～186,800円

不問 株式会社　フジライフ　グループホームるくる

不問
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／準職員
155,300円～200,400円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　フジライフ　グループホームるくる

59歳以下
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／正職員
158,300円～213,200円

介護福祉士 株式会社　フジライフ　グループホームるくる

59歳以下
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／準職員
155,300円～200,400円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　フジライフ　シルバーヒルズるくる

59歳以下
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市
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01040-14209011

01040-14213811

01040-14240011

01040-14241311

01040-14257411

01040-14266011

01040-14267311

01040-14269911

01040-14270711

01040-14274411

01040-14276311

01040-14277611

01040-14278911

01040-14279111

01040-14280211

01040-14283011

01040-14285611

01040-14288711

01040-14289811

01040-14294911

01040-14295111

01040-14296711

01040-14297811

01040-14403711

01040-13947411

介護福祉士／正職員
154,200円～191,200円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会医療法人　博愛会　看護小規模多機能型居宅介護あんさんぶる開西

64歳以下
帯広市西２３条南３丁目２７番地
就業地：帯広市

介護職員［帯広東１２条］認
知症高齢者グループホーム／
正

161,000円～216,000円

介護職員実務者研修修了者 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ）

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護スタッフ（訪問介護）／
正社員 154,508円～250,000円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　北勝館

18歳～64歳
音更町木野大通東１７丁目２番地４
就業地：音更町

介護スタッフ（訪問介護）／
契約社員 154,508円～250,000円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　北勝館

不問
音更町木野大通東１７丁目２番地４
就業地：音更町

介護スタッフ（通所介護）／
正社員 152,508円～220,000円

不問 株式会社　北勝館

64歳以下
音更町木野大通東１７丁目２番地４
就業地：音更町

介護スタッフ（通所介護）／
契約社員 152,508円～215,000円

不問 株式会社　北勝館

不問
音更町木野大通東１７丁目２番地４
就業地：音更町

小規模多機能の介護員（コム
ニの里さらべつ）／準職員 145,000円～187,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里さらべつ）／正
職員

154,500円～207,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里さらべつ）／正職員 154,500円～207,000円

介護福祉士 社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

通所介護の介護福祉士（コム
ニの里さらべつ）／正職員 154,500円～207,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

訪問介護員（介護員）（コム
ニの里さらべつ）／準職員 145,000円～163,500円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

訪問介護員（介護福祉士）
（コムニの里さらべつ）／正
職員

154,500円～207,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里おびひろ）／正
職員

154,500円～207,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模多機能の介護員（コム
ニの里おびひろ）／準職員 145,000円～163,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里おびひろ）／正職員 154,500円～207,000円

介護福祉士 社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里みどりヶ丘）／正職
員

156,600円～207,000円

介護福祉士 社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模多機能の介護員（コム
ニの里まくべつ）／準職員 145,000円～163,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：幕別町

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里まくべつ）／正
職員

154,500円～207,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：幕別町

小規模特養の介護職（コムニ
の里まくべつ）／準職員 145,000円～163,500円

不問 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：幕別町

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里まくべつ）／正職員 154,500円～207,000円

介護福祉士 社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：幕別町

介護職
152,368円～167,776円

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　ほくと

不問
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市,幕別町

介護福祉士
152,760円～152,760円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会医療法人　博愛会　介護老人保健施設　ヴィラかいせい

不問
帯広市西２２条南２丁目２番地１０
就業地：帯広市

介護福祉士（通所）／正職員
154,200円～191,200円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会医療法人　博愛会　介護老人保健施設　ヴィラかいせい

64歳以下
帯広市西２２条南２丁目２番地１０
就業地：帯広市

介護職（デイケア）（かけは
し）／フルタイム 142,400円～142,400円

不問 社会医療法人　北斗

不問
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市

介護職（老健かみしほろ）／
正職員 172,000円～212,500円

不問 社会医療法人　北斗

59歳以下
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：上士幌町
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040-13949311

01040-13950111

01040-13951711

01040-13813111

01040-13835311

01040-13837911

01040-13838111

01040-13840511

01040-13694111

01040-13698511

01040-13701811

01010-44887711

01010-44889211

01010-44896811

01010-42259811

01010-42047911

01010-41561111

01041-  959811

01041-  960411

01041-  961011

01041-  968211

01041- 1000411

01041- 1001011

01041- 1002311

01041-  947611

介護士
147,870円～153,774円

不問 足寄町立特別養護老人ホーム　あゆみの園

不問
足寄町西町９丁目２番地３１
就業地：足寄町

介護福祉士
200,600円～213,100円

介護福祉士 医療法人社団　刀圭会　介護老人保健施設　アメニティ本別

18歳以上
本別町西美里別６－１８
就業地：本別町

デイケア介護職員
172,857円～223,100円

普通自動車運転免許 医療法人社団　刀圭会　介護老人保健施設　アメニティ本別

不問
本別町西美里別６－１８
就業地：本別町

介護職員
162,857円～162,857円

不問 医療法人社団　刀圭会　介護老人保健施設　アメニティ本別

18歳以上
本別町西美里別６－１８
就業地：本別町

介護職員
154,267円～164,666円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　オーディナリーサーヴァンツ

18歳以上
浦幌町寿町８番地の１
就業地：浦幌町

介護職員
165,100円～170,100円

不問 社会福祉法人　池田光寿会

18歳～59歳
池田町西２条１０丁目２－２０
就業地：池田町

介護職員
165,100円～170,100円

不問 社会福祉法人　池田光寿会

18歳～59歳
池田町西２条１０丁目２－２０
就業地：池田町

介護職員
165,100円～170,100円

不問 社会福祉法人　池田光寿会

18歳～59歳
池田町西２条１０丁目２－２０
就業地：池田町

（ハートケア）生活相談員兼
介護職員（ケアクルー）／帯
広西

184,040円～218,440円

社会福祉士
介護福祉士
介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　ツクイ　北海道圏

不問
札幌市中央区南１４条西１８丁目５－１
就業地：帯広市

（有期）介護職員（帯広市総
合ケアセンター百年の森） 217,000円～250,000円

普通自動車運転免許 株式会社　３ｅｅｅ

不問
札幌市中央区北４条西６丁目１－３　北４条ビル３階
就業地：帯広市

（ハートケア職員）生活相談
員（帯広ＷＯＷ） 184,040円～218,440円

介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社　ツクイ　北海道圏

不問
札幌市中央区南１４条西１８丁目５－１
就業地：帯広市

訪問介護員（ホームヘル
パー）（帯広市西５条） 152,000円～180,000円

ホームヘルパー１級
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

ＳＯＭＰＯケア株式会社　北海道事業部

64歳以下
札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャパン札幌ビル１０階就業地：帯広市

訪問介護員（介護福祉士）
（帯広市西５条） 195,000円～195,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

ＳＯＭＰＯケア株式会社　北海道事業部

64歳以下
札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャパン札幌ビル１０階就業地：帯広市

訪問介護員（実務者研修）
（帯広市西５条） 165,000円～165,000円

介護職員実務者研修修了者
普通自動車運転免許

ＳＯＭＰＯケア株式会社　北海道事業部

64歳以下
札幌市中央区北１条西６丁目２
損保ジャパン札幌ビル１０階就業地：帯広市

支援員（グループホームグラ
ンド）／正社員 172,000円～202,000円

普通自動車運転免許 株式会社クローバー

18歳～64歳
音更町新通１２丁目７－２
就業地：帯広市

生活支援員（生活介護シエ
ル）／正社員 160,000円～190,000円

不問 株式会社クローバー

64歳以下
音更町新通１２丁目７－２
就業地：帯広市

支援員（クローバーハウス大
空）／正社員 172,000円～202,000円

普通自動車運転免許 株式会社クローバー

64歳以下
音更町新通１２丁目７－２
就業地：帯広市

訪問介護員（ホームヘル
パー）／帯広東 178,950円～210,450円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　ニチイ学館　帯広営業所

不問
帯広市西２２条南３丁目３３番１　帯広西教室
就業地：帯広市

訪問介護員（ホームヘルパー
／音更）／正社員 200,940円～220,940円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　ニチイ学館　帯広営業所

59歳以下
帯広市西２２条南３丁目３３番１　帯広西教室
就業地：音更町

サービス提供責任者（訪問介
護／音更）／正社員 216,940円～248,940円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　ニチイ学館　帯広営業所

59歳以下
帯広市西２２条南３丁目３３番１　帯広西教室
就業地：音更町

サービス提供責任者（訪問介
護／みなみの森）／正社員 216,940円～248,940円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　ニチイ学館　帯広営業所

59歳以下
帯広市西２２条南３丁目３３番１　帯広西教室
就業地：帯広市

日勤介護ヘルパー（介護付有
料老人ホーム） 151,656円～155,916円

不問 株式会社　太平洋シルバーサービス北海道　シルバーシティ十勝おびひろ

不問
帯広市西６条南１０丁目５１番地１
就業地：帯広市

介護福祉士／正職員
154,200円～191,200円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会医療法人　博愛会　小規模多機能型居宅介護事業所　あんさんぶる川
北 64歳以下
帯広市西１４条北２丁目２番地３９
就業地：帯広市

介護員（準職員）
145,000円～160,000円

普通自動車運転免許 社会医療法人　博愛会　小規模多機能型居宅介護事業所　あんさんぶる川
北

不問
帯広市西１４条北２丁目２番地３９
就業地：帯広市

介護員（準職員）
145,000円～160,000円

普通自動車運転免許 社会医療法人　博愛会　看護小規模多機能型居宅介護あんさんぶる開西

不問
帯広市西２３条南３丁目２７番地
就業地：帯広市
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040-13631511

01040-13636911

01040-13553011

01040-13561011

01040-13576211

01040-13503311

01040-13505911

01040-13508811

01040-13529311

01040-13531711

01040-13478911

01040-13490411

01040-13498211

01040-13499511

01040-13438811

01040-13439211

01040-13441311

01040-13442611

01040-13390711

01040-13391811

01040-13392211

01040-13395011

01040-13376511

01040-13344011

01040-13345311

介護職員（グループホーム）
Ｐ職員／正社員 171,244円～186,685円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　元気の里とかち

64歳以下
音更町ひびき野西町１丁目１番地１
就業地：更別村

介護職員（特養／小規模／グ
ループホーム）Ｐ職員／正社
員

159,273円～174,714円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　元気の里とかち

64歳以下
音更町ひびき野西町１丁目１番地１
就業地：帯広市

介護職員
155,000円～238,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　刀圭会

59歳以下
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

夜間専門介護職員（グループ
ホーム　りんごの木）／準職
員

171,100円～171,100円

不問 社会福祉法人　慧誠会

不問
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

夜間専門介護職員（小規模多
機能ホーム　いなほ）／準職
員

171,100円～171,100円

不問 社会福祉法人　慧誠会

18歳以上
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

夜間専門介護職員（グループ
ホーム　はるか）／準職員 171,100円～171,100円

不問 社会福祉法人　慧誠会

18歳以上
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

夜間専門介護職員（小規模多
機能ホーム　はるか）／準職
員

171,100円～171,100円

不問 社会福祉法人　慧誠会

18歳以上
帯広市西１３条南１５丁目４－１
就業地：帯広市

（請）介護職員（初任者研
修） 180,000円～180,000円

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
いずれかの免許・資格所持で可

合同会社　あもーれ

不問
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

（請）介護職員（実務者研
修） 185,000円～185,000円

介護職員実務者研修修了者
ホームヘルパー１級
いずれかの免許・資格所持で可

合同会社　あもーれ

不問
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

（請）介護職員（未経験者）
170,000円～170,000円

不問 合同会社　あもーれ

不問
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

（請）介護職員（介護福祉
士） 190,000円～190,000円

介護福祉士 合同会社　あもーれ

不問
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

介護スタッフ／正社員
154,000円～199,000円

普通自動車運転免許 医療法人　前田クリニック　認知症対応型共同生活介護
グループホームうらら 59歳以下
清水町南１条３丁目２０番地２
就業地：清水町

介護スタッフ
154,000円～199,000円

普通自動車運転免許 医療法人　前田クリニック　認知症対応型共同生活介護
グループホームうらら

59歳以下
清水町南１条３丁目２０番地２
就業地：清水町

ホームヘルパー／正社員
170,000円～190,000円

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

有限会社ホームケアサポート木もれび

59歳以下
帯広市西１７条北２丁目３７番地４－１２
就業地：帯広市

介護福祉士
183,600円～183,600円

介護福祉士 医療法人社団　刀圭会　介護老人保健施設アメニティ帯広

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地
就業地：帯広市

介護職員／正職員
180,000円～285,000円

普通自動車運転免許 有限会社　ひまわり

69歳以下
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：士幌町

介護職員／正職員
180,000円～262,000円

普通自動車運転免許 有限会社　ひまわり

69歳以下
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：音更町

介護福祉士／正職員
195,000円～300,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

有限会社　ひまわり

69歳以下
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：士幌町

介護福祉士／正職員
195,000円～300,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

有限会社　ひまわり

69歳以下
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：音更町

介護職員／正職員
144,900円～160,650円

不問 社会福祉法人手稲ロータス会　老人保健施設あんじゅ音更

64歳以下
音更町中鈴蘭元町２
就業地：音更町

介護員（愛仁園）／正社員
147,500円～180,200円

不問 社会福祉法人　普仁会

59歳以下
帯広市西１７条南２８丁目１番地１
就業地：帯広市

訪問介護職員／正社員
160,000円～220,000円

普通自動車運転免許 スマートテンダー　合同会社

69歳以下
音更町宝来西町南２丁目６番地１５
ＬｉｇｈｔＨｏｕｓｅＰａｒｔ２　１０１就業地：帯広市

支援介護員／正職員
176,010円～188,010円

不問 社会福祉法人　真宗協会（養護老人ホーム帯広　信楽苑）

64歳以下
帯広市空港南町３４５番地２
就業地：帯広市

生活支援員（介護福祉士）／
正社員 173,000円～223,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人帯広太陽福祉会　光り園

59歳以下
帯広市上帯広町西１線７６番地２
就業地：帯広市

介護職員／正職員
190,157円～221,845円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　厚生協会　
障害者支援施設　屈足わかふじ園

64歳以下
新得町屈足旭町１丁目４６－９
就業地：新得町
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01040-12865511

01040-12876611

01040-12886111

01040-12887711

01040-12888811

ケアワーカー（とかち）／正
社員 147,200円～219,000円

不問 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

ケアワーカー（音更病院）／
正社員 147,200円～219,000円

不問 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

ケアワーカー（帯広第一病
院）／正社員 147,200円～219,000円

不問 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市

老人介護職員（せせらぎ荘）
214,000円～242,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　清水旭山学園

不問
清水町字旭山南８線５８番地１
就業地：清水町

生活相談員／正職員
174,500円～222,200円

社会福祉士
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　フジライフ　ベルラヴィるくる

59歳以下
帯広市東４条南１０丁目１５番地
就業地：帯広市

介護職員／契約職員
155,300円～186,800円

不問 株式会社　フジライフ　ベルラヴィるくる

不問
帯広市東４条南１０丁目１５番地
就業地：帯広市

介護職員／準職員
155,300円～200,400円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　フジライフ　ベルラヴィるくる

59歳以下
帯広市東４条南１０丁目１５番地
就業地：帯広市

介護職員／正職員
158,300円～213,200円

介護福祉士 株式会社　フジライフ　ベルラヴィるくる

59歳以下
帯広市東４条南１０丁目１５番地
就業地：帯広市

介護職員／正社員
154,000円～215,000円

不問 ライフシップケア帯広

69歳以下
帯広市西７条南６丁目１－４
就業地：帯広市

ケアスタッフ／介護老人保健
施設利用者のサポート／当直
／正

291,000円～300,000円

介護福祉士 社会福祉法人光寿会　介護老人保健施設ケアステーションひかり

65歳以下
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町

ケアスタッフ／施設利用者の
サポート／契約社員 156,000円～228,000円

不問 社会福祉法人光寿会　介護老人保健施設ケアステーションひかり

不問
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町

ケアスタッフ／施設利用者の
サポート／正社員 161,000円～233,000円

介護福祉士 社会福祉法人光寿会　介護老人保健施設ケアステーションひかり

65歳以下
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町

ケアスタッフ（介護老人保健
施設利用者サポート）／当直
／正

291,000円～300,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　光寿会　介護老人保健施設　ケアステーション　アンダン
テ

65歳以下
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
就業地：帯広市

介護職員［帯広共栄］認知症
高齢者グループホーム 161,000円～216,000円

介護職員実務者研修修了者 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ）

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護福祉士［帯広東１２条］
認知症高齢者グループホーム 171,000円～216,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護職員［帯広西１１条］認
知症高齢者グループホーム 161,000円～208,000円

介護職員実務者研修修了者 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護職員／正社員
157,000円～197,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　あおい福祉会

59歳以下
帯広市東５条南５丁目５番地８
就業地：帯広市,音更町

介護職員／正職員
146,000円～165,000円

不問 株式会社　萌福祉サービス　介護付有料老人ホームフルールハピネスおび
ひろ 64歳以下
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

介護員（協立病院）
155,136円～183,600円

不問 医療法人社団　刀圭会　協立病院

不問
帯広市西１６条北１丁目２７
就業地：帯広市

ケアマネジャー兼相談員／正
社員 190,379円～298,654円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
普通自動車運転免許

社会医療法人社団　　三草会　介護老人保健施設　りらく

59歳以下
芽室町東芽室南２線１６番地２
就業地：芽室町

デイケア介護職（初任者研
修）／正社員 156,600円～156,600円

介護職員初任者研修修了者
普通自動車運転免許

社会医療法人社団　　三草会　介護老人保健施設　りらく

59歳以下
芽室町東芽室南２線１６番地２
就業地：芽室町

デイケア介護職（介護福祉
士）／正社員 167,200円～167,200円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会医療法人社団　　三草会　介護老人保健施設　りらく

59歳以下
芽室町東芽室南２線１６番地２
就業地：芽室町

介護員／６０歳以上
156,600円～165,200円

介護職員初任者研修修了者
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

社会福祉法人　三草会

60歳以上
芽室町東芽室南２線１６－２
就業地：芽室町

介護員／正社員
156,600円～156,600円

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
いずれかの免許・資格所持で可

社会福祉法人　三草会

59歳以下
芽室町東芽室南２線１６－２
就業地：芽室町

介護職員（グループホーム）
Ｐ職員／正社員 159,273円～174,714円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　元気の里とかち

64歳以下
音更町ひびき野西町１丁目１番地１
就業地：音更町
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01040-12646811

01040-12493711

生活支援員（生活介護フロー
ス）／正社員 160,000円～190,000円

不問 株式会社クローバー

64歳以下
音更町新通１２丁目７－２
就業地：帯広市

介護職員／正社員
165,000円～245,000円

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　らいぱる

64歳以下
帯広市東２条南１６丁目１１番地１
就業地：帯広市

介護職員／正社員
165,000円～210,000円

不問 株式会社　アン・ライフサポート　アンのいえ１

64歳以下
帯広市西９条南１７丁目１番地
就業地：帯広市

介護職員／会計年度任用職員
166,212円～206,364円

不問 広尾町役場

18歳以上
広尾町西４条７丁目
就業地：広尾町

介護員
153,080円～166,840円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　鳳悠

65歳以下
帯広市大通南５丁目１１番地１
就業地：帯広市

介護員／正社員
180,000円～215,000円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　鳳悠

65歳以下
帯広市大通南５丁目１１番地１
就業地：帯広市

支援員／会計年度任用職員
169,290円～195,690円

不問 広尾町役場

18歳以上
広尾町西４条７丁目
就業地：広尾町

介護職員／正職員（地域密着
型） 164,175円～220,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　厚生協会　特別養護老人ホーム　新得やすらぎ荘

64歳以下
新得町西３条北１丁目
就業地：新得町

介護職員／正職員
164,175円～220,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　厚生協会　特別養護老人ホーム　新得やすらぎ荘

64歳以下
新得町西３条北１丁目
就業地：新得町

介護職員（日帰りサービスセ
ンターやすらぎ荘） 140,910円～140,910円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　厚生協会　特別養護老人ホーム　新得やすらぎ荘

不問
新得町西３条北１丁目
就業地：新得町

訪問入浴介護職員（はるす訪
問入浴サービス）／正社員 177,000円～204,000円

介護職員初任者研修修了者
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　はるす

44歳以下
帯広市西１２条北２丁目３－１５
就業地：帯広市

介護職員／嘱託職員
164,010円～178,460円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　真宗協会　デイサービスセンター帯広至心寮

不問
帯広市西４条南３５丁目３－８
就業地：帯広市

ケアマネジャー／正社員
190,379円～298,654円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
普通自動車運転免許

社会医療法人社団　　三草会　介護老人保健施設　りらく

59歳以下
芽室町東芽室南２線１６番地２
就業地：芽室町

介護職員／正社員
157,000円～197,000円

普通自動車運転免許 株式会社　しらかば

59歳以下
帯広市東５条南５丁目５番地８
就業地：帯広市,音更町

介護福祉士／正規職員
135,900円～256,300円

介護福祉士 社会福祉法人　北海道社会事業協会　帯広病院（帯広協会病院）

59歳以下
帯広市東５条南９丁目２番地
就業地：帯広市

介護職／正社員
153,000円～172,000円

不問 株式会社　ほくと

64歳以下
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市,幕別町

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里おびひろ）／
パート

131,480円～131,480円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模特養の介護職（無資
格）（コムニの里さらべつ）
準職員

145,000円～163,500円

不問 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

小規模特養介護職（コムニの
里みどりヶ丘）／準職員 145,000円～163,500円

不問 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

介護福祉士／正社員
154,200円～191,200円

介護福祉士 社会医療法人博愛会特定施設入居者生活介護　ことの葉おとふけ

64歳以下
音更町木野大通西１３丁目１番１１　
クロスタウンおとふけ内就業地：音更町

介護福祉士／非常勤
114,570円～152,760円

介護福祉士 社会医療法人　博愛会　開西病院

不問
帯広市西２３条南２丁目１６－２７
就業地：帯広市

介護職／正職員
155,000円～212,500円

不問 社会医療法人　北斗

59歳以下
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市

介護福祉士（老健かみしほ
ろ）／正職員 150,000円～201,000円

介護福祉士 社会医療法人　北斗

59歳以下
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：上士幌町

介護福祉士（老健かみしほ
ろ）／フルタイムパート 156,800円～156,800円

介護福祉士 社会医療法人　北斗

不問
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：上士幌町

ケアワーカー（帯広西病院）
／正社員 147,200円～219,000円

不問 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市



賃　金 年　齢
求人番号

令和3年12月16日(木)発行

職　　種
資格・免許 事業所名・所在地

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 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。 ℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ
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01040-12548111

01040-12558811

01040-12559211

01040-12588611

01040-12589911

01040-12405411

01232- 2337111

01041-  927411

01041-  922111

01041-  867311

01041-  886911

01041-  912611

01240-21982911

01240-22014911

01240-22020311

01240-22021611

01090-10397111

01090-10414011

01230-19699711

01230-19703711

01230-19732411

01230-19740411

01230-19742311

01230-19792611

01040-12407311

介護職／正職員
151,300円～306,175円

介護福祉士 社会福祉法人　上士幌福寿協会

18歳～64歳
上士幌町字上士幌東２線２４２番地
就業地：上士幌町

介護士長（ユニットリー
ダー）帯広市西１６条 214,700円～229,200円

介護福祉士 日総ふれあいケアサービス　株式会社
（一般社団法人　ふれあいネットワーク加盟）

18歳～59歳
札幌市白石区菊水元町６条１丁目１番２７号
就業地：帯広市

介護従業者（音更町）
153,700円～169,200円

介護職員初任者研修修了者 日総ふれあいケアサービス　株式会社
（一般社団法人　ふれあいネットワーク加盟） 18歳～59歳
札幌市白石区菊水元町６条１丁目１番２７号
就業地：音更町

（契）介護従業者（帯広市
緑ヶ丘） 153,200円～164,200円

不問 日総ふれあいケアサービス　株式会社
（一般社団法人　ふれあいネットワーク加盟） 18歳以上
札幌市白石区菊水元町６条１丁目１番２７号
就業地：帯広市

介護従業者（帯広市緑ヶ丘）
153,700円～169,200円

介護職員初任者研修修了者 日総ふれあいケアサービス　株式会社
（一般社団法人　ふれあいネットワーク加盟） 18歳～59歳
札幌市白石区菊水元町６条１丁目１番２７号
就業地：帯広市

介護従業者（幕別町）
153,700円～169,200円

介護職員初任者研修修了者 日総ふれあいケアサービス　株式会社
（一般社団法人　ふれあいネットワーク加盟） 18歳～59歳
札幌市白石区菊水元町６条１丁目１番２７号
就業地：幕別町

介護従業者（帯広市西１６
条） 153,700円～169,200円

介護職員初任者研修修了者 日総ふれあいケアサービス　株式会社
（一般社団法人　ふれあいネットワーク加盟） 18歳～59歳
札幌市白石区菊水元町６条１丁目１番２７号
就業地：帯広市

正／生活相談員（デイサービ
ス）（帯広） 199,850円～217,850円

介護福祉士
社会福祉士
介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社　ニチイ学館　釧路支店

59歳以下
釧路市北大通１２丁目１番地４　　明治安田生命釧路第二ビル６階
就業地：帯広市

契／介護職員デイサービス
（１２０Ｈ／月）（帯広東） 120,360円～120,360円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社　ニチイ学館　釧路支店

不問
釧路市北大通１２丁目１番地４　　明治安田生命釧路第二ビル６階
就業地：帯広市

訪問入浴ヘルパー（帯広）／
無資格・未経験ＯＫ 191,050円～213,050円

不問 ア－スサポ－ト　株式会社　アースサポート札幌

40歳以下
札幌市北区北２５条西６丁目３番２３号
就業地：帯広市

サービス提供責任者（帯広）
未経験歓迎 202,800円～217,800円

介護職員基礎研修修了者
介護職員実務者研修修了者
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

ア－スサポ－ト　株式会社　アースサポート札幌

59歳以下
札幌市北区北２５条西６丁目３番２３号
就業地：帯広市

訪問入浴介助スタッフ（帯広
市）無資格・未経験歓迎 199,400円～221,400円

普通自動車運転免許 ア－スサポ－ト　株式会社　アースサポート札幌

40歳以下
札幌市北区北２５条西６丁目３番２３号
就業地：帯広市

ホームヘルパー（帯広市）未
経験歓迎 191,150円～206,150円

介護職員基礎研修修了者
介護職員実務者研修修了者
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

ア－スサポ－ト　株式会社　アースサポート札幌

59歳以下
札幌市北区北２５条西６丁目３番２３号
就業地：帯広市

介護支援員
146,100円～206,300円

ホームヘルパー２級 浦幌町　役場

不問
浦幌町字桜町１５番地６
就業地：浦幌町

支援員及び介護職員、生活相
談員／正社員 168,900円～290,200円

介護福祉士
社会福祉士
介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

社会福祉法人　北勝光生会

18歳～64歳
陸別町字陸別原野基線３２１－５
就業地：陸別町

介護職員（契約職員）
236,500円～247,000円

不問 社会福祉法人　豊頃愛生協会

18歳以上
豊頃町茂岩４９番地７８
就業地：豊頃町

デイケア介護職
144,720円～176,880円

不問 医療法人社団　　三意会

不問
足寄町南５条３丁目１番地
就業地：足寄町

介護職員グループホームでの
利用者様への介助全般 204,510円～260,000円

不問 特定非営利活動法人　りくべつエヌピーオー優愛館

18歳～59歳
陸別町字陸別東１条４丁目１番地
就業地：陸別町

介護職員（結いの家　帯広）
166,860円～252,980円

介護職員初任者研修修了者
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　テイクケアライフ

不問
江別市文京台南町４４－８
就業地：帯広市

介護職／契約職員
146,500円～226,875円

不問 社会福祉法人　上士幌福寿協会

18歳以上
上士幌町字上士幌東２線２４２番地
就業地：上士幌町

介護職員（有料老人ホーム）
（帯広緑ヶ丘） 164,560円～171,360円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　ニチイ学館　帯広営業所

不問
帯広市西２２条南３丁目３３番１　帯広西教室
就業地：帯広市

介護職員（グループホーム）
（帯広大通） 164,560円～171,360円

不問 株式会社　ニチイ学館　帯広営業所

不問
帯広市西２２条南３丁目３３番１　帯広西教室
就業地：帯広市

介護職員／正職員（経験者）
187,740円～229,390円

不問 社会福祉法人　真宗協会　特別養護老人ホーム帯広慈恩の里

64歳以下
帯広市空港南町３０３番地１
就業地：帯広市

介護職員／正職員
174,810円～203,010円

不問 社会福祉法人　真宗協会　特別養護老人ホーム帯広慈恩の里

64歳以下
帯広市空港南町３０３番地１
就業地：帯広市

介護員（ほっとふるさと）
160,928円～169,488円

いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

社会福祉法人　ふるさと

18歳以上
帯広市白樺１６条東５丁目１０番地
就業地：帯広市
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040-12462511

01040-12486811

01040-12487211

01040-12359511

01040-12361611

01040-12386611

01040-12184911

01040-12154511

11060-12497111

01040-12077311

01040-11939911

01040-11941811

01040-11948911

01040-11975811

01040-11885611

01040-11886911

01040-11887111

01040-11888711

01040-11889811

01040-11890411

01040-11891011

01040-11511911

01040-11539111

01040-11598811

01040-11599211

介護職員／契約職員
155,300円～186,800円

不問 株式会社　フジライフ　ケアタウン　とてっぽの丘　るくる

不問
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護職員／契約職員
155,300円～186,800円

不問 株式会社　フジライフ　シルバーヒルズるくる

不問
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護士／正社員（札内寮）
155,500円～235,700円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　幕別真幸協会

59歳以下
幕別町字依田３７９番地
就業地：幕別町

グループホーム・介護スタッ
フ（帯広・芽室・幕別・他） 184,000円～196,000円

普通自動車運転免許 株式会社　アルムシステム

不問
帯広市清流西２丁目１９番４
就業地：帯広市,幕別町,芽室町,新得町

介護職員［おとふけ］認知症
高齢者グループホーム 159,000円～196,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：音更町

介護職員［帯広若葉］認知症
高齢者グループホーム 159,000円～196,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護福祉士［帯広共栄］認知
症高齢者グループホーム 171,000円～216,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護職員［帯広共栄］認知症
高齢者グループホーム 159,000円～196,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護職員［帯広東１２条］認
知症高齢者グループホーム 159,000円～196,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ）

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護福祉士［帯広西１１条］
認知症高齢者グループホーム 171,000円～216,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ）

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護職員［帯広西１１条］認
知症高齢者グループホーム 159,000円～196,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社
（Ｇａｋｋｅｎ　Ｇｒｏｕｐ） 18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護職員／準職員
168,000円～210,000円

不問 社会福祉法人　輔心会

59歳以下
新得町西２条南５丁目５番地１
就業地：新得町

介護職員
172,980円～204,980円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　新得町社会福祉協議会

不問
新得町３条南３丁目５番地　保健福祉センター
なごみ内就業地：新得町

介護士／正社員
157,000円～239,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　帯広太陽福祉会　グループホーム太陽の家

59歳以下
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

介護士／正社員
157,000円～239,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　帯広太陽福祉会　特別養護老人ホーム太陽園

59歳以下
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

タクティールセラピスト（支
援スタッフ）／正社員 207,140円～253,060円

普通自動車運転免許 株式会社　花

59歳以下
帯広市西１６条南５丁目１９番２号
就業地：帯広市

日常生活アシスタント（介
助）（北海道帯広市） 367,392円～367,392円

不問 一般社団法人　ＨＫ

18歳～64歳
埼玉県所沢市松葉町１２－３　アーガスヒルズ５８　１階
就業地：帯広市

リハアクセスコーディネー
ター（機能訓練指導員）／正
社員

207,140円～253,060円

いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社　花

59歳以下
帯広市西１６条南５丁目１９番２号
就業地：帯広市

生活相談員／正社員
190,000円～230,000円

介護福祉士
社会福祉士
その他の福祉・介護関係資格
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社　ヒューマンエイド

59歳以下
幕別町札内共栄町１１番地１
就業地：幕別町

介護職員／正職員
173,610円～220,890円

不問 社会福祉法人真宗協会　地域密着型介護老人福祉施設　光輪

64歳以下
帯広市西５条南３０丁目１０番地
就業地：帯広市

介護職員（介護福祉士）／正
職員 200,000円～200,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

有限会社　たきあ

69歳以下
帯広市西１条南３丁目２０番地
はなみずき鍼灸整骨院２階就業地：帯広市

介護職員／正職員
170,000円～200,000円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

有限会社　たきあ

69歳以下
帯広市西１条南３丁目２０番地
はなみずき鍼灸整骨院２階就業地：帯広市

生活支援員（生活介護ライ
フ）／正社員 160,000円～190,000円

普通自動車運転免許 株式会社クローバー

64歳以下
音更町新通１２丁目７－２
就業地：音更町

調理員兼支援員（生活介護ラ
イフ）／正社員 160,000円～190,000円

普通自動車運転免許 株式会社クローバー

64歳以下
音更町新通１２丁目７－２
就業地：音更町

介護福祉士／正社員
167,200円～167,200円

介護福祉士 社会福祉法人　三草会

59歳以下
芽室町東芽室南２線１６－２
就業地：芽室町
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040-11604511

01040-11650911

01040-11651111

01040-11659611

01040-11672011

01040-11684111

01040-11691911

01040-11696511

01040-11700211

01040-11701511

01040-11702411

01040-11704311

01040-11723111

01040-11760011

01041-  785411

01041-  786011

介護支援専門員兼介護員（正
職員・主事補） 171,500円～217,500円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
普通自動車運転免許

社会福祉法人　本別町社会福祉協議会

18歳～59歳
本別町西美里別６番地１５
就業地：本別町

介護職員（正職員・主事補）
149,500円～168,200円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　本別町社会福祉協議会

18歳～59歳
本別町西美里別６番地１５
就業地：本別町

介護員（グループホーム）／
正社員 153,800円～170,000円

普通自動車運転免許 有限会社　ケアサポートふる郷

65歳以下
帯広市西１条南３６丁目１番地２７号
就業地：帯広市

介護福祉士（とかち）／正社
員 163,200円～229,000円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

59歳以下
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

介護員／準職員
145,000円～160,000円

不問 社会医療法人博愛会特定施設入居者生活介護　ことの葉おとふけ

18歳以上
音更町木野大通西１３丁目１番１１　
クロスタウンおとふけ内就業地：音更町

介護員
145,000円～160,000円

ホームヘルパー２級 社会医療法人　博愛会　介護老人保健施設　ヴィラかいせい

不問
帯広市西２２条南２丁目２番地１０
就業地：帯広市

介護福祉士／正職員
154,200円～191,200円

介護福祉士 社会医療法人　博愛会　介護老人保健施設　ヴィラかいせい

64歳以下
帯広市西２２条南２丁目２番地１０
就業地：帯広市

介護員／準職員
145,000円～160,000円

不問 社会医療法人　博愛会　介護老人保健施設　あかしや

不問
幕別町札内あかしや町４２番地
就業地：幕別町

介護福祉士／正職員
154,200円～191,200円

介護福祉士 社会医療法人　博愛会　介護老人保健施設　あかしや

64歳以下
幕別町札内あかしや町４２番地
就業地：幕別町

介護福祉士／正社員
154,200円～191,200円

介護福祉士 社会医療法人　博愛会　開西病院

64歳以下
帯広市西２３条南２丁目１６－２７
就業地：帯広市

介護福祉士／正職員
150,000円～201,000円

介護福祉士 社会医療法人　北斗

59歳以下
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市,幕別町

介護福祉士／フルタイム
156,800円～156,800円

介護福祉士 社会医療法人　北斗

不問
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市,幕別町

小規模特養の介護職（コムニ
の里おびひろ）準職員 145,000円～187,000円

不問 社会福祉法人　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模特養　介護職（コムニ
の里みどりヶ丘）／正職員 147,000円～165,500円

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
いずれかの免許・資格所持で可

社会福祉法人　博愛会

59歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

小規模多機能　介護福祉士
（コムニの里みどりヶ丘）／
正職員

156,600円～207,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

64歳以下
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

介護タクシー乗務員／正社員
154,000円～177,000円

普通自動車運転免許 帯広ハイヤー　株式会社

18歳～62歳
帯広市西１９条南１丁目７番地
就業地：帯広市


