
賃　金 年　齢
求人番号

01040-15006211

01040-14922811

01040-14952311

01040-14953611

01040-14960311

01040-14818811

01040-14842811

01040-14652611

01040-14593211

01040-14601011

01040-14490011

01040-14505011

01040-14557911

01040-14470811

01040-14471211

01040-14095211

01040-14101511

01040-14146611

01040-14147911

01040-14148111

01040-14149711

01040-14156111

01040-14210911

01040-14212711

01040-14268611

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里まくべつ）／パート 950円～990円

介護福祉士 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

入浴介助ヘルパー（かけは
し）／パートタイム 890円～890円

介護職員初任者研修修了者 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）／
パート 890円～890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：上士幌町

ケアスタッフ（デイケア）／
パート 900円～1,080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（デイサービス
ホワイエ）／パート 900円～1,080円

普通自動車運転免許 社会福祉法人光寿会　地域密着型介護老人福祉施設アルペジオ

不問
帯広市自由が丘５丁目１６番地９
就業地：帯広市

ケアスタッフ（デイケア）／
パート 900円～1,080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　アンダン
テ 不問
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
就業地：帯広市

夜間ケアスタッフ／施設利用
者のサポート／パート 1,000円～1,100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
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 不問
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
就業地：帯広市

ケアスタッフ／施設利用者の
サポート／パート 900円～1,080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　アンダン
テ 不問
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
就業地：帯広市

訪問入浴介護職員（はるす訪
問入浴サービス） 940円～1,040円

不問 株式会社　はるす

不問
帯広市西１２条北２丁目３－１５
就業地：帯広市

デイサービス介護スタッフ
890円～990円

不問 ライフカレッジ帯広

不問
帯広市西７条南６丁目１－４
就業地：帯広市

ケアサポーター
890円～890円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　あおい福祉会

不問
帯広市東５条南５丁目５番地８
就業地：帯広市,音更町

ケアサポーター
890円～890円

不問 株式会社　しらかば

不問
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（デイサービススロー
ライフおびこ） 990円～1,090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：音更町

介護職員（夜勤専門員）／
パート職員 1,038円～1,038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

不問
帯広市西７条南２６丁目１３番地４
就業地：帯広市

介護職員（夜勤専門員）／
パート職員 1,038円～1,038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

介護職員
890円～900円

普通自動車運転免許 株式会社　築

不問
帯広市大通南１７丁目６番地１
就業地：帯広市

介護員
900円～930円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　サポートハウス　はっぴいすまいる

不問
帯広市西２３条南１丁目１３１番地１８
就業地：音更町

介護職員（夜勤専従）
1,108円～1,415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

グループホーム介護職
930円～980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歳以上
帯広市昭和町東１線１０６－９
就業地：帯広市

ホームヘルパー
1,030円～1,130円

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者
介護職員実務者研修修了者
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　帯広市社会福祉協議会

不問
帯広市公園東町３丁目９番地１　帯広市グリーンプラザ内
就業地：帯広市

支援員：グループホーム　ア
ミカル／パート 950円～1,100円

不問 株式会社　アスライト

不問
帯広市西６条北１丁目１３－１
就業地：帯広市

支援員・世話人（短時間）
889円～900円

普通自動車運転免許 株式会社　ヒューマンエイド

不問
幕別町札内共栄町１１番地１
就業地：幕別町

夜間支援員
1,125円～1,125円

不問 株式会社　ヒューマンエイド

18歳以上
幕別町札内共栄町１１番地１
就業地：幕別町

生活相談員兼介護職員
900円～1,100円

介護福祉士
普通自動車運転免許

一般社団法人　グリーンライフサポートとかち

不問
帯広市大通南８丁目５
就業地：帯広市

訪問介護員
980円～1,500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

18歳以上
帯広市西１９条南４丁目１９－７
就業地：帯広市
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01040-14271811

01040-14272211

01040-14273511

01040-14275011

01040-14281511

01040-14282411

01040-14286911

01040-14287111

01040-14290411

01040-14291011

01040-14292311

01040-14402111

01040-14404811

01040-14405211

01040-14038211

01040-13987811

01040-13928811

01040-13863711

01040-13810311

01040-13836611

01040-13839711

01040-13695711

01040-13697211

01040-13702211

01040-13716911

デイサービス介護スタッフ／
パート 1,150円～1,300円

ホームヘルパー１級
普通自動車運転免許

合同会社　Ｍｅｖｌａｎａ

64歳以下
帯広市東１２条南５丁目６－５
就業地：帯広市

支援員（夜間）（グループ
ホームグランド）／パート 1,250円～1,250円

不問 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

支援員（夜間）（クローバー
ハウス大空）／パート 1,250円～1,250円

不問 株式会社クローバー

不問
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）／パート 950円～1,100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）／音更 1,153円～1,363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
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：音更町

訪問介護員（ホームヘル
パー）／みなみの森 1,153円～1,363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　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（デイサービス）／
パート 900円～1,200円

ホームヘルパー２級
普通自動車運転免許

有限会社　ユニハート・とかち

不問
帯広市西１６条北２丁目１２番３号
就業地：帯広市

介護職員（パート）
977円～1,100円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　真宗協会　小規模多機能型居宅介護　光輪

不問
帯広市西５条南３０丁目１０番地
就業地：帯広市

高齢者の介護と見守り
890円～1,200円

普通自動車運転免許 株式会社　柴多　アシストセンターみなみまち

不問
帯広市西１４条南３３丁目４－１０
就業地：帯広市

看護師
1,100円～1,500円

看護師
准看護師
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　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

療養棟介護職員（ケアセン
ター白樺） 890円～993円

介護職員初任者研修修了者 医療法人　十勝勤労者医療協会

不問
帯広市西９条南１１丁目１番地
就業地：帯広市

介護福祉士［おとふけ］認知
症高齢者グループホーム 1,009円～1,218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歳以上
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：音更町

介護福祉士［帯広共栄］認知
症高齢者グループホーム 1,009円～1,218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歳以上
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 937円～937円

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

不問
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

生活援助員　ＬＳＡライフサ
ポートアドバイザー／パート 890円～900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

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里さらべつ）／
パート

950円～950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：更別村

小規模多機能の介護員（コム
ニの里さらべつ）／パート 890円～915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　博愛会

不問
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：更別村

小規模特養の介護職（コムニ
の里さらべつ）／パート 890円～900円

いずれかの免許・資格所持で可 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

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里さらべつ）／パート 950円～950円

介護福祉士 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（介護員）（コム
ニの里さらべつ）／パート 900円～900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）／
パート

950円～950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：更別村

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里みどりヶ丘）／パー
ト

950円～990円

介護福祉士 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

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里みどりヶ丘）／
パート

950円～990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

小規模多機能の介護員（コム
ニの里まくべつ）／パート 890円～915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）／
パート

950円～990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：幕別町



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

（帯広公共職業安定所）

01040-13633011

01040-13589611

01040-13506111

01040-13528011

01040-13530111

01040-13532811

01040-13489811

01040-13497811

01040-13440011

01040-13346611

01040-13229811

01040-13230411

01040-13232311

01040-13237811

01040-13239511

01040-13243111

01040-13245811

01040-13249011

01040-13252711

01040-13256411

01040-13257011

01040-13185311

01040-13193311

01040-13201711

01040-13221511

デイケア（通所ハビリテー
ション）スタッフ 900円～900円

普通自動車運転免許 医療法人社団ぶどうの会　いのちの木クリニック

59歳以下
帯広市南の森西９丁目１３番１号
就業地：帯広市

介護職員
889円～950円

不問 社会福祉法人　輔心会

不問
新得町西２条南５丁目５番地１
就業地：新得町

介護員
950円～1,100円

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

介護福祉士［帯広市西１１
条］認知症高齢者グループ
ホーム

1,009円～1,218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歳以上
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

シニアエデュケーションディ
レクター 890円～890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 60歳以上
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

シニアレクリエーションサ
ポーター 890円～890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 60歳以上
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

シニアリハビリサポーター
890円～890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 60歳以上
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

シニアライフサポーター
890円～890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 60歳以上
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

介護職員（夜間専門員）
889円～889円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　くろーばー

不問
音更町木野西通１１丁目１２番地１４
就業地：音更町

介護職員（くろーばー宝来）
900円～1,000円

介護職員初任者研修修了者
普通自動車運転免許

株式会社　くろーばー

不問
音更町木野西通１１丁目１２番地１４
就業地：音更町

介護職員（くろーばー）
900円～1,000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　くろーばー

不問
音更町木野西通１１丁目１２番地１４
就業地：音更町

介護職員
890円～920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

介護職員
920円～1,100円

介護職員初任者研修修了者 有限会社みのり　デイサービスはるこま

不問
帯広市西１６条南５丁目１番地４３
就業地：帯広市

入浴パート（介護員）協立病
院／準職員 909円～998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

介護員（協立病院）
909円～998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

介護職員（夜勤専門）／グ
ループホーム 910円～960円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　元気の里とかち

不問
音更町ひびき野西町１丁目１番地１
就業地：音更町

（請）介護職員（パート）
900円～1,050円

介護職員実務者研修修了者
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

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
889円～970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 不問
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
889円～1,250円

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者
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

介護職員／パート
920円～1,200円

普通自動車運転免許 有限会社　ひまわり

不問
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：士幌町

介護職員／パート
920円～1,200円

普通自動車運転免許 有限会社　ひまわり

不問
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：音更町

介護福祉士／パート
1,006円～1,372円

介護福祉士
普通自動車運転免許

有限会社　ひまわり

不問
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：士幌町

介護福祉士／パート
1,006円～1,372円

介護福祉士
普通自動車運転免許

有限会社　ひまわり

不問
士幌町字士幌西２線１６６番地１０
就業地：音更町

介護スタッフ
900円～1,000円

ホームヘルパー２級
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
普通自動車運転免許

株式会社　はるす

不問
帯広市西１２条北２丁目３－１５
就業地：帯広市

介護職員
915円～915円

不問 社会福祉法人　厚生協会　
障害者支援施設　屈足わかふじ園

不問
新得町屈足旭町１丁目４６－９
就業地：新得町
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040-12832411

01040-12835611

01040-12841011

01040-12868311

01040-12869611

01040-12966111

01040-12981911

01040-12772911

01040-12724811

01041-  958711

01041-  969511

01041-  971611

01041- 1008211

01041-  949111

01041-  856511

01041-  871811

01090-11162111

01090-10396911

01010-41079611

01010-41090511

01232- 2335611

01240-22488011

01240-21993811

01230-19735611

01041-  839211

生活支援員及び世話人
930円～930円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　北勝光生会

不問
陸別町字陸別原野基線３２１－５
就業地：池田町

介護スタッフ（帯広市緑ヶ
丘） 890円～910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）

不問
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

ホームヘルパー（帯広）１日
１時間からＯＫ 1,060円～1,510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

64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

ヘルパー／帯広／土日祝勤務
／主婦（夫）／シニア歓迎 1,460円～2,010円

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者
看護師
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

不問
札幌市北区北２５条西６丁目３番２３号
就業地：帯広市

介護職員（結いの家　帯広）
900円～1,300円

介護職員初任者研修修了者 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

訪問介護員（帯広市西５条）
1,320円～1,320円

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
ホームヘルパー１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

不問
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（幕別町）
1,320円～1,320円

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
ホームヘルパー１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

不問
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：幕別町

訪問介護員（ホームヘル
パー）（帯広東） 1,153円～1,363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

契／介護職員デイサービス
（６０Ｈ／月）（帯広東） 1,003円～1,003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

介護支援員
897円～1,228円

不問 浦幌町　役場

不問
浦幌町字桜町１５番地６
就業地：浦幌町

介護職員／パート
950円～1,000円

不問 社会福祉法人　池田光寿会

不問
池田町西２条１０丁目２－２０
就業地：池田町

生活支援員（夜間専門）／
パート 930円～930円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　北勝光生会

18歳以上
陸別町字陸別原野基線３２１－５
就業地：池田町

介護職員（夜勤パート）
1,357円～1,571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／パート
890円～960円

不問 社会福祉法人　浦幌町社会福祉協議会

不問
浦幌町字北町８番地の１　浦幌町保健福祉センター内
就業地：浦幌町

介護職員
890円～950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

不問
浦幌町寿町８番地の１
就業地：浦幌町

介護職
900円～1,200円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　虹の家

不問
池田町字利別西町３２番地１６
就業地：池田町

夜間専門介護員
890円～970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

18歳以上
帯広市大通南５丁目１１番地１
就業地：帯広市

グループホーム介護職員／４
～８時間 889円～950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

介護職員
950円～1,116円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　あおい福祉会

不問
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
950円～1,116円

普通自動車運転免許 株式会社　しらかば

不問
帯広市東５条南５丁目５番地８
就業地：帯広市,音更町

夜間専門員／パート職員
1,038円～1,038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／パート職員
903円～963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

訪問介護ヘルパー（パート）
980円～1,130円

介護職員基礎研修修了者
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／特養利用者の
サポート／パート 900円～1,080円

不問 社会福祉法人光寿会　地域密着型介護老人福祉施設アルペジオ

不問
帯広市自由が丘５丁目１６番地９
就業地：帯広市

入浴介助専門パート
1,050円～1,050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　アンダン
テ

不問
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
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）

01040-12609011

01040-12636111

01040-12640011

01040-12647211

01040-12648511

01040-12494811

01040-12394611

01040-12488511

01040-12489411

01040-12380811

01040-12171511

01040-12186711

01040-12079911

01040-12059411

01040-11947611

01040-11951511

01040-11974711

01040-11930111

01040-11512111

01040-11540211

01040-11630411

01040-11648411

01040-11649011

01040-11656411

01040-11658311

介護員（夜勤専門）（コムニ
の里おびひろ）／パート 890円～950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

小規模特養の夜勤専門介護員
（コムニの里さらべつ）／
パート

890円～950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

介護員（夜間専門）（まくべ
つ／小規模多機能型居宅介
護）

890円～950円

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
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

小規模特養の介護職（コムニ
の里まくべつ）／パート 890円～890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

介護職員（訪問）
950円～1,500円

普通自動車運転免許 十勝バス　株式会社

不問
帯広市西２３条北１丁目１番１号
就業地：帯広市

介護士（グループホームくつ
ろぎの家） 910円～970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　幕別真幸協会

18歳以上
幕別町字依田３７９番地
就業地：帯広市

グループホーム・介護スタッ
フ（帯広市内） 900円～950円

不問 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,芽室町

介護職員／パート
1,500円～1,500円

不問 社会医療法人社団　　三草会　介護老人保健施設　りらく

不問
芽室町東芽室南２線１６番地２
就業地：芽室町

介護職員／夜勤専門スタッフ
1,250円～1,250円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　輔心会

不問
新得町西２条南５丁目５番地１
就業地：新得町

介護員（夜勤専門）小規模多
機能ホーム　杜のそら 890円～890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

不問
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

夜勤専門介護職員
890円～890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

不問
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

訪問介護員
890円～1,430円

ホームヘルパー２級
普通自動車運転免許

企業組合　ひなたぼっこ

不問
大樹町緑町２２番地９７
就業地：大樹町

ブースアカンパニスト（介護
支援スタッフ） 900円～1,070円

普通自動車運転免許 株式会社　花

不問
帯広市西１６条南５丁目１９番２号
就業地：帯広市

支援員・世話人
889円～900円

普通自動車運転免許 株式会社　ヒューマンエイド

不問
幕別町札内共栄町１１番地１
就業地：幕別町

介護職員
900円～950円

普通自動車運転免許 一般社団法人　グリーンライフサポートとかち

不問
帯広市大通南８丁目５
就業地：帯広市

介護員（夜勤専従者）
950円～1,130円

不問 株式会社　しらかば

不問
帯広市東５条南５丁目５番地８
就業地：帯広市,音更町

看護職員（正看護師）生活介
護ライフ／パート 1,200円～1,500円

看護師
普通自動車運転免許

株式会社クローバー

不問
音更町新通１２丁目７－２
就業地：音更町

看護職員（准看護師）生活介
護ライフ／パート 1,000円～1,300円

准看護師 株式会社クローバー

不問
音更町新通１２丁目７－２
就業地：音更町

介護職員（パート１）／会計
年度任用職員 1,006円～1,161円

不問 広尾町役場

不問
広尾町西４条７丁目
就業地：広尾町

看護職員（生活介護フロー
ス）／パート 1,000円～1,500円

看護師
准看護師
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

株式会社クローバー

不問
音更町新通１２丁目７－２
就業地：帯広市

介護職員（夜間専門）／契約
社員 1,000円～1,400円

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

株式会社　らいぱる

18歳以上
帯広市東２条南１６丁目１１番地１
就業地：帯広市

介護職員／契約社員
890円～1,300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

不問
帯広市東２条南１６丁目１１番地１
就業地：帯広市

介護職員（パート）
900円～1,200円

不問 株式会社　アン・ライフサポート　アンのいえ１

不問
帯広市西９条南１７丁目１番地
就業地：帯広市

介護職員（パート２）／会計
年度任用職員 1,006円～1,161円

不問 広尾町役場

不問
広尾町西４条７丁目
就業地：広尾町

介護職員
890円～890円

不問 夢愛　合同会社

59歳以下
幕別町札内中央町４６４番地の２
就業地：幕別町
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040-11703011

01040-11705611

01040-11718211

01040-11719511

01040-11720311

01040-11758811

01040-11759211

グループホーム介護員（夜勤
専従） 889円～950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

認知症高齢者グループホーム
介護職員（８時間） 889円～950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

ケアワーカー（介護職員）／
とかち 950円～950円

不問 公益財団法人　北海道医療団

不問
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（介護職員）／
とかち（入所療養棟） 900円～900円

不問 公益財団法人　北海道医療団

不問
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

ホームヘルパー（ほほえみ）
1,050円～1,050円

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
普通自動車運転免許

公益財団法人　北海道医療団

不問
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

介護員
890円～890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

介護福祉士
950円～950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

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


