
賃　金 年　齢
求人番号

01040-14987911

01040-14988111

01040-15011111

01040-14872311

01040-14875111

01040-14876711

01040-14908511

01040-14947111

01040-14958211

01040-14959511

01040-14800811

01040-14822611

01040-14764411

01040-14775611

01040-14776911

01040-14604911

01040-14610311

01040-14492611

01040-14499411

01040-14510211

01040-14440411

01040-14441011

01040-14446711

01040-14474011

01040-14476611

現場支援スタッフ（環境デザ
イン科）／パート職員 141,075円～141,075円

普通自動車運転免許 株式会社　Ｌａｕｇｈ

不問
帯広市東２条南６丁目１
就業地：帯広市

現場支援スタッフ（環境デザ
イン科）／契約社員 180,000円～220,000円

普通自動車運転免許 株式会社　Ｌａｕｇｈ

不問
帯広市東２条南６丁目１
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

介護支援員／正社員
185,000円～210,000円

普通自動車運転免許 株式会社　結人和

不問
帯広市東１条南１７丁目３－１
就業地：帯広市

介護支援員／正社員（介護福
祉士） 215,000円～240,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　結人和

不問
帯広市東１条南１７丁目３－１
就業地：帯広市

知的障がい者の支援
158,000円～185,000円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　帯広市手をつなぐ育成会　ワークセンターはまなす

60歳以上
帯広市柏林台中町１丁目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
171,500円～209,000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　フィジカルデイおとふけ

不問
音更町木野大通東６丁目６－１９
就業地：音更町

相談員／正社員
165,900円～239,600円

精神保健福祉士
社会福祉士
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　帯広太陽福祉会　救護施設　東明寮

18歳～59歳
帯広市大正町基線１００番地３４
就業地：帯広市

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

地域福祉総合職員／正職員
171,700円～199,900円

社会福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　広尾町社会福祉協議会

25歳以下
広尾町公園通南４丁目１番地
　広尾町デイサービスセンター内就業地：広尾町

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

支援員／正社員
155,000円～190,000円

普通自動車運転免許 株式会社うちは

64歳以下
音更町大通７丁目１－６
就業地：音更町

社会福祉士（福祉相談員）／
正社員 162,000円～321,000円

社会福祉士
普通自動車運転免許

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）

44歳以下
帯広市東５条南９丁目２番地
就業地：帯広市

職業指導員
160,000円～176,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人帯広福祉協会

不問
帯広市西２５条南４丁目１０
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

生活支援員兼世話人／正職員
172,410円～237,830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

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

指導員（ココスタディ）／正
社員 220,000円～260,000円

公認心理師
作業療法士
理学療法士
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　リノケア

64歳以下
帯広市西５条南２１丁目８
就業地：帯広市

高齢者福祉デイサービスフロ
アースタッフ／正社員 181,521円～270,198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

高齢者福祉デイサービスソー
シャルワーカー／正社員 207,040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

児童デイサービス　保育士
教師　指導員／正社員 230,182円～310,123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

障がい児・者の介護員（えが
お）／正社員 159,000円～173,500円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会

18歳～59歳
音更町新通４丁目１番地７
就業地：音更町

介護員（イナダハウス）
152,100円～157,170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

特定非営利活動法人障害者家族地域生活支援事業所てぃんくる

不問
帯広市西１１条南２７丁目１７番地
就業地：帯広市

介護員（イーストハウス）
152,100円～157,170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

特定非営利活動法人障害者家族地域生活支援事業所てぃんくる

不問
帯広市西１１条南２７丁目１７番地
就業地：帯広市

令和3年12月16日(木)発行
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01040-14059611

01040-14073311

01040-14093711

01040-14158811

01040-14160011

01040-14194411

01040-14346311

01040-14347611

01040-14348911

01040-14021511

01040-14000111

01040-13973011

01040-13985111

01040-13867411

01040-13871711

01040-13835311

01040-13837911

01040-13774111

01040-13694111

01040-13698511

01040-13701811

01040-13637111

01040-13583811

01040-13586411

01040-13507711

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）／正職員 250,000円～315,000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

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

介護支援専門員／正社員
195,500円～300,000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　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

生活相談員／正社員
183,500円～219,500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

65歳以下
帯広市自由が丘５丁目１６番地９
就業地：帯広市

生活支援員／正社員
159,900円～210,600円

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

30歳以下
帯広市上帯広町西１線７６番地２
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

職業指導員（製造職）／パー
ト 124,600円～142,400円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　　厚生協会

不問
新得町西３条北１丁目５番地３
就業地：新得町

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

介護支援専門員（居宅ケアマ
ネージャー）／正社員 167,900円～183,650円

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　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

機能訓練指導員（６時間）
156,000円～171,360円

看護師
准看護師
作業療法士
いずれかの免許・資格所持で可

社会福祉法人　真宗協会　デイサービスセンター　帯広慈恩の里

不問
帯広市空港南町３０３番地１
就業地：帯広市

生活支援員（介護職）／正社
員（わかふじ寮） 161,200円～300,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　　厚生協会

64歳以下
新得町西３条北１丁目５番地３
就業地：新得町

職業指導員／正社員
175,000円～175,000円

普通自動車運転免許 株式会社　かがやき

59歳以下
中札内村大通北６丁目２０番地
就業地：中札内村,新得町,幕別町

ケアマネージャー／正職員
168,000円～195,000円

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　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

障がい者の支援員
139,983円～143,983円

普通自動車運転免許 一般社団法人　ゆうゆう学舎

不問
帯広市西９条北１丁目１５番地
就業地：帯広市

生活支援員
160,000円～200,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人ポロシリ福祉会　中札内みのり園

不問
中札内村上札内基線３２２番地４
就業地：中札内村

生活支援員
160,000円～200,000円

普通自動車運転免許 社会福祉法人ポロシリ福祉会　中札内のぞみ園

不問
中札内村上札内基線３２４番地１２
就業地：中札内村

生活支援員・世話人
160,000円～200,000円

不問 社会福祉法人ポロシリ福祉会　　グループホーム中札内

不問
中札内村西２条南５丁目５番地２
就業地：中札内村

支援員（ぬくもりハウス）／
正社員 160,000円～220,000円

普通自動車運転免許 一般社団法人　ウォームす

64歳以下
帯広市西１２条南１７丁目３　難波ビル
上野敏郎事務所内就業地：音更町

介護支援専門員／正社員
185,500円～226,000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

支援相談員／正社員
183,500円～219,500円

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

居宅介護支援
197,000円～260,000円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

ライフマップ帯広

69歳以下
帯広市西７条南６丁目１－４
就業地：帯広市

相談支援専門員／正社員
152,740円～278,340円

その他の福祉・介護関係資格
普通自動車運転免許

医療法人社団　刀圭会　向日葵

59歳以下
帯広市西１５条北４丁目１－８１
就業地：帯広市

障がい児の介護支援／正社員
178,000円～213,000円

普通自動車運転免許 合同会社　Ｅｘｔｅｎｓｉｖｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　地域生活支援事業所
ＦＡＭＩＬＹ

40歳以下
帯広市西１９条南２丁目５番６号
就業地：帯広市
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01040-13448511

01040-13367211

01040-13368511

01040-13331111

01040-13332711

01040-13202811

01040-13218911

01040-12865511

01040-12875311

01040-12906311

01040-12916911

01040-12778411

01040-12759811

01040-12767811

01040-12700511

01040-12694911

01040-12656511

01040-12610911

01040-12614211

01040-12492111

01040-12493711

01040-12538311

01040-12487211

01040-12184911

01040-12229411

支援員／正社員
180,000円～180,000円

普通自動車運転免許 株式会社　ミラータイム

不問
幕別町札内中央町３１９番地の４８
就業地：幕別町

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

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

社会福祉士（帯広第一病院）
／正社員 177,400円～270,000円

社会福祉士 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

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

支援員（管理職候補）クロー
バーハウス大空／正社員 200,000円～300,000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

作業サポート（知的障がい者
施設） 173,500円～195,500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

相談支援専門員又は相談員／
正社員 170,000円～230,000円

普通自動車運転免許 株式会社　リンラン

64歳以下
音更町新通１２丁目７－２
就業地：音更町

精神保健福祉士／正職員
206,200円～312,160円

精神保健福祉士
普通自動車運転免許

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

障がい者の支援員（７時間）
131,670円～138,985円

普通自動車運転免許 株式会社　ワークアース

不問
帯広市西８条南４丁目７番地
就業地：帯広市

生活相談員（愛仁園）／正社
員 168,200円～209,700円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）
その他の福祉・介護関係資格
普通自動車運転免許

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

生活相談員／正職員　（日帰
りサービスセンターやすらぎ
荘）

164,175円～220,000円

介護福祉士
社会福祉士
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　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

支援員
160,000円～230,000円

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
小学校教諭免許（専修・１種・２種）
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　１５１枝

不問
帯広市東９条南１０丁目７番地１
就業地：帯広市

介護福祉用具相談員／正社員
165,000円～240,000円

福祉用具専門相談員
介護福祉士
社会福祉士
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

サニーサイド　株式会社

不問
帯広市西８条北５丁目１番地２
就業地：帯広市

ケアアシスタント／正社員
145,000円～181,800円

不問 社会医療法人　博愛会　開西病院

18歳～59歳
帯広市西２３条南２丁目１６－２７
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

生活支援員（知的障がい者施
設） 215,500円～244,000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

介護支援専門員／正社員
157,000円～207,800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　帯広太陽福祉会　デイサービスセンター太陽園

59歳以下
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

ケアマネージャー／正職員
195,000円～212,500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　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

支援員／正社員
165,000円～180,000円

普通自動車運転免許 一般社団法人青鳥舎　放課後支援施設ことのは

不問
帯広市西１６条南５丁目２８－１
就業地：帯広市,音更町

支援員／準社員
160,000円～170,000円

普通自動車運転免許 一般社団法人青鳥舎　放課後支援施設ことのは

不問
帯広市西１６条南５丁目２８－１
就業地：帯広市,音更町

サービス管理責任者または補
助／契約社員 220,000円～260,000円

普通自動車運転免許 株式会社　Ｌａｕｇｈ

不問
帯広市東２条南６丁目１
就業地：帯広市

生活支援員（マネージャー候
補）／契約社員 180,000円～260,000円

普通自動車運転免許 株式会社　Ｌａｕｇｈ

不問
帯広市東２条南６丁目１
就業地：帯広市

マネージャー（支援スタッ
フ）／契約社員 180,000円～220,000円

普通自動車運転免許 株式会社　Ｌａｕｇｈ

不問
帯広市東２条南６丁目１
就業地：帯広市
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01040-12074511

01040-12060611

01040-11965111

01240-24214611

01240-22443811

01041-  986411

01041-  919411

01041-  911311

01041-  916811

01041-  886911

01041-  914111

01041-  840011

01010-42121211

01010-42122511

01010-42123411

01010-42138811

01010-42048111

01010-41617111

01010-41620411

01010-36127711

01090-10894411

01090-10414011

01232- 2338711

生活相談員（結いの家　帯
広） 177,630円～258,370円

社会福祉士
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　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

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

正／児童指導員（帯広）
180,000円～230,000円

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

北海道あくありあ　株式会社

不問
釧路市鳥取北９丁目１１番２１号
就業地：帯広市

介護支援専門員（帯広市西５
条） 223,000円～223,000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

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

機能訓練指導員（帯広西）
220,000円～268,000円

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
いずれかの免許・資格所持で可

株式会社　ツクイ　北海道圏

59歳以下
札幌市中央区南１４条西１８丁目５－１
就業地：帯広市

（ハートケア職員）機能訓練
指導員（帯広西） 213,280円～218,440円

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
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）児童指導員（ラブア
リス帯広わかば） 217,000円～250,000円

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
小学校教諭免許（専修・１種・２種）
中学校教諭免許（専修・１種・２種）
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　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

（有期）生活相談員（帯広市
総合ケアセンター百年の森） 190,000円～240,000円

社会福祉士
介護福祉士
精神保健福祉士
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　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

（有期）児童発達支援管理責
任者（ラブアリス帯広中央） 270,000円～350,000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

（有期）児童発達支援管理責
任者（ラブアリス帯広わか
ば）

270,000円～350,000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

（有期）児童指導員（ラブア
リス帯広中央） 217,000円～250,000円

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
小学校教諭免許（専修・１種・２種）
中学校教諭免許（専修・１種・２種）
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　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

生活支援員・職業指導員
151,300円～259,700円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　北勝光生会

64歳以下
陸別町字陸別原野基線３２１－５
就業地：池田町

社会福祉士
182,200円～261,600円

社会福祉士
普通自動車運転免許

浦幌町　役場

35歳以下
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

指導員
140,000円～140,000円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　クローバー共同作業所

不問
池田町字西３条６丁目１４－１
ふれあいセンタ－２階就業地：池田町

福祉事務
150,600円～182,200円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　陸別町社会福祉協議会

39歳以下
陸別町字陸別東２条３丁目２番地
就業地：陸別町

介護支援専門員／正社員
200,700円～279,900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　足寄町社会福祉協議会

59歳以下
足寄町南６条２丁目７番地
就業地：足寄町

相談業務
160,000円～300,000円

精神保健福祉士
社会福祉士
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

特定非営利活動法人　ママサポートえぷろん

64歳以下
足寄町旭町１丁目３８番地
就業地：足寄町

ケアマネージャー（帯広）未
経験ＯＫ 215,800円～215,800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

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

医療連携コーディネーター
（更別村） 160,000円～280,000円

普通自動車運転免許 医療法人　北海道家庭医療学センター

59歳以下
札幌市東区北４１条東１５丁目１－１８
就業地：更別村

児童指導員又は保育士／正社
員 160,000円～275,000円

保育士
介護福祉士
小学校教諭免許（専修・１種・２種）
いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

合同会社ラポール

64歳以下
帯広市西１９条南３丁目１１－２
　まなびや　かけはし就業地：帯広市

居宅介護支援専門員（ケアマ
ネージャー） 153,000円～166,000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

企業組合　ひなたぼっこ

64歳以下
大樹町緑町２２番地９７
就業地：大樹町

支援員（調理補助）／正社員
170,000円～185,000円

普通自動車運転免許 株式会社　トリノ

59歳以下
帯広市西１８条南４丁目４４番８号
就業地：帯広市

アクセスコーディネーター
（生活相談員）／正社員 207,140円～226,516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

介護支援専門員（小規模多機
能）／正社員 171,700円～236,000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　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
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01040-11798911

01041-  781711

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

生活支援員、世話人／正社員
200,000円～350,000円

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　ふぉーちゅん

18歳～64歳
本別町南２丁目１２番地１
就業地：本別町

職業指導員／正社員
180,000円～200,000円

普通自動車運転免許 合同会社　アバンス

不問
帯広市東１条南１５丁目３－２
就業地：帯広市

介護支援専門員／正職員
211,000円～260,000円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

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

介護支援専門員／正社員
200,000円～230,000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

合同会社　ウェルビーイング

59歳以下
幕別町札内桜町１１６番地１
就業地：幕別町

ケアマネジャー（介護支援専
門員）老健かみしほろ／契約
職員

157,500円～157,500円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

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

ケアマネジャー（介護支援専
門員）老健かみしほろ／正職
員

190,000円～275,000円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

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

ケアマネジャー（介護支援専
門員）老健かけはし／正職員 190,000円～275,000円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

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

支援相談員／正社員
173,500円～209,500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　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

生活相談員／正社員
170,000円～180,000円

社会福祉士
介護福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

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　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

医療ソーシャルワーカー／正
社員 176,020円～209,940円

社会福祉士
普通自動車運転免許

医療法人社団　　翔嶺館　十勝の杜病院

64歳以下
幕別町字千住１９３番地４
就業地：幕別町

介護支援専門員／正社員
152,740円～278,340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

医療法人社団　刀圭会　向日葵

59歳以下
帯広市西１５条北４丁目１－８１
就業地：帯広市

相談員／正職員
201,140円～261,940円

社会福祉士
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帯広

59歳以下
帯広市西１６条北１丁目２７番地
就業地：帯広市

介護支援専門員／正職員
167,740円～293,340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

医療法人社団　刀圭会　介護老人保健施設アメニティ帯広

59歳以下
帯広市西１６条北１丁目２７番地
就業地：帯広市

支援員／正社員
173,010円～210,750円

普通自動車運転免許 社会福祉法人真宗協会慈光学園

64歳以下
帯広市大正町東１線１０２番地
就業地：帯広市


