
賃　金 年　齢
求人番号

01040-14985311

01040-14986611

01040-14990511

01040-15005811

01040-14960311

01040-14765011

01040-14593211

01040-14442311

01040-14063411
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01040-13457411

01040-13333811

01040-13256411

01040-13257011

01040-13205411

01040-12810111

01040-12834311

居宅介護支援専門員／パート
1,000円～1,150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

不問
帯広市西１７条南３丁目２４番２４号
就業地：帯広市

夜間支援専門員（ケアホーム
ワルツ） 1,140円～1,140円

不問 社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会

不問
音更町新通４丁目１番地７
就業地：音更町

児童指導員（電信通り教室）
950円～1,000円

保育士
社会福祉士
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

学校法人　帯広葵学園

不問
帯広市西１２条南１７丁目３番地　難波ビル２Ｆ
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

支援員
950円～950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

生活支援員／パート
976円～989円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　士幌町障がい者支援の会

不問
士幌町字士幌西２線１７１番地７５
就業地：士幌町

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

生活支援員（夜間専門）／非
常勤嘱託職員 921円～921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

職業指導員
900円～900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：帯広市

生活支援員
900円～900円

普通自動車運転免許 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

就労支援員（または職業指導
員）／帯広ケアセンター 900円～900円

普通自動車運転免許 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

障がい者の支援員／パート
900円～900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

相談支援専門員
895円～1,431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

不問
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（日中一
時支援） 1,000円～1,500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 不問
帯広市西１９条南２丁目５番６号
就業地：帯広市

介護支援員
900円～1,250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

支援員（夜間、日中）／パー
ト 950円～950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

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

障がい児・者の介護員（えが
お） 900円～900円

介護職員初任者研修修了者
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

不問
音更町新通４丁目１番地７
就業地：音更町

看護師
1,500円～1,500円

看護師
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

不問
音更町新通４丁目１番地７
就業地：音更町

介護員（イーストハウス）
900円～930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（フリーダムハウス）
900円～930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
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01040-12842311

01040-13008111

01040-12453811

01040-12362911

01040-12250711
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01040-12319311

01040-12204011

01040-12230611
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01041-  839211

01041-  822511

01010-41615611

01090-10895011

児童指導員（帯広）
889円～1,000円

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

機能訓練指導員（帯広西）
1,240円～1,270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

支援員
890円～990円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　ほんべつ　つつじの園

不問
本別町向陽町２３－１
就業地：本別町

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

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

介護支援専門員
1,300円～1,300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

世話人
889円～1,000円

不問 合同会社　ゆい

不問
帯広市東２条南２９丁目２－２５
　　　ＴＯＷＮ東２南２９Ｋ＆ＫＡ棟就業地：帯広市

児童指導員・保育士
900円～1,200円

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

世話人（グループホームぬく
もりハウス）／パート 950円～950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

支援員
1,000円～1,000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,帯広市

支援員（アクシズサイド１
４）／土日祝勤務 1,050円～1,050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

障がい者生活支援員
890円～1,000円

普通自動車運転免許 株式会社　アイル　生活介護事業所　はるかぜ

不問
帯広市西７条南３３丁目９
就業地：帯広市

夜間専門支援員（おとわ・せ
せらぎ） 982円～1,182円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　更葉園

18歳以上
音更町東通１３丁目３番地１
就業地：音更町

生活支援員（土・日・祝勤
務）／おとわ・せせらぎ 1,182円～1,182円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　更葉園

不問
音更町東通１３丁目３番地１
就業地：音更町

指導員
900円～1,000円

普通自動車運転免許 特定非営利活動法人　どんぐりの家福祉会

不問
音更町字東音更西２線２５番地１
就業地：音更町

生活支援員／パート
1,000円～1,100円

普通自動車運転免許 株式会社　タッチあいあい

不問
幕別町札内中央町５２３番地１０
就業地：幕別町

機能訓練指導員
1,200円～1,300円

柔道整復師
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

生活支援員及び職業指導員
900円～1,000円

普通自動車運転免許 株式会社エースフロンティア

不問
帯広市西１６条南４丁目７－４
就業地：帯広市

介護支援専門員（パート）
1,000円～1,150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

不問
大樹町字大樹１０番地８
就業地：大樹町


