
賃　金 年　齢
求人番号

01040- 5709031

01040- 5711431

01040- 5714631

01040- 5723931

01040- 5686031

01040- 5613531

01040- 5635931

01040- 5659331

01040- 5660131

01040- 5525531

01040- 5536331

01040- 5591531

01040- 5456431

01040- 5457731

01040- 5458331

01040- 5459631

01040- 5475331

01040- 5477931

01040- 5479031

01040- 5501731

01040- 5506031

01040- 5508231

01040- 5520931

01040- 5521131

01040- 5303331

幼児発達支援員／正社員
200,000円～221,000円

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）
社会福祉士
いずれかの免許・資格所持で可

合同会社　星の子ラボラトリー

59歳以下
帯広市西８条南４０丁目３番２号
就業地：帯広市

訪問介護員
156,800円～265,650円

ホームヘルパー２級
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

令和5年5月16日(火)発行

職　　種
資格・免許 事業所名・所在地

サービス管理責任者・管理者
（就労継続支援事業所）／正
社員

250,000円～400,000円

その他の福祉・介護関係資格
普通自動車運転免許

株式会社　ピークス

64歳以下
新得町西２条南７丁目３－３
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

18歳～59歳
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市,幕別町

生活支援員（せせらぎ）／正
社員 168,900円～201,900円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　更葉園

59歳以下
音更町東通１３丁目３番地１
就業地：帯広市

小規模多機能の介護員（コム
ニの里みどりヶ丘）／準職員 153,000円～171,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　博愛会

18歳以上
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

作業員／正社員
200,000円～220,000円

普通自動車運転免許 株式会社　ｍａｉハーモニー

64歳以下
帯広市西４条南２８丁目２－４
就業地：帯広市

介護員（ふるさとの家）
175,480円～187,464円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　ふるさと

不問
帯広市白樺１６条東５丁目１０番地
就業地：帯広市

介護職員（介護福祉士）
188,500円～313,680円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　刀圭会

18歳～59歳
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

介護職員／正職員
150,900円～174,000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

小規模特養介護職（コムニの
里みどりヶ丘）／準職員 153,000円～171,500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

生活相談員／正社員
250,000円～260,000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

株式会社　ＣＬＡＩＲ　ＯＮＥ

64歳以下
帯広市西１１条南４１丁目６番１号
就業地：帯広市

デイサービスセンター介護職
員／契約職員 160,100円～191,600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

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

運転手兼介護士／正社員
162,000円～244,500円

大型自動車免許 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

60歳以下
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

デイサービスセンター介護職
員／正職員 183,100円～238,000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

64歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

デイサービスセンター介護職
員／準職員 175,100円～220,200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

64歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護員（協立病院）
160,740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

介護職／契約職員
157,700円～239,000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／正職員
157,200円～259,700円

不問 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

介護支援専門員（居宅）／正
社員 187,500円～241,500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　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

介護福祉士［おとふけ］認知
症高齢者グループホーム 176,000円～221,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：音更町

介護福祉士［帯広東１２条］
認知症高齢者グループホーム 176,000円～221,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

支援相談員／正社員
193,500円～229,500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　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（初任者研修終了以
上） 175,500円～287,380円

ホームヘルパー２級
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

社会福祉法人　刀圭会

18歳～59歳
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。 ℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）
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◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。 ℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040- 5305931

01040- 5307031

01040- 5311331

01040- 5365831

01040- 5367531

01040- 5380031

01040- 5443131

01040- 5451131

01040- 5105831

01040- 5106231

01040- 5111131

01040- 5119631

01040- 5129131

01040- 5191731

01040- 5208931

01040- 5209131

01040- 5210831

01040- 5214731

01040- 5219031

01040- 5227031

01040- 5234131

01040- 5236831

01040- 5249331

01040- 5261531

01040- 5074131

ケアスタッフ／正社員
172,000円～240,000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

小規模多機能の介護員（コム
ニの里おびひろ）／準職員 160,000円～195,000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：帯広市

ケアスタッフ／当直／正社員
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／契約社員
167,000円～235,000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

介護福祉士／正規職員
143,000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）

18歳～59歳
帯広市東５条南９丁目２番地
就業地：帯広市

介護員／正社員
180,000円～200,000円

介護職員初任者研修修了者
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

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里おびひろ）／正職員 164,600円～215,000円

介護福祉士 社会福祉法人　博愛会

18歳～64歳
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

サービス提供責任者（訪問介
護）／正社員 182,063円～245,175円

介護福祉士 社会福祉法人厚生協会　養護老人ホームひまわり荘

64歳以下
新得町西３条北１丁目５番地６
就業地：新得町

介護職員／正社員
177,063円～240,175円

その他の福祉・介護関係資格
普通自動車運転免許

社会福祉法人厚生協会　養護老人ホームひまわり荘

64歳以下
新得町西３条北１丁目５番地６
就業地：新得町

生活支援員（就労継続支援Ａ
型）／正社員 162,500円～250,000円

普通自動車運転免許 株式会社　十勝あすなろ会

59歳以下
帯広市清流西２丁目１９番地３
就業地：帯広市

介護職員（夜勤専門職員）／
正社員 158,500円～178,000円

不問 ライフシップケア帯広

18歳～69歳
帯広市西７条南６丁目１－４
就業地：帯広市

デイサービスセンター管理職
員／正社員 210,000円～210,000円

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

介護職員／正社員
158,500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

ケアワーカー（帯広第一病
院）／正社員 152,300円～155,800円

不問 公益財団法人　北海道医療団

18歳～59歳
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市

ケアワーカー（とかち）／正
社員 152,300円～155,800円

不問 公益財団法人　北海道医療団

18歳～59歳
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

訪問介護員／正社員
216,000円～223,000円

介護福祉士
介護職員実務者研修修了者
普通自動車運転免許

株式会社　Ｍ’ｓ

不問
帯広市西２１条南３丁目５－４
就業地：帯広市

支援員／常勤嘱託
164,010円～173,010円

不問 社会福祉法人　真宗協会　帯広慈光学園

不問
帯広市大正町東１線１０２番地
就業地：帯広市

介護福祉士（とかち）／正社
員（日勤） 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

ケアワーカー（帯広西病院）
／正社員 152,300円～155,800円

不問 公益財団法人　北海道医療団

18歳～59歳
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市

介護職／正職員
161,000円～211,500円

不問 社会医療法人　北斗

18歳～59歳
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市

ソーシャルワーカー／正職員
190,000円～236,500円

社会福祉士 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

介護スタッフ
161,000円～161,000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

デイサービス介護スタッフ／
正社員 158,500円～215,000円

不問 サクシード株式会社　ライフきみの湯

69歳以下
帯広市西５条南３２丁目１９番１
就業地：帯広市

指導員（新得白生舎）／正社
員 171,600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

介護職員
177,980円～207,980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
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◎ 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。
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（帯広公共職業安定所）

01040- 5075031

01040- 5087431

01040- 5088731

01040- 5042231

01040- 5054731

01040- 5059031

01040- 4985531

01040- 4995731

01040- 4902531

01040- 4925031

01040- 4927231

01040- 4844131

01040- 4845031

01040- 4853031

01040- 4855231

01040- 4864531

01040- 4826631

01040- 4828131

01040- 4796931

01040- 4760731

01040- 4770631

01040- 4780131

01040- 4782831

01040- 4662231

01040- 4666331

介護士（グループホームくつ
ろぎの家） 158,000円～174,800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

計画作成担当者／正職員
228,400円～244,200円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

株式会社　フジライフ　シルバーヒルズるくる

64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（グループホームそ
よかぜ） 183,000円～223,000円

不問 特定非営利活動法人　幕別ケアサポート

18歳以上
幕別町札内北町１９番地の１４
就業地：幕別町

介護員（愛仁園）／正社員
151,100円～180,200円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　普仁会

18歳～59歳
帯広市西１７条南２８丁目１番地１
就業地：帯広市

介護員（あいじえん西帯広）
／正社員 151,100円～180,200円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　普仁会

18歳～59歳
帯広市西１７条南２８丁目１番地１
就業地：帯広市

支援員及び調理
170,000円～260,000円

普通自動車運転免許 合同会社　晴れ

不問
帯広市東２条南１２丁目２－１８
就業地：帯広市

介護員／正社員
225,000円～290,000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
普通自動車運転免許

グッドライフ　株式会社

69歳以下
芽室町西４条５丁目１番地１０
就業地：芽室町

医療ソーシャルワーカー／正
社員 171,020円～204,940円

普通自動車運転免許 医療法人社団　翔嶺館　音更宏明館病院

64歳以下
音更町木野大通東１７丁目１番６
就業地：音更町

支援員／正社員
160,000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

事務員／正社員
158,500円～180,000円

普通自動車運転免許 株式会社　結人和

64歳以下
帯広市東１条南１７丁目３－１
就業地：帯広市

介護士（ふらっと札内）
158,000円～174,800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

介護職員（小規模多機能）Ｐ
職員／正社員 167,948円～200,913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

社会福祉法人　元気の里とかち

18歳～64歳
音更町ひびき野西町１丁目１番地１
就業地：帯広市

支援員／正社員
170,000円～210,000円

普通自動車運転免許 株式会社　結人和

64歳以下
帯広市東１条南１７丁目３－１
就業地：帯広市

障がい者就労支援
169,600円～169,600円

普通自動車運転免許 とかちアークキッチン　株式会社

不問
音更町字東和東１線１９番地
就業地：音更町

児童支援員／正社員
180,000円～230,000円

普通自動車運転免許 株式会社　結人和

64歳以下
帯広市東１条南１７丁目３－１
就業地：帯広市

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

介護支援専門員／正社員
161,053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

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

子供の目を輝かせるモンテ
ソーリ教育／保育士・教員・
心理士

235,396円～298,956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

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

幼児教育／未経験・心機一転
ワクワクしたい方歓迎／正社
員

204,116円～288,956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

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

デイサービス介護職員
160,500円～243,500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

介護職（グループホーム）／
フルタイム 160,000円～160,000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

介護福祉士（グループホー
ム）／フルタイム 176,000円～176,000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

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
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01040- 4606531

01040- 4628031

01010-20061531

01010-20166231

01010-20178331

01010-18242531

01041-  284731

01041-  285331

01041-  287931

01041-  291431

01041-  270031

01041-  272231

01041-  276331

01041-  277631

01240- 8396031

01240- 8399531

01240- 8417931

01090- 3798531

01040- 4636031

（請）介護職員（初任者研
修） 180,000円～195,000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

18歳以上
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

介護士／正社員
162,000円～244,500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

60歳以下
帯広市大正町西１線９６番地１
就業地：帯広市

介護員（特養きずな・ここ
ろ）／正社員 170,000円～202,450円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　更葉園

18歳～59歳
音更町東通１３丁目３番地１
就業地：音更町

介護員（小規模多機能きず
な）／正社員 170,000円～191,200円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　更葉園

18歳～59歳
音更町東通１３丁目３番地１
就業地：音更町

（請）介護職員（介護福祉
士） 191,000円～210,000円

介護福祉士 合同会社　あもーれ

18歳以上
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

療養介助員／正職員
183,300円～193,900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

独立行政法人　国立病院機構　帯広病院

59歳以下
帯広市西１８条北２丁目１６
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

介護支援専門員
185,800円～219,950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　更葉園

59歳以下
音更町東通１３丁目３番地１
就業地：音更町

（ハートケア）生活相談員兼
介護職員（ケアクルー）／帯
広西

205,884円～223,084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
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

（ハートケア職員）介護職員
／ケアクルー（帯広西） 179,224円～184,384円

不問 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

介護職員（ケアクルー）（帯
広西） 210,500円～238,500円

普通自動車運転免許 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

介護職員
156,000円～243,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　うらほろ幸寿会

18歳～64歳
浦幌町字北町７番地２３
就業地：浦幌町

介護支援専門員
199,500円～259,500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　うらほろ幸寿会

64歳以下
浦幌町字北町７番地２３
就業地：浦幌町

（ハートケア職員）介護職員
／ケアクルー（帯広ＷＯＷ） 179,224円～184,384円

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

介護職員（契約職員）
235,500円～246,000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

生活支援員及び職業指導員
160,304円～165,304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

介護職員（常勤臨時職員）
168,400円～226,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　うらほろ幸寿会

18歳以上
浦幌町字北町７番地２３
就業地：浦幌町

介護職員（正職員または準職
員） 175,000円～195,000円

不問 特定非営利活動法人　いけだケアセンター　グループホームのどか

18歳～64歳
池田町字利別西町２１番６
就業地：池田町

介護業務（夜勤専従）
177,500円～177,500円

不問 特定非営利活動法人　いけだケアセンター　グループホームのどか

18歳～64歳
池田町字利別西町２１番６
就業地：池田町

介護職員
160,500円～250,600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

社会福祉法人　豊頃愛生協会

18歳～64歳
豊頃町茂岩４９番地７８
就業地：豊頃町

ケアマネージャー（帯広市）
231,200円～231,200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

訪問入浴ヘルパー（帯広）無
資格・未経験でもＯＫ 199,800円～221,800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

訪問入浴介護員（帯広市）日
勤のみのお仕事 215,300円～237,300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

支援員
160,000円～160,000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

契／介護職員（グループホー
ム）（帯広大通） 169,660円～176,460円

普通自動車運転免許 株式会社　ニチイ学館　釧路支店

18歳以上
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
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01040- 4356831

01040- 4358531

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

介護職員／正職員
146,700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

18歳～64歳
音更町中鈴蘭元町２
就業地：音更町

夜間専門介護職員／正社員
204,200円～223,650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

18歳～64歳
音更町中鈴蘭元町２
就業地：音更町

介護員／準職員
150,000円～165,000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

ケアマネージャー／正社員
230,000円～250,000円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

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

介護職（グループホーム）
175,480円～187,464円

不問 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

支援・指導・送迎員
154,340円～169,000円

保育士
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

一般社団法人　音楽セラピー樹音

不問
帯広市大正町基線９８番地１００
就業地：帯広市

デイサービスセンター生活相
談員兼介護職員／正職員 204,800円～240,200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　フジライフ　ケアタウン　とてっぽの丘　るくる

64歳以下
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

生活相談員／正職員
191,400円～222,000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

社会福祉法人真宗協会　特別養護老人ホーム　帯広至心寮

64歳以下
帯広市西５条南３０丁目１４
就業地：帯広市

看護師／正社員
220,000円～250,000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

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

介護職員／準職員
180,100円～225,200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

18歳～64歳
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／契約職員
160,100円～191,600円

不問 株式会社　フジライフ　グループホームるくる

18歳以上
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
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／準職員
180,100円～225,200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

18歳～64歳
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／契約職員
160,100円～191,600円

不問 株式会社　フジライフ　シルバーヒルズるくる

18歳以上
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

ヘルパー
160,000円～176,000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

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

介護職員／正職員
188,100円～248,000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

18歳～64歳
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

生活相談員／正職員
195,600円～223,000円

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

18歳～64歳
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

生活相談員／正職員
195,600円～223,000円

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

18歳～64歳
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

介護職員／契約職員
160,100円～191,600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

18歳以上
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
180,100円～225,200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

18歳～64歳
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護福祉士・相談員／正社員
203,000円～285,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　北王　きたえるーむ　帯広西

59歳以下
帯広市自由が丘３丁目１ー１
フクハラ自由が丘店内就業地：帯広市

介護職員／正職員
188,100円～248,000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

18歳～64歳
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

訪問介護職員／正社員
158,500円～215,000円

介護福祉士
介護職員実務者研修修了者
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

サポート２４帯広

18歳～69歳
帯広市西７条南６丁目１番地４
就業地：帯広市

介護支援専門員／正社員
180,000円～210,000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　クルポッケ

不問
音更町新通１２丁目７番地
就業地：音更町
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ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040- 4373231

01040- 4388031

01040- 4278531

01040- 4285231

01040- 4289331

01040- 4164731

01040- 4167931

01040- 4168131

01040- 4170531

01040- 4181331

01040- 4193031

01040- 4194831

01040- 4195231

01040- 4202431

01040- 4203731

01040- 4220331

01040- 4229731

01040- 4246331

01040- 3957031

01040- 3966831

01040- 3967231

01040- 4038031

01040- 4104531

01040- 4111531

01040- 4117131

介護職員（夜勤専従）／正社
員 157,000円～174,000円

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　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

介護職員／正職員
188,100円～248,000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

18歳～64歳
帯広市西３条南６丁目２番地１
就業地：帯広市

社会福祉士／正社員
185,280円～214,180円

社会福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　真宗協会　地域包括支援センター　帯広至心寮

64歳以下
帯広市西５条南３０丁目１９番地
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 164,000円～201,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

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／正社員
174,800円～174,800円

介護福祉士 社会福祉法人　三草会

18歳～59歳
芽室町東芽室南２線１６－２
就業地：芽室町

介護士（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

18歳～64歳
帯広市西２０条南２丁目５－３
就業地：帯広市

介護職員［帯広若葉］認知症
高齢者グループホーム 164,000円～201,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

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 164,000円～201,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

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 164,000円～201,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

ケアスタッフ／特養利用者サ
ポート業務／当直／正社員 291,000円～300,000円

介護福祉士 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

ケアスタッフ／特養利用者サ
ポート業務／契約社員 167,000円～235,000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

18歳以上
帯広市自由が丘５丁目１６番地９
就業地：帯広市

生活相談員／正職員
180,000円～185,000円

社会福祉士
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

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／正職員
211,000円～240,000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

介護職員／正社員
163,000円～203,000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

生活相談員／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　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

介護福祉士／正社員
174,800円～174,800円

介護福祉士 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

福祉事業部スタッフ／正社員
170,000円～250,000円

福祉用具専門相談員
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　ディステリア京屋

64歳以下
帯広市西８条南６丁目７番地
就業地：帯広市

介護タクシー乗務員／正社員
159,200円～177,000円

普通自動車運転免許 帯広ハイヤー　株式会社

67歳以下
帯広市西１９条南１丁目７番地
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

デイサービスセンター介護職
員 167,000円～167,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

医療法人社団　　翔嶺館　十勝の杜病院

不問
幕別町字千住１９３番地４
就業地：幕別町

介護福祉士／正社員
170,000円～194,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

株式会社　はるす

70歳以下
帯広市西１２条北２丁目３－１５
就業地：帯広市

社会福祉士（帯広第一病院）
／正社員 187,400円～280,000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

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

支援員／正職員
173,010円～240,380円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　真宗協会　帯広慈光学園

64歳以下
帯広市大正町東１線１０２番地
就業地：帯広市

ケアワーカー（音更病院）／
フルタイムパート 145,350円～145,350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
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01040- 4130331

01040- 4132931

01040- 4133131

01040- 4137531

01040- 4147731

01040- 3846231

01040- 3759531

01040- 3761631

01040- 3770931

01040- 3772031

01040- 3717231

01040- 3697731

01040- 3673631

01040- 3576731

01040- 3577331

01040- 3580231

01040- 3588031

01040- 3589831

01040- 3620531

01040- 3550731

01040- 3552631

01040- 3553931

01040- 3508431

01040- 3484831

01040- 3486531

介護福祉士［帯広西１１条］
認知症高齢者グループホーム 176,000円～221,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

職業指導員／契約社員
162,500円～215,000円

普通自動車運転免許 株式会社　十勝あすなろ会

不問
帯広市清流西２丁目１９番地３
就業地：帯広市,幕別町

介護職（デイサービス木野）
189,900円～189,900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：音更町

介護職員［おとふけ］認知症
高齢者グループホーム 164,000円～201,000円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳～59歳
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 176,000円～221,000円

介護福祉士 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳～59歳
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

事務長候補／正社員
416,666円～583,333円

不問 医療法人社団　あすなろ会　帯広記念病院

64歳以下
帯広市川西町基線２８番地１
就業地：帯広市

デイケア介護職／正社員
155,180円～155,180円

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

施設職員／正社員
149,960円～210,000円

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　あかしや

59歳以下
幕別町札内あかしや町４２番地
就業地：幕別町

介護員
167,242円～168,242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帯広

18歳以上
帯広市西１６条北１丁目２７番地
就業地：帯広市

介護員／６０歳以上
169,240円～174,800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

介護職員／正職員
173,000円～205,000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

特定非営利活動法人　幕別町地域支縁ネット

18歳以上
幕別町緑町１番地１３
就業地：幕別町

介護福祉士
205,100円～208,100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帯広

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地
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）

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

介護支援専門員／正職員
152,100円～250,000円

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

社会福祉法人　上士幌福寿協会

64歳以下
上士幌町字上士幌東２線２４２番地
就業地：上士幌町

障がい児・者の介護員（えが
お）／正社員 162,300円～177,700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

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

介護員
172,242円～173,242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帯広

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地
就業地：帯広市

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里まくべつ）／正
職員

164,600円～215,000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

介護員
149,408円～149,408円

普通自動車運転免許 社会医療法人　博愛会　グループホームかたらい

不問
帯広市西２３条南２丁目１６－３６
就業地：帯広市

保育士・障がい児支援員（き
らきらはうす）／正社員 162,300円～177,700円

保育士
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

社会福祉法人　地域で一緒に暮らそう会

59歳以下
音更町新通４丁目１番地７
就業地：音更町

生活相談員／正職員
195,380円～276,280円

普通自動車運転免許 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

小規模特養の介護職（コムニ
の里まくべつ）／準職員 153,000円～171,500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 164,600円～215,000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　グループホームかたらい

18歳～64歳
帯広市西２３条南２丁目１６－３６
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



賃　金 年　齢
求人番号

令和5年5月16日(火)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。

その際はあしからずご了承ください。 ℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040- 3393031

01040- 3394831

01040- 3447631

01040- 3377031

01040- 3308631

01040- 3323631

01040- 3260931

01040- 3272231
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01040- 3190031
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01010-12845731

01010-12847631

01230- 6190431

01230- 6216631

01230- 6241931

01230- 6272331

01230- 6290931

01090- 2632531

01090- 2626331

01090- 2627631

01040- 3067331

夜勤介護ヘルパー（介護付有
料老人ホーム） 186,743円～193,243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

18歳以上
帯広市西６条南１０丁目５１番地１
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 153,000円～171,500円

普通自動車運転免許 社会福祉法人　博愛会

18歳以上
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：幕別町

介護職員／正職員（経験者）
196,240円～257,450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

生活相談員／正社員
217,000円～350,000円

介護福祉士
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

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

日勤介護ヘルパー（介護付有
料老人ホーム） 186,258円～190,518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

支援員／正社員
176,000円～246,000円

普通自動車運転免許 株式会社　ちあふる

59歳以下
帯広市西５条南３１丁目１番地９
就業地：帯広市

相談支援専門員兼管理者／正
社員 209,300円～226,100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

59歳以下
士幌町字士幌西２線１７１番地７５
就業地：士幌町

医療相談員／正社員
182,830円～249,032円

社会福祉士 医療法人　徳洲会　帯広徳洲会病院

59歳以下
音更町木野西通１４丁目２－１
就業地：音更町

介護職員／正職員
179,800円～227,300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

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

18歳以上
帯広市清流西２丁目１９番４
就業地：帯広市,芽室町,幕別町,新得町

支援員／フルタイム
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

介護職員／正職員
189,000円～294,000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

介護福祉士／正職員
204,000円～309,000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

（ハートケア職員）生活相談
員（帯広ＷＯＷ） 205,884円～223,084円

介護福祉士 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

生活相談員兼ケアクルー／介
護職員（帯広西） 222,500円～260,500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

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

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

介護従業者（河東郡音更町）
159,200円～170,200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～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

介護従業者（帯広市緑ヶ丘）
159,200円～170,200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～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（帯広市西１６
条） 159,200円～170,200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～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

契／介護職員（有料老人ホー
ム・夜間専門）（帯広緑ヶ
丘）

169,660円～176,460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　ニチイ学館　釧路支店

18歳以上
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

介護従業者（中川郡幕別町）
159,200円～170,200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～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

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里みどりヶ丘）／正職
員

164,600円～215,000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

契／介護職員デイサービス
（１７０Ｈ／月）（帯広東） 175,610円～182,410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

正／生活相談員（デイサービ
ス）（帯広東） 205,860円～208,860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
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01040- 2700231
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01040- 2740031

01040- 2741831

01040- 2784831

01040- 2786531

01040- 2787431

コンシェルジュ・事務（コム
ニの里みどりヶ丘）／正社員 149,700円～166,500円

普通自動車運転免許 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

164,600円～215,000円

介護福祉士
普通自動車運転免許

社会福祉法人　博愛会

18歳～64歳
更別村字更別南３線９５番地６
就業地：帯広市

機能訓練指導員／正社員
218,000円～283,000円

はり師
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

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

ケアスタッフ／デイケア／正
社員 192,000円～260,000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／特養利用者サ
ポート業務／正社員 172,000円～240,000円

介護福祉士 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

18歳～65歳
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／施設利用者の
サポート／正社員 172,000円～240,000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

介護職
174,900円～174,900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

医療ソーシャルワーカー／正
社員 191,140円～223,140円

社会福祉士
普通自動車運転免許

医療法人社団　刀圭会　協立病院

59歳以下
帯広市西１６条北１丁目２７
就業地：帯広市

ケアスタッフ／デイケア／契
約社員 187,000円～245,000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

介護職／正社員
184,000円～203,000円

不問 株式会社　ほくと

18歳～64歳
帯広市稲田町基線７番地５
就業地：帯広市,幕別町

介護職員（芽室けいせい苑）
／正規職員 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（帯広けいせい苑）
／正規職員 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

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

訪問介護ケアスタッフ／正社
員 174,000円～260,000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

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

グループホーム介護職［帯
広］ 175,000円～350,000円

不問 株式会社　ビジュアルビジョン

18歳～59歳
埼玉県さいたま市大宮区仲町１丁目５４－３
ビジョナリー３　８階就業地：帯広市

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

サービス提供責任者／正社員
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（帯広第一病院）
／正社員 173,200円～178,200円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

18歳～59歳
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
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
帯広市東６条南１１丁目２番地３
就業地：帯広市

介護福祉士（帯広西病院）／
正社員 173,200円～178,200円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

18歳～59歳
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：帯広市

介護職員
168,500円～284,380円

不問 社会福祉法人　刀圭会

18歳～59歳
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

介護福祉士（とかち）／正社
員 168,200円～226,700円

介護福祉士 公益財団法人　北海道医療団

18歳～59歳
帯広市西４条南１５丁目１７番地３
就業地：音更町

児童指導員／パートナー社員
163,500円～359,000円

いずれかの免許・資格所持で可
普通自動車運転免許

一般社団法人　ひふみよ

不問
帯広市西１８条南４丁目３０－１５
就業地：帯広市
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◎ 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。

その際はあしからずご了承ください。 ℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）

01040- 2848831

01040- 2872831

01040- 2874531

01040- 2883731

01040- 2884331

リネンスタッフ／正職員
161,000円～193,500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

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

看護補助者／正職員
161,000円～193,500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）
160,000円～160,000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（デイケア）（かけは
し）／フルタイム 160,000円～160,000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


