
賃　金 年　齢
求人番号

01040- 5789631

01040- 5702531

01040- 5713331

01040- 5741031

01040- 5674331

01040- 5615731

01040- 5639231

01040- 5645031

01040- 5652131

01040- 5526431

01040- 5532231

01040- 5574831

01040- 5588631

01040- 5274931

01040- 5319431

01040- 5320631

01040- 5386331

01040- 5193631

01040- 5212531

01040- 5216631

01040- 5255431

01040- 5257331

01040- 5076831

01040- 5084831

01040- 5085231

ケアサポート／パート
920円～1,000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　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

令和5年5月16日(火)発行

職　　種
資格・免許 事業所名・所在地

訪問介護員
980円～1,500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

18歳以上
帯広市西１９条南４丁目１９－７
就業地：帯広市

介護職員
920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

★初心者★利用者さんと運動
を一緒に行う運動支援員 920円～1,200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

ケアホーム世話人（ぽこあぽ
こ） 920円～950円

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

介護アシスト職員（介護補
助） 920円～920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

生活介助員
1,275円～1,275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：音更町

保育士・障がい児支援員（き
らきらはうす／パート） 920円～920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

不問
音更町新通４丁目１番地７
就業地：音更町

介護職員（グループホームそ
よかぜ）／１７時～９時 949円～1,084円

普通自動車運転免許 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

介護職員（入浴介助専門）
950円～950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～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（早朝、夜間パー
ト） 1,200円～1,200円

不問 社会福祉法人　刀圭会

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

小規模特養の入浴介助員（コ
ムニの里みどりヶ丘）／パー
ト

920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

訪問介護ヘルパー／パート
1,030円～1,230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

介護福祉士［帯広市西１１
条］認知症高齢者グループ
ホーム

1,039円～1,248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歳以上
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護員／パート
1,050円～1,050円

介護職員初任者研修修了者 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

ケアワーカー（介護職員）／
とかち（入所療養棟） 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

訪問介護員
1,180円～1,400円

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

訪問介護員
1,000円～1,500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　ニューライフ　「訪問介護ステーション　たんぽぽ」

不問
帯広市東２条南７丁目１番地　サンパークビル１Ｆ
就業地：帯広市

ケアワーカー（とかち）／
パート 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

看護職員
1,200円～1,400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

特定非営利活動法人　幕別町地域支縁ネット

不問
幕別町緑町１番地１３
就業地：幕別町

介護職（夜勤専従）
969円～1,038円

不問 道東電機　株式会社

18歳以上
帯広市大通南２４丁目１番地
就業地：帯広市

デイサービス介護員（スタッ
フ募集） 950円～1,000円

普通自動車運転免許 合同会社　百音

不問
帯広市西９条北７丁目９番地２
就業地：幕別町

夜勤専従（スタッフ募集）
950円～950円

普通自動車運転免許 合同会社　百音

18歳以上
帯広市西９条北７丁目９番地２
就業地：幕別町

◎ 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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01040- 5061431

01040- 5062731

01040- 4986431

01040- 4904731

01040- 4916131

01040- 4930631

01040- 4931931

01040- 4967831

01040- 4834631

01040- 4835931

01040- 4846831

01040- 4847231

01040- 4854831

01040- 4664431

01040- 4665731

01040- 4668931

01040- 4669131

01040- 4693931

01040- 4605231

01040- 4476031

01040- 4391731

01040- 4427031

01040- 4449331

01040- 4357231

01040- 4370131

世話人及びカフェ業務
930円～1,200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

世話人及び調理
930円～1,200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
1,000円～1,000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

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

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

介護職員／パート（札内寮）
960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
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：幕別町

訪問介護ヘルパー／パート
1,000円～1,100円

普通自動車運転免許 合同会社　紡（訪問介護事業所　ひなた）

不問
帯広市西２５条南３丁目３３番地３５
就業地：帯広市

児童指導員
970円～970円

保育士
いずれかの免許・資格所持で可

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

介護員（あいじえん西帯広）
920円～1,000円

いずれかの免許・資格所持で可 社会福祉法人　普仁会

不問
帯広市西１７条南２８丁目１番地１
就業地：帯広市

★初心者★利用者のチャレン
ジを一緒に行う介護支援員 920円～1,200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

保育士・児童指導員
1,000円～1,100円

保育士
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

特定非営利活動法人　はじめのいっぽ弥生

68歳以下
帯広市東１条南２８丁目５－２
就業地：帯広市

夜勤専門員
1,250円～1,250円

普通自動車運転免許 株式会社　結人和

18歳以上
帯広市東１条南１７丁目３－１
就業地：音更町

生活支援員
950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：音更町

訪問介護員
1,200円～1,380円

不問 社会福祉法人　刀圭会

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

支援員
950円～1,150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

夜勤専門介護職員
920円～920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

介護職員（夜勤専従パート）
1,100円～1,100円

不問 社会福祉法人　刀圭会

18歳以上
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

介護員（特養きずな・ここ
ろ） 963円～1,049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

介護職員（入浴パート）
950円～1,200円

介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー２級
普通自動車運転免許

社会福祉法人　刀圭会

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７
就業地：帯広市

介護職員（夜勤専門員）
1,065円～1,065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～64歳
帯広市西７条南２６丁目１３番地１
就業地：帯広市

介護職員（デイサービス）
920円～920円

介護職員初任者研修修了者
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

介護福祉士
1,000円～1,200円

介護福祉士 株式会社　北王　きたえるーむ　帯広西

不問
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／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

入浴介助専門員／パート職員
1,065円～1,065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

介護支援専門員
1,000円～1,500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

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

介護職員（夜勤専門員）／
パート職員 1,065円～1,065円

不問 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
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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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◎ 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
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01040- 4279431

01040- 4187231

01040- 4207131

01040- 4215131

01040- 4031531

01040- 4116931

01040- 4118031

01040- 4120431

01040- 4129531

01040- 4135831

01040- 3909531

01040- 3922031

01040- 3859631

01040- 3777731

01040- 3656731

01040- 3638531

01040- 3597831

01040- 3551331

01040- 3500331

01040- 3441831

01040- 3343831

01040- 3344231

01040- 3307331

01040- 3243631

01040- 3245131

介護職員（夜勤専従）
1,292円～1,538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

介護支援専門員
1,300円～1,490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

職業指導員／パート（幕別
町） 920円～970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：幕別町

介護員（夜勤専門）（コムニ
の里みどりヶ丘）／パート 920円～980円

不問 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

生活相談員／パート
920円～920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　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 不問
帯広市東１０条南５丁目１番１号
就業地：帯広市

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

ケアワーカー（音更病院）
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

生活介護　生活支援員
920円～970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：幕別町

（請）介護職員（パート）
980円～1,150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

59歳以下
音更町雄飛が丘北区１番地１５５
就業地：音更町

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

64歳以下
帯広市西１６条南５丁目１番地４３
就業地：帯広市

職業指導員／パート
920円～970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：幕別町

入浴パート／介護員・介護福
祉士 940円～998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

不問
帯広市西１６条北１丁目２７番地
就業地：帯広市

訪問介護員（シグナル帯広訪
問介護ステーション） 1,000円～2,100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

有限会社帯広看護婦家政婦紹介所

不問
帯広市西２条南２０丁目１０番地
就業地：帯広市

介護サポートスタッフ
1,000円～1,150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

デイケア（通所ハビリテー
ション）スタッフ 930円～930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

介護スタッフ
920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

世話人
920円～1,050円

不問 夢空合同会社　生活介護事業所　ふゎんふゎん

不問
帯広市西１７条南５丁目２３番地２
就業地：帯広市

スクールソーシャルワーカー
1,000円～4,300円

普通自動車運転免許 広尾町役場

不問
広尾町西４条７丁目
就業地：広尾町

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里まくべつ）／パート 980円～980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

介護員（帯広）
930円～1,050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：帯広市

就労支援員（または職業指導
員）／帯広ケアセンター 930円～950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

支援員（アクシズサイド１
３） 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

介護員（音更）
930円～1,050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

小規模多機能の介護福祉士
（コムニの里まくべつ）／
パート

980円～980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

小規模多機能の介護員（コム
ニの里まくべつ）／パート 920円～920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
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01040- 3172931

01040- 3199131

01040- 3200731

01040- 3215231

01040- 3218731

01040- 3066731

01040- 3073731

01040- 3012231

01230- 9989231

01230- 9995031

01230- 6235031

01041-  278931

01041-  245131

01041-  173131

01041-  166031

01090- 4095231

01090- 4101531

01090- 4103731

01090- 3782731

01090- 3745831

01240- 8402231

01010-18241231

01010-12843531

01040- 3013531

01040- 3027931

パート介護職員（特養杜のそ
ら） 927円～990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

支援・送迎員
930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
保育士
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

介護福祉士／パート
1,023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

パート介護職員（特養太陽
園） 927円～990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

小規模特養の介護福祉士（コ
ムニの里みどりヶ丘）／パー
ト

980円～980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

介護職員／パート
937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

夜間ケアスタッフ／特養利用
者サポート／パート 1,000円～1,200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

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

980円～980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

就労支援事業所Ｂ型　サポー
トスタッフ【フィオーレ帯
広】

950円～950円

普通自動車運転免許 株式会社　リーベ

不問
札幌市豊平区月寒東５条１５丁目４番１７号
就業地：帯広市

障がいグループホームの世話
人（日勤）【帯広・幕別】 950円～950円

不問 株式会社　リーベ

不問
札幌市豊平区月寒東５条１５丁目４番１７号
就業地：帯広市,幕別町

介護業務
920円～980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

64歳以下
池田町字利別西町２１番６
就業地：池田町

介護スタッフ（帯広市緑ヶ
丘） 920円～950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

介護職
955円～1,240円

不問 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

支援員
920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

訪問介護員（ホームヘル
パー）（帯広） 1,198円～1,408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

訪問介護員（帯広東）
1,198円～1,408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

訪問介護員（ホームヘル
パー）（帯広東） 1,198円～1,408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

訪問介護員（みなみの森）
（帯広市） 1,198円～1,408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

訪問介護員（音更）
1,198円～1,408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：音更町

介護職員／ケアクルー（帯広
ＷＯＷ） 1,042円～1,072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

ホームヘルパー（帯広）１日
１時間から、週１回からＯ
Ｋ！

1,090円～1,540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

ケアスタッフ／施設利用者の
サポート／パート 950円～1,210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

介護職員／ケアクルー（帯広
西） 1,042円～1,072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

ケアスタッフ／デイケア／
パート 950円～1,210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
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01040- 2810931
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01040- 2817731

01040- 2824431

01040- 2847031

01041-  141031

01041-  146731

介護職員［帯広西１１条］認
知症高齢者グループホーム 967円～967円

不問 メディカル・ケア・サービス北海道　株式会社

18歳以上
帯広市東１２条南４丁目１－７５
就業地：帯広市

介護福祉士（音更病院）
1,000円～1,000円

介護福祉士 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

介護職員（けあビジョンホー
ム帯広） 930円～930円

不問 株式会社　ビジュアルビジョン

18歳以上
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

児童指導員
920円～1,050円

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

介護従事者
950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
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　北海道ライフサポート　サービス付き高齢者向け賃貸住宅　大
地のはな 不問
幕別町札内共栄町３８－３
就業地：帯広市

介護職員（くろーばー宝来）
930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）
930円～1,000円

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

世話人（１６：００～）／
パート 950円～950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

介護職員（夜間専門員）
920円～920円

介護職員初任者研修修了者 株式会社　くろーばー

18歳以上
音更町木野西通１１丁目１２番地１４
就業地：音更町

介護職（老健かみしほろ）／
パート 1,000円～1,000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：上士幌町

世話人（６：３０～）／パー
ト 950円～950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

デイサービス介護スタッフ
920円～1,020円

不問 ライフカレッジ帯広

69歳以下
帯広市西７条南６丁目１－４
就業地：帯広市

入浴介助ヘルパー（かけは
し）／パートタイム 1,000円～1,000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

介護職員／パート
920円～1,011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
920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


