
2018/8/24

年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

135,000円～200,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）

42081-  811981 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

740円～770円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）

42081-  810681 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

8,000円～8,000円
年齢不問

TEL 0920-48-3222 （従業員数 74人 ）

42081-  800081 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 7時20分～17時30分

156,000円～156,000円 (2) 7時20分～20時20分
省令３号のイ (3) 6時00分～19時00分

TEL 0920-44-5015 （従業員数 10人 ）

42081-  804581 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

6,300円～7,000円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問 又は7：00～22：00の間の

8時間程度 TEL 0920-47-5904 （従業員数 16人 ）

42081-  797681 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 大型特殊自動車一種

6,070円～6,340円
省令１号

TEL 0920-44-6121 （従業員数 14人 ）

42081-  795081 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給
30歳以下 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～160,000円 (2) 9時00分～13時00分
省令３号のイ

TEL 0920-44-5788 （従業員数 3人 ）

42081-  794181 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～17時45分

800円～900円 (2)15時30分～ 0時00分
年齢不問

TEL 0946-21-8700 （従業員数 37人 ）

40150- 6613981 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市石田町印通寺浦３２７－２

雇用期間の定めなし

農業機械オペレーター 長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０

雇用期間の定めなし

販売員（郷ノ浦店）（準社
員）

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）
※夜勤なし
※夜間に交代でオンコール有

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　勝本事業所
※年度更新制

壱岐海陸運送　株式会社

社会医療法人　玄州会　在宅
ケア総合支援センター
※就業場所：ホ－ムヘルパ－
ステ－ション　リバティ
※就業時間・休日の相談可

壱岐市農業機械銀行
※雇用開始日：H30.10.1～

所在地・就業場所

看護職 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

雇用期間の定めなし

看護職員 長崎県壱岐市勝本町大久保触１７３６－２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

介護　「介護」 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

運輸附帯サービス 長崎県壱岐市石田町印通寺浦１９６

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）
※パート勤務相談可

調理補助 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２２７２番地２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

江田歯科医院

株式会社　ドラッグストアモ
リ
※就業場所：ドラッグストア
モリ　郷ノ浦店
※正社員登用制度あり

歯科助手
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月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0920-43-0657 （従業員数 4人 ）

42081-  793281 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

6,000円～7,500円
省令３号のイ

TEL 0920-47-5001 （従業員数 16人 ）

42081- 807881 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～18時00分

144,000円～180,000円
省令３号のイ 又は8：30～19：00の間の

8時間 TEL 0920-47-5211 （従業員数 3人 ）

42081-  791781 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
45歳以下

140,000円～140,000円 7：30～18：30の間の
省令３号のイ 8時間程度

TEL 0920-47-5560 （従業員数 50人 ）

42081- 740781 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

155,000円～305,000円 (2) 17時00分～8時30分 助産師
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 58人 ）

42081-  732781 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 9時00分～17時45分

6,200円～6,400円 (2) 8時00分～17時45分
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-  722581 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,300円～6,500円 (2)16時00分～ 9時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-  713981 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0920-47-2670 （従業員数 15人 ）

42081-  630081 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

設備工事技術者【有期実習
型訓練】

長崎県壱岐市勝本町本宮南触３７１－１

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触１０６２－１

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

雇用期間の定めなし

営業・販売【有期実習型訓
練】

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１４２番地

雇用期間の定めなし

有限会社　ヨブコ

株式会社　ヤマグチ

医療法人　協生会　品川病院

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人ホ
－ム
※月２１日勤務
※雇用開始：Ｈ30.9.1

調理職員/老人ホ-ム

店内販売員（食品部）

看護師・准看護師・助産師

協栄設備工業

日設工業　株式会社
※正社員登用の可能性あり

土木・水道設備

株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦営業所

配送 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１０３番地

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３-７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人ホ
－ム
※半年度毎の更新制

介護職員/老人ホ－ム 長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３-７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
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時給
不問

800円～800円 8：00～17：00の間の
年齢不問 4～8時間

TEL 0920-45-3986 （従業員数 10人 ）

42081-  805481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

740円～740円 8：30～18：00の間の
年齢不問 5～8時間

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）

42081-  779081 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～16時30分

850円～850円 (2) 9時00分～12時00分
年齢不問

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）

42081-  801381 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

1,000円～1,100円 (2)17時00分～ 0時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）

42081-  802681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)12時00分～17時00分

1,000円～1,100円 (2)17時00分～23時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）

42081-  803981 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 介護福祉士
不問 (1) 7時00分～10時00分 ホームヘルパー２級

900円～1,000円 (2)17時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問 又は7：00～22：00の間の

4時間程度 TEL 0920-47-5904 （従業員数 16人 ）

42081-  796381 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
不問

740円～800円 7：00～19：30の間の
年齢不問 3～8時間

TEL 0920-44-5254 （従業員数 0人 ）

42081- 775781 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

6,400円～6,700円
年齢不問

TEL 0920-48-1117 （従業員数 15人 ）

42081-  770381 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社オーカワ
※勤務日数・時間については
相談可

セメント製品製造作業員補
助

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦字鯨崎５９２－１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）更新の可能性有

有限会社　ピーパーク
※就業時間・休日は相談可

ホールスタッフ 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

有限会社　ピーパーク ホールスタッフ（午後勤
務）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

有限会社　サダカタ商会
※就業時間・週所定労働日数
は相談可

漁具の製作補助（パート） 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

有限会社　ピーパーク
※週所定労働日数・休日は相
談可
※就業時間は選択可

清掃 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：壱岐こどもセン
タ－（長崎県壱岐市郷ノ浦町
本村触93）
※月２０日勤務

子育て支援員（看護師） 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

社会医療法人　玄州会　在宅
ケア総合支援センター
※就業場所：ホ－ムヘルパ－
ステ－ション　リバティ
※就業時間・休日の相談可

介護　「介護」 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　江口石油店
※就業時間・休日・週所定労
働日数は相談可

ガソリンスタンド販売員
（パート）

長崎県壱岐市石田町池田東触４７５－４

雇用期間の定めなし
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時給 登録販売者（医薬品）
不問

800円～1,000円 9：00～00：00の間の
年齢不問 3時間以上

TEL 092-283-3219 （従業員数 11人 ）

40010-61422481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問

738円～975円 8：00～17：15の間の
年齢不問 5時間以上

TEL 0920-45-2378 （従業員数 103人 ）

42081-  806781 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

5,900円～5,900円
年齢不問

TEL 0920-44-6114 （従業員数 7人 ）

42081-  754681 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1) 5時00分～9時00分

800円～900円 (1)17時00分～21時00分
省令２号 (1)21時00分～1時00分

TEL 0920-48-1211 （従業員数 25人 ）

42081-  756581 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1)21時00分～1時00分

800円～900円 (2)05時00分～9時00分
省令２号

TEL 0920-48-4008 （従業員数 25人 ）

42081-  757481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時00分～12時00分

770円～900円
年齢不問

TEL 0920-44-5294 （従業員数 6人 ）

42081-  758781 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問

737円～737円 8：30～18：00の間の
年齢不問 6～8時間

TEL 0920-45-4066 （従業員数 22人 ）

42081-  766481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

時給
不問 (1)14時30分～17時30分

750円～800円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3) 8時30分～12時30分

(4)13時00分～17時30分 TEL 0920-47-0237 （従業員数 4人 ）

42081-  597481 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　マツモトキヨシ九
州販売
※マツモトキヨシ　壱岐店

登録販売者／壱岐市 福岡市博多区住吉２丁目２－１　井門博多ビル
イースト９Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　ホ－ベウィン
※就業場所：ファミリ－マ－
ト壱岐郷ノ浦東店
※就業時間・労働日数は相談
可

コンビニエンスストア店員
（壱岐郷ノ浦東店）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

雇用期間の定めなし

株式会社　ホ－ベウィン
※就業場所：ファミリ－マ－
ト壱岐芦辺店
※就業時間・労働日数は相談
可

コンビニエンスストア店員
（壱岐芦辺店）

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８－１

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　芦辺事業所
※年度更新制

給食調理員 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２５４８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

壱岐栽培センタ－
※就業場所：壱岐栽培センタ
－（長崎県壱岐市郷ノ浦町大
島1168番地）

現場労務作業 長崎県壱岐市郷ノ浦町大島１１６８番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

学童保育　なかよし児童クラ
ブ
※就業時間（2）～（4）は夏
休み等の長期休暇中の時間と
なります

児童支援員（急募） 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６６８

雇用期間の定めなし

有限会社　伊千福
※就業場所：繁屋　千賀荘
※就業時間は相談可

民宿接客係 長崎県壱岐市石田町筒城東触１０８５番地

雇用期間の定めなし

富士新幸九州有限会社九州工
場

羽毛布団の製造（パート） 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７番地

雇用期間の定めなし
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