
年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格

日給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-45-1202 （従業員数 8人 ）
42081-   55291 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 交替制あり
不問 (1) 9時00分～17時45分

6,200円～6,400円 (2) 7時45分～16時30分
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）
42081-   56591 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～16時00分

204,000円～251,000円
年齢不問

TEL 092-583-3213 （従業員数 7人 ）
40010- 4821791 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) 7時30分～17時00分

800円～850円
年齢不問

TEL 0920-47-3343 （従業員数 7人 ）
40010- 4849291 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 視能訓練士
不問 (1) 8時30分～17時15分

8,600円～8,600円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-   49191 正社員以外 就業場所　長崎県壱岐市

月給 交替制あり 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

160,100円～284,100円 (2)16時30分～ 1時15分
年齢不問 (3) 0時30分～ 9時15分

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-   52491 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

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-   44491 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～15時00分

6,000円～6,000円 (2)17時45分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-   45791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

所在地・就業場所

一般事務壱岐市教育委員会
※就業場所：壱岐市役所
芦辺庁舎

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

調理職員／老人ホーム壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

壱岐市勝本町本宮南触１３２３－７

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

視能訓練士長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

看護師・准看護師長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

精肉加工販売（正）／壱
岐市

株式会社　エル三和
※就業場所：スーパーイチヤ
マ内　精肉部

福岡県福岡市博多区金の隈２丁目２０－６１

雇用期間の定めなし

精肉加工販売／壱岐市株式会社　エル三和
※就業場所：スーパーイチヤ
マ内　精肉部

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

雇用期間の定めなし

病棟受付事務長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

食器洗浄長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,600円～6,600円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 250人 ）
42081-   46891 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

780円～800円 (2) 8時30分～17時30分
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 7人 ）
42081-1063381 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
不問 (1) 8時30分～18時00分

144,000円～180,000円 又は8時30分～19時00分
年齢不問 の間の8時間

TEL 0920-47-5211 （従業員数 3人 ）
42081-   42691 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

日給 診療放射線技師
不問 (1) 8時30分～17時15分

8,600円～8,600円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 195人 ）
42081-   43991 正社員以外 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

164,700円～232,200円 (2) 7時30分～16時30分
年齢不問

TEL 0920-45-0051 （従業員数 27人 ）
42081-   38891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

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

205,600円～310,400円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問 (3) 9時20分～18時20分

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）
42081-   41391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～190,000円 (2)10時00分～19時00分
省令１号 (3)13時00分～22時00分

(4)22時00分～翌8時00分 TEL 0920-48-4020 （従業員数 59人 ）
42081-    1491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給 変形（１ヶ月単位） 土木施工管理技士1級・2級
不問 (1) 8時00分～17時00分 建設機械施工技士1級・2級

8,400円～10,000円 普通自動車免許一種
年齢不問

TEL 0920-42-2217 （従業員数 10人 ）
42081-59391 正社員 就業場所長崎県壱岐市

看護補助者／手術室勤務長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

プロパンガス販売員川添石油　株式会社
※カワゾエホームガスセン
ター(郷ノ浦町東触1172-2)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

看護師　　「看護」社会福祉法人　和光会
（障害者支援施設　希望の
丘）

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

雇用期間の定めなし

看護師　　　　「看護」社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２９８番地

雇用期間の定めなし

営業・販売有限会社　ヨブコ 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１４２番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

診療放射線技師長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

介護職員社会福祉法人　博愛会　特別
養護老人ホーム　ハッピーヒ
ルズ（幸せの丘）

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

土木施工管理株式会社　松本建設 長崎県壱岐市勝本町大久保触１７２６

雇用期間の定めなし

2



年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

762円～850円 (2)17時00分～21時30分
年齢不問

TEL 0920-47-5169 （従業員数 15人 ）
42081-   57191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1) 8時00分～12時00分

820円～870円 (2) 8時30分～12時30分
年齢不問

TEL 092-713-7485 （従業員数 19人 ）
40010- 4708791 パート労働者 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分の

800円～850円 間の5時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-3343 （従業員数 7人 ）
40010- 4834091 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師
不問 (1)8時00分～19時00分の 准看護師

1,000円～1,200円 間の4～8時間
年齢不問

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）
42081-   53791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師
不問 (1)8時30分～17時15分の 准看護師

1,100円～1,370円 間の5時間以上 保健師
年齢不問

TEL 0920-45-2378 （従業員数 93人 ）
42081-   54891 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～22時00分の

765円～845円 間の4～8時間
年齢不問

TEL 0920-48-4020 （従業員数 58人 ）
42081-   48591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)8時30分～18時00分の

800円～800円 間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）
42081-35991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1) 6時30分～14時00分

765円～900円 (2)14時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）
42081-   39291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

調理補助一般財団法人　壱岐市開発公
社
※就業場所：国民宿舎　壱岐
島荘

長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

介護職員（パート）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）

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）

看護師　　　　「看護」社会福祉法人　壱岐市社会福
祉協議会　芦辺事業所

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
月未満）

漁具の製作補助(パート)有限会社　サダカタ商会 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）

弁当製造・販売員有限会社　百崎商店
※就業場所：ほっともっと郷
ノ浦店
(就業時間は選択可)

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６９４－１

雇用期間の定めなし

病院受付業務／長崎県壱
岐市

株式会社　ニチイ学館　福岡
支店
※就業場所：長崎県壱岐病院
内(郷ノ浦町東触１６２６)
(※請負)

福岡市中央区天神２－１４－１３　天神三井ビル
５階

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

看護職（パート）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）

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）

精肉加工販売／壱岐市株式会社　エル三和
※就業場所：スーパーイチヤ
マ内

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５６７－２

雇用期間の定めなし
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～850円 の間の4～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-0239 （従業員数 6人 ）
42081-60791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 8時30分～18時00分

800円～850円 の間の4時間程度
年齢不問

TEL 070-2823-8147 （従業員数 0人 ）
42081-58091 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
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

780円～800円 の間の6～8時間
省令１号

TEL 0920-45-2003 （従業員数 24人 ）
42081-5591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～12時30分 准看護師

1,100円～1,300円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 又は8時30分～17時00分

の間の2時間以上 TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）
42081-9691 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
59歳以下 (1) 8時00分～13時00分

780円～830円 (2)13時00分～18時00分
省令１号

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）
42081-20891 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
59歳以下 (1) 8時00分～13時00分

800円～830円
省令１号

TEL 0920-47-5560 （従業員数 55人 ）
42081-   21291 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～16時00分

770円～825円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問 (3)10時00分～16時00分

又は8時00分～17時00分 TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）
42081-28491 パート労働者 の間の4～8時間 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 6時00分～15時00分

900円～1,200円 (2)12時00分～22時00分
年齢不問 (3)22時00分～ 7時00分

TEL 03-6709-9562 （従業員数 2人 ）
42081-1193981 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

看護師・准看護師（パー
ト）

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ガソリンスタンド販売員川添石油　株式会社
※就業場所：郷ノ浦SS(郷ノ
浦町田中触)
瀬戸浦SS(芦辺町瀬戸浦)

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

雇用期間の定めなし

アイスクリーム製造(パー
ト)

オランダフーズ　株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

雇用期間の定めなし

介護職員（パート）社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２９８番地

雇用期間の定めなし

海里合同会社　海里村上 ホテルスタッフ 長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

雇用期間の定めなし

接客・調理補助イキテイク 長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触９３９－１

雇用期間の定めなし

店内販売員（鮮魚部）株式会社　ヤマグチ
※就業場所：スーパーヤマグ
チ八畑店

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

店内販売員（惣菜部）／
パート

株式会社　ヤマグチ
※就業場所：スーパーヤマグ
チ八畑店

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
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