
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
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 60人 ）

42081-  683291 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30分～17時00分 准看護師

155,000円～295,000円 (2)17時00分～ 8時30分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  685191 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 又は7時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問 の間の8時間程度

TEL 0920-47-5904 （従業員数 16人 ）

42081-  673891 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 介護支援専門員
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

158,000円～213,400円
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 7人 ）

42081-  674291 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30分 准看護師

153,000円～233,200円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0920-47-5904 （従業員数 11人 ）

42081-  675591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～16時00分

137,000円～137,000円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-40-0195 （従業員数 4人 ）

42081-  677091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 7時00分～22時00分

800円～1,154円 の間の8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 22人 ）

42081-　693191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 7時30分～21時30分

138,000円～150,000円 の間の8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-　694091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

パンの製造・販売または
営業・企画

パンプラス 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし

調理師(見習い・調理補助
も可能)

株式会社　平山旅館 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

フロント・客室係株式会社　平山旅館 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

介護　「介護」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：ホームヘルパース
テーション　リバティ
※就業時間は応相談

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）

介護支援専門員社会医療法人　玄州会
在宅ケア総合支援センター
※就業場所：居宅介護支援セ
ンター

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めなし

看護師社会医療法人　玄州会
在宅ケア総合支援センター
※就業場所：ひかり訪問看護
ステーション

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

看護師・准看護師・助産
師

医療法人　協生会　品川病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

看護師・准看護師
「看護」

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

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

月給 変形(１ヶ月単位)
40歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,000円～216,000円 (2) 7時00分～16時45分
省令３号のイ (3)10時30分～19時00分

(4) 8時00分～12時00分 TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-　688691 正社員 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ＡＴ
64歳以下 (1) 8時30分～20時00分

165,000円～250,000円
省令１号

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）

42081-  640291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1) 8時00分～15時00分

160,000円～210,000円 (2)15時30分～23時00分
省令２号 (3)17時00分～23時00分

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）

42081-  641591 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令３号のイ

TEL 0920-45-2350 （従業員数 18人 ）

42081-　701991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1) 8時00分～16時00分

790円～900円 (2)14時00分～20時30分
年齢不問

TEL 0920-43-0124 （従業員数 27人 ）

42081-  644391 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
年齢不問

TEL 0920-43-0049 （従業員数 50人 ）

42081-  647491 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 診療情報管理士
不問 (1) 8時30分～17時00分

139,000円～213,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0023 （従業員数 132人 ）

42081-  649891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 介護福祉士
59歳以下 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

152,100円～152,100円
省令１号

TEL 0920-43-0107 （従業員数 88人 ）

42081-  686091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

介護職員(正)/デイサービ
スセンター「介護」

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ
※就業場所：デイサービスセ
ンター　壱岐のこころ

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

雇用期間の定めなし

介護補助職員／老人ホー
ム　　 「介護」

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム
※パート勤務希望の方、応募可

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
月未満）

診療情報管理士社会医療法人　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

雇用期間の定めなし

調理師（見習い）株式会社　ビュ－ホテル壱岐 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

看護助手「介護」医療法人　協生会　品川病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

フロント係一般財団法人
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
月以上）

接客サービス係（正）株式会社　ビュ－ホテル壱岐
※パート勤務希望の方、応募可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

事務及び荷捌き作業箱崎漁業協同組合 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦１７１

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 看護師
不問 (1) 8時30分～13時00分 准看護師

1,000円～1,400円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）

42081-  682891 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～13時00分 准看護師

1,000円～1,400円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）

42081-  684591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時10分～16時30分

5,794円～5,794円
年齢不問

TEL 0920-47-0376 （従業員数 4人 ）

42081-  681791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分

850円～950円 (2)10時30分～19時30分
年齢不問 (3) 7時00分～13時00分

又は7時00分～19時30分 TEL 0920-48-1321 （従業員数 3人 ）

34080- 4332391 パート労働者 の間の4時間以上 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)18時00分～23時00分

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5553 （従業員数 5人 ）

42081-　697991 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 (1)17時00分～21時30分

800円～800円
年齢不問

TEL 0920-47-0879 （従業員数 5人 ）

42081-  676191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

日給 調理師
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,800円～6,800円
年齢不問

TEL 0920-47-0741 （従業員数 38人 ）

42081-  670991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～21時00分

820円～820円 (2)21時00分～01時00分
省令２号 (3)01時00分～05時00分

(4) 5時00分～ 9時00分 TEL 0920-48-1211 （従業員数 25人 ）

42081-　702491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

接客福寿飯店
※就業時間及び週所定労働日
数は相談可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１３１

雇用期間の定めなし

ホールスタッフおつくり家　壱岐　旨勘
※希望就業時間帯があれば応
相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触７２０－１

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店
員(壱岐郷ノ浦東店)

株式会社　ホーベウィン
※ファミリーマート壱岐郷ノ
浦東店
※就業時間・週労働日数は相
談可

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

雇用期間の定めなし

給食担当業務（武生水保
育所）

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立武生水
保育所
(郷ノ浦町郷ノ浦495番地)

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）

看護師・准看護師（パー
ト）

医療法人　協生会　品川病院
※就業時間・週労働日数は相談
可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

接客及び商品補充業務
（生活彩家長崎県・壱岐
病院店）

株式会社ポプラ
※就業場所：壱岐病院店
(郷ノ浦町東触1626)
※就業時間・勤務日相談可

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６５－
１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

看護師・准看護師（パー
ト）

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐
※就業時間・週労働日数は相談
可

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

牛乳配達販売員壱岐乳業株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６１番地

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) 7時00分～12時00分

790円～790円 (2) 7時30分～15時00分
年齢不問 (3)15時00分～20時00分

又は7時00分～20時00分 TEL 0920-40-0195 （従業員数 5人 ）

42081-  672791 パート労働者 の間の2～8時間 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

1,000円～1,000円
省令１号

TEL 0920-47-6884 （従業員数 2人 ）

42010-　15899491 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～800円 の間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-47-1110 （従業員数 9人 ）

42081-　689991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)11時00分～15時00分

850円～850円 の間の2～4時間程度
年齢不問

TEL 0920-47-1233 （従業員数 1人 ）

42081-　690891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
60歳以上 (1)17時00分～22時00分

850円～1,000円 (2) 7時30分～14時00分
省令３号のニ

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-　692591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
60歳以上 (1) 7時30分～21時30分

790円～900円 の間の3～8時間
省令３号のニ

TEL 0920-43-0016 （従業員数 20人 ）

42081-　696691 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 (1) 8時30分～10時30分

800円～975円 (2)15時15分～17時15分
年齢不問

TEL 0920-45-0048 （従業員数 92人 ）

42081- 700691 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 (1) 8時00分～17時15分

800円～975円 の間の5～8時間
年齢不問

TEL 0920-45-0048 （従業員数 103人 ）

42081-　699791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：各支所のいずれか
※就業場所は相談可
※シニア応援求人

給食調理員・配達員 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触１７９番地２

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

送迎運転手(デイサービ
ス)

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：旧市立特別養護
老人ホーム横
(勝本町本宮南触298)

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触１７９番地２

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

客室係(シニア応援求人)株式会社　平山旅館
※シニア応援求人

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

調理補助(シニア応援求
人)

株式会社　平山旅館
※就業時間は(1)(2)のいずれ
か選択可
※シニア応援求人

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ洋食と珈琲の店　トロル 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５２６番地

雇用期間の定めなし

ベーカリーとカフェの製
造・販売

パンプラス
※就業時間は相談可
※シニア応援求人

長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

雇用期間の定めなし

在庫管理事務(パート)有限会社　サダカタ商会
※就業時間及び週所定労働日
数は相談可

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）

測量補助/壱岐市株式会社
高松設計コンサルタント
※就業場所：壱岐営業所

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１４０７－１

雇用期間の定めなし
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