
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

事務及び荷捌き作業 35歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-2350

キャリア形成 132,000円～132,000円 従業員数 18人

42081- 359301 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

販売員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0016

不問 135,000円～180,000円 従業員数 3人

42081- 366001 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護福祉士（正） 18歳以上 月給
ＴＥＬ 0920-47-1166

法令の規定により 157,000円～180,000円 従業員数 70人

年齢制限がある
42081- 363801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理業務員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 135,880円～139,100円 従業員数 143人

42081- 356201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

窓口職員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5777

不問 5,950円～7,070円 従業員数 2人

42081- 354701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

大工　又は　見習い 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-5437

不問 6,000円～10,000円 従業員数 27人

42081- 339201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

漁具販売補助及び
漁具の制作補助 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-1110

不問 800円～852円 従業員数 9人

42081- 340001 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

交通誘導警備員 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-47-0417

法令の規定により 820円～840円 従業員数 53人

年齢制限がある
42081- 343901 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社
クラカタ商事　壱岐支店
※パート勤務可

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

(1) 8時00分～17時00分

※週労働日数は相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

有限会社　サダカタ商会
※就業場所：郷ノ浦店・勝本
店・瀬戸店のいずれか

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５－６

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

有限会社　安川建設 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町石田東触８５３

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

古城簡易郵便局 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１０４３－３

(1) 8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業時間相談可

変形労働時間制(1ヶ月単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 6時00分～14時30分
(2) 7時15分～16時30分

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分
(4)10時30分～19時30分

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

変形労働時間制(1ヶ月単位)

介護福祉士

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)11時30分～20時30分
(4)17時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　かみひごや商店 交替制(シフト制)

所在地・就業場所就業時間

箱崎漁業協同組合

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１５６番地１

(1) 8時00分～17時00分
又は8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし の間の8時間程度
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

准看護師（正） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0085

不問 165,000円～165,000円 従業員数 72人

42081- 348201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

通信販売受付・経理事務 不問 月給
ＴＥＬ 0920-44-5310

不問 150,000円～200,000円 従業員数 1人

42081- 350601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

コンシェルジュ
（総合案内等）兼庶務 不問 月給

ＴＥＬ 096-237-7266

不問 150,000円～150,000円 従業員数 12人

43010- 15320801 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

牛乳配達販売員（正） 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-0376

定年を上限 5,794円～5,794円 従業員数 4人

42081- 334901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

定置作業員 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2350

不問 134,100円～200,000円 従業員数 18人

42081- 335101 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

土木作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-42-2217

定年を上限 7,600円～8,400円 従業員数 10人

42081- 336401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-6112

不問 6,950円～6,950円 従業員数 3人

42081- 367301 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

農作業員・一般事務 59歳以下 月給
ＴＥＬ 090-7387-0916

定年を上限 150,000円～180,000円 従業員数 1人

42081- 327101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市農業機械銀行振興会
※就業場所：壱岐市役所　石
田庁舎内

長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０

(1) 8時30分～17時15分

※応募締切：6/5(金)迄
※採用日：6/8～

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

株式会社　松本建設 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町大久保触１７２６

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

箱崎漁業協同組合

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１

(1) 7時30分～15時00分
(2) 7時30分～10時00分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６１番地

普通自動車免許一種

(1) 8時10分～16時30分

雇用期間の定めなし

壱岐乳業株式会社

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２F

(1) 8時30分～17時30分

壱岐市立一支国博物館 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

有限会社　中村たんぱく

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院 変形労働時間制(1年単位)

准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

(1) 9時00分～17時30分
(2) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時30分
(4)14時00分～ 9時00分

Ｉ・Ｃ・Ｆ株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触１１７１

(1) 8時00分～18時00分

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

清掃作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0417

不問 790円～800円 従業員数 52人

42081- 365501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 800円～1,000円 従業員数 5人

42081- 364201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ハウス野菜等の
収穫作業、栽培管理 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-2423

不問 790円～790円 従業員数 2人

42081- 360101 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

スク－ルバス業務 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-1255

不問 5,000円～5,000円 従業員数 46人

42081- 361401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

惣菜スタッフ
（長崎県壱岐市） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-2552

不問 820円～820円 従業員数 12人

40062- 2339801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師／壱岐保健所 不問 月給
ＴＥＬ 095-895-2466

不問 269,200円～269,200円 従業員数 21人

42010- 7327401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理業務員（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 790円～790円 従業員数 143人

42081- 357501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

プール受付・清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1113

不問 897円～897円 従業員数 8人

42081- 358001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐市教育委員会
※就業場所：勝本Ｂ＆Ｇ海洋
センター

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～19時15分
の間の4～8時間

(勝本町布気触818-6)
※採用日：R2/7/20～R2/8/31

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業時間は選択可

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

※シニア応援求人 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3) 8時30分～12時30分
(4) 9時00分～11時30分
(5)13時00分～15時30分

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７５８番地１

(1) 7時00分～11時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

長崎県長崎市尾上町３－１

看護師

(1) 7時00分～15時30分
(2)11時00分～19時30分

※療養施設が決定するまでの就
業場所は「壱岐保健所」です。

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

長崎県福祉保健部医療政策課
※就業場所：療養施設(壱岐市内
のホテル等)

交替制(シフト制)

壱岐交通　株式会社
※就業時間は各学校からの毎月
のスケジュール表によります。

交替制(シフト制)

大型自動車免許一種
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

(1) 7時00分～19時00分
の間の2～4時間程度

雇用期間の定めなし

株式会社　春一番Ｉｋｉ
※就業時間は応相談

長崎県壱岐市郷ノ浦町物部本村触３５２－１

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

(1) 7時00分～12時00分
(2) 8時00分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触７２０－１

(1)18時00分～23時00分

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり
（４ヶ以上）

おつくり家壱岐旨勘
※就業時間は応相談

株式会社
クラカタ商事　壱岐支店
※就業時間は相談可

交替制(シフト制)
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

(急募)
正看護師／壱岐市 不問 時給 サクラハイツD号

ＴＥＬ 03-5903-8256

不問 1,600円～2,200円 従業員数 40人

13090- 17314601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

児童支援員【急募】 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0237

不問 900円～950円 従業員数 4人

42081- 342601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護補助者 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0085

不問 790円～790円 従業員数 72人

42081- 347801 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

現場労務作業 不問 日給
ＴＥＬ 0920-44-6114

不問 6,950円～6,950円 従業員数 7人

42081- 349501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

豆腐・惣菜製造補助
及び配達（パート） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-44-5310

不問 790円～790円 従業員数 1人

42081- 351901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

保育業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 790円～800円 従業員数 143人

42081- 353401 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

保育補助(産休代替) 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-4820

不問 790円～790円 従業員数 19人

42081- 368601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

受付スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 800円～950円 従業員数 60人

42081- 370701 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風
※就業場所：

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 7時45分～12時45分
(2) 8時00分～13時30分

壱岐さくらんぼ保育園
※就業時間は選択可

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)13時00分～18時15分

有限会社　中村たんぱく

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町本村触１１８－７

(1) 8時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

医療法人　玉水会　赤木病院
※就業時間は応相談

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地

(1) 7時00分～18時30分
の間の4時間以上

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市石田町石田西触１２９０

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

壱岐栽培センター
※就業場所(郷ノ浦町大島
1168番地)

学童保育
なかよし児童クラブ
※就業時間の(3)(4)は長期休

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６６８

(1)14時30分～17時30分
(2)15時00分～18時00分

(学校の夏・冬・春休み)の就
業時間です。

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～12時00分
(4)13時00分～17時30分

株式会社　フローレンス・Ｎ
※就業場所：
けあビジョンホーム壱岐

看護師

東京都練馬区関町北５丁目７－３３

(1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

(郷ノ浦町片原触1361-1) 雇用期間の定めなし (3)14時00分～17時00分
又は9時00分～17時00分
の間の3時間以上

一般社団法人　めぐみ保育園
※採用日：10/1～

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触２７－１

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時45分～17時45分

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

(3) 7時30分～16時00分

医療法人　協生会　品川病院
※午前中業務が必須
(午後の就業時間に関しては

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

(1) 8時30分～17時15分
の間の4時間以上

相談可） 雇用期間の定めなし
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