
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

助産師 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 195,000円～305,000円 従業員数 61人

42081- 92111 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
土木作業員・

水道配管工・管工事 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0139

不問 7,000円～12,000円 従業員数 6人

42081- 89411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
給食配送員

または給食調理員 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-1202

不問 6,600円～6,600円 従業員数 36人

42081- 94811 正社員以外 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 850円～850円 従業員数 12人

40062 -644711 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

林業技術職員 40歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-4040

キャリア形成 7,000円～7,500円 従業員数 13人

42081- 81311 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

総合職 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1960

不問 912円～1,034円 従業員数 47人

42081- 85711 正社員以外 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- 61211 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

調理人 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5818

不問 800円～1,500円 従業員数 3人

42081- 65311 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

壱岐牧場
※パート希望の方、応相談

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城仲触１７８６

(1)10時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

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)

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５番地６

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3) 4時00分～12時00分
(4) 6時00分～14時00分

郷ノ浦町漁業協同組合 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

壱岐市森林組合

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２

(1) 8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東触７５８番地１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

東洋食品　株式会社
※就業場所：エレナ壱岐郷ノ
浦FC店内

変形労働時間制(1ヶ月単位)

壱岐市学校用務給食会
※就業場所：壱岐市学校給食セン
ター(勝本町立石東触36-1)または

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２

(1) 8時00分～16時45分
(2) 8時30分～17時15分

市内各小中学校※応募締切：
2/19(金)17時迄※採用日:R/3/4/1～

雇用期間の定めあり(４ヶ
月以上)

又は7時30分～17時15分
の間の8時間程度

礼興業　株式会社 変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良東触２７７４番地

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所就業時間

医療法人　協生会　品川病院 変形労働時間制(1ヶ月単位)

助産師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

(1) 8時30分～17時15分
(2) 7時00分～15時45分

雇用期間の定めなし (3)10時30分～19時15分
(4)17時00分～翌9時00分
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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

貨物トラック運転手 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-4646

定年を上限 170,000円～180,000円 従業員数 7人

42081- 56411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

クリーニング受付・作業 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0478

不問 800円～820円 従業員数 10人

42081- 51111 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
ガラス・

金属屋根工事作業員 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-0206

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 4人

42081- 37811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員(惣菜部) 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

キャリア形成 145,000円～165,000円 従業員数 50人

42081- 41611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護職(正) 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 183,000円～218,000円 従業員数 143人

42081- 46211 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

精神保健福祉士 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 149,000円～197,500円 従業員数 250人

42081- 30411 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 198,000円～368,000円 従業員数 140人

42081- 14411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 195,600円～280,400円 従業員数 118人

42081- 897401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師
准看護師
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 7時45分～16時45分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分
又は7時45分～18時30分
の間の8時間

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

変形労働時間制(1ヶ月単位)

看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院

精神保健福祉士

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり(4ヶ月
以上)

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

変形労働時間制(1年単位)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分
(4)16時45分～ 9時45分

株式会社　ヤマグチ 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　赤木硝子店

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触１９７番地

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　古川クリーニング 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７９番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　壱岐商運

中型自動車免許

長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触１１１７－１

(1) 8時00分～17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

総務事務（総務課） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1111

不問 109,300円～146,300円 従業員数 19人

42081- 90611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
空港監視

（壱岐空港管理事務所） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-44-5167

不問 101,406円～133,736円 従業員数 7人

42081- 86811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
看護

(デイサービスセンター 不問 時給
/パート) ＴＥＬ 0920-47-5904

不問 1,100円～1,300円 従業員数 19人

42081- 87211 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- 648411 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
県立学校会計年度任用職員

（看護師） 不問 月給
ＴＥＬ 0957-55-5260

不問 144,000円～161,100円 従業員数 13人

42040- 588711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務員 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-5153

キャリア形成 830円～830円 従業員数 35人

42081- 76111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
会計年度任用職員
（文化財調査員） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-45-4080
不問 109,300円～146,300円 従業員数 23人

42081- 77711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
【急募】

支援員（パ－ト） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 850円～1,000円 従業員数 30人

42081- 79211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０-３

(1) 7時30分～12時30分
(2)13時00分～18時00分

※就業時間相談可
※シニア応援求人

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７０番地

(1) 9時00分～17時15分

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２５

(1) 7時00分～12時48分
(2)13時27分～19時15分

応募者多数の場合は早めに募集締切

となる場合あり※採用日：R3/4/1～
雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

集締切となる場合あり
※採用日：R3/4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県　壱岐振興局
※就業場所：壱岐空港管理事
務所

交替制(シフト制)

長崎県　壱岐振興局
※応募締切：2/17(水)、又は
応募者多数の場合は早めに募

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：デイサービスセンター 看護師

准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

(1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～13時00分

リバティ(郷ノ浦町永田触295番地4)
※就業時間相談可※シニア応援求人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～16時30分
の間で相談可

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
(2) 8時00分～12時30分

※就業時間選択可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県立虹の原特別支援学校
※就業場所：盈科小学校内
(郷ノ浦町本村触589)

看護師

長崎県大村市宮小路３丁目５番１

(1) 9時00分～15時33分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

(1)10時30分～16時30分

雇用期間の定めなし

有限会社　ピーパーク

長崎県教育庁
長崎県埋蔵文化財センター
※応募締切：2/19(金)17時ま

長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触５１５－１

(1) 8時45分～17時00分

たは応募者が5名に達した時点
※採用日：R3/4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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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

電線の端末加工
（ハ－ネス加工） 59歳以下 時給

ＴＥＬ

定年を上限 800円～800円 従業員数 13人

42081- 80011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

畜産売場担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 82611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員（衣料品売場） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 83911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

店舗後方・販促担当 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 84111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

一般食料品担当者 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 73311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

アスパラガス収穫作業員 不問 時給
ＴＥＬ 090-4827-1096

不問 850円～900円 従業員数 2人

42081- 74611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
アイスクリーム製造

（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 820円～850円 従業員数 8人

42081- 75911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

日常清掃/壱岐 不問 時給
ＴＥＬ 092-707-8130

不問 1,200円～1,200円 従業員数 0人

40120- 2943011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

株式会社　マツオ 長崎県壱岐市勝本町西戸触５１９－１

(1) 9時20分～15時55分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～14時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店
※シニア応援求人

交替制(シフト制)

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店
※就業時間相談可

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 9時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時45分～21時00分
の間の5時間程度

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1)10時00分～15時00分
(2)11時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～17時00分
の間の4～5時間程度

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１１４

(1) 6時00分～18時00分
の間の6～8時間

※採用日：R3/3/1～
※シニア応援求人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

(1) 8時00分～17時20分
又は8時00分～17時20分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

の間の4～8時間

オランダフ－ズ　株式会社
※就業時間相談可

イオン九州　株式会社　イオ
ン壱岐店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 7時30分～12時30分
の間の4～5時間程度

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社　エスシーサポート
※就業場所：長崎地方法務局
壱岐支局(郷ノ浦町本村触624-2)

福岡県福岡市東区多の津４－１４－２０

(1) 8時30分～10時00分
又は8時30分～17時00分

※就業時間相談可
※採用日：R3/4/1～

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

の間の2時間程度

吉野農園
※就業場所：郷ノ浦町大原触
514
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