
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

電気工事士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0264

定年を上限 138,300円～230,900円 従業員数 9人

42081- 193511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

建設機械修理工 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0089

キャリア形成 140,000円～250,000円 従業員数 7人

42081- 195011 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

建設大工（経験者） 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-0904

不問 10,000円～11,000円 従業員数 7人

42081- 197611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
土木技術者

1級土木施工管理技士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-44-5059

定年を上限 220,000円～300,000円 従業員数 15人

42081- 205811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

運転手 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1310

定年を上限 7,600円～7,600円 従業員数 30人

42081- 201611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

土木技術者（見習い可） 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-1145

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 9人

42081- 190711 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 17人

42081- 191811 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

大型運転手 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-3645

キャリア形成 150,000円～180,000円 従業員数 4人

42081- 184511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

所在地・就業場所就業時間

大久保電工　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２９－３

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

壱岐建機　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触４６４－１

(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片原触２２１６番地１

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

株式会社　ヒサタ

普通自動車免許一種

株式会社　広瀬組 変形労働時間制(1年単位)

1級土木施工管理技士

長崎県壱岐市石田町石田西触１３７０番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

壱岐生コン　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触３４８番地

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　横山建設

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触３０－１

(1) 8時00分～17時30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）

有限会社　末永重機運輸
大型自動車免許
車両系建設機械運転技能
者
(整地・運搬・積込用及
び掘削用)

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７－１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし
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土木技術者 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-1094

定年を上限 200,000円～250,000円 従業員数 42人

42081- 185411 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援専門員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5904

定年を上限 158,000円～213,400円 従業員数 7人

42081- 188611 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

調理補助 不問 月給
ＴＥＬ 0920-42-2345

不問 150,000円～150,000円 従業員数 7人

42081- 164111 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 0920-45-0051

定年を上限 164,700円～232,200円 従業員数 29人

42081- 166811 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
看護補助者

（手術室勤務） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 138,600円～194,000円 従業員数 250人

42081- 175211 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
介護職員・介護福祉士

(介護助手)・看護補助者 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 137,500円～253,000円 従業員数 140人

42081- 142511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

管理栄養士 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 164,400円～164,400円 従業員数 106人

42081- 180111 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- 127511 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町住吉前触７７７

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　壱松組 変形労働時間制(1ヶ月単位)

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 介護支援専門員

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番地２

(1) 8時30分～17時30分

ンター
(郷ノ浦町永田触295番地4)

雇用期間の定めなし

大幸物産　株式会社
※就業場所：お食事処　海神
(わたつみ)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２０１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3) 9時30分～18時30分

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

交替制(シフト制)

長崎県壱岐病院
※採用日：R3年4/1～

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）

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)10時30分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)16時30分～ 9時00分

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)

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

管理栄養士

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

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
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ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5553

不問 900円～1,200円 従業員数 5人

42081- 220811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 793円～850円 従業員数 5人

42081- 217011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レジ係（パート） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1987

不問 800円～1,000円 従業員数 67人

42081- 202911 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

農作業員 不問 時給
ＴＥＬ

不問 800円～900円 従業員数 3人

42081- 199111 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

保健師【保険課】 不問 日給
ＴＥＬ 0920-45-1197

不問 7,900円～7,900円 従業員数 100人

42081- 181711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ナイトフロント【急募】 18歳～59歳 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

法令の規定により 800円～916円 従業員数 54人
年齢制限がある

42081- 182811 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0051

不問 1,100円～1,200円 従業員数 29人

42081- 165711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員（郷ノ浦東店） 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-48-1211

法令の規定により 820円～820円 従業員数 17人
年齢制限がある

42081- 173711 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）

交替制(シフト制)

看護師
准看護師

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触２３２０－３

(1) 9時00分～16時00分
の間の4～5時間程度

※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東触６９９－１

(1)17時00分～21時00分
(2) 1時00分～ 5時00分

雇用期間の定めなし 又は5時00分～9時00分
の間の3時間以上

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマー
ト壱岐郷ノ浦東店

交替制(シフト制)

壱岐市役所
※就業場所：芦辺庁舎1階　保
険課 保健師

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30分～17時15分

※採用日：R3年4/1～
※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本村触７６０－１

普通自動車免許一種

(1)17時00分～ 8時00分
(2)18時00分～ 8時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣
※就業時間選択可

川上農園
※就業時間相談可
※シニア応援求人

長崎県壱岐市勝本町新城東触２５２

(1) 8時00分～12時00分
(2)14時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 又は6時00分～18時00分
の間の4～8時間

きてみ店
※就業場所：かもめの朝ごは
ん(郷ノ浦町郷ノ浦405-12)

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

(1) 8時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

※就業時間選択可
※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東触５６７－２

(1) 8時00分～22時00分
の間の4～8時間

雇用期間の定めなし

株式会社イチヤマ
※就業時間相談可

交替制(シフト制)

おつくり家壱岐旨勘

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
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ベーカリーとカフェの
製造・販売 不問 時給

ＴＥＬ 0920-40-0195
不問 795円～795円 従業員数 14人

42081- 157711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
幼稚園補助員
＊月１７日勤務 不問 日給

ＴＥＬ 0920-45-1202
不問 6,950円～7,620円 従業員数 43人

42081- 161311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

食器洗浄業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0417

不問 800円～850円 従業員数 5人

42081- 179311 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

早朝商品補充係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-1759

不問 815円～815円 従業員数 95人

42081- 149711 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員(パート) 45歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-43-0888

キャリア形成 850円～950円 従業員数 108人

42081- 178011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員/老人ホーム 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0049

不問 925円～950円 従業員数 54人

42081- 141211 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

販売員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-0010

不問 800円～900円 従業員数 0人

42081- 137011 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お客様への接客業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-3265

不問 800円～900円 従業員数 3人

42081- 219611 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

原田酒造有限会社
※就業時間相談可

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町勝本浦２４９

(1) 9時00分～23時00分
の間の4時間程度

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：壱岐市立老人
ホーム

ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了
者

長崎県壱岐市勝本町本宮南触１３２３番地７

(1) 8時30分～17時15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) 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

(1) 7時00分～12時00分
(2) 7時30分～12時30分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

(1) 8時30分～17時15分
の間の4～6時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

又は7時00分～13時00分
の間の5時間程度

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

(1) 7時30分～14時30分
(2)10時30分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)17時00分～20時00分

株式会社クラカタ商事　壱岐
支店
※就業場所：郷ノ浦町東触

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触４７７－２

壱岐市教育委員会
※就業場所：市内幼稚園のい
ずれか

長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦５６２番地

(1) 8時30分～17時15分
(2) 9時30分～18時15分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

割烹　豊月
※就業時間相談可

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦２５６－７

(1)17時00分～00時00分
の間の5～6時間

雇用期間の定めなし

パンプラス
※就業時間相談可
※シニア応援求人

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触６２８

(1) 7時00分～12時00分
(2) 7時30分～15時00分

雇用期間の定めなし (3)15時00分～20時00分
又は7時00分～20時00分
の間の2～8時間程度
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