
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

給食調理員（正） 64歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 148,000円～203,000円 従業員数 64人

42081-　443221 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 64歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 160,000円～215,800円 従業員数 64人

42081- 455621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

葬儀業務全般 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-42-1974

定年を上限 160,000円～160,000円 従業員数 1人

42081-　420321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

縫製工 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-44-5295

定年を上限 6,568円～6,568円 従業員数 62人

42081- 422921 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

レンタル業務 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0253

キャリア形成 150,000円～160,000円 従業員数 8人

42081- 444521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

パンの製造・販売 不問 時給
ＴＥＬ 070-8442-4399

不問 900円～1,000円 従業員数 0人

42081- 415021 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市
一般事務

（地方公務員） 22歳～29歳 月給
ＴＥＬ 0920-47-1131

地方公務員法に基づく 182,200円～247,600円 従業員数 250人
募集のため適用除外

42081- 409821 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
一般事務

（地方公務員 25歳～39歳 月給
・民間企業等経験者） ＴＥＬ 0920-47-1131

地方公務員法に基づく 150,600円～247,600円 従業員数 250人
募集のため適用除外

て12ヶ月以上継続して就業し
た期間が該当)
※応募締切日：R4年6/10(金)
※採用予定日：R5年4/1
42081- 393021

雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 長崎県壱岐市

(4)22時00分～翌8時00分

雇用期間の定めなし (3)10時45分～19時00分

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)

変形労働時間制(1ヶ月単位)

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) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触854-2

(1) 6時00分～14時45分
(2) 6時30分～15時00分

介護福祉士

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

※パート希望の方、応相談 雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分

株式会社　三協 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市石田町池田東触474-2

(1) 8時15分～17時15分

雇用期間の定めなし

有限会社　勝本葬祭 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町西戸触357-6

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし

(3) 8時30分～17時00分
(4) 8時30分～16時30分
(5) 9時00分～12時00分

有限会社　キョ－トク 交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触484

(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、応募可 雇用期間の定めなし

合同会社　旅するこむぎの
※就業場所：小麦の奴隷壱岐
店

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触195

(1) 6時00分～20時00分
の間の8時間程度

※Ｒ4年7月オープン予定 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分

※採用予定日：R5年4/1 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐病院
【受験資格】大卒以上
※応募締切日：R4年6/10(金)

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

(1) 8時30分～17時15分

で通算3年以上
(※会社員、団体職員等とし

長崎県壱岐病院
【受験資格】民間企業等での
事務実務経験年数が直近10年
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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

塩製造員 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-45-2300

定年を上限 5,900円～7,000円 従業員数 5人

42081- 457121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】支援員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-45-0051

定年を上限 169,000円～209,000円 従業員数 33人

42081- 318121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
運転手

（大型・中型・トレーナー） 59歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-0419

定年を上限 6,500円～7,500円 従業員数 20人

42081- 465121 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

総合事務職・販売 64歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-6737

定年を上限 6,000円～6,000円 従業員数 8人

42081- 460521 正社員 就業場所 長崎県壱岐市
介護支援専門員

（ケアマネージャー） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-9022

定年を上限 206,500円～222,250円 従業員数 15人

42081- 462321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

准看護師 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

定年を上限 173,000円～313,000円 従業員数 140人

42081- 301021 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

営繕業務係 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

キャリア形成 143,300円～153,400円 従業員数 143人

42081- 308621 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

配管工 不問 月給
ＴＥＬ 0920-45-2205

不問 160,000円～160,000円 従業員数 1人

42081- 454321 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触828番地1

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　なかはら
※就業場所：食品事業部　製
塩工場(芦辺町瀬戸浦1245)

変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

(5)17時00分～翌10時00分

社会福祉法人　和光会（障害
者支援施設　希望の丘）

変形労働時間制(1ヶ月単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触2320-3

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

※パート希望の方、応相談
※就業時間相談可

雇用期間の定めなし (3) 9時00分～18時00分
(4)11時00分～20時00分

壱岐オリーブ園　株式会社

普通自動車免許一種

壱岐運送　有限会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触929-5

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホーム壱岐

変形労働時間制(1ヶ月単位)

介護支援専門員
介護福祉士

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1361-1

(1) 7時15分～16時15分
(2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし (3)10時00分～19時00分
(4)16時00分～翌9時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1190番地

(1) 9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

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)

准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1006番地1

(1) 8時20分～17時20分

雇用期間の定めなし

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

普通自動車免許一種

三栄工業　有限会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触482-1

(1) 8時30分～17時30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

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

8/31
42081- 447621

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～1,000円 従業員数 4人

42081-　441721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

施設運営スタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 1,000円～1,200円 従業員数 3人

42081- 448921 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

菓子販売 不問 時給
ＴＥＬ 0920-44-5229

不問 821円～821円 従業員数 3人

42081- 445421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

客室係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0016

不問 850円～950円 従業員数 22人

42081- 458021 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
介護支援専門員

（ケアマネージャー） 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-9022

不問 1,500円～1,500円 従業員数 15人

42081- 463621 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
ホールサービス

（ＢＢＱレストラン） 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-42-0013

定年を上限 850円～850円 従業員数 2人

42081- 429421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

事務補助 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3459

定年を上限 850円～850円 従業員数 3人

42081- 433721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

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

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触668

(1)14時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

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

※応募締切：6/30(木)
※雇用期間：R4年7/21～R4年

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

学童保育
なかよし児童クラブ

交替制(シフト制)

壱岐市教育委員会
※就業場所：勝本Ｂ＆Ｇ海洋
センター(勝本町布気触818-6)

交替制(シフト制)

江川製菓
※就業場所：郷ノ浦店
(郷ノ浦町東触667-2)

交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市石田町印通寺浦293-1

(1) 9時00分～14時00分
(2)14時00分～19時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　平山旅館 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町立石西触77

(1) 7時30分～21時30分
の間の3～8時間

※就業時間相談可
※シニアの方も応募歓迎

雇用期間の定めなし

株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホーム壱岐 介護支援専門員

その他の福祉・介護関係
資格

長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1361-1

(1) 7時15分～19時00分
の間の4～8時間

※就業時間相談可 雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

有限会社　深山荘 交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町勝本浦575-36

(1) 8時00分～21時45分
の間の3～8時間

※就業時間相談可
※シニアの方も応募歓迎

雇用期間の定めなし

山一不動産　株式会社

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触945-1

(1)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

クロスモバイル株式会社
クロスポート武生水

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦122-8

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）
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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

ホールスタッフ 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0507

定年を上限 825円～850円 従業員数 6人

42081- 416721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

清掃スタッフ 18歳～64歳 時給
ＴＥＬ 0920-44-8171

法令の規定により 1,000円～1,000円 従業員数 6人
年齢制限がある

42081- 418221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

お弁当の配膳・配達業務 64歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-0095

定年を上限 821円～821円 従業員数 5人

42081- 417821 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ファ－ムスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ 090-2851-9452

不問 830円～830円 従業員数 1人

42081- 427221 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

【急募】一般事務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-5550

不問 821円～821円 従業員数 4人

42081- 461421 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市
レストランホールスタッフ

【急募】 59歳以下 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

定年を上限 1,000円～1,200円 従業員数 54人

42081- 323321 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 900円～1,200円 従業員数 5人

42081- 459721 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

介護予防業務サポ－タ－ 不問 時給
ＴＥＬ 0920-45-0048

不問 828円～1,041円 従業員数 91人

※シニアの方も応募歓迎
42081-　306421

パート労働者
就業場所

長崎県壱岐市

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)17時00分～23時00分
の間の2～4時間

※就業時間応相談 雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触441

(1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分

※就業時間相談可 雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触551番地3

普通自動車免許一種

の間の7時間程度

(1) 8時30分～16時30分
(2)10時00分～16時30分

(郷ノ浦町東触699番地1) 雇用期間の定めなし (3)13時00分～16時30分
又は8時30分～17時00分

株式会社 プライド
※就業場所：宅配クック123壱
岐店

交替制(シフト制)

有限会社　弦観光
壱岐牛・和牛　弦

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触441

(1)21時30分～22時30分
(2)21時30分～23時30分

雇用期間の定めなし

クバヤマファ－ム
※就業場所：郷ノ浦町志原西
触

長崎県壱岐市石田町池田東触863-1-201

(1) 7時00分～11時00分
(2) 8時00分～12時00分

※雇用期間：R4年6/15～
R4年10/15

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(3)15時00分～18時00分
又は7時00分～18時00分
の間の7時間程度

(1) 9時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

株式会社
富士薬品壱岐営業所

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触689-2

普通自動車免許一種

株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触760-1

(1)17時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地2

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時15分
の間の4～8時間

触2548番地
※就業時間相談可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

社会福祉法人
壱岐市社会福祉協議会
※就業場所：芦辺町箱崎中山
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