新上五島町企業フェスタ

参加企業

企業名

上五島総合サービス株式会社

業

その他サービス業

種

住

詳細情報 ※順丌同

企業URL

会社概要・PR

1

昭和62年6月の会社創立以来30年以上に渡
り、一貫して上五島国家石油備蓄基地の操業支
援業務（➀海上警備防災業務・通船運航➁陸上
警備防災業務③点検・補修・各種工事、等）を
行い、国の重要なエネルギー施策に貢献してお
ります。地元採用者も多く、地域に根ざした企
業を目標に日々頑張っています！

企業名

大宝建設

業

建設業

種

株式会社

船員：５級海技士(航海又は機関)以上、免状所有
者、他
＊免状はない。でも興味あるという方、お話しだ
けでも歓迎です！
相河～備蓄基地の通船業務、海上警備・防災業務
に従事。協調性があり、会社及び社会貢献ができ
る方。

住

企業名

株式会社

業

総合建設業

坂本組

求める人材・従事する業務内容等
地味でも毎日コツコツと努力する人。一生懸命に
仕事に打ち込む人。素直な人を求めています。各
現場において、現場を管理・監督するための知
識、及び技能を身につけていただきます。１級・
２級の土木施工管理技士等の各種国家試験資格を
取得できるように指導していきます。

住

創業５９年目の新上五島町を本拠地とし、陸
上・海上・建築工事等を中心とした総合建設業
です。
弊社には豊富な実績と地元より確かな信頼を頂
いております。
福利厚生面として、社宅４階建て全２０室（３
DK）及び独身寮４階建て全２７室（完全個
室）を完備しています。

企業名

上五島建設工業協同組合

業

事業協同組合（建設業）

種

会社概要・PR

4
【事業内容】
・コンクリート二次製品製造
・交通誘導警備業務 など

新上五島町青方郷1531-1

所

企業URL http://www.sakamoto-gumi.co.jp

会社概要・PR

3

新上五島町奈良尾郷859-6

所

企業URL daiho@gamma.ocn.ne.jp

創業４３年目の新上五島町を本拠地として、陸
上・海上・法面・建築工事等を中心とした総合
建設業です。顧客第一主義をモットーに、環境
や人に配慮した土木建築の技術とサービスを提
供する会社です。「地域社会」、「お客様」、
「社員と家族」すべてに安心と安全をもたらす
会社です。

種

なし

求める人材・従事する業務内容等

会社概要・PR

2

新上五島町続浜ノ浦郷818番地411

所

求める人材・従事する業務内容等

・自分で考えて行動できる人
・理解できる人
・協調性がある人
入社時は技術者（現場監督・主任）の許で知識・
技術を磨き、資格を取得できるよう指導します。

住

新上五島町青方郷2338-3

所

企業URL

求める人材・従事する業務内容等
長年にわたって組合を支えてくれるようなやる気
に満ちた人材。
組合として行っている事業全般に従事してもらい
ます。

新上五島町企業フェスタ
企業名

株式会社

業

建設業

種

参加企業

山口組

住

詳細情報 ※順丌同
所

企業URL http://www.yamaguchigumi.jp/

会社概要・PR

5

・1936年の創業から80年。 私たちは永年に
わたる「道づくり」の技術と経験を活かし、環
境整備事業をはじめとして、 造成工事から住宅
施設、ガーデニングにいたるまで、トータルな
サービスをお客様にご提供しています。

求める人材・従事する業務内容等
・長崎県の未来を真剣に考え、家族や仲間、友達
との絆を大切に思える人。・仕事に対する責任感
と「続ける」という意思を強く持って、何事に対
しても諦めずに最後まで立ち向かえる人。・「縁
の下の力持ち」的な仕事に真摯な姿勢で取り組め
る人

株式会社D-project

業

デザイン・広告代理店・テレマーケティング事業・IT関連事業
企業URL https://d-pjt.co.jp

種

住

所

求める人材・従事する業務内容等

グラフィック・WEBデザインなどの広告、IT関
連事業からテレマーケティング事業など様々な
○コールセンタースタッフ・運営管理業務○グラ
事業を行っているベンチャー企業です。若い人
フィックデザイナー・WEBデザイナー○プログラ
から高い年齢の方までが活躍している職場で
マーなど
す。未経験でも実務を通してキャリアアップが
可能です。

企業名

合同会社

業

インターネット通販

種

五島列島 上五島ＳＨＯＰ

住

所

求める人材・従事する業務内容等

従事する業務は、インターネット通販全般です。
上五島の鮮魚・物産を全国に販売することを目
パソコンを使っての商品登録や、商店への商品発
的とした地域通販会社です。仕事はインター
注、発送業務など。上五島を全国に発信したい、
ネット通販です。
やる気のある方を希望。

企業名

長崎県上五島病院

業

病院

種

住

所

新上五島町青方郷1549-11

企業URL http://www.kamigoto-hospital.jp/

会社概要・PR
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新上五島町浦桑郷1386

企業URL http://kamigotoshop.jp/

会社概要・PR
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新上五島町有川郷857-57
産業支援センタービル2F

企業名

会社概要・PR

6

佐世保市天満町4-25
（※営業所は町内にあり）

求める人材・従事する業務内容等

【看護師】
・入院患者、外来患者の看護、医師の指示に従い
診療の補助、注射など患者への医学的な処置、服
町内唯一の入院施設のある病院です。「地域と 薬の指導、体温・血圧などのカルテへの記録
共に歩み、信頼され親しまれる病院」を基本理 【介 護】
念に地域の医療の確保に取り組み、上五島の発 ・入院患者の介護、リネン類の管理、身体の清潔
展を医療で支えます。
に関する世話、排泄に関する世話、検査・リハビ
リテーション等出しの補助
【調理員】
・病院給食調理業務

新上五島町企業フェスタ
企業名

特別養護老人ホーム

業

福祉

種

参加企業

つつじが丘

住

詳細情報 ※順丌同
新上五島町有川郷2369-1

所

企業URL http://syuhoukai.jp/

会社概要・PR

求める人材・従事する業務内容等

9
有川で30年の実績。離職率の低さ。ボーナス
4.2カ月をはじめ、職員への待遇の良さ。

10

企業名

新上五島町社会福祉協議会

業

福祉・介護事業

種

素直で明るい人。他人の役に立つことが好きな
人。協調性がある人。介護職、看護職、栄養士。

住

企業URL

会社概要・PR
社会福祉協議会は地域福祉を推進する団体で
す。地域のお困りごとに耳を傾け、関係機関や
福祉団体と連携しながら、誰もが住み慣れた地
域で幸せに暮らせるように支援をしていきま
す。
企業名

社会福祉法人清和会

業

社会福祉事業

種

求める人材・従事する業務内容等
【下記業務の介護職員】
訪問介護（ホームヘルパー）
通所介護（デイサービス）
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

住

所

奈良尾地区で養護老人ホームと障害者支援施設
を経営しており、平成31年4月からは新たに特
別養護老人ホームと保育園を経営する予定で
す。障害者や高齢者とともに生産活動に取り組
み、同時に日常生活のお世話をしています。

企業名

有限会社

業

魚類養殖業・輸出向水産加工事業

種

橋口水産

会社概要・PR
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求める人材・従事する業務内容等
来年度からの業務拡大に伴い、介護職・看護職・
事務職・支援員・調理員を募集します。業務拡大
準備の進捗状況等により今年中に採用する可能性
もあります。

住

所

新上五島町若松郷40番地

企業URL https://hashiguchi2466.jimdo.com/

求める人材・従事する業務内容等

半世紀の経験を活かして日本一の養殖ぶりを育
ててきました。本年度輸出向けたHACCP加工
場の立ち上げとともに、五島の豊かな環境をPR ・魚や海に興味がある人なら歓迎します。養殖魚
しながら、北米・中国のニーズに合った計画生 の育成管理に従事していただきます。
産（ブリ・マグロ・ヒラマサ）に取り組んでい
ます。
企業名

昭徳水産株式会社

業

大中型旋網漁業

種

会社概要・PR
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新上五島町岩瀬浦郷596-3

企業URL www.seiwakai-kamigoto.jp

会社概要・PR
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新上五島町青方郷1379番地1

所

大正7年に創業し、現在は西日本最大の大中型
まき網漁船4船団（19隻）を有しています。ま
た、水産加工業も展開し、グループ全体で300
名の従業員がおります。
漁獲、加工、販売を行い日本の魚食文化を守り
つづけています。

住

所

新上五島町岩瀬浦郷705-138

企業URL http://www.shoutokusuisan.co.jp/

求める人材・従事する業務内容等

自然豊かな五島の環境に馴染める素朴な人を求め
ます。まき網船団の基地である浜串港において、
魚の漁獲に必要な漁網の製作・補修・管理を行う
業務です。

新上五島町企業フェスタ
企業名

(有)順洋

業

水産養殖業

種

参加企業
住

詳細情報 ※順丌同

企業URL

会社概要・PR
１．当社は現在、マグロ・ハマチ・ヒラマサの
養殖とハマチ・ヒラマサのフィレー加工を取り
組んでいる。今後の事業展開として、アメリ
カ・ＥＵへハマチの輸出を計画している。

14

新上五島町若松郷５８３－９

所

求める人材・従事する業務内容等
１．水産養殖業であるので、海上での作業であ
り、給餌・筏等の管理が主な仕事である。
・年齢的には５０歳位までを。
・学齢・経験を問わず。
・海技免許等は採用後取得させる。

２．町内スーパーへ年間３６５日、毎日、ハマ
チ・ヒラマサの配送も行っている。
２．町内スーパーへの配送員（時間給）のみの雇
用も考えている。
３．社会保険等完備
３．水産業であるので、労基法の特例条項を理解
４．住宅手当・通勤手当（あり）
できる者を求める。（官公労働者ではないので）
５．ボーナス（会社の業績により支給）
６．退職手当（退職手当制度は導入していな
い。ただし、慰労金はある。）

企業名

株式会社

業

飲食店

種

はまぐりデッキ

◎上記１の業務内容（詳細）
モジャコ曳き（海上）
マグロ・ハマチ・ヒラマサの給餌（海上）
ワクチン打ち（海上）
野締め（陸上）
活締め（陸上）
フィレー加工（陸上）
筏組立と設置（陸・海）
網つくり（陸上）
網染め（陸上）
長崎・佐世保・福岡各魚市への搬送（海上）
その他

住

新上五島町有川郷2460-1

所

企業URL

会社概要・PR

求める人材・従事する業務内容等

15
今年4月30日にオープンの蛤浜海水浴場に隣接 経験者優遇。平日夕方から夜、土日勤務出来る方
するお店です。島内外の方々の情報、コミュニ 大歓迎です。明るく笑顔がステキな、男女の方、
ティの中心になれるお店です。
大歓迎です。

企業名

有限会社五島西海自動車

業

自動車整備、販売

種

会社概要・PR

16

住

新上五島町七目郷939-5

所

企業URL

求める人材・従事する業務内容等

整備士、板金・塗装士を募集してます。
創業50年の自動車全般を取り扱っている会社
経験者に限らず、一から勉強して行きたい方も含
です。一般整備、車検、板金、保険、新車（中
めておりますので、島内外問わず絶賛募集中で
古車）販売してます。
す！

新上五島町企業フェスタ
企業名

五島灘酏造株式会社

業

酏類製造業・農業

種

参加企業
住

詳細情報 ※順丌同
新上五島町有川郷1394－1

所

企業URL

会社概要・PR

求める人材・従事する業務内容等

17
資本金2500万円、社員数3名、芋焼酎のみの
原材料栽培から焼酎製造、販売まで一貫して行い
製造を行っています。長崎県内を中心に全国で
ます。要普通免許(ＡＴ限定丌可)。
販売しています。

企業名

際コーポレーション㈱
（五島列島リゾートホテルマルゲ
リータ）

業

ホテル・レストラン業

種

住

企業URL info@margherita-resort.jp

会社概要・PR
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代表者名：中島 武
本所所在地：東京都目黒区
就業員数：1,505名
設立：1990年12月7日
資本金：5億4106万円
グループ売上：5億4106万円
店舗数：383店舗

企業名

上五島観光交通有限会社

業

一般貸切旅客自動車運送事業

種

求める人材・従事する業務内容等

「強い意志」を持ち「スピード」をもって行動で
きる人を求めています。当社では年齢や社歴問わ
ず、若い内から大きな裁量を持って仕事を行って
いただきます。誰かに指示をされて動くのではな
く、仕事に対して自分から積極的に働きかける。
そのような行動力のある方々を求めています。

住

旅行代理店による企画ツアーや修学旅行、個人
グループによる巡礼等を含む上五島内での貸切
バス事業、並びに自治体との契約によるスクー
ルバス運行事業を行っております。創業運行
は、１０数年と若い会社ですが、安全運行を第
一にご離島皆様の旅の思い出作りのお手伝いと
地域に親しまれるバスを目指して社員みんなで
頑張っている会社です。

企業名

美鈴観光タクシー有限会社

業

一般貸切旅客自動車運送事業

種

会社概要・PR
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小型タクシー・ジャンボタクシーを所有し、
奈良尾・青方地区の営業所を置き、島民の移動
の手段として運行すると共に、大手旅行会社と
提携し、企画ツアーや個人グループによる上五
島内での貸切観光事業、並びに自治体との運送
業務委託契約によるデマンドバス等の運行を
行っております。

新上五島町有川郷2361-1

所

企業URL

会社概要・PR
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新上五島町小串郷1074

所

求める人材・従事する業務内容等
【バスの運転業務】
・貸切バスの運転 ・スクールバスの運転
・車輌の清掃・管理業務 ・その他附随する業務
【バスガイドの業務】
・教会や観光名所の案内業務
・バス車内の清掃・点検・報告等

住

新上五島町奈良尾郷185-8

所

企業URL

求める人材・従事する業務内容等

【タクシーの運転業務】
・運転業務
・車輌の清掃・管理業務
・その他附随する業務

