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五島市
　
五島市
　
五島市
　　まち・ひと・しごと創生　まち・ひと・しごと創生　まち・ひと・しごと創生

福江島

嵯峨島

島山島

玉之浦地区

岐宿地区

三井楽地区

富江地区

五島市は総合戦略（２０１５～２０１９）に基づき、五島市の持つ
強みを最大限活用し、「良質な雇用の創出」「交流人口の拡大」
「まちづくり」「子育て」の４つを基本目標とする人口減少
対策に取り組んでいます。
この企業ガイドブックは、五島市内の企業 PR及び企業情
報の提供を目的に作成しています。
五島市は、九州最西端、長崎県の西方海上約１００㎞に位置
しています。大小１５２の島々からなる五島列島の南西部にあっ
て、総面積は４２０．１０㎢、１１の有人島と５２の無人島で構成され
ています。

人 口 ３７，２９１人
男：１７，５６９人
女：１９，７２２人

世帯数 １９，９６６世帯

（平成３０年５月３１日現在）



五島市
　
五島市
　
五島市
　　まち・ひと・しごと創生　まち・ひと・しごと創生　まち・ひと・しごと創生

奈留島

久賀島 前島

赤島

黄島

黒島

椛島

蕨小島

福江地区

宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館

五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校

●五島警察署
石田城跡●

五島市では、ハローワーク求人情
報オンライン提供を受けています。
希望職種や勤務時間、賃金など様々
な項目で抽出した情報を提供いたし
ます。
商工雇用政策課雇用・起業促進班

へお問い合わせください。

電話 ０９５９‐７２‐７８６２
メール
shoukou@city.goto.lg.jp



五島市企業ガイド掲載企業一覧
ページ 企業名 産業分類（大分類） 郵便番号 住所 電話番号

１ （株）HPI ファーム 農業・林業・
水産業 ８５３‐００１１ 下大津町712番地26 ０９５９‐７２‐２３２３

２ （株）五島パプリ力 農業・林業・
水産業 ８５３‐００４２ 吉田町1399番地3 ０９５９‐７４‐３２５３

３ （株）I Love ファーム 五島 農業・林業・
水産業 ８５３‐００４３ 高田町1928番地1 ０９５９‐７４‐１９９９

４ （株）アグリ・コーポレーション 農業・林業・
水産業 ８５３‐０６０１ 三井楽町濱ノ畔1937番地4 ０９５９‐８４‐２９８９

５ （株）ツナドリーム五島 農業・林業・
水産業 ８５３‐０５０１ 玉之浦町荒川字白泊901番地1 ０９５９‐７５‐８２２０

６ （株）五島さざなみ農園 農業・林業・
水産業 ８５３‐００４４ 堤町2289番地1 ０９５９‐７４‐３７８５

７ （株）五島ワイナリー 農業・林業・
水産業 ８５３‐００１３ 上大津町2413 ０９５９‐７４‐５２７７

８ 農業生産法人
五島七岳ファーム（有）

農業・林業・
水産業 ８５３‐００４２ 吉田町2927-5 ０９５９‐７４‐２２８３

９ （株）真興産業 椛島工場 鉱業・砕石業・
砂利採取業 ８５３‐２４８２ 本窯町647番地 ０９５‐８２４‐６３４２

０９５９‐７８‐２５４３
１０ （株）今村組 建設業 ８５３‐００１５ 東浜町1丁目20番地13号 ０９５９‐７２‐３３４８

１１ （有）アクティヴ 建設業 ８５３‐００６４ 三尾野3丁目6番7号 ０９５９‐７４‐２３５９

１２ （株）花村潜建 建設業 ８５３‐００４１ 籠淵町87番地16 ０９５９‐７５‐０２６０

１３ 増山建設（株） 五島支店 建設業 ８５３‐００３１ 吉久木町472 ０９５９‐７２‐４１１８

１４ （有）野瀬建設 建設業 ８５３‐００２１ 下崎山町457-1 ０９５９‐７３‐６０６６

１５ （株）三井楽水産 製造業 ８５３‐００１３ 上大津町1161番地1 ０９５９‐８８‐９１１０

１６ （株）しまおう 製造業 ８５３‐００３１ 吉久木町729番地1 ０９５９‐７４‐２５２５

１７ （株）真鳥餅店 製造業 ８５３‐００１４
８５３‐００６４

三尾野町1160番地4
三尾野1丁目1番8号

０９５９‐７２‐２５８８
０９５９‐７４‐５９６３

１８ （株）浜口水産 製造業 ８５３‐０２０１ 富江町富江357番地230 ０９５９‐８６‐００３２

１９ （株）拓水 五島事業場 製造業 ８５３‐２１７２ 蕨町146番地3 ０９５９‐７７‐２３４０

２０ ごと（株） 製造業 ８５３‐００３１ 吉久木町726番地1 ０９５９‐７５‐０１１１

２１ （株）中本製麺 製造業 ８５３‐００３１ 吉久木町831番地1 ０９５９‐７２‐４８４６

２２ 五島牧場（有） 製造業 ８５３‐０６０５ 三井楽町濱窄453番地 ０９５９‐８４‐３３７７

２３ 福江サンヨー（株） 製造業 ８５３‐００２１ 下崎山町979-1 ０９５９‐７３‐６８４０

２４ （株）才津政男商店 電気・ガス・
熱供給 ８５３‐０００２ 中央町3番地21 ０９５９‐７２‐３３１８

２５ （有）三栄ネット 情報通信業 ８５３‐０３１２ 岐宿町中嶽1733番地9 ０９５９‐７５‐７５３０

２６ （株）ディーソルHPI 情報通信業 ８５３‐０００７ 福江町5番1号 ０９５９‐７４‐５６０１

２７ 福江ケーブルテレビ（株） 情報通信業 ８５３‐００６５ 坂の上1丁目4番7号 ０９５９‐７４‐５７７５

２８ （株）シーエス・プレナー 情報通信業 ８１２‐００１１
８５３‐０７０１

福岡市博多区博多駅前2丁目19-27
岐宿町岐宿2535番地

０９２‐４１５‐２６５０
０９５９‐７５‐４０２０

２９ （株）ビーイングDC 情報通信業 ８５３‐０００６ 江川町4番地14 ０９５９‐７６‐３３００

３０ 五島自動車（株） 運輸業 ８５３‐００１５ 東浜町1丁目2番1号 ０９５９‐７２‐２１７４

３１ 五島運輸（株） 運輸業 ８５３‐００１５ 東浜町2丁目5-1番地 ０９５９‐７２‐５１０８



№ 企業名 産業分類（大分類） 郵便番号 住所 電話番号

３２ （株）ワイ・コーポレーション 卸・小売業 ８５３‐０００１ 栄町9番地1 ０９５９‐７２‐８９６０

３３ 五島ヤクルト販売（株） 卸・小売業 ８５３‐０００１ 栄町9番地1 ０９５９‐７２‐８９６０

３４ 国分九州（株） 五島営業所 卸・小売業 ８５３‐００１５ 東浜町3-8-2 ０９５９‐７２‐３１２１

３５ 福江信用組合 金融業 ８５３‐０００２ 中央町8番地15 ０９５９‐７２‐４１８１

３６ （一社）海洋エネルギー漁業共生センター 技術サービス業 ８５３‐００１４ 三尾野町1286番地3 ０９５９‐７４‐００５５

３７ （株）メモリード 五島コンカナ王国 飲食業・宿泊業 ８５３‐００１３ 上大津町2413番地 ０９５９‐７２‐１３４８

３８ イタリアンレストラン
BIANCOビアンコ 飲食業・宿泊業 ８５３‐００５４ 戸岐町121番地 ０８０‐５６３６‐２９０８

３９ 島食 Gino 飲食業・宿泊業 ８５３‐０７０４ 岐宿町河務653番地 ０８０‐５２８７‐０２８０

４０ ABUNZE（株） 飲食業・宿泊業 ８５３‐００４４ 堤町2027番地3 ―

４１ （学）双葉学園 教育・
学習支援業 ８５３‐０００５ 末広町2番地6 ０９５９‐７２‐３４１５

４２ （株）五島 教育・
学習支援業 ８５３‐００２６ 浜町424番3 ０９５９‐７３‐５１２１

４３ 香澄はりきゅうマッサージ院 医療・福祉 ８５３‐０００４ 幸町2番地1 ０９５９‐８８‐９３２２

４４ 訪問看護ステーションあぶんぜ 医療・福祉 ８５３‐０００５ 末広町1番地10 ０９５９‐７２‐７２７２

４５ （社福）さゆり会 医療・福祉 ８５３‐００２１ 下崎山町699番地 ０９５９‐７５‐５５１５

４６ （社福）五島和光会 緑乃園 医療・福祉 ８５３‐００２４ 野々切町2035番地2 ０９５９‐７３‐５５６０

４７ 長崎県五島中央病院 医療・福祉 ８５３‐００３１ 吉久木町205番地 ０９５９‐７２‐３１８１

４８ （社福）藤朋会 ふじ学園 医療・福祉 ８５３‐００３１ 吉久木町613番地 ０９５９‐７２‐１５０５

４９ （社福）五島会 五島福寿園 医療・福祉 ８５３‐００３１ 吉久木町908番地1 ０９５９‐７４‐２１３１

５０ （株）佐々木整骨院 医療・福祉 ８５３‐００３１ 吉久木町1157番地1 ０９５９‐７４‐６２６２

５１ （社福）なごみ会 医療・福祉 ８５３‐００３３ 木場町493番地1 ０９５９‐７４‐５２２１

５２ （社福）秀峯会 きじの里 医療・福祉 ８５３‐０３１１ 岐宿町二本楠375番地 ０９５９‐８３‐１２４６

５３ 特別養護老人ホーム
ゆうゆうの里 医療・福祉 ８５３‐０４１１ 玉之浦町玉之浦1371番地1 ０９５９‐７５‐６０２３

５４ 国民健康保険岐宿歯科診療所 医療・福祉 ８５３‐０７０１ 岐宿町岐宿2535番地 ０９５９‐８２‐０６６６

５５ （特非）五島あすなろ会 医療・福祉 ８５３‐００４１ 籠淵町2176番地1 ０９５９‐７４‐２８８５

５６ 五島漁業協同組合 複合サービス事業 ８５３‐０００７ 福江町1190番地9 ０９５９‐７４‐５５１０

５７ 五島ふくえ漁業協同組合 複合サービス事業 ８５３‐０００７ 福江町1190番地9 ０９５９‐７２‐５１０５

５８ ごとう農業協同組合 複合サービス事業 ８５３‐００４１ 籠淵町2450番地1 ０９５９‐７２‐６２１１

５９ 福江空港ターミナルビル（株） サービス業（他に
分類されないもの） ８５３‐００１３ 上大津町2183番地 ０９５９‐７２‐７３１１

６０ （有）イー・ウィンド サービス業（他に
分類されないもの） ８５３‐０２０１ 富江町富江145番地1 ０９５９‐８６‐３４０９

６１ 長崎県ごとう人材確保·育成協同組合
Nagasaki-Goto International Manpower Recruitment and Training Cooperative

サービス業（他に
分類されないもの） ８５３‐０３１１ 岐宿町二本楠285番地3 ０９５９‐７６‐３６７０

６２ 五島市役所 公務 ８５３‐８５０１ 福江町1番1号 ０９５９‐７２‐６１１１



宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
ブドウ栽培、温泉を熱源としたビニールハウスでの五島産果樹、

野菜の安定生産を目指しています。
○来年度、栽培予定作物
ブドウ、パプリカ、マンゴー、ミニトマト、加工大根

求める人材・人材育成方針

若い世代やＵ・Ｉターン者を中心に募集しています。
他の業種の技術や経験を活かしたハイブリッドな農業経営を目指してい
ますので、未経験者であっても大歓迎です。

�求める資格 ・根気強さ・農業への興味

�勤務時間 ・状況による（基本、８：００～１７：００）

�給 与 初任給１６５，０００円
（内訳：基本給１４５，０００円、皆勤手当５，０００円、住宅手当１５，０００円）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２名 ２名 ８名 ４名 ４名

�そ の 他 ぶどう、パプリカを中心に様々な作物を手掛けています。

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 農業法人 株式会社HPI ファーム

代表取締役 今村 勇雄
■設 立 平成２８年２月９日
■資本金 ５百万円
■年 商 ―
■従業員数 ２０名（男１５名・女５名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：―
■福利厚生 ：各種保険・厚生年金他要相談

【企業理念】

将来にわたり持続可能で
環境に優しい農業の実践

就職活動中の皆さまへ

見学や求人等の質問があればメールにてご相談く
ださい。

株式会社 HPI ファーム
所在地 五島市下大津町712番地26
問合せ TEL/ FAX:0959-72-2323
E-mail info-form@hpi-farm.co.jp
URL http://www.hpi-farm.co.jp/

先進技術を使った農業を目指します
弊社は（株）ディーソルを母体とする別の農業法人です。（株）
ディーソルは全国１６箇所に拠点を有する IT企業で、４０数年に及
ぶ IT企業としての技術と経験を生かし、農業の機械化・IT化
や先進技術を使った農業を目指します。

農業・林業・水産業

福江港から車で約５分

農
業
・
林
業
・
水
産
業

1



●

●

●鬼岳温泉
●
五島コンカナ王国

福江ダム

●福江空港

ココ

ミニボートピア
長崎五島

●

翁頭中学校

本山小学校

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
周年雇用型の農業経営 パプリカ、スナップエンドウ、タカナ、麦

求める人材・人材育成方針

農業は地道な作業を積み上げて作物を育てる仕事です。何のた
めの作業なのか興味を持ち、作物の変化に気付ける人を求めます。
将来的には会社の運営、管理を任せられる人に育成します。
�求める資格 普通運転免許
�勤務時間 おおむね下記の時間帯ですが、気象条件により変更あり

夏季（７～９）：７：００～１１：００、１５：００～１８：３０ ７．５h
冬季（１１～３）：８：００～１２：００、１３：３０～１７：００ ７．５h
中間季（３、４、５、６、１０）７：３０～１２：００、１４：００～１７：３０ ８h

�給 与 月給：１５０，０００円 賞与：なし 通勤手当：なし
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

０名 １名 １名 ２名 ２名 ０名

�そ の 他 ハウス内は想像以上に高温になりますので、ある程度の体
力は必要ですが、慣れれば大丈夫です。現に、６０歳以上の
パートさんも数名働いています。

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
旬の野菜が食べ放題です
国内で流通するパプリカの９割は輸入品で、栽培マニュアルも
なく苦労の連続でしたが、お客様から大変喜んでいただけるパプ
リカをつくることができました。甘みがあり、肉厚で水分が多く、
フルーツのようだと好評をいただき、長崎市内のホテルや福岡の
高級天ぷら店など飲食店にも納品しております。現在６品種のパ
プリカ（赤３、黄色２、
橙１品種）を栽培中。
会社の菜園にはスイカ、
大根、サツマイモ等を育
てており、旬の野菜が食
べ放題です。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 園山 吉彌
■設 立 平成２５年３月２１日
■資本金 １百万円
■年 商 ３千万円
■従業員数 ６名（男３名・女３名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：原則週１日、慶弔、有給
■福利厚生 ：健康保険、厚生年金、労災

【企業理念】地域貢献
就職活動中の皆さまへ

農業は様々な分野が関連する総合職です。日々の
経験を次に活かしていく素敵な仕事です。

株式会社 五島パプリカ
所在地 五島市吉田町1399番地3
問合せ TEL:0959-74-3253 FAX:0959-74-3253
E-mail ―
URL ―

地域の発展に貢献します
パプリカ栽培を中心に、スナップエン
ドウ、タカナ、麦の生産等を組み合わ
せ、周年雇用型の農業経営を行ってい
ます。事業・雇用の拡大により地域の
発展に貢献します。

農業・林業・水産業

福江港から車で約１５分
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業
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ココ
●翁頭中学校

●慈光院

本山小学校●
ごとう農業協同組合●

本山支店　

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
約２２０，０００円

勤続５年
約１８０，０００円高 卒 １６３，０００円

（住宅手当１３，０００円含む）
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
ブロッコリーの通年栽培を行っています。

求める人材・人材育成方針
○求める人材像
農業に情熱を持てる人。明るく忍耐力があり協調性のある人を
求めています。
○人材育成方針
入社後マナーや社会人としての心構えを研修し、ファームの運
営管理を行うだけでなく、安全安心な作物の栽培技術を身につ
けます。

�求める資格 普通自動車運転免許（オートマ限定不可）
�勤務時間 平日・土曜日 ８：００～１７：００
�給 与

大型車免許（３，０００円／月）、中型車免許（２，０００円／月）
大型特殊（３，０００円／月）、けん引免許（１，０００円／月）

�従業員年齢構成 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
２名 ４名 ０名 １名 ０名

I Love ファーム
※五島のみの従業員。

�そ の 他 賞与年２回（夏 １ヶ月 冬 １ヶ月）
�出 張 あり（年２～３回程度）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
成果が出たときには感動します
○主にブロッコリーの栽培をしています。
○農業は自然を相手に厳しい環境といわれますが、成果が出たと
きには感動します。農業の知識がなくても丁寧に指導しますの
で、理解が深まります。忙しい合間を縫って皆で食事会をしな
がら栽培技術論を交わし、公私ともに何でも相談でき楽しく過
ごせます。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 出羽 盛久
■設 立 平成３０年２月１日
■資本金 ３百万円
■年 商 ２３億円
■従業員数 ７９名（男６７名・女１２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：日・祝日
■福利厚生 ：育休
■手当等 ：住宅手当 １３，０００円／月

通勤手当 ４，２００円／月
あたら

【企業理念】 農業と流通の革しい風
消費者ニーズを満たす国産青果物の生産拡大を目指
し、地域社会と共存しながら大規模農業を確立する
ことにより、地域社会に貢献します。

就職活動中の皆さまへ
農業の知識はないが農業に情熱を持ち、意欲のあ
る人は社内研修を通じ成長します。これからの農業
は「格好よく、感動出来て、稼げて、結婚できる」
の４Ｋを目指しています。社員の半数は他県出身者
です。五島の環境が大好きです。全員が農業初心者
からスタートしています。
男女問わず一緒に農業への
夢と希望に向かって汗を流
しましょう‼

株式会社 I Love ファーム 五島
所在地 五島市高田町1928番地1
問合せ 事務室 TEL:0959-74-1999 FAX:0959-72-7084
E-mail gotou.f2@i-love-farm.co.jp
URL ―

風通しの良い社風
全国から農業に情熱を持った若者たちが集まり安全安心な作物
を栽培しています。平均年齢は３５歳ですので、風通しの良い社
風となっています。

農業・林業・水産業

福江港から車で約１５分
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飛行場●

浜窄小学校
●

三井楽中学校●
三井楽小学校●

●
五島市役所
三井楽支所

白良ヶ浜万葉公園●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
○あんのう芋、むらさき芋、ブロッコリー
○おしゃぶー（乳幼児用）、完全無添加かんころ（女性用）、
ワンちゃんのおやつ（ペット用）

求める人材・人材育成方針

○農業が好きな人
○農業初心者、Ｕターン・Ｉターンの方

�求める資格 普通自動車免許（ＭＴ）

�勤務時間 ８：００～１７：００

初任給 勤続１０年
２５０，０００円

勤続５年
２００，０００円１７０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
０名 １名 ２名 ５名 ２名

■ ■ ■ ■ ■

社長が若いのでコミュニケーションがとれやすく、将来性があ
り、農作業だけでなく商品開発もしてるので楽しくお仕事が出来
ます。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 佐藤 義貴
■設 立 平成２３年８月９日
■資本金 １千８百万円
■年 商 ６千万円
■従業員数 １０名（男４名・女６名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：毎週日曜日 お盆、年末年始
■福利厚生 ：保険・厚生・雇用・労災

【企業理念】生産から販売まで
就職活動中の皆さまへ

農業は日本の数ある産業の中でもトップクラスの
成長産業に位置づけられています。今までは三ちゃ
ん農業が主の農業界も、今では企業が戦略的に行う
ようになりました。国策としても農業を持続的に成
長させようと、長い期間働ける産業になっておりま
す。ぜひ、一緒にがんばり
ましょう。

株式会社 アグリ・コーポレーション
所在地 五島市三井楽町濱ノ畔1937番地4
問合せ TEL:0959-84-2989 FAX:0959-84-2990
E-mail arakawa@gotoagri.com
URL http://osyaburi.jp/

生産から販売まで手掛ける農業生産法人
脱サラし農業に転身し五島列島に移住。
起業理念「農業は成長産業、儲かる企業になろう」
赤ちゃん用の食べるおしゃぶり「おしゃぶー」を開発し、生産
から販売まで一手に手掛ける農業生産法人。

農業・林業・水産業

福江港から車で約３０分

農
業
・
林
業
・
水
産
業
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ココ
●七獄神社

●たちばな荘

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
完全養殖でのマグロの安定供給

求める人材・人材育成方針

自然と生き物が相手の仕事です。日々
変わる天候の影響を受けながら、繊細な
魚であるマグロを養殖するのは多くの手
間がかかりますが、その変化に富んだ毎
日のなかで常に「カイゼン」に取り組め
る人材を求めています。
�求める資格 ・小型船舶・フォークリフト・潜水士 etc

※入社後に取得して頂いております。
�勤務時間 ８：００～１７：００（１時間休憩有り）
�給 与 業務内容によって異なります。（現場職・事務職等）お問

い合わせください。
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

４名 ６名 ７名 ７名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

マグロは卵から孵ると稚魚、幼魚（ヨコワ）、成魚と成長してい
き、弊社の業務ではこのマグロの一生すべてに関わります。内容
は毎日の餌やりから観測・出荷作業など様々ですが、日々マグロ
の成長を肌で感じることのできるやりがいのある仕事です。

プロフィールPROFILE
■代表者 高橋 誠
■設 立 平成２２年６月４日
■資本金 １千５百万円
■年 商 ８億１千５百万円
■従業員数 ２４名（男２０名・女４名）
■職場体験・見学 否

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：日・祝、年末年始ほか
■福利厚生 ：健康保険・厚生年金・雇用保険ほか

就職活動中の皆さまへ

就職は自分の今後の人生に大きく関わるイベント
のひとつです。企業訪問や面接などでたくさんの会
社に関わることができるチャンスでもあるので、楽
しみながら就職活動をして頂きたいと思います。

株式会社 ツナドリーム五島
所在地 五島市玉之浦町荒川字白泊901番地1
問合せ TEL:0959-75-8220 FAX:0959-75-8221
E-mail tunadream@tunadream.com
URL ―

近年の天然マグロ稚魚の減少や漁獲規制を受け、弊社では「近
大マグロ」で知られる近畿大学と提携し、完全養殖でのマグロ
の安定供給を目指しています。これは世界初の試みであり未来
の日本の「食」を支える事業とも言えます。

農業・林業・水産業

福江港から車で３０分

農
業
・
林
業
・
水
産
業
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五島市役所●

石田城跡●
五島観光歴史資料館●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール●
緑丘小学校●

五島海陽高校●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
養鶏業・鶏肉販売業
鶏へ給餌、鶏舎管理全般、伝票入力、営業活動

求める人材・人材育成方針

求める人材
・チャレンジ精神旺盛な方
・人が嫌がることでも率先して行うことができる方
・夢を思い描くことができる方
人材育成方針
PDCAをもとに実践や挑戦をさせていきます。

�求める資格 普通自動車免許

�勤務時間 ８時間

�給 与 初任給１８０，０００円、その他手当あり、昇給あり、賞与は会
社業績連動型

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ０名 ０名 ０名 ２名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
五島は海、山、里に囲まれた大変素敵な場所です。そのような
環境の中で育てられた「五島地鶏しまさざなみ」を多くの方々に
知ってもらい、ひいては五島の魅力発信の原動力になれればと思っ
ています。

プロフィールPROFILE
■代表者 庄司 鉄平
■設 立 平成２９年６月７日
■資本金 ５百万円
■従業員数 ３名（男２名・女１名）
■職場体験・見学 可 ※数日前に調整必須

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日制

【企業理念】

五島から『島のいぶき』と
『おいしい』をとどける

就職活動中の皆さまへ

五島にも魅力的な企業がたくさんあります。また、
五島の環境や島の人々との触れ合いも働く皆様に
とって人生を豊かにするものになるでしょう。

株式会社 五島さざなみ農園
所在地 五島市堤町2289番地1
問合せ TEL:0959-74-3785 FAX:0959-72-7011
E-mail goto.jidori@gmail.com
URL ―

「五島地鶏しまさざなみ」を国内外に向け
広く普及していく夢のある仕事です

農業・林業・水産業

福江港から車で２０分

農
業
・
林
業
・
水
産
業
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●

●

●ココ

ミニポートピア
長崎五島

●
五島コンカナ王国

●
鬼岳四季の里

●
鬼岳

五島カントリー
クラブ

本山小学校

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
ワイン等酒類の製造及び販売
果実その他農産物の生産・加工及び販売

求める人材・人材育成方針

ブドウ栽培、ワイン造りを通じて、世界で活躍できる人材育成
を目指しています。
島という風土を大切に想い、チャレンジスピリッツにあふれ、

熱意ある人材を求めます。

�勤務時間 ８：００～２０：００の間の８時間（作業内容で変化します）

初任給 勤続１０年
２５０，０００円

勤続５年
２００，０００円１５０，０００円

�給 与

賞与：年２回

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ３名 ６名 ２名 ２名

�出 張 あり（年に２～３回 物産展・商談会等）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
栽培・醸造ともに未経験者でも簡単な
作業から段階を踏んで指導していきます
ので心配はいりません。作業以外にも、
経理事務・直営店での販売や簡単な営業
活動もありますので、自分に合った仕事
を見つけられます。

プロフィールPROFILE
■代表者 境目 権二
■設 立 平成２４年１２月２５日
■資本金 ２千５百万円
■年 商 ５千５百万円
■従業員数 １３名（男１１人・女２人）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：４週６休
■福利厚生 ：雇用・労災保険・社会保険・厚生年金
■手当等 ：通勤手当あり
【企業理念】

島民の「感謝と祈り」、
そして訪れる人への「祝福」の
思いをこめたワイン造り。
就職活動中の皆さまへ

とにかくやりがいのある仕事です。まだまだ若い
会社ですので、一緒に成長
していきましょう。

株式会社 五島ワイナリー
所在地 五島市上大津町2413
問合せ TEL:0959-74-5277 FAX:0959-74-5621
E-mail gotowinery@snow.ocn.ne.jp
URL http://www.goto-winery.net

長崎県内唯一のワイナリーです。
栽培・醸造・販売と６次産業化に成功しています。
日本国内でも、離島にあるワイナリーは弊社を含めて２箇所し
かありません。

農業・林業・水産業

福江港から車で約１０分

農
業
・
林
業
・
水
産
業
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五島市役所●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール●
緑丘小学校●

五島海陽高校●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
農産物の生産・販売（工芸作物・露地・施設野菜・果樹）
地域特産品加工品、生産（委託加工）・販売

求める人材・人材育成方針

農産物の経験不可
明朗、活発であり、体力に自信がある方
多種の農作業機を扱うため、作業機等取扱者歓迎

�勤務時間 ８：００～１７：００

初任給 勤続１０年
２００，０００～２５０，０００円

勤続５年
１５０，０００～１９０，０００円１２０，０００～１５０，０００円

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ３名 ３名 ２名 ７名

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 大谷 豊
■設 立 平成１２年１２月８日
■資本金 ３百５０万円
■年 商 ８千万円
■従業員数 １５名（男７名・女８名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：日曜日（天候により変動有り）
■福利厚生 ：雇用保険・健康保険・厚生年金
■手当等 ：交通手当

就職活動中の皆さまへ

人間が生活する上で必要な、衣・食・住の食を生
産する農業の世界で将来の夢を育んでみませんか。

農業生産法人 五島七岳ファーム有限会社
所在地 五島市吉田町2927-5
問合せ TEL:0959-74-2283 FAX:0959-74-0308
E-mail nanatake@sand.ocn.ne.jp
URL http://www.nanatakefarm.com/

我社は、緑茶を始め、桑茶、桑の実、ワイン用ブドウ等、五島
でも数少ない生産への取り組みをしており、露地野菜を中心に
多種の野菜を栽培しています。
また、地域資源である椿油、海水塩、焼あご等を使用した加工
事業を行い五島のお土産として販売。
農業の実習生、インターンシップ等の受け入れも行っています。

農業・林業・水産業

福江港から車で約１０分

農
業
・
林
業
・
水
産
業
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ココ
●椛島神社

●椛島中小学校

五島椛島郵便局●

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
当社は五島市椛島にて３６年の間採石業を営んでおります。一般

的には馴染みが薄い業種かも知れませんが、五島・椛島の良質な
岩石を、主に長崎県内の港湾整備工事や魚礁・海底山脈向けに加
工・各製品を供給し続けているところです。

求める人材・人材育成方針

・健康な方、体力に自信がある方
・協調性がある方
・チャレンジ精神旺盛な方
・忍耐力がある方
・技術だけではなく、人間的にも成長を求める方

�求める資格 ・車両系建設機械 ・火薬取扱保安責任者
・各種危険物取扱者・採石業務管理者
※いずれも入社後に取得可能

�勤務時間 ８：００～１７：００
※自家用船にて集合通勤のため、遅刻は不可

�給 与 初任給 ２００，０００円

�勤務地椛島工場１５名の年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ４名 ４名 ４名 ２名

�そ の 他
既に各資格をお持ちの方は優遇いたしますが、お持ちでない方であって
も適性を見極めたうえで配置を定め、その業務に必要とされる資格は会
社の費用によって取得することが可能です。これには積極的に取り組ん
でおります。

�出 張 あり
（各種免許取得のため、必要に応じて長崎・諫早・福岡・大分）

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 中本 明人
■設 立 昭和４６年１２月２７日
■資本金 １千万円
■年 商 ５億円内外
■従業員数 １９名（男１９名・女０名、勤務地男１５名）
■職場体験・見学 可 ※数日前に調整必須

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：毎週土・日曜並びに祝祭日・盆・正

月等計年１２４日・但し、休日出勤有
その他、年次有給休暇・慶弔休暇

■福利厚生 ：健保・厚年・雇用・労災保険・退職金
【企業理念】
一、青春とは人生のある期間ではなく心の持ちかたを言う
二、些細なことや簡単なことにも必ず学ぶべきことがある
三、反省しない人間には人も注意してくれなくなる
四、過ちは誰にもあるが反省するところに向上がある

就職活動中の皆さまへ
決して派手さのない、目立たない業種ではありま
すが、地元へ貢献しながら大小重機のオペレーショ
ン、火薬・危険物の取扱い、
船舶運転等各種免許・資格
を取得可能な事業所です。

株式会社 真興産業 椛島工場
所在地 五島市本窯町647番地

問合せ
本社経理部または椛島工場長
本 社 TEL:095-824-6342 FAX:095-824-6798
勤務地 TEL:0959-78-2543 FAX:0959-78-2446

E-mail soumu@shinko-industry.co.jp
URL http://www.shinko-industry.co.jp/

自然石を通じ、日本の社会基盤整備へ貢献
同じく、自然石を用いた魚礁整備事業へ貢献
経営を永続させることにより、地元雇用・地元経済・地元自治
体へ貢献し続ける。

鉱業・砕石業

福江港から定期船で２３分

鉱
業
・
砕
石
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡● ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
建築、土木、不動産業

求める人材・人材育成方針

入社後１年間は教育期間と考えていますので、長く勤められる
方が来てくれればと思います。一人前になるために１から丁寧に
教育します。自分で物事を考え、疑問に思うことは素直に聞くこ
とができ、積極的に行動できる方。幅広い年齢層の人とうまくコ
ミュニケーションがとれる方。

�求める資格 １・２級土木施工管理技士
〃 建築 〃
〃 建築士 の取得を目指します。

�勤務時間 ８：００～１７：００（休憩９０分） サマータイム休憩 １０５分

初任給 勤続１０年
２５０，０００円１５０，０００～１８０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
８名 １１名 １１名 １６名 １３名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
入社はじめは同期の人たちと共に研修をしました。研修では先

輩から、主に測量について教えてもらいました。具体的にはレベ
ルやトランシットといった機器の使用方法を学び、その機器で測っ
た値から敷地の面積や高さなどをパソコンを使って求め、図面を
書いたりしました。
建設業は、肉体労働はもちろんのこと、いろんな書類を作るデ

スクワークもあるので大変な仕事ですが、成果が目に見える形で
分かる、やりがいのある仕事だと思います。少しでも興味のある
方はぜひ今村組で一緒に働いてくれればと思います。（２１歳男性）

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 今村 音博
■設 立 昭和３年１２月１日
■資本金 ５千万円
■年 商 ２０億円
■従業員数 ５９名（男４２名・女１７名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：変形労働時間。日曜休。
■福利厚生 ：新入社員研修約５日（会社負担）

【企業理念】社会貢献
企業理念は「地域社会に貢献する」です。地域社会
に貢献する事業であれば、難工事や採算性が低い工
事を率先して行います。主な事業内容は土木工事（道
路、河川、港湾）、建築工事の施工、建築設計業務
です。

就職活動中の皆さまへ

新聞に掲載されるような大きな仕事をしません
か？

株式会社 今村組
所在地 五島市東浜町一丁目20番地13号
問合せ 営業部 TEL:0959-72-3348 FAX:0959-72-6311
E-mail ima.2@coral.ocn.ne.jp
URL http://imamuragumi.net/

良好な職場環境です
やりがいは毎年新聞に掲載される大きなプロジェクトに参加で
きることです。職場環境は有休消化率等がほぼ１００％など良好で
す。

建設業

福江港から車で約１分

建
設
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

●

●福江郵便局

●水神宮

●五島海陽高校

●
福江小学校 石田城跡●

ココ

福江城山町郵便局

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
・建設事業 新築住宅、リフォーム、解体、店舗施工等

・再生可能エネルギー事業 太陽光発電等

・リサイクル事業 再生建材（木チップ、瓦チップ、ガ
ラスチップ等）、固形燃料の製造・販売
求める人材・人材育成方針

自分で考え、しっかりと行動できる人材を求めています。
建設業に留まらず幅広い分野に適応できる人材を求めています。
建設関係業の経験者優遇ですが、未経験の方も歓迎です。

�求める資格 ・第二種電気工事士・２級内装仕上げ施工技能士
・２級塗装技能士 ・二級自動車整備士

�勤務時間 ８：００～１７：００

初任給 勤続１０年
２７５，０００円

勤続５年
２５０，０００円２００，０００円

※目安になります

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ３名 ６名 ６名 ５名

�出 張 あり（行先・頻度は目的による）

■ ■ ■ ■ ■

建売住宅自由見学
(随時１０：００～１７：００）
※お問い合わせ ０１２０‐６７６‐６７８

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 浦上 輝之
■設 立 平成１６年９月２４日
■資本金 ５百万円
■年 商 ３億円
■従業員数 ２１名（男１８名・女３名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日（年末年始、盆休あり）

年間１０５日
■福利厚生 ：雇用・労災・健康・厚生
【企業理念】
１．五島であることを誇りとする

離島であることをマイナスと捉えるのではなく、大
きな武器であると考えること。そして、それを活かし、
五島の活性化に貢献すること。

２．創意工夫に終わりはない
現状に満足することなく常に工夫し、日々前進する
こと。その努力をもってお客様の満足を追求すること。

就職活動中の皆さまへ
建設会社ですが、今後は建設業だけに留まらず、
事業を展開していきたいと考えています。それだけ
五島は魅力があり、可能性を秘めている島だと思っ
ているからです。最近は、UI ターン者も積極的に採
用しており、新たな可能性について模策を続けてい
ます。ぜひ一緒に「五島の
未来」を創っていきましょ
う。ご興味のある方はお気
軽にお問い合わせください。

有限会社 アクティヴ
所在地 五島市三尾野3丁目6番7号
問合せ TEL:0959-74-2359 FAX:0959-74-3102
E-mail zimu@goto-active.com
URL http://www.goto-active.com/

相談から施工、アフターケアまで
弊社は新築、リフォーム、店舗施工、解体工事、エクステリア
など様々な実績があり、結果お客様に満足いただいております。
もちろん施工して終わりという事はなく、責任をもってアフター
ケアもしっかりとサポートしております。
また、弊社は株式会社アース企画とも提携しており、不動産探
しからも相談を承っております。

建設業

福江港から車で約１０分

建
設
業
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五島市役所●

石田城跡●
五島観光歴史資料館●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール
●

緑丘小学校●

五島海陽高校●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２６０，０００円

勤続５年
２４０，０００円２２０，０００円

※あくまでもモデルケースです。
※賞与 年１回

事業内容BUSINESS
潜水業 ・港湾施設等の水中基礎部建設

・土木事業 ・再生可能エネルギー風力事業
求める人材・人材育成方針
五島の港・海岸、または生活に必要なライフラインを守るため

にも必要な、いなくてはならない潜水士や土木作業員として、物
を作る楽しみ・専門的な技術等を身につける楽しみを感じながら
一歩一歩前進できる人を求めます。また、各作業の実務指導のプ
ロセスを通して、良き人材を育て、地域（五島）に必要とされる
会社にしていきたいと思います。
�求める資格 土木施工管理資格・潜水士・普通自動車運転免許
�勤務時間 ７時間
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２名 ０名 ６名 ５名 ０名

�出 張 港湾潜水の場合は長崎県域。風車のメンテナンスの場合は
日本各地。期間については未定。

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
２９年１０月に入社した者です。私は海が
好きで花村潜建に入社出来たら潜水のプ
ロとして活躍したいと思い、佐賀県唐津
の職場を退社して入社しました。実際に
入社して作業をやるとスキルの高さやプ
ロ意識の高さに感動し、さらに仕事への
興味を覚えて、楽しくてなりません。

３０年１月に入社した女性ですが、花村
潜建に入社して、私１人だけ女性だけど
仕事出来るかなと不安に思いました
が、意外に会社から縛られることな
く、仕事でも自分の意見を取り入れ
てもらって、自由に楽しく過ごして
います。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 花村 貞弘
■設 立 昭和６３年７月２７日
■資本金 ６百万円
■年 商 １億円
■従業員数 １３名（男１１名・女２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：毎週日曜、土半日
■福利厚生 ：社会保険、雇用保険加入
■手当等 ：出張手当、潜水手当、管理手当

【企業理念】
陸上や海中の建設を通して、プロ意識を高め将来の
後継者を育てる企業にします。

就職活動中の皆さまへ

陸上の土木事業、海中の港湾潜水作業、再生可能エ
ネルギー風車のメンテナンスといった、他社にはな
い営業部門で、入社される皆様の提案とスキル等を
もって自分に合った部門を
選べるので、楽しい職場を
作れると思います。

株式会社 花村潜建
所在地 五島市籠淵町87番地16
問合せ TEL:0959-75-0260 FAX:0959-75-0775
E-mail info@hanamura-s.co.jp
URL http://www.hanamura-s.co.jp

弊社は、海に囲まれた五島で潜水業を主として営んでいて、港
湾施設等の水中基礎部を建設する会社です。近年では五島の後
継者を育てるためにも、事業拡大として土木事業や再生可能エ
ネルギーの風力事業にも力を注いでいます。

建設業

福江港から車で２５分

建
設
業
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五島市役所●

石田城跡●
五島観光歴史資料館●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール
●

緑丘小学校●

五島海陽高校●ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
・土木（海上・陸上）一式工事
・建築一式工事に関する監理施工業務
・太陽光発電の売電事業

求める人材・人材育成方針
今後最重要と考えていることは、今まで培った知識・経験・技術を後世
へ伝えて行くことです。長期での人材育成プランを考えており、現場や事
務所での作業でどの作業が一番合うか判断し、個性を活かすことに重点を
置きながら育成していきます。好奇心旺盛で何事にもチャレンジ精神で取
り組んでいける様な人材を求めています。

�勤務時間 ８：３０～１７：００
（休憩１２：００～１３：００ 午前、午後の各１５分）

初任給 勤続１０年
２７０，０００円

勤続５年
２２０，０００円１８０，０００円

�給 与

賞与あり 年２回
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

１名 ６名 ３名 １８名 ４名

�出 張 あり（１年間で２～３回程度（長崎））

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
今年の２月５日に入社した松本大吾です。前職はメガネ屋、その前は飲
食業に携わっていました。入社し約４か月経ちますが異業種からの転職と
いうこともあり、最初は不安ばかりでした。建設業は汚い、恐いなどの悪
いイメージばかりでしたが、まったくその様な事はなく、上司、先輩方が
自分に合った教育プランを構築してくれており、自分が今何をすべきか、
目標が明確であり迷うことなく仕事ができており教育基盤がしっかりとあ
る印象です。また、働き方改革や職場環境の改善に積極的に取り組んでお
り、常に成長し続けている会社だと身に浸みて感じています。ほとんど残
業がないので１７時から自分の時間に使えるのも魅力的です。講習や資格取
得にも力を入れていますので、仕事をしながら様々な資格取得もでき、他
の建設会社の方とも交流があるので、コミュニケーション能力や将来に役
に立つ物事が学べるので、一石二鳥以上の価値のある会社だと思います。
まず入社したら、上司、先輩がビジネスマナー等、細かいところから丁寧
に教えてくれますよ。少しでも興味があったなら話だけでも聞きにきてく
ださい！よろしくお願いします！

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 増山 富博
■設 立 昭和２６年
■資本金 ３千万円
■年 商 １７億５千５百万円（平成２９年度）
■従業員数 ３２名（男３０人・女２人）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：日曜日、隔週土曜日
■福利厚生 ：雇用、労災、健康、厚生、退職金共済
■手当等 ：仕事担当内容による
【企業理念】

支える力、護る力、拓く力で未来を作る
Power on our mind
就職活動中の皆さまへ

当社は３０代前半の社員が中心となり若返りを計っ
ている最中です。建設業の印象はまだ悪いイメージ
がありますが、週休二日制への積極的な取組や働き
やすい環境づくりを最重要
課題としています。

増山建設株式会社 五島支店
所在地 五島市吉久木町472
問合せ TEL:0959-72-4118 FAX:0959-72-5222
E-mail kunsyou-masuyama@masuyama-gp.co.jp
URL http://www.masuyama-gp.co.jp

建設業

福江港から車で１０分

建
設
業
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ココ
●崎山小学校

●崎山中学校

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
・建設業・椿油製油、販売・捕獲罠（括り罠）製造、販売

求める人材・人材育成方針

普通自動車運転免許
職種により異なりますが、未経験の方でも歓迎です。

�勤務時間 基本８：００～１７：００（職種により異なる）

�給 与 詳細は問い合わせ

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ２名 ５名 １名 ３名

�出 張 あり（催事参加の為）

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 野瀨 策一
■設 立 平成３年７月１日
■資本金 ２千万円
■年 商 １億円
■従業員数 １１名（男７名・女４名）
■職場体験・見学 可（事前連絡必要。出来ない場

合もあります）

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：職種により異なる（カレンダー規定

による）
■福利厚生 ：各種加入（問い合わせください）

就職活動中の皆さまへ

未経験の方でも歓迎。元気のある方、根性のある
方、やる気のある方を求めます。

有限会社 野瀬建設
所在地 五島市下崎山町457-1
問合せ TEL:0959-73-6066 FAX:0959-73-6072
E-mail nose-inc@vc.fctv-net.jp
URL ―

もともとは建設業を本業とする会社ですが、平成２５年からイノ
シシなどの有害鳥獣の捕獲に取り組んでおり、平成２６年からは
椿油の製造も行っております。地域資源を活かしつつ、市内産
業の発展に寄与します。

建設業

福江港から車で１０分

建
設
業
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●福江文化会館

●
福江城山町
郵便局

●五島市中央公園市民体育館

●
五島海陽高校

●
親和銀行
福江支店

●五島市中央公園

●
福江小学校

●

●五島警察
石田城●

（有）つばき屋大津店

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
寿司一般製造
取扱い商品：五島鬼鯖鮨、あぶり鬼鯖鮨、鬼鯖刺身（季節限定商品）

求める人材・人材育成方針

明るく元気でみんなと協調して仕事が出来る方。
自身の考えをもって行動する人。
�求める資格 基本的なパソコン操作（ワード・エクセル等）
�勤務時間 ９：００～１８：００（事務所）
�給 与 １５０，０００円～３００，０００円
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

２名 ２名 ３名 ４名 ０名

�アピールポイント
社員の親睦を大切にしています。夕やけマラソンや三井楽ペーロン大会
等にも参加し、楽しんでいます。
�出 張 あり（催事担当者のみ）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
出張が大きな魅力です
五島にいながら東京や
名古屋などに出張したり、
島外の雰囲気を感じ取れ
るのが魅力。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役社長 浦 和弘
■設 立 平成元年１１月
■資本金 ３百万円
■年 商 ２億円
■従業員数 １１名（男８名・女３名）
■職場体験・見学 見学 可、体験 不可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日制
■福利厚生 ：各種社会保険完備、退職金制度、財

形貯蓄
■手当等 ：通勤手当

【企業理念】
食を通じお客様に感動と笑顔をお届けする商品作り
を心がけます。

就職活動中の皆さまへ

五島から全国へ五島の魅力を伝えていきましょう。

株式会社 三井楽水産
所在地 五島市上大津町1161番地1
問合せ TEL:0959-88-9110 FAX:0959-88-9112
E-mail info@onisaba.jp
URL https://onisaba.com/

鬼鯖ブランドを立ち上げて全国に普及する
ことを目指しています。

製造業

2002年五島のシンボルである鬼岳に因み『鬼鯖』を商標登録
福江港から車で約５分

製
造
業
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五島中央病院●

●御茶園山
五島市消防本部●

●
長崎県五島振興局

農林水産部家畜衛生課

ココ
五島シティモール
●

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
魚肉ねり製品製造販売業

求める人材・人材育成方針

○モノづくりが好きな方（想像力、やりぬく力）
○チャレンジ精神（バイタリティ）
○チームワーク力（共有、チーム思考）
○この島が好き（故郷への恩返し）

�勤務時間 ８：００～１７：００
�給 与 初任給 １３０，０００円
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

４名 ２名 ９名 ２名 ５名

�出 張 あり（年に３～４回、関東・九州他）

■ ■ ■ ■ ■

取扱い商品…
魚肉練製品
（すりみ、かまぼこ、
てんぷら）

平成２７年度全国蒲鉾品評会
農林水産大臣賞
ほか受賞多数

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 山本 善英
■設 立 平成２８年４月１日
■資本金 ８百万円
■年 商 １億円
■従業員数 ２２名（男１１名・女１１名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日
■福利厚生 ：雇用保険、労災保険

【企業理念】真心と笑顔120％
五島の地の利を活かし、練り物を通じて、島の風土、
味、心を発信します。

就職活動中の皆さまへ

島の恵みに直接触れて加工します。五島特産品の
練り物を共に作り発信しましょう！

株式会社 しまおう
所在地 五島市吉久木町729番地1
問合せ TEL:0959-74-2525 FAX:0959-74-2524
E-mail office@shimaoh.co.jp
URL http://shimaoh.co.jp/

島の恵みを真心こめて
島の恵み（魚、野菜）を真心こめて練ります。
物産展、ネットなど全国各地へ展開してます。

製造業

福江港から車で約１０分

製
造
業
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宗念寺●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
長崎の特産品である「かんころ餅」や、日本の伝統的な年中行事に
欠かせない餅菓子等を製造販売しております。
取扱い商品：かんころ餅、餅、まんじゅう、大福など

求める人材・人材育成方針

（製造部）コミュニケーション能力に長け、自社商品を大事にON／OFF
の切り替えができる方、募集中！

（事務）成功する成功しないに関わらず、自分の持てる全ての能力を使っ
て最後までやり通す方。

（育成方針）基礎から徐々に教えていきます。

�製造資格 普通自動車免許（MT）
�事務資格 普通自動車免許（AT）、Excel２級、Word２級
�勤務時間 工場：７：００～１６：００／８：００～１７：００

事務：９：００～１８：００
�給 与 初任給 工場：１５０，０００円 事務：１３０，０００円

２年目以降は能力と経験により応相談
賞与：１２月

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ２名 ３名 １名 ２名

�出 張 あり（関東、関西、九州、年に１０回程度）

時に厳しく、時に緩く、一人一人の成長を最後まで見守る会社ですので、
興味が少しでも湧いたのなら、是非ご来訪ください。

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
・和気あいあいと働ける楽しい職場です。
・色々な面で仲間同士が助け合える職場です。

プロフィールPROFILE
■代表者 眞鳥 浩次
■設 立 平成２９年８月１日
■資本金 ５百万円
■年 商 ５千５百万円
■従業員数 ９名（男４名・女５名）
■職場体験・見学 見学 可、体験 不可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：毎週木曜日、指定休日
■福利厚生 ：あり
■手当等 ：交通費支給

【企業理念】
安心・安全な商品をお客様へお届けし、お客様から
信頼される企業を目指します。

就職活動中の皆さまへ
私たちは、新商品開発と販路拡大を主に行ってお
ります。
年齢は問いません。

株式会社 真鳥餅店
所在地 本社:五島市三尾野町1160-4 店舗:五島市三尾野1-1-8
問合せ 本社TEL:0959-72-2588 店舗 TEL:0959-74-5963 FAX:0959-72-2708
E-mail matorimochiten@matomochi.com
URL http://yokamochi.com

五島の情報発信に積極的に
取り組んでいます

製造業

福江港から車で約５分

製
造
業
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●水神社

●大蓮寺●
●

●
●

松園歯科医院
五島市役所
富江支所

富江郵便局
事代主神社

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
練り物製造・販売
２０１４年に新工場移転、２０１５年には東京都世田谷区に島外初の直営
店を開店。２０１６年には冷風乾燥機を導入し、きびなごの燻製など
新たな商品開発にも取り組んでいます。

求める人材・人材育成方針

製造から接客販売まで幅広く適応できる人材を求めています。
特に、営業経験者、接客販売経験者歓迎。
魚を扱える人、また魚の知識が豊富な人歓迎。
�求める資格 ・自動車免許MT
�勤務時間 ８：００～１７：００
�給 与 初任給 １４０，０００円（能力に合わせて昇給あり）
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

２名 ２名 １５名 １０名 ２名

�そ の 他 制服支給・交通費支給・自社製品社割（１０％～２０％割引）
�出 張 あり（本人希望により長崎・関東）

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 濱口 正秀
■設 立 昭和５９年１０月４日
■資本金 １千万円
■年 商 ３億円
■従業員数 ３１名（男１０名・女２１名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：水、日、祝（１０月～１２月は日のみ）

GW、お盆、年始
■福利厚生 ：各種保険加入、有給休暇制度、扶養

手当有り

【企業理念】
練物を通じて五島の魅力をお届けします。

就職活動中の皆さまへ

私たちと一緒に、「五島がごちそう。」と思っても
らえる安心安全なおいしいかまぼこをつくり、全国
の方々へ届ける仕事をしま
せんか？

株式会社 浜口水産
所在地 五島市富江町富江357番地230
問合せ TEL:0959-86-0032 FAX:0959-86-3233
E-mail hama3@lime.ocn.ne.jp
URL http://www.goto-maki.net

新鮮素材にこだわっています
海に囲まれ、豊富な漁業資源に恵まれた地の利を活かし、「新鮮
素材」にこだわった練り物を作り続けて７０余年。「昔ながらの手
作り」「魚本来の味を十分に引き出すこと」をモットーに、自然
にそれぞれの魚の味がする、本来の美味しさを全国のお客様に
届けています。

製造業

主にかまぼこ（練り製品）
を製造・販売しています。
特にこだわりのかまぼこは、
つなぎの粉を使わない無で
ん粉で、着色料や保存料、
化学調味料も不使用です。

大波止ターミナル店では奥の
厨房で揚げた天ぷらも販売し
ています。お客様の声を身近
に感じられるので、やりがい
を一番感じやすい場所です。

東京都世田谷区にある直営店
です。自社商品だけでなく、
五島列島の銘産品である五島
うどんやかんころ餅、干物や
野菜なども販売しています。 福江港から車で約３０分

衛生管理を徹底した工場で作業を行います。午前中は練り・成形・揚げ作
業・機械洗浄がメインです。午後からは翌日作業の準備や、真空包装作業
等を行います。

製
造
業
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▲
福見岳

●牢屋の窄殉教記念教会　

深浦荘●

折紙展望台●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
えび養殖・加工・販売
車えびの生産から加工・販売まで6次産業化にいち早く取り組んでいます。

求める人材・人材育成方針
［求める人材］
生き物と向き合い、その仕事を楽しめる人。経験は問いません。何事に
もチャレンジできる人。

［人材育成］
当社は自立型人材の育成が基本です。自分で気づき、自分で考え、自分
で活躍の場を考える。そうした人材の育成のための場を提供していくこ
とが大切だと考えています。

［その他］
養殖池の潜水あり（入社後、潜水士の資格を取得してもらいます）。養
殖時期には宿直があります。

�求める資格 普通自動車運転免許
�勤務時間 ８：００～１７：００（休憩９０分）
�給 与 初任給 １４６，５００円～１６８，５００円
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

１名 ４名 ２名 １名 ０名
�出 張 あり（年に１回程度、同グループの他事業所へ（周防大島・

種子島ほか））

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
やりがいのある仕事です
車えびの養殖は想像以上
に厳しくハードではありま
すが、自分たちで卵から孵
化させ成長を見守ることで
喜びを感じ、やりがいも出
てきます。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役社長 尾﨑 健一
■設 立 平成８年４月１日
■資本金 ２千７百万円
■年 商 ５億円
■従業員数 全社 ３０名（男２４名・女６名）

五島事業場 ８名（男６名・女２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：年間約９８日（年末年始含）
■福利厚生 ：各種社会保険完備

退職金制度 有

【企業理念】幸福・貢献
全従業員の幸福と、人類・社会の進歩発展に貢献し、
お客様、取引先、地域社会、社員から支持され、必
要とされる企業グループを目指します。

就職活動中の皆さまへ

自らの足で情報を得て、
悔いのない様に頑張ってく
ださい‼

株式会社 拓水 五島事業場
所在地 五島市蕨町146番地3
問合せ 五島事業場 TEL:0959-77-2340 FAX:0959-77-2341
E-mail takusui-g@k-int.jp
URL http://takusui-group.com/

日本一の車えびを五島から
五島列島から日本一の車えびを送り出すことを目標に日々業務
に励んでいます。国内最大の車えび養殖企業の中核として更な
る発展を目指します。

製造業

福江港から船で約２０分、田ノ浦港から車で約１０分

製
造
業
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五島市役所●

石田城跡●
五島観光歴史資料館●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール●
緑丘小学校●

五島海陽高校●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
・「石焼ごと芋」を主とする冷凍食品の製造、販売
・「五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー」など
常温レトルト食品の製造、販売

・おみやげや「ごと」の店舗運営

求める人材・人材育成方針

「向上心のある人」「責任感のある人」「素直な人」を歓迎します。
当社は今後数年で一気に成長を加速させることを考えおり、その
スピード感を楽しんで乗りこなしていただける人材を求めていま
す。
能力、スキルによっては入社時より事業中枢に携わっていただ
く可能性もあります。

�求める資格 職種により異なりますが、基本的に未経験者も歓迎いたし
ます。

�勤務時間 基本的には９時～１８時（職種により異なる場合あり）

�給 与 初 任 給 １６０，０００～１８０，０００円
中途採用 ２００，０００～４００，０００円

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６名 ７名 ６名 ５名 ２名

�出 張 あり（職種によっては数ヶ月に１回程度）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
若手からベテランまで、男女比もほぼ半々で楽しく活気のある
職場です。
主に販売部門と製造部門に分かれ、自社製造の商品を中心に全
国に販売しています。

プロフィールPROFILE
■代表者 木下 秀鷹
■設 立 平成１８年８月１８日
■資本金 ９千９百万円
■年 商 １億２千万円
■従業員数 ２６名（男１４名・女１２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休二日制

連続６ヶ月経過後年次有給休暇日数
１０日

■福利厚生 ：各種保険加入（雇用・労災・健康・
厚生）
全職種バイク・マイカー通勤可、実
質毎月３０，０００円まで（上限）の通勤
手当あり。

【企業理念】
当社は、地方から日本を元気にする企業の代表とし
て、長崎五島発のおいしい「食」でひとりでも多く
の人を幸せにすることを目指します。

就職活動中の皆さまへ
各自のキャリアプラン、能力、適性によって幅広
く活躍の場を提供させていただきます。少しでもご
興味のある方はぜひご連絡くださ
い！

ごと株式会社
所在地 五島市吉久木町726番地1
問合せ 代表取締役 木下 秀鷹 TEL:0959-75-0111 FAX:0959-75-0022
E-mail saiyo@ml.nagasakigoto.jp
URL https://nagasakigoto.net/

「五島から、おいしさを届けたい」
社のスローガン「五島から、おいしさを届けたい」を全社員が
意識し、長崎五島産のものにこだわった商品を、製造から販売
までほぼ全て自社で行っていることを誇りにしています。
また、日本を代表する企業になることを本気で目指しています。

製造業

福江港から車で１０分

製
造
業
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五島市役所●

石田城跡●
五島観光歴史資料館●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール●
緑丘小学校●

五島海陽高校●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
五島うどんの製造・販売

求める人材・人材育成方針

○明るくて自分で考え行動し、協調性のある人。
未経験者でも歓迎です。
○入社後はうどん作りの研修をし、安心安全な商品作りを身に付
けます。

�求める資格 普通自動車運転免許

�勤務時間 ８：００～１７：００

�給 与 初任給 １３５，０００円～

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ２名 ２名 ４名 ３名

�出 張 あり（年に数回の催事、長崎・福岡・大阪・名古屋・東京
他）

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 中本 茂
■設 立 昭和６１年１０月１０日
■資本金 ５百万円
■年 商 １億４千万円
■従業員数 １２名（男３名・女９名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日（変動制）
■福利厚生 ：社会保険 労災保険

【企業理念】
○地域、社会に貢献し、お客さまに喜ばれるような
商品、職場作りを一人一人が自覚し、五島うどん
の製法を守りながら新しい事へも挑戦し、共に成
長していく会社を目指します。

就職活動中の皆さまへ

今、五島うどんは全国から海外へと広がっています。
私達と一緒に、五島の観光を盛り上げ、五島から
世界へと発信していきま
しょう！

製造業

株式会社 中本製麺
所在地 五島市吉久木町831番地1
問合せ TEL:0959-72-4846 FAX:0959-72-4847
E-mail nakamoto-seimen@wind.ocn.ne.jp
URL http://www.gotoudon.jp/

うどんを全国・海外へと広げるため、
平成２９年五島市へ進出しました。

福江港から車で１０分

製
造
業
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●カトリック貝津教会

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
安全で安心の商品づくり
食品製品製造業。ハム・ソーセージ、バターを無添加で製造。

求める人材・人材育成方針

製造にかかわる人。場合によって営業の助手としてもマンツー
マンで教えます。

�求める資格 普通自動車運転免許

�勤務時間 ８：３０～１７：００（休憩有）

�給 与 時給８００円※育成期間３ヶ月間は７５０円※昇給有

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 １名 ３名 １名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

ハムソーセージ、ベーコン等加工品、精肉、バター

プロフィールPROFILE
■代表者 中村 嘉孝
■設 立 昭和５５年１１月２０日
■資本金 ５千万円
■年 商 ４千万円
■従業員数 ５名（男０名・女５名）
■職場体験・見学 見学 不可、体験 就職前提に可。

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土日、祝祭日／年末年始・お盆
■手当等 ：通勤、家族、職務

【企業理念】
無添加でおいしく健康的な食をつくろう。

就職活動中の皆さまへ

仲良くやってますよ！

五島牧場有限会社
所在地 五島市三井楽町濱窄453番地
問合せ TEL:0959-84-3377 FAX:0959-84-3379
E-mail goto-ham@juno.ocn.ne.jp
URL http://gotobokujyo.com/

五島産原料肉を使用し、添付剤を使わないハム・ソーセージを
作っています。また、飲用乳を使用したフレッシュであっさり
としたナチュラルバターもご好評をいただいております。

製造業

福江港から車で４０分

製
造
業
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ココ

●崎山小学校
●崎山中学校

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
●婦人、子供服肌着製造業
●TOYOTAカーシート製造

求める人材・人材育成方針

・明るい性格で、健康な方
・技術習得等、仕事に対して前向きに積極的に取り組める方

�勤務時間 正社員 ８：３０～１７：００ パート ９：００～１６：００

初任給 勤続１０年
１４０，０００円

勤続５年
１３５，０００円１３０，０００円

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
５名 ２名 １０名 １０名 ８名

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 桑原 勝利
■設 立 平成４年５月
■資本金 １千５百万円
■年 商 ８千万円
■従業員数 ３５名（男２名・女３３名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：日曜・祝祭日・夏季休暇４日・

年末年始８日
■福利厚生 ：厚生年金・雇用保険・健康保険
■手当等 ：通勤手当・皆勤手当

【企業理念】
誠心・誠意
当社の製品を愛用してくださる全国の皆様に喜んで
頂ける様に真心を込めて製造いたしております。
また、取引先様にも納期、品質等、誠心・誠意対応
しております。

就職活動中の皆さまへ
五島で初めてのカーシート（TOYOTA社）の製
造を始めました。国内外へ
最高の製品を送り出しま
しょう。

製造業

福江サンヨー 株式会社
所在地 五島市下崎山町979-1
問合せ TEL:0959-73-6840 FAX:0959-73-6847
E-mail f-sanyo@vc.fctv-net.jp
URL ―

製品は全て島外の大手商社に出荷しており、いわゆる外貨を稼
ぐ形で五島の活性化に寄与していると自負しております。
最近は、これまで取引のなかった一流商社からの引き合いも多
くなり、より一層希望が持てます。

福江港から車で１０分

製
造
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
○LPガス販売
○住設機器販売
○各種工事

求める人材・人材育成方針

「自然体」「人懐っこい」「オリジナリティのある」人材を求めて
います。
資格取得を会社が支援します。

�勤務時間 ８：３０～１７：３０

初任給 勤続１０年
１９５，０００円

勤続５年
１７０，０００円１５０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
１６名 ９名 ６名 １名 ３名

�出 張 あり（年１～２回）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
喜びを味わってもらいたい
商品知識、工事知識を身につけ、販売につなげた際の喜びを味

わってもらいたい。
さらに、お客様の「ありがとう」を聞いた時の二度目の喜びを
味わってもらいたいと思います。

取扱商品：五島市一円へのプロパンガスの安全供給、灯油配達、
ガス・石油・電気機器販売設置、住宅設備機器販売設
置、ギフト商品販売等、住宅リフォーム、その他付帯
する各種工事

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 才津 政喜
■設 立 昭和３３年４月
■資本金 １千万円
■年 商 ６億８千９百万円（２０１７年３月期）
■従業員数 ３５名（男２６名・女９名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土・日・祝日（会社カレンダーによ

り当番出勤有）盆・正月
有給休暇（６ヶ月経過後より１０日間）

■福利厚生 ：社会保険・厚生年金・雇用保険
賞与年２回、交通費支給（社内規定による）

【企業理念】信頼関係
「信頼し、信頼され、感謝し、恩返しする」会社・
社員・お客様・社会の信頼関係を大事にしています。

就職活動中の皆さまへ

個人が成長するために助け合
いの出来る会社です。個人成長
し会社全体も成長させていきま
しょう。

株式会社 才津政男商店
所在地 五島市中央町3番地21
問合せ TEL:0959-72-3318 FAX:0959-72-7738
E-mail info@saitsumasao.com
URL http://saitsumasao.com/

三つの約束
若い社員が多く、活気がある会社です。
五島の皆さまに安心・安全かつ快適に
ガスを使っていただくための三つの約束
１．小さな工事も喜んで
２．スピード対応
３．２４時間３６５日対応

電気・ガス・熱供給

福江港から車で約３分

電
気
・
ガ
ス・
熱
供
給
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ココ

五島市消防本部　
岐宿出張所●

二本楠郵便局●

ごとう農業協同組合●
西部支店　

山内保育園●

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２３０，０００円

勤続５年
２０５，０００円１８０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
防災無線工事・点検
道路照明工事

求める人材・人材育成方針

何事にもくじけないで、一生懸命取り組む人

�求める資格 電気工事士・電気通信工事士

�勤務時間 ８：３０～１７：３０（休憩６０分）

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ３名 １名 ０名 ２名

■ ■ ■ ■ ■

このパンジーを見て、笑顔を絶やさない職場づくりを心がけてま
す。

プロフィールPROFILE
■代表者 取締役 中村 梅子
■設 立 平成１２年８月２８日
■資本金 ５百万円
■年 商 ５千万円
■従業員数 ６名（男６名・女０名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土・日・祝祭日
■福利厚生 ：健康保険、雇用保険、労災保険、

厚生年金

【企業理念】毎日感謝
就職活動中の皆さまへ

やる気のある方を求めています。

有限会社 三栄ネット
所在地 五島市岐宿町中嶽1733番地9
問合せ TEL:0959-75-7530 FAX:0959-75-7531
E-mail sanei@k-int.jp
URL ―

電気通信工事業
電気工事業

情報通信業

※事務所に置いてあるものです。

福江港から車で２５分

情
報
通
信
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給（２２才）
勤続１０年
１７６，０００円

勤続５年
１６１，０００円

１４８，０００円
内 住宅手当 １５，０００円
皆勤手当 ５，０００円

他に時間外勤務手当、通勤手当、責任者手当等あり。
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
五島本社はアイランド・インプット・センター（IIC）として、
ディーソルグループ全体のデータ入力業務を担っています。

求める人材・人材育成方針

○集中できる方→黙々と作業ができる方に向いています。
○努力できる方→入力スキルは日々の努力から！
○入力業務は、弊社グループの事業の基礎となる重要な業務です。
「自己成長のために努力を惜しまない方」
○仕事は１人では完結できません。職場の仲間との連携が必要で
す。「協働の意識やコミュニケーションを大切にされる方」

�求める資格 特になし
�勤務時間 ８時間（＋休憩１時間）
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６７人 ８９人 ７４人 ２０人 ４名

�そ の 他 ・弊社が所属するディーソルグループは、７つの事業所と
５つの関連会社で構成され、全国展開しています。

・弊社グループは、データ入力だけでなく、その入力され
たデータを加工、編集、分析、印刷するなど一連の業務
（入口から出口まで）を行うことができ、業績も順調に
推移しています。

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
情報処理業務を行っています
各種データの入力（アンケート、試験結果、カルテ情報、検査
依頼書、卸発注など）と、その入力データをチェックする業務。
入力データを加工・編集する情報処理業務。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 今村 勇雄
■設 立 平成２０年４月８日
■資本金 １千万円
■年 商 ４億６千万円
■従業員数 ２５４名（男８５名・女１６９名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土・日・祝日
■福利厚生 ：健康保険、雇用保険、労災保険

厚生年金、住宅手当

【企業理念】 CSR（企業の社会的責任）
１ 信頼される企業を目指します。
２ 社会に優しい企業を目指します。
３ 新たに森林認証を取得し、地球環境への負荷
を低減し、持続可能な社会への貢献を目指し
ます。

就職活動中の皆さまへ

地域に貢献する楽しい職
場を目指しています。ぜひ、
一緒に働きませんか。

株式会社 ディーソルHPI
所在地 五島市福江町5番1号 NTTビル3 F
問合せ 管理部 近藤 TEL:0959-74-5601 FAX:0959-74-5602
E-mail akondo@d2sol.co.jp
URL http://www.hpi-dcs.co.jp/

社会に優しい信頼される企業を目指して
社名にある「HPI」は「Human Powers of Island」の頭文字を
取ったもので、弊社を創設した五島、広くは日本という島の大
いなる人力によって事を成すという想いが込められています。

情報通信業

福江港から車で約５分

情
報
通
信
業
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宗念寺●

五島市役所●

●五島高校

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●
福江郵便局

●
福江小学校

●五島海陽高校
●清浄寺

●石神神社

●五島警察署
石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２１０，０００円

勤続５年
１８０，０００円１５０，０００円

※制作業務で勤務した場合、残業代手当別
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
取材、原稿作成、番組編集、アナウンス、コマーシャル・
制作等、コミュニティチャンネル制作

求める人材・人材育成方針
○映像制作の経験をお持ちの方
○コミュニケーション力のある方
○何事にも前向きに挑戦できる方
○チームでの作業ができる方
○管理業務の経験をお持ちの方
�求める資格 普通自動車免許（要）
�勤務時間 基本（８：３０～１７：００）休憩 １時間
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ３名 ２名 ４名 ２名

�そ の 他 制作業務に関しては、早朝や深夜の勤務があるため、フレッ
クスタイムでの勤務になる場合がございます。

�出 張 あり（年に数回長崎・福岡等）

■ ■ ■ ■ ■

取材、原稿作成、番
組編集、アナウンス、
コマーシャル・制作等、
コミュニティチャンネ
ル制作に関わる全ての
業務に携わっていただ
きます。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 才津 輝夫
■設 立 平成２年５月３０日
■資本金 ４千９百３９万円
■年 商 １億７千万円
■従業員数 １２名（男１１名・女１名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：月７日（正月）
（シフト制 土日出勤有）有給休暇
■福利厚生 ：社会保険、退職金制度有

【企業理念】未来をつなぐ
就職活動中の皆さまへ

ほとんどの方が未経験者です。

福江ケーブルテレビ株式会社（略称FCTV）
所在地 五島市坂の上1丁目4番7号
問合せ TEL:0959-74-5775 FAX:0959-74-5777
E-mail fctv-2f@vc.fctv-net.jp
URL http://www.fctv-net.jp/

五島の未来をつなぎます
社名の通り『ケーブルテレビ』の放送をメインとしている会社
です。他にも、インターネットや IP 電話、光ファイバーを活用
した様々な通信技術を提供しており次世代の情報サービス社会
を見据えた事業を展開しています。

情報通信業

ふくえチャンネル制作部

福江港から車で約５分スタジオ

情
報
通
信
業
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ココ
大山 神社●

金福寺●
保食神社●

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
業務内容は、通販の注文・商品の問合せ受付や既存のお客様・休
眠顧客を対象とした受注促進の発信業務などを中心に、福岡本社
と五島の２拠点で連携し、コールセンターを運用しています。

求める人材・人材育成方針

人とコミュニケーションをとることが好きで、協調性があり、
元気で闊達な人材を求めています。
新入社員研修や業務研修を
しっかり行っていますので、安
心してお仕事に就くことができ
ます。
�求める資格 パソコンの基本的

操作
�勤務時間 ８：００～２２：００の

実働８時間シフト制
�給 与 基本給 １８０，０００円 シフト手当 １０，０００円

試用期間２ヶ月（基本給１７０，０００円）
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

１名 ３名 ４名 ２名 １名
※上記は五島コールセンターの年齢構成です。

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 柏 篤雄
■設 立 平成１４年１０月８日
■資本金 ６百万円
■年 商 ３億４千５百万円
■従業員数 ２５０名（男３１名・女２１９名）

内五島Ｃ １１名（男０名・女１１名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日制（シフト制）
■福利厚生 ：賞与年２回（実績による）

通勤費支給（社内規定による）

【企業理念】顧客満足度の向上
シーエス・プレナーの社名はCustomer Satisfac-
tion＝顧客満足度と Enter Preneur＝企業家、起業
家から由来しています。

就職活動中の皆さまへ

「チャレンジ！」次は君
の番だ！

株式会社 シーエス・プレナー
所在地 五島市岐宿町岐宿2535番地 岐宿支所2F
問合せ 五島センター TEL:0959-75-4020 FAX:0959-75-4025
E-mail nita@cs-preneur.com
URL http://www.cs-preneur.com

費用対効果の高いカスタマーサポート
２４時間３６５日。年間を通して、クライアントのご要望に応じた最
も費用対効果の高いカスタマーサポートサービスを提供します。
※２４時間対応は福岡本社のみ

情報通信業

福江港から車で約２０分

情
報
通
信
業
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宗念寺●

●五島市役所
　　

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校

●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
業界トップシェアを誇る土木工事積算システム『Gaia』
（株式会社ビーイング開発・販売）に搭載するデータの
作成業務

求める人材・人材育成方針

パソコン業務・データ作成業務に興味のある方、スキルアップの
意欲があり、責任感をもってお仕事していただける方を求めます。
親会社が持つノウハウを使い丁寧に研修しますので、データ処理
のプロとして成長できる環境があります。

�求める資格 特になし

�勤務時間 ９：００～１８：００

�給 与 詳細はお問合せください。

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１５名 １１名 ２名 １名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

親会社である株式会社ビーイング（１９８４年設立。本社・三重県）
が開発・販売した全国トップシェアを誇る土木工事積算システム
『Gaia』の中核となるデータ作成を担っています。
五島出身の会長・津田が設立した当社・ビーイングDCも２年
目に入り、順調に業務を行っております。
お休みの日には、皆でバーベキューをしたりアットホームな雰
囲気です。新しい仲間をお待ちしてます！

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役社長 藤田 浩久
■設 立 平成２９年８月１日
■資本金 １千万円
■年 商 ―
■従業員数 ２９名（男７名・女２２名）
■職場体験・見学 見学 可、体験 不可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土・日・祝日・夏季／年末年始休暇
■福利厚生 ：社会保険完備、駐車場代一部補助
■手当等 ：役職手当、時間外手当、通勤手当（社

内規定による）

【企業理念】感謝・感恩・報恩
就職活動中の皆さまへ

パソコン業務が初めての方も、研修でどんどんス
キルアップできます。皆で一緒に成長しましょう！

株式会社 ビーイングDC
所在地 五島市江川町4番地14
問合せ TEL:0959-76-3300 FAX:0959-76-3301
E-mail akiko-fujita@dc.being.group
URL http://www.beingcorp.co.jp/beingdc/

長崎県と五島市の企業誘致により、２０１７年夏、五島市に設立し
ました。高い精度とスピーディな対応を誇るデータの専門会社
として、これから大きく成長してまいります。

情報通信業

福江港から車で３分

情
報
通
信
業
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宗念寺●

●五島市役所
　　

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校

●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
「五島と共に」をモットーに、五島市の観光、経済の発
展に貢献する企業を目指します。
島民の足を守る路線バスの運行をはじめ、観光を目的とした団体
様に利用頂いている貸切観光バスの運行、レンタカーの運営等。
更に、カンパーナホテル等の宿泊事業や、五島椿物産館（土産品
店）、椿茶屋（食事処）の運営等、五島の観光に携わる色々な事業
を展開しております。

求める人材・人材育成方針
何事にも臨機応変に対応し、お客様が何を求め、何をして欲しいのかを
常に考え、それを接客に活かしていける気配りのある方を求めます。
�求める資格 特にありません。
�勤務時間 カンパーナホテル予約担当者ある日の勤務時間

９：００～１７：００（休憩１時間）※基本的にはシフト制です。
�給 与 カンパーナホテル総合職

初任給 １４０，０００円 賞与 ３．３ヶ月（２９年度実績）
・その他各種手当有り

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
９名 ３名 ９名 ４名 ２名
※上記はカンパーナホテルの年齢構成です。

�アピールポイント
バス事業のみならず、ホテル、土産品店等、観光事業でも様々な事業を
展開していることもあり、五島観光の一端を担っております。
�出 張 あり（営業担当者は年３～４回、首都圏等）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
お客様を笑顔にしたい
従業員の声：様々なお客様と笑顔で接することで自分が知らなかった事を

知ることができます。また、ご利用いただいたお客様から、
「ありがとう、また来たいです」とお褒めの言葉をいただけ
ると、仕事に対する励みとなり次も頑張ろうという気持ちに
なります。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 市来 敦
■設 立 昭和１６年５月２７日
■資本金 ２千１百万円
■年 商 ７．６億円
■従業員数 １５２名（男９４名・女５８名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：有給・慶弔休暇
■福利厚生 ：社会保険完備

【企業理念】輸送の安全
就職活動中の皆さまへ
職場環境も人との出会いや交流が多い職場ですの
で、人と接することが好きな方、サービス業に興味
がある方、五島の観光を一緒に盛り上げましょう。

運輸業

五島自動車株式会社【カンパーナホテル】
所在地 五島市東浜町一丁目2番1号
問合せ 総務部 TEL:0959-72-2174 FAX:0959-72-8656
E-mail gotobus-keiri@cup.ocn.ne.jp
URL http://www.campanahotel.com/gotobus_top

観光に携わる事業を展開しています
心休まるくつろぎとおもてなしの空間をご用意しております。
会席料理から軽食・喫茶メニューまで島ならではの新鮮で美味
しい海の幸・山の幸をお楽しみください。五島の旅は、私たち
五島自動車グループにお任せください。

福江港から車で約１分

運
輸
業
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宗念寺●

●五島市役所
　　

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校

●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
一般区域貨物自動車運送業
内航海運取扱業
重量物搬入及びクレーン作業
レンタカー業（日産レンタカー福江店）
野母商船株式会社 博多～福江航路代理店

求める人材・人材育成方針

＜求める人材＞
元気で明るく挨拶ができる方
素直にありがとう、すみませんと言葉にできる方
＜人材育成＞
３年や５年で結果は求めません。１０年、１５年後に会社、地域の
リーダーとなり、会社はもちろん、五島のことを真剣に考えられ
る人になるように育成していきます。

�求める資格 普通自動車免許、大型免許・クレーン免許（運輸部門の場合）

�勤務時間 ７：４５～１６：４５

初任給 勤続１０年
約１６０，０００円

勤続５年
約１４０，０００円約１３０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２名 ４名 ７名 ４名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 坂井 成光
■設 立 昭和２３年１２月２８日
■資本金 ２千５百万円
■年 商 １億７百万円
■従業員数 １７名（男１５名・女２名）
■職場体験・見学 要相談

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：月７～８回（当番制）
■福利厚生 ：雇用保険、健康保険、厚生年金加入

【企業理念】
我々は五島の物流、観光を担っております。

就職活動中の皆さまへ

色々な企業を見て、自分を自己分析する就職活動
は自分が思っている以上に、能力や人間性が成長で
きる機会だと考えています。ぜひ、魅力のある皆さ
んと働けることを楽しみにしています。

運輸業

五島運輸 株式会社
所在地 五島市東浜町2丁目5-1番地
問合せ TEL:(0959)72-5108 FAX:(0959)72-5110
E-mail gotounyu@helen.ocn.ne.jp
URL https://itp.ne.jp/info/422830900500000899/

五島運輸㈱は運輸業として、五島の物流を担っており、人の体
で例えると、体内の血を循環させる心臓のような役割の仕事を
しています。その他に、クレーン車など重機を使用して公共事
業に関わったり、レンタカー事業を通して観光事業にも貢献し
ています。とてもやりがいや将来性のある仕事なので、ぜひや
るぞ！という気持ちを持っている方をお待ちしています。

福江港から徒歩で３分

運
輸
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
ドコモショップ 携帯電話販売

ワイワイタウン ボウリング場

求める人材・人材育成方針

未経験者でも安心して働ける職場です。
ドコモショップ福江店では、個人情報を扱う仕事なので、決し

て楽な仕事ではありません。本人のやる気と努力次第で成長し、
その成長に伴い評価されますので、達成感が感じられます。
健康で元気がある方を、求めています。

�勤務時間 ドコモショップ１０：００～１９：００
ワイワイタウン９：００～２４：００（うち８時間勤務）

�給 与 １４５，０００円～３４４，０００円

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
５名 ４名 ３名 ０名 ０名

�出 張 あり（役職により年に数回、長崎へ）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
協力
ドコモショップ福江店では、携帯電話やタブレットの取扱いを
始めとし、それに付随し発生する毎月の維持費をお客様と一緒に
考え、サポートします。時期（年末年始、卒業・入学シーズン）
によって多忙な時期がありますが常に続くわけではありません。
従業員のシフトにより、協力
し合いながら勤務しています。
ワイワイタウンは、ボウリ
ングを始めとしたアミューズ
メント施設です。毎月、イベ
ントを開催し地域の皆様への
娯楽を提供しています。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 山下 恒善
■設 立 平成２０年７月８日
■資本金 ３百万円
■年 商 ３億７千万円
■従業員数 １２名（男２名・女１０名）
■職場体験・見学 可
＊ドコモショップ福江店の場合は、個人情報を扱う
仕事なので、従業員側からの見学は不可ですが、
フロアスペースでの見学は可能です。

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：公休７日、有給休暇、育児休暇取得

実績あり
■福利厚生 ：雇用・健康・厚生年金加入

賞与年２回支給、退職金制度あり

【企業理念】笑顔と真心
就職活動中の皆さまへ

未経験者の方でも安心し
て働ける職場です。

卸・小売業

株式会社 ワイ・コーポレーション
所在地 五島市栄町9番地1
問合せ TEL:0959-72-8960 FAX:0959-72-1610
E-mail gotoyakult@crest.ocn.ne.jp
URL ―

ドコモショップ＆アミューズメント施設
今や生活必需品となった携帯電話を基にお客様のライフワーク
をより充実なモノに近づけるようサポート。また、ワイワイタ
ウンは五島唯一のボウリング場です。
弊社グループ事業として五島ヤクルト販売（株）があります。

福江港から車で約３分

卸
・
小
売
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
主にヤクルト製品・化粧品の販売を行っています。
また、弊社グループ事業としてドコモショップ福江店・ワイワイ
タウン（アミューズメント施設）も経営しています。

求める人材・人材育成方針

未経験者でも安心して働ける職場です。
先輩スタッフが業務を一つ一つ、丁寧に教えます。
健康で元気がある方を、求めています。
スタッフみんなでサポートします。

�勤務時間 ８：００～１７：００ ※土曜８：００～１２：００（隔週）

�給 与 １７０，０００円

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ０名 ９名 ２名 １名

�出 張 あり（福岡へ年数回）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
健康と笑顔をお届け
主力商品であるヤクルト製品の販売を行っている「ヤクルトレ

ディ」の人材を更に強化したいと思っています。人と接する仕事
を考えている方、お客様に健康と笑顔を一緒にお届けしましょう！

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 山下 恒善
■設 立 昭和４４年４月２日
■資本金 １千万円
■年 商 ２億１百万円
■従業員数 １２名（男６名・女６名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休二日（隔週）、有給休暇
■福利厚生 ：雇用・健康・厚生年金加入

賞与年２回支給、退職金制度あり

【企業理念】人も地球も健康に
就職活動中の皆さまへ

未経験者の方でも安心して働ける職場です。
ノルマ、買取なし。お客さまからの「ありがとう」
「待ってたよ」の声に必要とされていることを実感
します。

卸・小売業

五島ヤクルト販売株式会社
所在地 五島市栄町9番地1
問合せ TEL:0959-72-8960 FAX:0959-72-1610
E-mail gotoyakult@crest.ocn.ne.jp
URL ―

大切なのはお客さまとのふれあい
ヤクルトでは、お客さまに直接お会いすることを大切にしてい
ます。
それは、直接会って商品のお届けや、健康情報の提供を行うこと
でお客さまの健康で楽しい生活づくりにお役立ちするためです。

福江港から車で約３分

卸
・
小
売
業
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宗念寺●

●五島市役所
　　

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校

●五島警察署

石田城跡● ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
九州エリア最大規模の食品・酒類総合卸売業者です。受注発注業
務に加え、集荷や配送まで行うほか、新商品・季節商品の展開を
お願いされたりと様々な食品を扱うことが出来ます。
コカ・コーラ製品の販売業務も委託されており、島内の自販機製
品のメンテナンスも行ないます。

求める人材・人材育成方針

国分の「人材」の基礎にあるのは、社是にも掲げられた「信用」
という言葉に他なりません。
技能や能力は入社後OJTトレーニングをする中で身につけて
頂ければそれで構いません。自分の仕事に責任をもち、最後まで
やり通せる方を募集します。

�勤務時間 ９：００～１７：３０

�給 与 初任給 １４３，５００～１６２，３００円
賞与 年３回（平成３０年度実績）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
３名 ６名 ８名 ４名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
九州エリアを管轄する国分九州もその一助を担い、離島を含む
九州全拠点に営業所・事業所を構えています。その中でも五島営
業所では、島内のコカ・コーラ製品は全てを代行販売している他、
スーパーや飲食店への食品・酒類の流通に深く関わっており五島
の“おいしい”を支え続けています。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役社長 玉置 信一
■設 立 昭和４８年６月
■資本金 ５億円
■年 商 １千３百６７億円
■従業員数 ３９５名（男２６２名・女１３３名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土日祝日・夏季休暇・年末年始
■福利厚生 ：各種社会保険・資格取得支援
■手当等 ：通勤手当・子ども手当・介護手当 など

【企業理念】

継続する心・革新する力
就職活動中の皆さまへ

食に関心のある方、五島が大好きな方、少しでも
興味をもって下さった方は是非一度会社に足を運ん
でみてください！島の食生活を支える国分九州で、
私たちと一緒に次の１００年
をつくりませんか。

卸・小売業

国分九州株式会社 五島営業所
所在地 五島市東浜町3-8-2
問合せ TEL:0959-72-3121 FAX:0959-72-3464
E-mail info01@kpost.kokubu.co.jp
URL http://www.kokubu.co.jp/kyushu/

国分グループは創業３０７年の食品卸です。メーカーから６０万種
類もの商品を仕入れ、小売・外食産業などに販売しています。「地
域密着全国卸」として地域に根ざしたマーケティングと従来以
上の全国卸としての機能を発揮しています。

福江港から車で約１分

卸
・
小
売
業
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宗念寺●

五島市役所●

●五島高校

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●
福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

従業員一同

本店 奈留出張所

事業内容BUSINESS
信用組合業務全般（預金、融資、両替、為替等）
五島市中心部にある本店と奈留出張所があります。
平成３０年３月期 預金量１１９億円、融資量８４億円

求める人材・人材育成方針

組織の顔として、明るく、笑顔で応える人材を求めます。金融経
験は問いません。

●求める資格 普通自動車運転免許

●勤務時間 ８：３０～１７：３０（昼休憩１時間含）

初任給 勤続１０年
２００，０００～２５０，０００円

勤続５年
１８０，０００～２００，０００円１５０，０００～１８０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

●給 与

賞与 年２回（各１．８～２月）

●従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ４名 ４名 ６名 ２名

●出 張 あり（年に１～２回程度、長崎・福岡）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
大切にしています
“ふくしん”は、信用組合として、地元とお客様とのつながりを
大切にしています。

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 貞方 英世
■設 立 昭和３２年６月１３日
■資本金 ３億５千万円
■年 商 ２億２千６百万円
■従業員数 １７名（男性１１名・女性６名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休 日 ：土日祝日、年末年始１２／３１～１／３
休 暇 ：誕生日、夏季特休２日ほか法定年次休暇

■福利厚生 ：各種社会保険、厚生年金基金
■手当等 ：職務手当、役職手当、通勤手当 等

【企業理念】 五島市との共存共栄
就職活動中の皆さまへ

就職活動で「地元に貢献したい」「お客さまとの
つながりを大切にしながら働きたい」と考えている
学生の皆さんはぜひ、“ふくしん”を見に来てくだ
さい。そんな皆さんのやりたい仕事がたくさんあり
ます。ぜひ地元を盛り上げる
ために、私たちと一緒に働き
ましょう！

福江信用組合
所在地 本店 〒853-0002 五島市中央町8番地15 奈留出張所 五島市奈留町浦1818番地4
問合せ 業務課 TEL:0959-72-4181 FAX:0959-72-4173
E-mail fukushin2@fctv-net.jp
URL http://www.fukue-cb.jp

地域社会づくりに奉仕します
五島市に本拠を置くコミュニティバンクです。
協同組織金融機関として、相互扶助の精神に基づき、健全経営、
豊かな地域社会づくりに奉仕します。

金融業

福江港から車で約３分

金
融
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

●

●福江郵便局

●
水神宮

●五島海陽高校

●
福江小学校 石田城跡●

ココ
福江城山町郵便局

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
海洋エネルギー施設の企画、メンテナンス
発電海域のモニタリング・調査
海洋人材トレーニングセンター運営
求める人材・人材育成方針
①海をいたわり、海の環境や生態系の知識を持ち、水中状況を正確に把握
できる人材を求めています。

②人材育成トレーニングセンターを設立し、「漁業との共生」を基本コン
セプトに、最先端の海洋技術者を育てます。

〈従業員の声〉
私は、海洋調査員として入社し、約２年です。おもな業務は、海洋調査
をするダイバーの、船上のアシスタント、調査記録を行っています。入社
当初、海洋調査員としての知識など無く、とても戸惑っていました。
しかし、先輩達の丁寧な指導の下、今は毎日楽しくやりがいを持って仕
事をしています。五島の海の下、是非一緒に仕事をしましょう。
●勤務時間 ８：３０～１７：３０
●給 与 初任給 １７０，０００円

勤続５年目以降は就業規則による※請負給
●従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

２名 １名 １名 ２名 ０名
●出 張 あり

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 代表理事 渋谷 幸生
■設 立 平成２７年６月１８日
■年 商 ２千８百万円
■従業員数 ６名（男３名・女３名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：年末年始、夏季休暇

月平均労働日数２１．８日
■福利厚生 ：雇用保険、労災保険、健康保険、厚

生年金、財形貯蓄
■手当等 ：能力・職務・現場・家族・時間外・

通勤手当

【企業理念】漁業との共生
就職活動中の皆さまへ

環境にやさしく漁業へ貢献できる、海のものづく
りが重要と考えています。
～環境にやさしく漁業を豊
かにする海洋技術者になり
ませんか～

一般社団法人 海洋エネルギー漁業共生センター
所在地 五島市三尾野町1286番地3
問合せ TEL:0959-74-0055 FAX:0959-74-0066
E-mail marine-energy@iaa.itkeeper.ne.jp
URL ―

●当社は、海の自然を守りながら海洋再生可能エネルギーの構
造物の施工および海洋技術の開発を行います。
●海の生態系と海洋構造物が共生する、持続可能な漁業を促進
します。
●優秀な海洋技術者を養成し、最先端の無人潜水機（ROV）や
ドローン等を駆使して、海と空から海の調査を行います。

技術サービス業

海洋エネルギー施設の企画、メンテナンス 実証海域のモニタリング・調査

福江港から車で約７分海洋人材トレーニングセンター運営

技
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●

●鬼岳温泉

●

●
鬼岳

●

ココ

ミニボートピア
長崎五島

本山小学校 五島カントリー
クラブ

●
鬼岳四季の里

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
婚礼部門・ホテル部門・飲食部門
リゾートホテル業
お客様のニーズ、思いやりを先取りし、新しいサービス業の形を
作り、発展成長する決意です。

求める人材・人材育成方針

島のリゾートホテルとして、お客様に上質なリラクゼーションを
体験して頂くために、島の美しい自然や名所のご案内と美味なる
食を楽しむ休息の場所を提供していくため、お客様のニーズや思
いやりを先取りし、お客様より「ありがとう」ということばをい
ただけるようにする。
詳細についてはお問合せください。

�求める資格 ブライダルプランナー等

�勤務時間 ７：００～１６：００、９：００～１８：００、１２：００～２１：００

�給 与 （初任給）高卒以上１５０，０００円～

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ９名 １２名 ２１名 １６名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
ありがとうが原動力
お客様からいただく“ありがとう”の言葉が私たちの原動力に

なります。
ホテル業は、究極のサービス業ですが、働く従業員も楽しくな
ければお客様も楽しめません。従業員が楽しく働いていれば、そ
の楽しさがお客様にも伝わります。そして、お客様より「ありが
とう」という言葉をいただけたときに、至福の喜びが生まれます。
五島に来てよかった、コンカナ王国に宿泊してよかったといわれ
るように皆で努力しています。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役社長 吉田 茂視
■設 立（コ ン カ ナ） 昭和６１年３月３１日
■資本金（メモリード） ６億５千万円
■年 商（メモリード） ４７５億円
■従業員数（コンカナ） ５９名（男２５名・女３４名）
■職場体験・見学 否

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日／休暇１０日
■福利厚生 ：雇用・労災

【企業理念】
お客様より「ありがとう」と言われるように。

就職活動中の皆さまへ

私たちといっしょに感動の瞬間をつくりましょう。
未経験者でも大歓迎

株式会社メモリード 五島コンカナ王国
所在地 五島市上大津町2413番地
問合せ 総務部 TEL:0959-72-1348 FAX:0959-74-2115
E-mail conkana-kingdom@memolead.co.jp
URL http://www.conkana.jp/

基本原則
どこよりも安心と信頼を売る
売れる商品をいつも揃える
明るく元気な感じの良い店と職場を作る
一回のお客を一生の顧客にすること

飲食業・宿泊業

福江港から車で約１０分

飲
食
業
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●カトリック宮原教会

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
本格的イタリアンレストラン
取扱い商品：魚介類を中心としたイタリアン料理を提供。

求める人材・人材育成方針

求める人材
飲食店独立希望者
人材育成方針
本格的イタリアン及び経営学、帝王学等を一緒になって教えま
す。

�求める資格 笑顔

�給 与 （初任給）６２，０００円（勤務日：８日～１０日／月）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 １名 １名 ０名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
お店のまかないが最高です
料理を見ながら料理の勉強ができてお客さんとフレンドリーに
話せてとても気さくに働けるお店です！お店のまかないが最高で
す‼
BIANCOはイタリア語で白を意味します。

プロフィールPROFILE
■代表者 渡辺 満
■設 立 平成２８年８月５日
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 ２名（男０名・女２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：月、火、水、木
■福利厚生 ：雇用保険

【企業理念】地域貢献
五島の食材を使って地域の活性化を図り地域に貢献
する

就職活動中の皆さまへ

家賃物価が安い所でゆっくり遊びながら勉強でき
る場所です。

イタリアンレストラン BIANCO ビアンコ
所在地 五島市戸岐町121番地
問合せ TEL:080-5636-2908
E-mail ―
URL ―

海の目の前の古民家を利用して
ゆったりと時間を忘れ食事を楽しめる場所

飲食業・宿泊業

福江港から車で約１０分

飲
食
業
・
宿
泊
業
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●ドンドン渕

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
五島の食材を用いたイタリアンレストラン

求める人材・人材育成方針

・人に喜んでもらう事が好きな人材
・チャレンジ精神を持って取り組む人材

�求める資格 不問

�勤務時間 ４時間～８時間

�給 与 ※当面はパートのみの求人となります 時給８００円～

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 ０名 ２名 ０名 １名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
水田に囲まれた風光明美な景色の中、五島ならではのイタリア

料理を堪能していただく。海だけではない、五島の里山の魅力を
再発見して頂く。
生活をレシピにおこしお皿にのせます。世界のどこにも負けな
い特別なメニューを提供します。

プロフィールPROFILE
■代表者 柳野 達治
■設 立 平成３０年
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 ４名（男２名・女２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：毎週月曜日、その他不定１日
■福利厚生 ：雇用保険、労災

【企業理念】

生産者と消費者、本土と
島のかけ橋になる

就職活動中の皆さまへ

２０１８年６月、世界遺産に登録され、観光客も増加
傾向にあります。五島の中で、四季折々の風景に触
れながら五島の魅力を島内
外に伝えて行きましょう。

島食 Gino
所在地 五島市岐宿町河務653番地
問合せ TEL:080-5287-0280
E-mail yana_ciero@yahoo.co.jp
URL ―

五島の食の新たな魅力を伝えていく
地域に根差したレストラン

飲食業・宿泊業

福江港から車で２０分

飲
食
業
・
宿
泊
業
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鬼岳温泉●

●
若草保育園

●
五島コンカナ王国

本山小学校●

●香珠子海水浴場

翁頭中学校●

●福江空港

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２５０，０００円

勤続５年
２００，０００円１４０，０００円

事業内容BUSINESS
五島市の古民家をリノベーションし、モダンな宿泊施設として再
生。宿泊事業を中心としながら五島市で新たな事業を創造し、多
くの雇用を生み出す。

求める人材・人材育成方針

・前向きで、楽しく物事に取り組める人
・周りと話し合い、協力しながら物事を進められる人
・お客様に喜んでもらうことに喜びを感じられる人
・五島が好きな人
・誠実で志が高い人

�勤務時間 ９：００～１８：００（シフト制で８時間前後あり）

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 １名 ０名 ０名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
私たちはお客様にあたたかさ、やすらぎ、洗練された雰囲気を

常にお楽しみいただくために最高のホスピタリティと施設を提供
することをお約束します。
ABUNZEでお客様が経験されるもの、ここちよさ、幸福感、
そしてお客様のニーズをも先読みしておこたえするサービスを提
供します。

プロフィールPROFILE
■代表者 桑野 克己
■設 立 平成３０年５月７日
■資本金 １０万円
■年 商 ―
■従業員数 ２名（男１名・女１名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：８０日
■福利厚生 ：年次有給休暇、慶弔休暇、交通費支

給、社会保険完備（雇用、労災、厚生）

【企業理念】
「ここにしかない幸せ、新しい島での過ごし方」を
提供し、顧客に感動を与える

ABUNZE株式会社
所在地 五島市堤町2027番地3
問合せ ―
E-mail ―
URL ―

私たちはお客様への心のこもった
おもてなしと快適さを提供することを
ミッションと考えています。

飲食業・宿泊業

福江港から車で約１０分

飲
食
業
・
宿
泊
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２２３，０００円

勤続５年
１８８，０００円１７３，０００円

※あくまでもモデルケースです。※短大卒の場合

事業内容BUSINESS
認定こども園 双葉幼稚園
認定こども園 第二双葉幼稚園
福江幼稚園 キラキラクラブ
双葉児童育成クラブ（学童保育）
双葉サンライズクラブ
五島市地域子育て支援センター（ピヨピヨクラブ）

求める人材・人材育成方針
子どもたちと楽しく日々を過ごす中で、他の先生方にアドバイスを頂い
たり、相談をしたりすることで、自分を高めていくことができます。また、
園内・園外研修共に充実している為、安心して働くことができます。各種
資格取得に向け、通信講座受講費や資格試験に付随する旅費交通費等の援
助があります。
�求める資格 ・幼稚園教諭・保育士・小学校教諭・養護教諭・看護師
�勤務時間 ８：００～１６：００（時間外あり）
�給 与

賞与 年３回（夏・冬・期末）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２２名 １２名 ６名 ９名 ９名

�そ の 他
・島外からの方には住宅手当を支給しています。
・外国人の先生も働いています。生の英語に直接ふれながら遊び学んで
います。

�出 張 あり（研修出張、年１～２回、長崎・福岡ほか）

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 成田 寿仁
■設 立 昭和３１年５月５日
■資本金 ―
■年 商 ２億３千万円
■従業員数 ５８名（男６名・女５２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土・日・祝日
■福利厚生 ：雇用・労災保険

日本私立学校共済事業団加入（社会保険）
■手当等 ：免許手当、日直手当ほか

【教育目標】 社会に貢献できる人間に
幼い子どもたちが身近な体験を通して、生きる力を
手にしお互いを尊重し社会に貢献できる人間に育てる。

就職活動中の皆さまへ

若い先生がたくさん働いています。明るく楽しい
職場です。

学校法人 双葉学園
所在地 五島市末広町2番地6
問合せ 事務 TEL:0959-72-3415 FAX:0959-72-3415
E-mail first@futaba-kindergarten.net

URL http://futaba-kindergarten.net/
http://futaba2-kindergarten.net/

「生きる力」を養います
豊かな情操、健全な心身、創造力、自立心、自主性、社会性を
培い、円満な人格と能力を育成し、将来ゆとりある社会生活を
過ごせるには、幼児教育が重要な要素であります。
当園では、ピアジェの発達心理学に基づき遊びのなかで「生き
る力」を養いその達成を目指しています。

教育・学習支援業

福江港から車で約３分

教
育
・
学
習
支
援
業
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鬼岳温泉●

●
若草保育園

●
五島コンカナ王国

本山小学校●

●香珠子海水浴場

翁頭中学校●

●福江空港

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
・長崎県公安委員会指定（普通車・普通二輪・けん引・大特・
フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け・高所
作業車）

・初心運転者講習・取得時講習
・高齢者講習・取消処分者講習
・交通安全センター活動（事業所安全診断・高齢者の安
全教室、再会教室）

・クレーン学校開設

求める人材・人材育成方針

・やる気、元気、根気のある方
・コミュニケーション力のある方

�求める資格 準中型免許・普通自動二輪免許・パソコン（Word・Excel）

�勤務時間 週４０時間。時期により変動有。

�給 与 （初任給）１６０，０００円

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２名 ２名 ９名 ９名 ２名

■ ■ ■ ■ ■

取扱免許
・普通免許・普通二輪免許・大特・けん引

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 井口 國雄
■設 立 昭和５０年４月１日
■資本金 １千万円
■年 商 ２億１千１百万円
■従業員数 ２４名（男１７名・女７名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：日曜日、１２／３０～１／３
■福利厚生 ：社会保険・厚生年金・雇用保険・労災

【企業理念】
「互譲運転」教育を基本理念とし、安全運転者の育
成、あいさつ運動など心の教育を実践しています。
教習所は、
・運転の責任を教えます。
・生命の大切さを教えます。
・運転の楽しさを教えます。
・地域の安全に貢献します。

就職活動中の皆さまへ
指導員となって交通事故を減らしたいという気持
ちや、人に教える仕事がしたいという気持ちを活か
し、共に無事故社会の実現を目指してくださる方の
ご応募をお待ちしています。一緒にふるさと五島を
盛り上げましょう。見学や
求人等の質問があれば、お
問合せください。

株式会社 五島
所在地 五島市浜町424番3
問合せ 五島自動車学校 管理部 学生課 TEL:0959-73-5121 FAX:0959-73-5951
E-mail gds-info@ds-gotoo.com
URL http://www.ds-gotoo.com/

安全運転者の育成はもとより、幼稚園・小学校・
高齢者に対する交通安全教室。企業診断など地域の交通安全セ
ンターとしての活動をしています。

教育・学習支援業

福江港から車で１０分

教
育
・
学
習
支
援
業
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
指圧鍼灸治療・訪問マッサージ・フェイシャルエステ
アロマトリートメント・足つぼマッサージ
ヘッドスパ・酸素カプセル・よもぎ蒸し

求める人材・人材育成方針
○エステ、マッサージ等の経験者（有資格者優遇）
○癒し・美容に興味がある方なら未経験者でも可
○接客が好きな方、お話を聞くのが好きな方
○意欲的に仕事に取り組み、手に職を付けたい方
○講師資格保有の代表者から直接手技を学べます
�求める資格 ・鍼灸、あん摩、柔整師・エステティシャン

・接客の仕事が好きで掃除が得意な方歓迎
�勤務時間 正社員 ８時間 パート ４～８時間

初任給 勤続１０年
１９０，０００円

勤続５年
１６５，０００円１４０，０００～１８０，０００円

※あくまでもモデルケースです。※基本給に歩合がつきます。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 １名 １名 １名 ０名

�そ の 他
自分で働き方を決められるので自分のペースで働けます。小さなお子様
がいるお母さんでも働きやすい環境です。
�出 張 あり（意欲のある方は福岡でのセミナーへ参加）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
アットホームな雰囲気です
指圧鍼灸治療・訪問マッサージ・フェイシャルエステ・アロマトリート
メント・足つぼマッサージ・ヘッドスパ・酸素カプセル・よもぎ蒸し等、
多数のメニューをご用意しております。
経験者の方は、自分の得意な分野から、未経験者の方でも一から指導致
します。
地元のお客様はとても優しい方が多く、アットホームな雰囲気のお店です。

プロフィールPROFILE
■代表者 才津 香澄
■設 立 平成２５年１１月２２日
■資本金 ５百万円
■年 商 １千万円
■従業員数 ４名（男０・女４名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日・年末年始
■福利厚生 ：雇用保険・労災、社保（応相談）

【企業理念】

心からリラックスでき、ゆっ
たりとした時間をあなたに

就職活動中の皆さまへ

代表者も大阪からのＩターンです。一緒に長く働
いてくれる方を募集しています。
正社員・パート共に募集中ですので、お気軽にお
問い合わせください。

香澄はりきゅうマッサージ院
所在地 五島市幸町2番地1
問合せ 代表者（才津） TEL:0959-88-9322 FAX:0959-88-9322
E-mail kasumi.mediacp@gmail.com
URL http://www.kasuminn.com

鍼灸マッサージ院・訪問マッサージ事務所・
リラクゼーションエステサロンを複合し運営。
疼痛緩和・癒し・美容と幅広いニーズに応え、地元の方はもち
ろん、観光で五島を訪れた方からも利用して頂ける空間作りを
目指しています。今後はリラクゼーションスクールの開講、民
泊型スポーツ合宿の受け入れなどの事業展開を予定しています。

医療・福祉

福江港から車で約３分

医
療
・
福
祉
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２５０，０００円

勤続５年
２００，０００円１８０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
○訪問看護（患者様宅へ訪問）
○医師の指示による療養上の補助
○療養上の世話
○看護リハビリ
求める人材・人材育成方針

資格：正看護師でやる気のある人
健康で明るい人

人材育成方針：研修出張とカンファレンス
学習会…等

�求める資格 ・看護師・保健師
�勤務時間 ８：３０～１７：００
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ２名 ３名 ３名 ３名

�そ の 他
メインストリートにある事業所で教育を重視し、洗練された笑顔を絶や
さない柔和な看護師のチームです。
�出 張 あり（年１～２回、県内）

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 塩塚 和子
■設 立 平成１３年１２月１日
■資本金 ―
■年 商 ５千万円
■従業員数 １１名（男２名・女９名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土日祝祭日
■福利厚生 ：社会保険・退職金共済

【企業理念】心通い合う看護
豊かな人間性を身に付け看護師として誇りを持ち心
の通い合う看護を提供する。

就職活動中の皆さまへ

島生活をエスコートしますので一緒に楽しく働き
ましょう。婚活の方も家族みんなでおいでの方も大
歓迎です（＾＾♪

訪問看護ステーションあぶんぜ
所在地 五島市末広町1番地10
問合せ TEL:0959-72-7272 FAX:0959-72-7282
E-mail abunze@bz04.plala.or.jp
URL http://business4.plala.or.jp/abunze

看護の心をみんなのこころに
働きやすい職場環境に努めています。スタッフ同士の人間関係
は負けません。

医療・福祉

福江港から車で約３分

医
療
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ココ

●崎山小学校
●崎山中学校

五島市
全図

位置図

く
る み ん

初任給 勤続１０年
２１７，８００円

勤続５年
２０４，８００円１９０，３００円

※上記は保育士（大卒）、定額的手当となる資格手当７，８００円含
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
児童福祉事業 保育所、学童保育、障害児通所支援事業

高齢者福祉事業 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、デイサービスセ
ンター、グループホーム、ホームヘルパー事業等

障がい者福祉事業 グループホーム、就労支援、相談支援事業等

求める人材・人材育成方針
○人事考課制度や資格取得資金貸付制度など、キャリア形成に力を入れて
おり、入社後、１年以上経過後に評価により正規職員へ登用する制度も
整備しております。

○求める人材としては、何より利用者の方の意思を尊重し、寄り添える支
援ができる方。利用者の方とのコミュニケーションを大切にして、その
方を良く理解したいと思う気持ちを大事にしています。より良い支援を
するためにも、柔軟な思考を持った方で、職員間での連携を図り、冷静に
対処できる能力も必要です。

�求める資格 ・保育士・幼稚園教諭・介護福祉士・看護師、准看護師等
�勤務時間 事業所毎に異なります。
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２４名 ７３名 ６８名 ６８名 ４４名

�出 張 あり（６ヶ月に１回程度、主に長崎県内）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
個性や障害の特性を理解しています
■勤務先：障害者生活介護事業所 ■職種：生活支援員 ■勤務年数：6年
障がいをお持ちの方の自立支援や社会参加の促
進を図るべく、日中活動では生産・創作・余暇活
動を実施し、生活技術の習得や向上に向けて生活
援助や訓練を行っており、重度の方の食事や排泄
等の介助行為なども行っています。知的・精神
的・身体的な障がいをお持ちの方、一人一人障が
いの状況が異なるため、その方の個性や障害の特
性を理解し、どう対応したらいいのかを試行錯誤
しながら支援することは大変ですが、利用者の方
の意思に添いつつ、いい結果に結びついた時には、
支援者として喜びを感じることができます。

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 林田 輝久
■設 立 昭和４５年６月１日
■資本金 １億５千２百万円
■年 商 １３億４千３百万円
■従業員数 ２７７名（男８２名・女１９５名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：事業所毎に異なります。
■福利厚生 ：雇用・労災・健康・厚生・退職共済

【企業理念】先駆・共生
就職活動中の皆さまへ

利用者の皆様、地域の皆様、そして職員の皆様と
共に学び合い、成長し合って、地域に住する一人の
人間として、互いの知恵を出し合いながら、そこで
ずっと住み続けたくなるような地域作りへの貢献を
目指しています。是非私共の仕事場をのぞいてくだ
さい。

社会福祉法人 さゆり会
所在地 五島市下崎山町699番地
問合せ 法人本部事務所 TEL:0959-75-5515 FAX:0959-75-5514
E-mail sayuri43@fctv-net.jp
URL http://www.sayurikai.or.jp/

子育てサポートにも力を入れています
児童・障がい者・高齢者等全世代に対応した福祉サービスを提
供しており、社会人として幅広い視野を養うことができます。
平成２７年１０月に五島市で初めて子育てサポート優良企業として、
長崎労働局より「くるみん認定」を受けており、子育てと仕事
を両立している方を応援しています。

医療・福祉

福江港から車で約１０分

医
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ココ
●大浜小学校

●熊野神社

若草保育園●

●大浜郵便局

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
介護老人福祉施設・ショートステイ・通所介護
訪問介護・居宅介護支援サービス

求める人材・人材育成方針

～支援を要する高齢者、障害者並びにご家族の皆様と喜び悲しみ
をともに～
・介護老人福祉施設、ショートステイ、通所介護・訪問介護及び
居宅介護支援サービスなどの業務に従事していただきます。

�求める資格 特になし（できれば介護福祉士、正・准看護師）

�勤務時間 ８：００～１８：００（うち休憩２時間）

�給 与 初任給（未経験者・無資格者）１４０，８００円
（介護福祉士）１６４，０００円

※別途（交通費（上限有）扶養手当、その他保有資格に応
じて手当の支給）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
２名 １７名 １５名 １８名 １８名

�そ の 他
・就業可能な時間帯、勤務時間について相談可。
・就業時間により、雇用保険に加入できない場合有。

�出 張 あり（年に１回程度、長崎へ）

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 清水 大基
■設 立 昭和６１年４月１日
■資本金 ４億５千万円
■年 商 ３億円
■従業員数 ７０名（男２０名・女５０名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：４週８休
■福利厚生 ：社会保険・雇用保険

退職共済ほか

【企業理念】自立支援
就職活動中の皆さまへ

ぜひお問い合わせください。

社会福祉法人 五島和光会／特別養護老人ホーム 緑乃園
所在地 五島市野々切町2035番地2
問合せ 総務部 TEL:0959-73-5560 FAX:0959-73-5872
E-mail wako2035@fctv-net.jp
URL ―

総合的なサービスを提供します
利用者の心身の状態に応じて、多様な福祉サービスがその利用
者の意向を尊重して総合的に提供されるよう、創意工夫するこ
とにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を
地域社会において営むことができるよう支援いたします。
私たちは、「自立支援」を基本として、地域と一体となった家庭
的な雰囲気の中で運営してまいります。

医療・福祉

福江港から車で約１０分

医
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●ゲオ福江店

●テル鮮魚
　加工場

●御茶園山
●五島市消防本部

●エフワン ヒラヤマ

●五島振興局農林
　水産部家畜衛生課

●ごとう葬祭
●ダイレックス

ココ

五島市
全図

位置図

病棟ナースステーション

勤務風景 看護師寮・保育園

事業内容BUSINESS
内科・整形外科・放射線科・産婦人科・精神科・眼科
脳神経外科・神経内科・耳鼻咽喉科・循環器内科
消化器内科・小児科・皮膚科・リハビリテーション科
外科・泌尿器科・救急医療・洋上救急
求める人材・人材育成方針
○患者様を中心に考え行動ができる人
○忍耐力のある人
○柔軟性のある考え方ができる人
�求める職種 ・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・看護補助者
�勤務時間 ・日勤 ８：３０～１７：１５ ・準夜 １６：３０～１：１５

・深夜 ０：３０～９：１５
�給 与 初任給 １９７，１００円（看護師）３卒

特別調整手当（最高）２０，０００円
初任給 ２０７，８００円（薬剤師）
特別調整手当（最高）５０，０００円

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６６名 １２０名 ７１名 ６１名 ２５名

�そ の 他
五島中央病院では将来の離島医療、地域医療を担う方を募集しています。
�出 張 あり

■ ■ ■ ■ ■

看護師、薬剤師、看護補助者を募集しています。いつでもお気軽にお問い
合わせください。

プロフィールPROFILE
■代表者 院長 村瀬 邦彦
■設 立 平成２１年４月１日
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 ３４３名（男１１４名・女２２９名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日（４週８休）
■福利厚生 ：地方職員共済組合

公務災害制度など

【企業理念】地域医療への貢献、
高度医療の提供

就職活動中の皆さまへ

看護師や薬剤師の確保が難しくなってきています。
ご協力をお願いします。

長崎県五島中央病院
所在地 五島市吉久木町205番地
問合せ 総務係 TEL:0959-72-3181 FAX:0959-72-2881
E-mail gobyou@nagasaki-hosp-agency.or.jp
URL http://www.gotocyuoh-hospital.jp

長崎県病院企業団とは
長崎県と島原地域、五島地域、対馬地域、壱岐地域の市町が一
体となり、病院を経営することにより県民の健康な生活を確保
する。
職員の身分は「地方公務員」となる。

医療・福祉

福江港から車で約５分

医
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●ゲオ福江店

●五島中央病院

●テル鮮魚
　加工場

●御茶園山
●五島消防本部

●エフワン ヒラヤマ

●五島振興局農林
　水産部家畜衛生課

●ごとう葬祭
●ダイレックス

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
知的障がい者施設

求める人材・人材育成方針
知的障がい者施設は、障がい者の人が地域・社会の中で自立して活動す
ることができるように、サポートをする場所です。
介護というよりも支援という色合いが濃く、体力が要求されるというこ
とはそれほどありません。また特別な資格や経験は必要ありません。問わ
れるのは、優しさと明るさです。
責任のある仕事ですが、その分やりがいを感じることができるのが知的
障がい者の支援施設での仕事となります。

�求める資格 ・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士
・ホームヘルパー

�勤務時間 ８：３０～１７：００
�給 与 初任給 （高）１４６，１００円、（大）１７８，２００円
�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

０名 ２名 ５名 ３名 １名

�出 張 あり（年１～２回程度、長崎市）

■ ■ ■ ■ ■

ふじ学園での作業風景と製品の一部

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 杉 秀宣
■設 立 平成４年１２月３日
■資本金 ―
■年 商 ５千９百万円
■従業員数 １１名（男４名・女７名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日制・年次有給休暇
■福利厚生 ：ソウェルクラブ

【法人理念】和顔愛語
法人の理念は「和顔愛語」。それは優しいまなざし、
温かい笑顔、思いやりのある言葉です。

就職活動中の皆さまへ

「何に困っているのか？」「何を必要としているの
か？」。相手に寄り添って考えようとする優しさを
持つ“あなた”を社会福祉法人藤朋会は必要として
います。お気軽にお問い合わ
せください。

社会福祉法人 藤朋会 ふじ学園
所在地 五島市吉久木町613番地
問合せ TEL:0959-72-1505 FAX:0959-72-1350
E-mail fujigakuen@lily.ocn.ne.jp
URL http://www.touhoukai.org

利用者の自立を支援します
社会福祉法人藤朋会が運営する「ふじ学園」は、主に知的な障がい
を持たれた方が通う施設です。現在（Ｈ３０－０６－０１）２７名の方が利
用されています。
利用者の個人の尊厳を保持しながら、自立した生活を地域社会にお
いて営むことが出来るように支援することを目的としています。

医療・福祉

福江港から車で約５分

医
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五島中央病院●

●御茶園山
五島市消防本部●

長崎県五島振興局●
農林水産部家畜衛生課　

●五島シティモール

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
介護老人保健施設 五島福寿園

求める人材・人材育成方針
人は宝、だから大切にしたい。当法人で働く職員は「宝」であ
り、「人を育てる」ことを目標に、人が成長する事業運営を目指し
ています。そのために、介護技術の研修から社会人としてのマナー
やモラル、接遇や医療・看護・介護に関する研修を行っています。
何よりも、職員が健康であることが法人の願いであり、そのため
に健康管理と健康診断にどこよりも力を入れています。職員が健
康で働けるためにも職場環境や有休取得など雇用環境を整備して
います。
�求める資格 ・介護福祉士・実務者研修資格・初任者研修資格

資格が無くても育てます。
�勤務時間 ８：００～１７：００、その他就業規則

初任給 勤続１０年
２００，０００円

勤続５年
１７５，０００円１５０，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６名 １１名 ２０名 ２０名 ５名
※上記は五島福寿園の年齢構成です。

■ ■ ■ ■ ■

５つの視点
○有休取得率１００％の事業所（新人でも経験者でも必要な時に有休
を使いたい。それが可能な事業所）
○残業が少ない事業所です
○人を「宝」とする事業所（そのために育てます。外部の講師に
よる研修の開催。）
○技術の向上（どこにも負けない技術力、ケアの技術では、どこ
にも劣らない。そのための練習を継続している。）
○ホスピスマインドの考え方（中尾医師を中心とした老健版ホス
ピスマインドの考え方、ケアの方針）

２０代職員：仕事は楽しい。よく指導してくれる。不安はない。
３０代職員：自分の技術力とキャリア形成が作れる。
４０代職員：皆さんが思っている以上に職場の活気とものすごくレ

ベルが高い職場でやりがいがある。利用者にやさしい。
介護が上手。

プロフィールPROFILE
■代表者 谷川 順一
■設 立 平成３年５月１３日
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 １２８名（男２９名・女９９名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日制
■福利厚生 ：雇用・労災・健康・厚生

財形・退職金共済

【企業理念】 目配り・気配り・心配り
就職活動中の皆さまへ

人を「宝」とする事業所で、一緒に働いてみませ
んか。必要とされているあなたの将来のキャリア形
成を考えた、賃金体系、キャリア取得のために、私
たちは応援します。

社会福祉法人 五島会 介護老人保健施設 五島福寿園
所在地 五島市吉久木町908番地1
問合せ 総務部 TEL:0959-74-2131 FAX:0959-75-0808
E-mail fukujuen@sweet.ocn.ne.jp
URL http://gotokai.jp

利用者、職員の満足を追求します
「目配り・気配り・心配り」の理念に基づき、介護老人保健施
設を母体として、高齢者介護事業を運営しています。医師・看
護師・理学療法士・介護福祉士・栄養士・介護支援専門員など
多業種が勤務している事業所です。

医療・福祉

福江港から車で約５分
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五島中央病院●

●御茶園山
五島市消防本部●

長崎県五島振興局●
農林水産部家畜衛生課　

●五島シティモール

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
５００，０００円

勤続５年
３００，０００円１５万～２３万５，０００円

※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
整骨業
鍼灸業
整体業
求める人材・人材育成方針
求める人材
○明るく元気でハッキリ挨拶ができる方。
○人を喜ばせることが好きな方。資格の有無は問いません。
人材育成方針
○積極的に挑戦する人材を育成します。
○専門性を磨き、熱く高い志を持った人材を育成します。
○プロとしての身だしなみ、言葉遣い、ふるまいを誇れる人材を
育成します。
○自分の仕事に夢とプライドを持てる人材を育成します。
�求める資格 柔道整復師、鍼灸師、受付業務
�勤務時間 ８～１９時（シフト制）
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
４１名 １２名 ２名 ０名 ０名

�出 張 あり（年に１回、１週間程度。長崎県対馬市、沖縄県石垣
市のグループ院へ。）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
目標がある人には、もってこいの職場
■仕事内容：手技、はりきゅう、スポーツマッサージ、骨盤矯正など。
従業員の声：
○技術はもちろんの事、経営のノウハウを学ぶことができるので、
しっかりとした目標がある人には、もってこいの職場だと思い
ます。 小原貴志（大分県出身）
○佐々木整骨院は医療の現場として貢献し、特にスポーツ外傷に
力を入れており、たくさんのスポーツ外傷を診ることで、自分
への自信にも繋がっています。心身ともに磨くにはとても良い
職場だと思います。 久保直人（長崎市出身）

その他、福岡県、佐賀県よりＩターン者多数。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 佐々木 智和
■設 立 平成２６年１２月２日
■資本金 １百万円
■年 商 ８千万円
■従業員数 ５５名（男２５名・女３０名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休 日 ：シフト制 週休２日
■休 暇 ：GW（４日間）、夏季（５日間）、冬季（７日間）
■福利厚生 ：社会保険完備、研修費支援、サーフィ

ン用具、釣り用具、社用車貸出

【企業理念】感動・安心・感謝
○患者様一人一人に最良の医療サービスを提供します。
○医療従事者として日々探求し、感動と安心を与え
続けます。
○私達は、日々感謝の心を持ち続けます。

就職活動中の皆さまへ
数ある企業の中から、１つの企業を絞るのはとて
も勇気ある決断が必要になると思います。自分自身
で決め、その企業で何をしたいのかを明確にするこ
とが大切ではないでしょうか。
是非、一緒に離島医療を盛り上
げ、活気ある島づくりをしてい
きませんか？

株式会社 佐々木整骨院
所在地 五島市吉久木町1157番地1
問合せ TEL:0959-74-6262 FAX:0959-88-9032
E-mail sasaki.hari@gmail.com
URL http://www.sasaki-seikotsuin.net/

最良の医療サービスを提供しています
離島でも最良の医療サービスを提供し、日本一の情熱と診断力
で一人でも多くの方の手助けをします。

医療・福祉

福江港から車で約５分
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宗念寺●

五島市役所●

●福江文化会館
五島高校●

●

●福江郵便局

●水神宮

●五島海陽高校

●
福江小学校 石田城跡●ココ

福江城山町郵便局

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
○第二種社会福祉事業 通所介護・短期入所（2箇所）・訪問介護

○児童福祉 放課後健全育成事業（学童保育）

○公益事業 居宅介護支援・サービス付き高齢者向け住宅

求める人材・人材育成方針

法人理念のもと、利用者様、ご家族、地域、そして共に働く職
員が手に手を取り合い、地域社会に貢献できる人材の育成を目指
しています。

�求める資格 ・普通自動車免許・介護福祉士取得者であれば優遇
・介護職員のキャリアパス制度あり

�勤務時間 ８：３０～１７：３０、１６：３０～１：３０、０：３０～９：３０
７：００～１６：００
詳細は各事業所による

初任給 勤続１０年
２０２，０００円

勤続５年
１８４，０００円１５２，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

各種手当含む目安（夜勤、資格、扶養等）
他事業所での経験年数も考慮

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１名 １６名 １３名 ３０名 ２６名

�出 張 あり（年１～２回程度。島内・長崎県内）

■ ■ ■ ■ ■

第１回職員対抗ペタンク大会‼
豪華景品で大盛り上がり。

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
とにかく「大変」と言われることの多い仕事ですが、それはど

の仕事にもあること。逆に考えると、「大変」と思われる裏に、ほ
かでは味わえない喜びがたくさん待っています。「人」対「人」の
介護は奥が深く難しい仕事ですが、懸命に関わった先には「あり
がとう」の一言が待っています。その一言が励みであり、介護職
の魅力でもあります。

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 山口 嚴（いわお）
■設 立 平成２２年７月２３日
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 ８６名（男１２名・女７４名）
■職場体験・見学 可 ※事前に連絡をお願いいたします。

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：非定例週休２日、年末年始３日
■福利厚生 ：健康保険・厚生年金・雇用・労災・

独自の退職金制度有り・育児休業取
得実績有り

【法人理念】声なき声を聞く
私たちは、利用者及びその家族が安心して生活でき
るように、常に利用者と家族に寄り添いながら、声
なき声が聞こえるような技術と知識を身につけ、職
員相互の融和を図ります。また、地域の皆様と手を
取り合い、福祉の向上に努めます。

就職活動中の皆さまへ
法人の前身である平成１６年のNPO法人設立から
はや１２年。学童保育から介護保険事業まで、幅広く地
域に貢献できるよう日々奮闘しています。経験は問
いません。我こそはと興味を持た
れた方、ぜひ一度ご連絡くだ
さい。

社会福祉法人 なごみ会（かけはし木場・かけはし福江）
所在地 五島市木場町493番地1（法人本部）
問合せ 法人本部事務局 TEL:0959-74-5221 FAX:0959-74-5220
E-mail kakehashizimu@mirror.ocn.ne.jp
URL ―

尊重
多様な福祉サービスを、利用者の意向を尊重して総合的に提供
できるよう創意工夫することで、利用者個人の尊厳を保持し、
心身ともに健やかに育成されるとともに、その有する能力に応
じた日常生活を地域社会において営むことができるよう支援い
たします。

医療・福祉

福江港から車で約５分
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●船本釣具店

大切

長沢

柿ノ木場

●さつき食堂

ココ

五島市
全図

位置図

ご利用者様の

しあわせ

地域社会の

しあわせ
職員の

しあわせ

事業内容BUSINESS
高齢者総合福祉センター デイサービスセンター、グループホーム

求める人材・人材育成方針
笑顔のすてきな明るく、何事にも積極的な人、仕事への責任感、人間愛
と観察眼を持った人を募集しています。
介護福祉士の資格取得に向けた研修が充実しています。また介護福祉士
受験資格に必要な研修費用の貸与
もあります。
運動会・納涼祭・敬老会・文化祭
などの行事があり、ご利用者様の
笑顔や笑い声の絶えない職場です。
�求める資格 ・普通自動車運転免許
�勤務時間 ６：００～１５：００ ８：００～１７：００

１５：００～０：００ ０：００～９：００

初任給 勤続１０年
１８５，０００円

勤続５年
１６３，５００円１３５，０００円

※あくまでもモデルケースです。

夜勤手当 ８，０００円／１回 ＋深夜手当

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６名 １０名 １０名 １８名 ３名
※上記はきじの里の年齢構成です。

�そ の 他
介護は感動の絶えない仕事で、大変やり甲斐のある仕事です。また法人
内職員で集まり、ソフトバレーの練習を定期的に行い、市内のバレーボー
ル大会に参加しています。是非一緒に！

�研 修 あり（年に１回、県内・県外）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
感動の絶えない仕事です
デイサービスセンター、グループホーム
も併設された、高齢者総合福祉センターで
す。
若い職員が多く、産休や育休、有給休暇
が取りやすく、笑顔や笑い声の絶えない明
るい職場です。介護は感動の絶えない仕事
で、とてもやりがいのある職業です。当法
人の基本理念である３つのしあわせを実現
するため、是非一緒に働いてみませんか。

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 神之浦 文三
■設 立 昭和５６年１１月１２日
■資本金 ―
■年 商 １８億円
■従業員数 ３４１名（男７７名・女２６４名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：４週８休
■福利厚生 ：スキルアップ研修、海外研修、介護

福祉士受講資格研修費助成など。

【企業理念】 三つの大きなしあわせ
就職活動中の皆さまへ

学歴、経験は不問です。施設見学など随時可能で
す。是非一度訪問され、職場の雰囲気をお確かめく
ださい。

社会福祉法人 秀峯会 特別養護老人ホームきじの里
所在地 五島市岐宿町二本楠375番地
問合せ 事務所 TEL:0959-83-1246 FAX:0959-83-1247
E-mail kijinosato@syuhoukai.jp
URL http://syuhoukai.jp/

三つのしあわせ
社会福祉法人秀峯会は「三つのしあわせ」を基本
理念に掲げ、本質を見失うことなく介護・療養を
支えていきます。（三つのしあわせとは、「ご利用
者様のしあわせ」、「地域社会のしあわせ」、「職員
のしあわせ」です。）

医療・福祉

福江港から車で約２０分
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●玉之浦カントリーパーク

大鳥丸瀬渡し●

●五島市国民健康保険
　玉之浦診療所

●カトリック井持浦教会堂
●井持浦ルルド水の聖母堂

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２０９，５００円
２１６，２５０円

勤続５年
１９４，５００円
２０１，２５０円

専門・短大卒 １７９，５００円
大卒・院卒 １８６，２５０円
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
介護老人福祉施設
介護保険サービス
配食・給食・介護タクシー
事業所内保育園

求める人材・人材育成方針
介護を提供するだけではなく、地域をつくる人材を求めています。職員
自身の人生マネジメントを支援するため、キャリアアップのために体系的
な研修体制を構築中です。処遇に関しては年功序列よりも職責や能力に応
じた評価での昇進を実践しています。無資格でも資格取得のためのバック
アップをします。
�求める資格 ・介護福祉士など（無資格でも可）、普通運転免許
�勤務時間 （日勤）８：３０～１７：３０ （早出）７：３０～１６：３０

（夜勤）１６：３０～９：３０
夜勤は２日分の勤務に相当

�給与等（特養の介護職員）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６名 １５名 １４名 １８名 ９名

�そ の 他
無資格者でも応募可。通勤手当最高１４，０００円（２km以上適用）／夜勤
手当１回深夜加算＋１，０００円／扶養手当子ども１人につき３，０００円から
１２，０００円（条件によって変動、シングルマザー・ファザーを応援します）
／住宅手当最高２６，０００円支給（玉之浦町に転居し、居住する場合には増額）
�出 張 あり（年１．５回（平均））

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
安心して暮らせるまちづくりをめざす
五島市のなかでもいちばん高齢化率、人口減少が著しい玉之浦町を、事
業所の力で再生させようと本気で取り組んでいます。５つのポリシーであ
る「地域」「人財」「環境」「職務」「銘柄」づくりを通して人の動きを活発
にして、住民が長く安心して暮らせるまちづくりをめざしています。
ここ２年間は科学的介護の実践でオムツ着用率を大幅に減らし自立度を
高め、介護の質が向上しています。

プロフィールPROFILE
■代表者 施設長 門原 淳一
■設 立 平成１１年４月１日
■資本金 １百万円
■年 商 ２億３千万円
■従業員数 ６２名（男１４名・女４８名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：年間休日数１０４日
■福利厚生 ：各種保険、退職金、職員住宅、

定年７０歳、子育て支援（扶養手当の
充実や事業所内保育園、長期休暇中
の小学生預かり）

【企業理念】 Playful Mind
２０年間安心して暮らせる玉之浦町づくり

就職活動中の皆さまへ

介護や福祉のイメージを私たちとプラスに変えて
いきましょう。

特別養護老人ホーム ゆうゆうの里
所在地 五島市玉之浦町玉之浦1371番地1
問合せ 事務 TEL:0959-75-6023 FAX:0959-75-6024
E-mail info@u-u-sato.com
URL http://www. u-u-sato.com

地域密着のサービスで暮らしを支えています
介護老人福祉施設を柱として、ショートステイ、デイサービス、ホー

ムヘルプサービス、ケアプラン作成などといった介護保険サービス

を提供しています。また配食、給食、介護タクシ一、事業所内保育

園といった地域密着のサービスで暮らしを支えています。

医療・福祉

福江港から車で約４０分
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ココ
大山 神社●

●岐宿支所

金福寺●
保食神社●

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
歯科診療所
訪問診療も力を入れており数多くの歯科通院できない方を居宅や施設にて治療を
行っています。
また小児に対しては泣かさない治療や虫歯にさせない予防を心がけており、多く
の小さなお子様が来院します。

求める人材・人材育成方針

楽しく一緒に歯科を盛り上げてくれる方なら誰でも歓迎します。
給与も年功序列で無く、能力性を取り入れており、技術面だけ
でなく人柄や気使いのできる人なら、高評価しています。
そのため若い人や新卒者でものびのび働くことができ、高給を
得るチャンスが十分あります。

�求める資格 歯科衛生士

�勤務時間 月 １４：３０～１９：００
火水木金 ８：３０～１９：００（実働８ｈ程度）
土 ８：３０～１４：３０（実働４ｈ～５ｈ程度）

�給 与 １６０，０００円～２６０，０００円（※能力に応じ昇給あります。）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
３名 ２名 ０名 １名 ０名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
地域に密着した医療を実感
本当にスタッフはみんな優しく温厚です。もちろん院長も超優
しいです。女だけの職場は何かとありがちですが人間関係はおそ
らく悩みません。また診療だけでなく地域の方向けに口腔ケア講
習会なども定期的に行い、小学校のブラッシング指導も行ってい
ます。本当に地域に密着した医療を提供している実感ができて歯
科衛生士になって良かったと思っていただけます。

プロフィールPROFILE
■代表者 溝口 勝令（みぞぐち かつのり）
■設 立 平成１４年８月１日
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 ６名（男１名・女５名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：正月 盆
■福利厚生 ：雇用保険

就職活動中の皆さまへ

都会と違い就業時間が早めに終わるので、夜に自
分の時間が持てます。
美しい海もありバカンスができるだけではなく、
当院は最先端医療をモットーにしており、訪問診療、
摂食嚥下なども学べ衛生士のスキルアップ可能です。
また様子見で一年ぐらいなら五島に住んでもいい
かなという方もご応募お待ちしています。

国民健康保険岐宿歯科診療所
所在地 五島市岐宿町岐宿2535番地
問合せ 直通 TEL:0959-82-0666 FAX:0959-82-0573
E-mail mizokoa@snow.plala.or.jp
URL ―

地域密着型の高度な医療
離島でありながら地域密着の高度な医療を提供しています。１
歳の子供から１００歳以上の高齢の方まで幅広く診療しています。

医療・福祉

岐宿役場の建物の一階にあります。

福江港から車で約２０分

医
療
・
福
祉
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ココ

●
ダイキョーピッグ
バリュー FC

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
１７０，０００～２５０，０００円

勤続５年
１６０，０００～２２０，０００円１５０，０００～２００，０００円

（事業内容により異なる）
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
弊社は就労継続支援Ｂ型という形態の障がい者福祉サービス事業
所です。
障がいのある皆さんと業務を一緒に行うことで、ひとりひとりの
課題解決や成長に触れることができ、自らも成長することのでき
るやりがいのある職場です。

求める人材・人材育成方針

・企業の目的を共有できる方
・向上心がある方
・自ら考え行動できる方
�求める資格 普通自動車運転免許（AT限定可）
�勤務時間 ７～８時間（事業内容により異なる。）
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 １名 ５名 １名 ４名

�出 張 あり（研修等）

■ ■ ■ ■ ■

取扱商品
・五島市指定ゴミ袋製袋作業
・五島手延うどん製造販売
・五島手延うどん専門飲食店 ばらもん亭
・お墓管理代行業務

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 土岐 寛志
■設 立 平成１８年１０月１１日
■資本金 －
■年 商 ６千万円
■従業員数 １１名（男９名・女２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：会社カレンダーによる
■福利厚生 ：雇用・労災・健康・厚生

【企業理念】

障がい者福祉の向上に寄
与します。
就職活動中の皆さまへ

障がいの有無にかかわらず、みなさんが自然に生
活できる地域の創造を一緒に目指しましょう。

特定非営利活動法人五島あすなろ会
所在地 五島市籠淵町2176番地1
問合せ TEL:0959-74-2885 FAX:0959-74-1661
E-mail info@umakafoods.jp
URL http://www.umakafoods.jp/

障がいを持つ皆様があらゆる分野の活動に参加する機会を与え
られるとともに、地域において必要な活動や就労の場を総合的
に提供し、自立のために援助することにより、障がい者福祉の
向上に寄与することを目的としています。

医療・福祉

福江港から車で１５分

医
療
・
福
祉
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宗念寺●

五島市役所●

●五島高校

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●
福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２００，０００円

勤続５年
１７０，０００円１３８，０００円

※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
鮮魚の水揚げ作業（集・出荷）
購買品の仕入れ、販売等（燃油、釣具等）
電算入力（経理他）、その他

求める人材・人材育成方針

当組合には、３０歳以下の職員が不足しており、若手人材を求め
ます。
�求める資格 普通運転免許
�勤務時間 ８：００～１７：００
�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
５名 ５名 １１名 １３名 ４名

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
色々な新鮮な魚が食べられ、また、魚を食することによって、

生産者のニーズにこたえられるよう少しずつ仕事に慣れてくれた
ら幸いです。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表理事組合長 草野 正
■設 立 平成９年４月１日
■資本金 ４億円
■年 商 ２０億円
■従業員数 ３８名（男３０名・女８名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：祝日、有給、慶弔、年間休日７３日
■福利厚生 ：賞与年２回、交通費支給（社内規定）、

社会保険完備、退職金制度有（勤続
３年以上）、住居手当（社内規定）

【企業理念】未来のために
“人類の母なる海”このかぎりある海の幸を育て守
ります。

就職活動中の皆さまへ

いっしょに海の仕事をしよう

五島漁業協同組合
所在地 〒853-0007 五島市福江町1190番地9
問合せ 総務課 小原 TEL:0959-74-5510 FAX:0959-74-5576
E-mail ―
URL ―

五島のお魚特産品を自信をもっておすすめします
空と海に抱かれるように浮かぶ優しの島である五島では、様々なお魚が漁
獲されています。
五島のお魚特産品を自信をもって推薦するため、五島漁協では、次のよう
な資源管理に取り組んでいます。
全地区に水イカ（アオリイカ）の産卵用藻卵場造成
太刀魚釣り２５０g以下のサイズは放流
タイ、ヒラメの稚魚及びアワビの稚貝放流、中間育成放流
ウチワエビの自主規制
イセエビ保護区域設置、放流

複合サービス事業

福江港すぐ

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
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宗念寺●

●五島市役所
　　

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校

●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
○共済 ○販売
○購買 ○製氷
○利用 ○指導
○無線事業

求める人材・人材育成方針

○コミュニケーション能力・柔軟な対応が必要（地域の方や組合
員、取引先の方など様々な方と接する機会が多い）
○パソコン操作に対応できる方。

�勤務時間 ８：３０～１７：００

�給 与 １２０，０００円～１４０，０００円

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
４名 ３名 ５名 ５名 ０名

�出 張 あり（年１～２回、長崎など）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
やる気のある若者を募集中です
新鮮なおいしい五島産鮮魚を全国に広めていくために、いろい

ろな取組活動をしています。
いろんな事業があるので、それぞれの分野で漁業者の手助けに
なれるよう努力しています。
やる気のある若者を募集中ですので、興味のある方のご応募を
お待ちしています。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表理事組合長 熊川 長吉
■設 立 平成２０年４月１日
■資本金 １億５千８百万円
■年 商 ４億６千７百万円
■従業員数 １７名（男１３名・女４名）
■職場体験・見学 否

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土・日・祝祭日ほか
■福利厚生 ：各種社会保険完備

【企業理念】組合員の
経営安定と
漁家所得の向上

就職活動中の皆さまへ

「五島が好きな方」「海が好きな方」「魚が好
きな方」をお待ちしております。

五島ふくえ漁業協同組合
所在地 五島市福江町1190番地9
問合せ 本所 TEL:0959-72-5105 FAX:0959-72-8792
E-mail 510fukue@jf-gotofukue.com
URL ―

漁家所得の向上
組合員の経営安定と漁家所得の向上を目指し、共済・販売・購
買・製氷・利用・指導・無線事業などを行っています。

複合サービス事業

福江港すぐ

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
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●ゲオ福江店

●テル鮮魚
　加工場

●御茶園山
●五島市消防本部

●エフワン ヒラヤマ

●五島振興局農林
　水産部家畜衛生課

●ごとう葬祭
●ダイレックス

ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
◎営農指導事業
◎販売事業
◎購買事業
◎信用事業
◎共済事業
◎福祉事業

求める人材・人材育成方針

○どのような仕事でも積極的に取り組む姿勢を持っている人材。
○常に謙虚な気持ちを持ち、他人の意見に耳を傾けられる人材。

�求める資格 ・普通自動車免許

�勤務時間 ８：３０～１７：００（所属部署により変動あり）

初任給 勤続１０年
２２４，０００円

勤続５年
１９４，０００円１６８，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
６０名 ８０名 ９０名 １１９名 ３８名

�出 張 あり

■ ■ ■ ■ ■

プロフィールPROFILE
■代表者 代表理事組合長 橋詰 覺
■設 立 平成１３年４月１日
■資本金 ２０億円
■従業員数 ３８７名（男２３１名・女１５６名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：週休２日（隔週）
■福利厚生 ：厚生・雇用・労災・健康

【企業理念】
◎組合員・地域住民に信頼される JA
◎改革・改善に取り組む JA
◎地域社会に貢献しうる JA

就職活動中の皆さまへ

当組合は組合員・地域住民からの要望に応える為、
連携を取り合いながら、様々な事業を展開しており
ますので、自分の可能性を広げていきましょう。

ごとう農業協同組合
所在地 五島市籠淵町2450番地1
問合せ 総務部 貞方 TEL:0959-72-6211 FAX:0959-72-3077
E-mail ―
URL http://www.ja-goto.or.jp/

五島（しま）と共に
五島（しま）と生きる

複合サービス事業

福江港から車で約５分

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
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●

●

●

ココ

ミニボートピア
長崎五島

●鬼岳温泉
●
五島コンカナ王国

●
鬼岳四季の里

●
鬼岳

五島カントリー
クラブ

本山小学校

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
１８４，２００円
２１０，１００円

勤続５年
１５６，８００円
１７８，３００円

高卒 １３６，５００円
大卒 １５１，９００円

※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
【五島つばき空港】ANA·ORCの航空代理店
①グランド業務 お客様の搭乗手続き、お手荷物の受け渡し、誘導

②グランドハンドリング業務
お客様の手荷物・貨物の搭載、航空機の誘導、貨物の受付

③ステーション業務 航空機の重量管理、工程管理、運航支援

④旅行代理店業務 航空券の予約発券、旅行取扱業務

求める人材・人材育成方針

入社後、ANAの教育スケジュールに沿ってインストラクター
が親切に教育をします。３か月～６ヶ月で習得して実際のライン
業務に配属します。ANAグループの一員として一人でも多くの
お客様に満足して頂けるように「あんしん、あったか、あかるく
元気！」を心構えとして空港ハンドリング業務を行っています。
旅行センターでは、航空券の予約発券、ホテルの手配など旅行

のお手伝いをします。あなたも空の玄関で一緒に働いてみません
か。
�求める資格 ・通勤の為、普通自動車免許必須

・入社後、ANA教育スケジュールにより社内資格取得
�勤務時間 ８：５０～１９：１０（休憩１２０分）

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
８名 ９名 １０名 ４名 １名

�出 張 あり（年２回程度、東京へ）

■ ■ ■ ■ ■

行動指針
①安全は経営の基盤、忠実に誠実に公正に社会に貢献します。
②お客様の立場で行動する身近な存在であり続けます。
③ひたむきな努力で夢と感動を提供します。
④人材と多様性を尊重し総合力を発揮します。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役社長 祢宜 渉
■設 立 昭和３８年２月２７日
■資本金 ７千万円
■年 商 ２億５千３百万円
■従業員数 ３２名（男１９名・女１３名）
■職場体験・見学 要 相談

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：原則３勤１休のシフト勤務
■福利厚生 ：賞与年２回

交通費支給（社内規定による）
社会保険 完備

【企業理念】常に安心できる時
間と空間を創造し、地域
社会および文化の発展に
貢献する。
就職活動中の皆さまへ
あなたも空の玄関【五島つばき空港】で一緒に働
いてみませんか。
お客様に満足を与えてみ
ませんか。

福江空港ターミナルビル株式会社
所在地 五島市上大津町2183番地
問合せ 総務課 TEL:0959-72-7311 FAX:0959-72-7855
E-mail ―
URL http://www.fukuekuko.jp

安全な空港オペレーション
安全な空港オペレーションを礎に、航空・旅行販売とターミナ
ル運営の３大機能の相乗効果により企業価値を増大する。

サービス業（他に分類されないもの）

福江港から車で約５分

サ
ー
ビ
ス
業（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
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●水神社

●大蓮寺●
●

●
●

松園歯科医院
五島市役所
富江支所

富江郵便局
事代主神社

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続５年
２５０，０００～３５０，０００円１５０，０００～２５０，０００円

※あくまでもモデルケースです。 私たちは自然を愛し自然の持つポテンシャルを最大
限活かすべく誠実に事業活動を行い社会の持続可能
な発展に貢献します。

事業内容BUSINESS
風力発電設備の保守管理業務
1．常駐管理：常駐した技術者が風車の点検、修理、維持補修、環境整備、地元対策等

のサービスを一体的に提供します。
2．出張メンテナンス：お客様の要請に応じて、技術者が全国へ出張し、定期点検、調

査、修理、維持補修などを行います。
3．情報管理センター：風車の遠隔監視、遠隔操作（起動、停止）を、五島本社にて24

時間、365日対応しています。
4．高度技術特化事業：ロープワークによる風車の外部点検。

求める人材・人材育成方針
補修作業をはじめ、常に一歩先を考えながら、様々な事業に取り組んでいます。

求める人材：
感謝の心を忘れない素直さと、熱意をもって真摯に業務に取り組んで頂ける方。

育成方針：
「社会に役立ち、お客様に感動していただきたい」という思いを社員ひとりひとりが持
ち続けられるような環境を整え、共に成長を目指します。
�求める資格 ・特になし ※要普通自動車免許（入社後の取得も可）
�勤務時間 ８：００～１７：００
�給 与

賞与 年１回

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
７名 １２名 ２名 ４名 ０名

�そ の 他
私達の会社は出張業務が多く、出張先も北海道から沖縄まで多岐に渡りますが、五島
で暮らしながら全国各地の人とふれ合い、その土地ならではの風景やグルメに出会え
ることを楽しみながら、日々の業務に励んでいます。

�出 張 あり（頻度：多い 行先：日本全国の風車所在地）

■ ■ ■ ■ ■

VOICE 先輩社員からのメッセージ　
◆従業員の平均年齢３６歳◆
上司や先輩、同僚に至るまで若い従業員が多いため、自分の意見を発言しやすく、ま

た公私ともに相談しやすい、自由闊達な職場環境です。
◆多様な働き方◆
出張が多い会社ですが、地元に残り、地元の風車を守る、という働き方もできます。

◆年間休日数と休暇制度の充実◆
年間休日数、約１３０日（土日祝日、夏季・年末年始休暇）に加え、もちろん有給休暇も
ありますので、個人の時間や家族との時間を充実させることができます。
◆キャリアアップ支援◆
電気工事士等の関連資格の取得希望者には、受験費用や旅費のサポートを行っています。

◆全国水準の給与を目指して◆
２０２０年までに２０％のベースアップ実現を目標としており、昨年度には１０％のベースアッ
プを達成しています。

プロフィールPROFILE
■代表者 代表取締役 橋本 武敏
■設 立 平成２０年１２月１日
■資本金 １千５百万円
■年 商 約２億６千万円
■従業員数 ２５名（男２４名・女１名）
■職場体験・見学 可 ※本社事務所のみ

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土日祝日、年末年始休暇、夏季休暇、

年次有給休暇、慶弔特別休暇、その他
■福利厚生 ：雇用保険、労働災害保険、健康保険、

厚生年金保険、慶弔祝金・見舞金、
関連資格取得支援

■手当等 ：資格手当、こども手当、通勤手当、
出張手当

【企業理念】自然を愛し社会貢献

就職活動中の皆さまへ
五島に残りたいけど、日本中いろんなところにも
行ってみたい！という方や、再生可能エネルギーに
興味のある方、事務所見学
や個別面談等、随時受け付
けておりますので、お気軽
にお問い合わせください。

有限会社 イー・ウィンド
所在地 五島市富江町富江145番地1
問合せ 魅力ある職場づくり推進室 楠富 TEL:0959-86-3409 FAX:0959-86-2003
E-mail kusutomi＠e-wind.jp
URL http://e-wind.jp/

将来は再生可能エネルギー全般を視野に
再生可能エネルギーは成長分野のひとつです。将来的には風力
発電だけではなく、再生可能エネルギー全般を視野に入れ、環
境問題、エネルギー問題も解決していきたいと意識しながら業
務を遂行しており、この五島を中心に最先端を進んでいきたい
と考えております。

サービス業（他に分類されないもの）

福江港から車で約３０分

サ
ー
ビ
ス
業（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
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五島市役所●

石田城跡●
五島観光歴史資料館●

●
五島中央病院

●JAごとう本店
幼徳保育園●

五島シティモール●
緑丘小学校●

五島海陽高校●
ココ

五島市
全図

位置図

事業内容BUSINESS
組合員のために必要な共同購入事業等
外国人技能実習生受入事業

求める人材・人材育成方針

技能実習生と介護施設の橋渡しを行います。研修生の地位が守
られ、適正な研修が実施されるよう指導や監査を行います。よっ
て、看護士・介護福祉士等の方で、外国人とのコミュニケーショ
ンを楽しめる方を求めています

�求める資格 介護福祉士、看護師、准看護師、日本語教師

�勤務時間 ９：００～１８：００

初任給 勤続１０年
１８３，５００円

勤続５年
１６５，０００円１３５，０００円

※あくまでもモデルケースです。

�給 与

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
０名 ０名 ０名 ２名 ２名

�出 張 あり

■ ■ ■ ■ ■

これからの五島市で必ず必要となってくる部分ですので、やり
がいのある仕事だと思います。

プロフィールPROFILE
■代表者 理事長 神之浦 文三
■設 立 平成２８年２月２５日
■資本金 ６万円
■年 商 １千９百万円
■従業員数 ４名（男２名・女２名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土日、祝日
■福利厚生 ：健康・厚生・雇用・労災

通勤手当有（組合規程の範囲内）

【企業理念】相互扶助の精神に
基づき、組合員のために
必要な共同購入事業等を
行い、その経済的地位の
向上を図ります。
就職活動中の皆さまへ
新たに始まる制度でのお仕事ですので、チャレン
ジ精神旺盛の方お待ちして
います。

長崎県ごとう人材確保・育成協同組合
Nagasaki-Goto International Manpower Recruitment and Training Cooperative
所在地 五島市岐宿町二本楠285-3
問合せ 事務局 TEL:0959-76-3670 FAX:0959-76-3671
E-mail goto-jinzai@tiara.ocn.ne.jp
URL http://www.goto-jinzai.or.jp/

近年、高齢化社会に対応できる日本の介護技術は、海外から注
目が高まっています。海外から技能研修生を受入、介護技術を
他国に移転することは、受入事業所としても異文化交流を通じ
て活性化が図られ、さらなる事業の発展が期待できます。

サービス業（他に分類されないもの）

福江港から車で５分

サ
ー
ビ
ス
業（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
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宗念寺●

●福江文化会館
五島高校●

八坂神社●

●福江城山町郵便局

●福江郵便局

●
福江小学校 ●五島警察署

石田城跡●

ココ

五島市
全図

位置図

初任給 勤続１０年
２５４，６００円
２２２，３００円

勤続５年
２２０，６００円
１９２，７００円

大学卒 １７９，１００円
高校卒 １４７，１００円
※あくまでもモデルケースです。

事業内容BUSINESS
五島市の行政 五島市における各種施策、事業の企画立案及び実施など。

求める人材・人材育成方針

市民ニーズの多様化及び地方分権の進展に伴い、職員に対して、
より高い能力と責任がこれまで以上に強く求められています。
職員一人ひとりが全体の奉仕者としての強い自覚と責任感を持
ち、前例や固定観念にとらわれない柔軟な発想のもと、スピード
感のある対応が行えるよう職員の意識改革と能力向上を図ります。

�勤務時間 ８：３０～１７：１５
�給 与

賞与 年間４．４か月

�従業員年齢構成 ～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～
１０３名 １２６名 １９６名 １４４名 ４名

�出 張 あり（長崎市ほか）

■ ■ ■ ■ ■

五島市の目指す職員像
五島市人材育成基本方針に基づき、市民の皆さまが求める職員と
なるため、次の５項目の職員像を目指して人材開発を実施してま
いります。

住民との協働による、独自のまちづくりと自治体改革を担う職員
の育成
１ 住民と協働する自治体職員としての使命感・責任感を有し、

地域住民に信頼される人間性豊かな職員
２ 地域の独自性や社会情勢、住民ニーズを把握し、それに根ざ
した施策を企画・立案・実行できる職員

３ 優れた経営能力を有し、課題に柔軟に対応できる職員
４ 高い問題意識と専門性、創造性を有する職員
５ 自己決定・自己責任能力を有する職員

プロフィールPROFILE
■代表者 五島市長 野口 市太郎
■設 立 平成１６年８月１日（合併により）
■資本金 ―
■年 商 ―
■従業員数 ５７３名（男４５２名・女１２１名）
■職場体験・見学 可

休日・福利厚生HOLIDAY ＆ WELFARE
■休日／休暇：土日祝、年末年始
■福利厚生 ：各種福利厚生、研修制度あり

【企業理念】全体の奉仕者
就職活動中の皆さまへ

私たちみんなの五島市を一緒に盛り上げていきま
しょう！

五島市役所
所在地 五島市福江町1番1号
問合せ 総務企画部総務課 TEL:0959-72-6111 FAX:0959-74-1994
E-mail ideguchi-to@city.goto.lg.jp
URL http://www.city.goto.nagasaki.jp/

人口減少対策
平成２７年１２月に策定した「五島市まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン・総合戦略」に基づき、五島市の持つ強みと地域資源
を最大限活用し、良質な雇用の創出、交流人口の拡大、子育て
支援とこれらを支えるまちづくりに取り組み、人口減少対策を
推進します。

公 務

福江港から車で約３分

公
務
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就職に関する移住支援制度①

６万円まで

五島市で就職するあなたのために

五島市内で面接を受けるための
旅費を支援します

移住希望者定住支援補助金
これから移住を希望する方（配偶者も含む）が五島市内での就職の面接を受ける場合や起業調査を行う場合の旅費の一部を助成します。

※UIターン者で下記の要件にすべて該当する方対 象 者

⑴平成30年5月1日以降の五島市への移住を目的に市内事業所への就職面接を受ける方及び起業調
査を実施した者で40歳未満の方

⑵市の相談窓口に移住相談をした方　※事前に市への相談及び申し込みが必要です
⑶既移住者と交流のための面会を行った方（Iターン者に限る）

次の面接を受ける方は対象外

⑴地方公務員、国家公務員の採用面接
⑵企業面接又は起業調査に係る市内企業の関係者と3親等以内の親族関係の方
⑶週30時間未満の求人を受ける方

補助対象経費 移住希望者の現住所から五島市までの往復交通費、五島市での宿泊費、パック旅行商品購入費（領収
書の添付を要します）

補 助 額 対象経費の3分の2以内の額で、上限6万円（千円未満の端数は切り捨て）
※予算がなくなり次第、終了します。
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就職に関する移住支援制度②

360万円まで

五島市で働くあなたのために

奨学金の返還を
五島市が支援します

お問い合わせ

五島で働こう！

TEL.0959-76-3070

地域振興部 地域協働課
移住定住促進係

五島市役所

E-mail：ui-turn@city.goto.nagasaki.jp

若者の市内定着の促進に向け、市内で就労する35歳未満の方を対象に、奨学金の返還費用の一部を助成します。

◎奨学金の貸与を受けた方　　　　　　◎３５歳未満の方　※申請日の属する年度の前年度１月１日現在
◎定住を目的として市内で就労する方　　◎奨学金返還金や税の未滞納者
◎以下のいずれかに該当する方
　　①平成29年2月1日以後の卒業者
　　②平成28年度課程修了後の退学者
　　③平成29年4月1日以後の退学者
　　④平成29年4月1日以後の転入者

対象となる方

◎奨学金償還開始から10年助 成 期 間

1.五島市奨学資金
2.長崎県育英会奨学金
3.日本学生支援機構奨学金

対 象 奨 学 金

◎年間36万円以内（返済額を上限とする）
※ Ｉターン者は年間24万円上限

助 成 額

奨学金の償還開始時期などによって要件が異なるため、
詳しくは右記窓口へお問い合わせください。
※予算がなくなり次第、終了します。

◎１月～12月返済分を翌年２月10日までに申請
（半年毎の分割申請可）
【前期（１月～６月）返済分を７月３１日までに申請】

申 請 時 期

五島市奨学金返還支援助成金

若い世代の “ばらかもん” 多くの “ばらかもん” に
五島に帰ってきてほしい、五島に移住してほしい、
五島で働いてほしい、地域を元気にしてほしい、
地域を盛り上げてほしいなど、若い世代の “ばら
かもん” に期待をこめたことに由来！
※ “ばらかもん”（五島弁で「元気者」という意味）

「ばらかもん奨学助成金」とは
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ジェットフォイルで
約１時間２５分

フェリーで
約３時間１０分

  

  

    

フェリーで
約８時間３０分

高速船で
約１時間５５分

JR 特急かもめで
約１時間５５分

JR 特急みどりで
約１時間５０分

地下鉄（約５分）
バス（約１５分）

高速バス

飛行機で約３０分

飛行機で約４０分

で
機
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飛

（約３５分）

長崎県五島市
公式サイト goto city offical portal site

g o t o u

■五島市へのアクセス

発行：五島市商工雇用政策課

ハローワーク五島・公共職業安定所
〒８５３‐０００４ 五島市福江町７番３号
電話 ０９５９‐７２‐３１０５

五島市の情報は

http://www.city.goto.nagasaki.jp/

求人情報・就職相談は
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