
住所 代表者名

会社概要

創業 1982 年 9 月

資本金 550 万円

従業員数 21 人 (うち正社員19人、パート2人)

平均年齢 49 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （技術職） 210,010円

高校 （技術職） 165,000円

[会社紹介] 諸手当

　 その他（通信手当）

昇給 （1年に1回）

 　私たちは住生活産業を通じて、困っている人を助けたい、今より向上し豊かな生活を送っ 賞与 （年2回）

てもらいたいという考えのもと、日々活動をしております。 勤務時間 業務　8:00 ～

シフト制

　鋼製建具・室内建具工事、給排水設備工事、住宅器材販売(ｷｯﾁﾝ・ﾄｲﾚ・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 他)

などを軸として、住宅新築工事・リフォーム工事、外構工事、公共工事(設備・土木・建築)、

不動産売買など多種多様な仕事に日々チャレンジしています。 休日・休暇

　かつて 3K(きつい・汚い・危険)と呼ばれていた建設業ですが、新3K(給料・休日・希望)の その他有給休暇、出産休暇

向上を目指して、日々皆で力を合わせ頑張っています。 ・GW休暇

　皆さんで一緒にこの街を元気にしませんか？　一度、見学に来てください！ ・お盆休暇

退職金

研修制度

[先輩からのメッセージ] 加入保険等

従業員宿舎

「どこに電話してよかとかわからんやったけど、旭産さんに電話してよかったばい。」 その他福利厚生

これは私(設備部在籍)がお客様から実際にかけて頂いた言葉です。

トイレの排水詰まりや、給水管からの水漏れなど、色々なことが現場では起きるので

大変です。しかしこう言った感謝の言葉をお客様から頂けるのは、とても嬉しいです。

色々な職種の先輩方との会話や現場を通した経験はとても参考になり、自分の力の

向上にもつながります。住宅や建築・土木など興味がありやりたいことがあれば一緒に 採用実績

頑張りましょう！ 採用実績

大卒　　　　　　　　　　　　 　平成30年度 1名　施工管理職

高卒　         　　　　　　 　 平成29年度 2名 造作大工

　　　　         　　　　　　 　 平成28年度 2名 サッシ組立工

連絡先

採用担当/ 長田　洋介 障害者雇用

電話番号/ 0957-78-2707 勤務地

ホームページ/   http://kyokusan.com

E-mail/ kyokusan@aurora.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

　　　　有限会社 旭産トーヨー住器

求める人物像

お客様の喜びが
自分の喜びとなるような
仕事に誇りを持てる人に
なって欲しい。

・サッシ工（鋼製建具・エクステリア工事）

17:00

雲仙市、島原市、諫早市等各地の建設現場

無くてはならない会社となる

※「あり」の場合具体的な内容
新年会、暑気払会
定期健康診断(年1回)、制服・作業服支給
各種資格取得支援

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

雲仙市国見町神代辛932-1 代表取締役　長田秋則

一緒に暮らす　街も人も

・配管工（給排水設備工事）

建設業

労災 健康 厚生

あり（勤続 1年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

週休2日（隔週土曜日、日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

mailto:kyokusan@aurora.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1951 年 3 月

資本金 9,000 万円

従業員数 99 人

平均年齢 46 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学

高校

諸手当

　

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2～3回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・休暇

その他

退職金

研修制度

（　新入社員研修、技能研修など　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/ 障害者雇用

電話番号/ 勤務地

ホームページ/

E-mail/

職場体験・見学の受入

管理部　大櫛正幸

0957-75-0222

・職員互助会制度（慶弔見舞金、社内イベント補助ほか）
・資格取得支援
・ハイパーメディカル保険

大卒（短大、専門学校卒） 

短大、専門学校

・素直な人、謙虚な人、誠実な人

・積極的に挨拶できる人

・長崎愛に溢れている人

『安全はすべてに優先する』この言葉を心に刻み、日々の「施工管

理」に取り組んでいます。「施工管理って何？」って思いますよね？

施工管理は言わば「現場監督」。工程表や図面を基に綿密な打合せを

行い予算・品質などを管理し進めていきます。何も無い場所に出来上

がっていく喜びや、自分が関わったモノが未来に残るという達成感は

格別です。だから建設業は「モノ作りの楽しさ」に尽きます。

　社内の風通しも良く、社員教育・資格取得サポートなどなりたい自

分になるための環境は整っています！職場体験や見学もできますの

で、ぜひ肌で感じてもらえたらと思います！！

 余談ですが、地域に根差した取組みとして「宅島建設杯　長崎県ジュ

ニア・ユースサッカー選手権大会」という県内最大の中学生サッカー

大会に協賛しており、私もこの大会に選手として出場しました！

oogushi@takushima.com

【会社紹介】

令和３年度(R3.3卒）5名（土木、建築職４名　営業職1名）　　

令和２年度（R2.3卒）3名（土木建築職2名、事務職1名）

求める人物像

年間休日105日

本社ほか長崎県内の現場

令和４年度2名（建築職　２名）

高卒　     

17:00

Build a Dream!
これまでのすべてに感謝と敬意を
これからのミライに希望と決意を

　土木や建築は、道路や建物をつくると同時に、そこを利用し、ある

いは集い、暮らすという人の生活には欠かせない重要な要素です。

　「これまでのすべてに感謝と敬意を　これからのミライに希望と決

意を」の想いを胸に「企業は、人だ」というコミュニケーションを大

切にする企業であり続けます。

　書類作成・写真整理に特化した「建設ディレクター」を新設しまし

た。技術職員のほか建設ディレクターも今年度募集予定です。また、

「女性活躍推進宣言」に合わせて女性雇用の創出、「健康経営優良法

人2022」の取得等、SDGsや働き方改革にも積極的に取組んでいま

す。

　宅島建設に限らず、宅島グループ関連会社9社に約350名の社員が在

籍しており、グループ拠点を諫早市津久葉町に構え、グループ経営を

推進しております。グループ対抗スポーツ大会やイベント参加など、

グループ間のコミュニケーションも盛んです！

・技術職/建築技術者

http://takushima.co.jp/

・建設ディレクター

・技術職/土木技術者

200,000円

185,000円

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒854-0513　長崎県雲仙市小浜町南本町７番地22 代表取締役　宅島寿孝

建設業 宅島建設株式会社

180,000円

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

週休○日（○曜日、○曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://takushima.co.jp/
http://takushima.co.jp/
mailto:oogushi@takushima.com
mailto:oogushi@takushima.com
mailto:oogushi@takushima.com
http://takushima.co.jp/


住所 代表者名

会社概要

創業 1972 年 10 月

資本金 3000 万円

従業員数 20 人

平均年齢 41 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （技術職） 215,000円

（事務職） 205,000円

円

円

高校 （技術職） 178,000円

（技能職） 178,000円

諸手当

　 その他（車両手当、資格手当）

昇給 （年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制 （○交代）

休日・休暇

その他有給休暇

・育児休暇

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

障害者雇用

連絡先 勤務地

採用担当/ 寺尾　寿信

電話番号/ 0957-36-0175

ホームページ/https://terao-const.jp/

E-mail/teraokensetu@gaea.ocn.ne.jp

職場体験・見学の受入

離島を除く長崎県下全域もしくは本社

　　　　         　　　　　　  令和3年度1名（技術職）

　　　　　　　 　　　　　　 令和3年度1名（技能職）

求める人物像

・相手の気持ちを考え互いに助け合う
   ことができる人
・周囲に笑顔と元気を分け与える人
・自分の思いを実行できる人
・問題から逃げず、一つひとつの仕事
   を最後までやり遂げる人

　私が入社して間もなく社内の懇親会がありました。まだ他の社
員の方々がどのような人なのか把握できておらず、懇親会の場で
理解を深めるため全員に話しかけました。話しかけてみると面白
い、それぞれ個性豊かで考え方も千差万別。しかし、個性豊かな
れど全員の考えが一致したことが一つありました。工事施工に関
しての思いを聞くと、全員が「良いものを作りたい」、その一言
が一致していたのです。建設業に限らず社員全員が目標を共有す
ることは重要なことであると私は考えています。目標の共有は一
体感を生み日々の生産性を向上させる要因となります。そして目
標に向かい全員で「良いものをつくる」ことにやりがいを感じ私
はこの会社を好きになりました。

健康診断、懇親会、社員表彰制度

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度1名（技術職）

高卒　         　　　　　　 　 令和4年度1名（技能職）

【会社紹介】

「地域を守る一番手は、
　　　　　他の誰でもない、私たちである」

　この思いのもと、島原・雲仙地域を主とする長崎県全域にわた
り、ダムや道路といった様々な土木建造物を「ものづくり」の仕
事を通して創りあげてきました。

「ものづくり」で地域を最前線で守り、土木建設物を通して災害
を未然に防ぎ、未来を築き上げていく。これが私たちの存在理由
です。

　私たち寺尾建設では、自分だけのキャリアを創り上げることが
できます。若いうちから広く経験を積み、管理職や幹部職を目指
すもよし。教育環境を活用しながら、主体的に学んで成長し、土
木建設・施工管理のプロを目指すもよし。どんな働き方を実現し
たいかは自分次第です。

　20名という少数精鋭だからこそ、任せてもらえる仕事の多様さ
がある一方で、経験豊富なベテラン社員がしっかり教えてくれる
環境があります。自分が長崎で一番輝ける働き方を、会社と一緒
に考え、実現していきましょう！

短大、専門学校

・技術職（　　　　　　　土木施工管理技士　　　　　　　　　　）

・技能職（　　　　　　　　　土木作業員　　　　　　　　　）

17:00

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県雲仙市愛野町乙1479番地1 代表取締役　寺尾孝幸

長崎県の未来を築く

建設業 株式会社　寺尾建設

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり なし

週休2日（土曜日、日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

令和元年度入社 雲仙市出身

【先輩からのメッセージ】

mailto:E-mail/teraokensetu@gaea.ocn.ne.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1973 年 4 月

資本金 2,000 万円

従業員数 40 人

平均年齢 42 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態 （試用期間：3ヶ月）

初任給 大学 （技術職） 195,000円

（事務職） 170,000円

高校 （技術職） 170,000円

（事務職） 150,000円

諸手当

　 その他（資格手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （1年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・休暇

退職金

研修制度

（　外部研修制度利用　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

障害者雇用

勤務地

　　雲仙市吾妻町（本社、工場　及び各現場）

連絡先

採用担当/ 総務：德永

電話番号/ 0957-20-0500

ホームページ/

E-mail/ nagata-tk@tiara.ocn.ne.jp 職場体験・見学の受入

⑤写真
※複数枚可

・技術職（　溶接、塗装、現場監理、その他　）

　　　　　　　 "モノ”
未来に残る”建造”を一緒につくっていきませんか。

【会社紹介】

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

建設業 永田鉄工　株式会社

［本社］　 〒859-1116　　長崎県雲仙市吾妻町阿母名160
［工場］   〒859-1115　　長崎県雲仙市吾妻町永中名1151-1 代表取締役　　永田　克己

建物の建造を業とし、常に優れた技術と誠意をもってその業務にあたり、
顧客の満足と信頼の獲得を通じて地域社会に貢献する。

【経営理念】

　　　　         　　　　　　　　平成31年度　1名（技術職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成29年度　1名（技術職）

　　　　　　　 　” モ　ノ ”

「技術と安心・信頼の”建造”つくり」

※「あり」の場合具体的な内容
・職員互助会制度（慶弔見舞金）
・社内イベント補助　他

・技術職（　設計、品質管理、CAD、その他　）

・事務職（　受付、電話対応、書類作成、その他総務補助　）

17:00

求める人物像

・もの造りに興味があり、やりがいを感
じる人
・健康で、はつらつとした活力のある人
・協調性があり、仕事を共に楽しむ事が
できる人
・向上心を持ち、何事にも真面目に取り
組む事ができる人

高卒　         　　　　　　 　 令和4年度　　1名（技術職）

【先輩からのメッセージ】
・私たちは鉄骨設計・製作・建方を行っています。
様々な作業を経て建物が完成した時は、「自分たちがこの建物の骨を作った
んだな」と強く実感します。
私たちと一緒に汗を流し、建物と言う形で街を彩っていきませんか。

工務部製造課    古野　永吾（平成29年4月入社）

　
鉄骨鋼構造物　、建築の設計・製作、施工を主としています。
鉄骨鋼構造物といっても、小さな部品から大きな建物や橋など、用途や
規模により、様々なモノをカタチ造ることができます。
常に技術の革新に努め、環境やデザイン、お客様のニーズに、最高の
技術を提供できる企業であり続ける事を目指しています。
地図に載るような建築物、大地に爪痕を残すような、家族に誇れる仕事。
社員ひとりひとりの努力と誠意が合わさり、ひとつのモノを造りあげる時、
大きな達成感、幅広い知識と経験を得ることができます。

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

なし

日曜、隔週土曜日、他自社カレンダーによる

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

mailto:nagata-tk@tiara.ocn.ne.jp

