
島原半島地元企業ガイドブック様式（令和4年度改訂版）

住所 代表者名

会社概要

創業 1974 年 4 月

資本金 2,694 万円

従業員数 13 人

平均年齢 48 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 高校 ①１年目＝日給7,900円+各作業手当

森林部門 月給換算　202,930円～

（月平均労働日数　22.3日換算）

加工部門 月給換算　213,600円～

（月平均労働日数　　24日換算）

諸手当

　 その他（森林作業手当・加工作業手当）

昇給 （不定期）

賞与 12月・7月

勤務時間 8:30 ～

シフト制 （○交代）

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

（現場作業に必要な資格取得）

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 障害者雇用

採用担当/    柿田富宏

電話番号/0957-74-3147 勤務地 島原半島内

ホームページ/http://unzen-fa.jp/

E-mail/forest@unzen-fa.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像
積極性のある人

体力に自信のある人
落ち着きのある人

会社紹介
　島原半島の雄大な森林を職場としており、自然環境の保持と生活環
境の維持・増進につながる事を目的として、日々森林の整備に取り組
んでいます。
　また、森林の維持管理をすることにより、水源の確保のみならず、水
産資源の漁場環境整備にも役立っていると考えています。森林の現場
作業は人目には付きにくく派手な仕事ではありませんが、誇りを持てる
職場だと自負しております。
　現場作業においては、バックホウをベースとした高性能林業機械等
による作業を取り入れた、職場環境の改善にも取り組んでいます。

先輩からのメッセージ

　私が林業を始めるにあたり、チェンソーで木を切る作業など危険が伴
うということへの不安がありました。しかし、今では森林組合で仕事を
初めて2年経ちますが、一緒に作業する先輩方が現場で怪我なく働け
るように気にかけて指導してくださるので、安全作業に細心の注意を払
いながらもストレスを感じることはありません。何年も手入れされていな
かった薄暗い森林が、間伐作業などで徐々に明るく綺麗になっていく
工程を目の当たりにしてとても驚きました。森林に朝日が差し込む風景
にはとても感動しました。人間の根幹でもある衣食住の「住」に欠かせ
ない木材生産に携われるということにやり甲斐を感じています。
　夏の暑さや冬の寒さに慣れるまではキツイこともあるかもしれません
が、最近では機械化も進み、女性も活躍されています。森林作業に興
味がある方は林業への扉を開いてみてはいかがでしょうか。

※「あり」の場合具体的な内容
資格取得後の刈払機、チェンソーの貸与制度あり

大卒（短大、専門学校卒） 　なし

機械作業

高卒　         　　　　　　　 　 なし

※　加工作業手当　日額 1,000円

②　２年目以降＝給与表による

※　森林作業手当　日額 1,200円

17:00

【プロセッサ】
伐採した木材の枝払い
と長さを３ｍ、４ｍに造材
する機械

製材作業

【製材機】
長さを３ｍ、４ｍの丸太
を遠隔操作で製材する
機械

伐採作業

【チェンソー】

立木の伐採状況

令和４年10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。

〒　８５４－０５１１　　　雲仙市小浜町南木指２９１２－１ 代表理事組合長　内田　武志

心地よい癒しの森で深呼吸

農林水産業 雲仙森林組合　

・現場技能職員（森林部門）（森林内において行う、森林の管理業務）

・現場技能職員（加工部門）（丸太の製材一次加工）

労災 健康 厚生

あり（勤続６ケ月以上） なし

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 なし

あり なし

深夜・休日手当

あり なし

週休１日（日曜日）

年末年始休暇 祝・祭日休

なしあり

寮あり 借上社宅あり

なしあり



住所 代表者名

会社概要

創業 1946 年 1 月

資本金 1,000 万円

従業員数 85 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （生産職） 200,000円

（製造職） 200,000円

（生産職） 180,000円

（製造職） 180,000円

高校 （生産職） 150,000円

（製造職） 150,000円

諸手当

　 その他（　　　　　　　　　）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

休日・休暇

その他有給休暇

・年次有給休暇

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

連絡先

採用担当/　人事部　落水聡一朗 障害者雇用

電話番号/　0957-27-5580 勤務地

ホームページ/　https://www.taiyouran.com

E-mail/　s.ochimizu@taiyouran.com

職場体験・見学の受入

生産（有明、国見、東彼杵）、製造（愛野）

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5287-1 代表取締役　落水日朗

世界に誇れるおいしい卵づくりを通して、
人々の食卓に日々の小さな幸せをお届けする。

農林水産業 株式会社落水正商店

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度1名（生産職）

会社紹介
落水正商店は、卵の生産から販売までを自社で一貫して行っている会社で
す。弊社の特徴を３つ紹介させて頂きます。

(1)健康でおいしい卵づくり
弊社の原点は、健康でおいしい卵づくりにあります。卵の卸売り専門業から創
業した弊社は、約30年前に「お客様にお売りする卵は、健康でおいしく、自信
を持ってお勧めできる卵でありたい」との思いから養鶏場を自社で設けまし
た。天然由来の飼料原料のみを用い、本当の意味で健康であり、また、食べ
ておいしい卵として、自社ブランド卵「太陽卵」を開発しました。濃厚でほんの
り甘く、醤油なしでも卵かけご飯がおいしく食べれる点が一番の特長の卵で
す。

(2)食の安全・安心を守る
食に携わる会社として食の安全・安心は必須条件です。弊社では、HACCP対
応の衛生的な工場で、毎日卵の洗卵・殺菌・包装を行っております。

(3)新しいことに挑戦する
新しいことに常に目を向け、現状改善、新規分野開拓をしていく事で、より良
い商品作りができると考えています。健康でおいしい卵作りをしていく中で、に
んにく卵黄やマヨネーズの開発、直売所新設、液卵事業開始など、少しずつ
新しいことに挑戦しています。

素直な心を持ち、互いに学び合い、成長し、良い商品作りができる方をお待ち
しております。

短大、専門学校

・生産職（鶏卵の生産管理、集卵、鶏舎清掃など）

・製造職（鶏卵商品製造管理、鶏卵選別・包装作業など）

17:00

　　　　         　　　　　　　　令和2年度0名

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成31年度1名（菓子製造職）

求める人物像 素直で挨拶、感謝ができる人

先輩からのメッセージ
弊社では２０〜７０代まで幅広い年齢層の人が働いています。どんな人でも近
い年代の人がいるため馴染みやすく、優しく話してくれる人が多いです。
卵はごくありふれた食材ですが、弊社で生産している自社ブランド卵「太陽卵」
は、濃厚でほんのり甘く、卵かけご飯がとても美味しくなる卵です。「太陽卵を
一度食べたら他の卵は食べれない」とおっしゃってくださる事も多々あり、とて
も嬉しく誇りに思います。また、卵はお菓子作りに欠かせない材料でもあり、
太陽卵を使用したお菓子はとても美味しく仕上がるとご好評をいただいていま
す。ただの卵ではなく美味しい食に貢献できる卵として、皆様から愛される卵
を今後も作り続けていければと思います。
近年では海外にも卵を輸出しており、国内外で美味しいと食される卵を一緒
に作っていける仲間をお待ちしております。

※「あり」の場合具体的な内容
社員割引販売(卵、直売所商品)

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度4名（営業・事務職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和2年度1名（菓子製造職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成31年度3名（営業・製造・事務職）

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

月休7日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり


