
住所 代表者名

会社概要

創業 1913 年 5 月

資本金 2000 万円

従業員数 71 人

平均年齢 46 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

⑤施工管理系事務（工事書類作成・積算業務等）

雇用形態

初任給 大学

高校

諸手当

　 その他（資格手当、役職手当、業務手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 7:45 ～

シフト制（福祉事業部のみ）

休日・休暇

その他有給休暇

・夏季休暇 ・介護休暇

・育児休暇 ・産前産後休暇

退職金

研修制度

（　社内ビジネスマナー講習、外部新人研修　）

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

④土木作業職（　土木工事現場での現場作業等　）

【会社紹介】
株式会社松尾組は1913年の創業以来、
地域の皆様とともに成長してきました。

総合建設業として公共土木工事を主とし、
公共建築、民間住宅の設計・施工を手掛けています。

建築分野においては,人体に害のない無垢材を使った≪本物の家≫など
他社には真似できない提案が私どもの強みです。
また2005年より、福祉サービス事業も開始し、

現在では3事業所6つの福祉サービスの提供を行っております。

　　　　　　　　　　　今年度私たち経営理念である
　　　　　　　　　　　　　　「期待を創る。期待を超える。」に従い、

　　　　　　　　　　　　　　年齢問わず、5・10年後に一線で活躍できる
　　　　　　　　　　　          人材育成を心がけ、それに伴う評価制度の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　充実も進めております。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皆さんとお会いできる日を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しみにしておりますので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是非お気軽にご連絡ください！

⑤写真
※複数枚可

要問合せ

①建築士（住宅の設計業務）

②建築技術職（　建築現場での施工管理業務等　）

短大、専門学校

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。

長崎県南島原市南有馬町乙1220-2 代表取締役　松尾 弘美

建設業 株式会社
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③土木技術職（　土木現場での施工管理業務等　）

（配属施設によって）

17:00(休憩1.5h)（建設）

高校および大学新卒採用を積極的に行っております。

若手が輝ける職場づくりに心がけ、皆さんを全力でサポートします！

【先輩からのメッセージ】
≪令和3年度入社　19歳　男性　土木技術職≫

私は、企業訪問がきっかけで松尾組への入社を決めました。
社員の方々も明るく、社内の雰囲気もとてもよかったです！

現在は、先輩方の補佐として測量や工事書類の作成を担当しています。
皆さんが丁寧に教えて下さるので、日々覚えることがたくさんありますが、

その分仕事のやりがいや楽しさを感じています！

まずは施工管理の仕事を早く覚え、資格を取得し、
早く現場を任せてもらえるようになりたいです！

皆さんも実際に入社するまで不安なこともあると思いますが
見学に来て、社内の雰囲気を感じてみてくださいね！

平成29年度　高卒（Uターン）　1名　（土木技術職）

平成30年度高卒（中途）1名（土木作業職）

令和  2年度高卒（新卒・中途）2名（土木技術職・作業職）

令和  3年度高卒（新卒・中途）3名（土木技術職・作業職・介護職）

http://www.matsuo-inc.com

recruit@matsuo-inc.com

年間休日（建設100日・福祉108日）

※「あり」の場合具体的な内容
制服貸与、交通費支給、病気入院保障制度、資格取得支援制度、残業代支給

求める人物像
●よく考え、よく学び、よく教える人材

●失敗を恐れず挑戦する人材

島原半島を中心とする長崎県内全域

管理部　採用課　松尾康一郎

0957-85-3131

労災 健康 厚生

あり

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

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

週休2日

年末年始休暇

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

http://www.matsuo-inc.com/
http://www.matsuo-inc.com/
mailto:recruit@matsuo-inc.com
mailto:recruit@matsuo-inc.com
http://www.matsuo-inc.com/
mailto:recruit@matsuo-inc.com


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 1970 年 4 月

資本金 3000 万円

従業員数 16 人

平均年齢 44 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給（新卒） 大学 214，000円

190，000円

高校 172，000円

　　　　（中途採用） 応相談

諸手当

　 その他（資格手当、役職手当、業務手当）

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

・GW休暇 ・休暇

・お盆休暇

退職金

研修制度

（新人研修、資格取得の勉強会）

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/ 白倉 障害者雇用

電話番号/ 0957-86-2653 勤務地 長崎県内全域

ホームページ/　http://www.sanki-kogyo.co.jp

E-mail/ info@sanki-kogyo.co.jp

職場体験・見学の受入

求める人物像
・自らの行動に責任を持てる人
・夢中になれるものを持ってる人
・素直な人

【会社紹介】
　当社は昭和45年に「寺田ボーリング」として創業し、昭和50年に「三喜工
業」に改名、ボーリング（さく井・地すべり調査）からスタートし、それに伴い上
下水道工事、土木、建築と分野を拡大し、総合建設業として発展してまいり
ました。
 その基本となる株式会社三喜工業の技術は、自然（土と水と緑）から多くの
ものを学び、また創業当時からの経験と、データの蓄積から生まれたもので
ございます。私どもは常に『自然に学び、技術で応え、地域社会に貢献』を
モットーに日々努力しています。人と自然が共生する理想環境を目指し、更
なる技術の向上に努めます。

【採用担当者より】
　㈱三喜工業では新しく仲間に加わってくださる方を幅広く募集しておりま
す。
　男性ばかりのイメージが強い建設業ですが、最近では女性の活躍が目
立っています。建設ディレクターの分野では現場所長のアシスタントとして書
類の作成等をやっていただきます。
　はじめての方でも安心して「ものづくり」に参加できますよ。
工学系の方でなくても大丈夫です！
優しい先輩たちが丁寧に指導いたします！！
皆様方のご応募お待ちしております！！！

・技術職（測量、施工管理）　・建設ディレクター（女性初心者可）

・技能職（マシンオペレーター、作業員）

17:00

【先輩からのメッセージ】
　入社したての頃、右も左もわからなかった私が、今では現場の管理を任さ
れるまでになりました。
　㈱三喜工業は工事の業種が多く、いろいろな現場でたくさんの経験を積む
ことができます。
　先輩たちのアドバイスを頂きながら、毎日新しい発見と向き合っています。
アットホームな雰囲気の㈱三喜工業で一緒に働きましょう！

令和1年入社　22歳

※資格取得の費用補助、忘年会、バーベキュー、社員旅行

高卒　         　　　　　　 　 　令和１年度　　１名

中途採用　　　　　　　　　　 　令和４年度　　２名　

令和4年11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。

長崎県南島原市口之津町丁5771-1 代表取締役　寺田智信

持続可能なミライのために、できることからはじめよう！

建設業 株式会社　三喜工業

短大、専門学校

労災 健康 厚生

あり（勤続1年以上） 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2日（日曜日、第2，第4土曜日）

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

長崎県SDGs登録事業者

健康経営宣言認定事業者

mailto:info@sanki-kogyo.co.jp

