
所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

先輩たちからのメッセージ

　対馬の農業を守るため、様々な事業・取り組みを行ってい
ます。人との関わりを大事に想う人・協力して何事にも取り
組む人は向いている職場だと思います。
　農家の方々と共に、対馬の農業振興を行い、活気ある対馬
を目指して一緒に働きましょう。

直売所の風景の写真や販売会などの写真です。
TEL：０９２０－５２－１１１６

http://www.ja-tsushima.or.jp/

土日祝祭日、年末年始、お盆、ＧＷ、有給休暇
有り
主な資格：営農指導員

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
新入社員研修、外部派遣研修、ＯＪＴ研修ほ
か

社宅あり 可

事務職/共済・金融窓口、経理・会計・庶務
技術職/農業用機械の修理

１．農業への関心が高く、今後の日本農業の発展に
　　尽力できる人材

２．バイタリティ溢れた人材

３．広い視野で職務を遂行できる人材

４．課題解決能力の優れた人材

対馬島内の各事業所　※転勤有り

135,000円～350,000円
初任給：135,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、住宅手当、扶養手当

８：４５～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　地域に密着した中で、営農（農畜産物の栽培・育成指導、
直売所での販売）・購買（農機具等の生産資材から電化製品
等の生活資材の販売）・信用（貯金、貸出等の総合金融サー
ビスの提供）・共済（ひと・いえ・くるまの総合保障）事業
を総合的に展開しています。

　常に農家の側で、農家の立場で物事を考え、対馬の農業振
興に努めています。自らの考えで企画・行動できる魅力ある
職場ですので、若く熱意を持った職員を待っています。共に
対馬の活性化を行いましょう。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和４７年

２億７,１７８万４千円

従業員数

４３歳

対馬農業協同組合

～　生活のすぐそばにあるのは''ＪＡ''　～

会社概要

〒817-0013　対馬市厳原町中村606-19

代表理事組合長　縫田　和己



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当
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保険加入等 研修制度

住居 職場見学
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ホームページ

先輩たちからのメッセージ

　一緒に地域再生を行っていきませんか。

　左：一から養鶏を学び始めた若者です。
　右：地域の女性たちが独学でパンを焼き販売しています。

ＴＥＬ：090-3016-0058

－

年間変形労働制（週４０時間） 有

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 実践研修（就労しながらの研修）

無し お気軽にお問い合わせください。

①調理　②菓子作り　③養鶏作業　④農産物
の栽培　⑤養鶏（採卵）　⑥堆肥製造

①地元の食材を使った創作料理

②菓子作りをやってみたい方

③農業に伴う全般的な作業をやってみたい方

④養鶏に伴う採卵などの作業をやってみたい方

⑤まだまだこれからも新事業を考えています。主に地域興し
につながる事業です。チームリーダー的な存在をやってみた
い方。

対馬市厳原町下原圏内

日給：6,000円～10,000円
月給：160,000円～200,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

交通費

①基本８：００～１７：００
②シフト制有（希望）

事業内容 代表者からのメッセージ

①飲食・物販の販売　②菓子製造販売　③自然薯の栽培販売
④養鶏事業（新鮮卵）販売（将来は対馬地鶏の販売）
⑤堆肥の製造販売

　過疎化の進む地域において路線バスも不便でまた車に乗れ
ない高齢者などに対して、小店（飲食も含む）を立ち上げ、
地域の方々の憩いとなる場所を作りました。また、地域の農
産物などの宣伝活動、対馬地鶏の復活など島内外を問わず人
の集まれる地域づくりを目指した活動を行っています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成27年12月25日

１,０００万円

従業員数

４８歳

ｅｋファーム　株式会社

～　地域と共に地方創生に挑戦　～

会社概要

〒817-0242　対馬市厳原町下原282番地1

木村　一彦
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先輩たちからのメッセージ

　対馬の食糧供給基地として組織を作り上げようと
思っています。
　皆様も私たちの仲間になりませんか。

そばの収穫をしている写真です。
ＴＥＬ：0920-56-0103

－

土曜日・日曜日・祝日・年末年始 有

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 有

空き家紹介可能 先進地視察等参加可能です。

農作業
 樫椎小原の耕作面積は、水稲27ha、牧草（WCS）４ha、
そば25haの約55ha程度です。
　なかでも、対州そばは、その実を守るため、他品種と交配
させず原種の味を守り続けてきました。小粒の実に凝縮され
た深い風味と食感は、そば通もうならせる「珠玉の逸品」と
言われています。
　
　今、私たちは組織の永続を懸けて「経営安定」と「組織の
活性化」を重点課題としています。「経営安定」ではブラン
ド米の販路拡大、「組織の活性化」は職員の若返りを図り、
今から対馬全体に広がるであろう耕作放棄地を再生・活用
し、統一した栽培手法で対馬のブランド米を確立するための
仲間づくりを計画しています。
　農地の所有や出身地は問いません。やる気があれば良い、
技術があればなおさらのこと。地域に貢献可能な新たな夢の
実現に参画してみませんか。

対馬市厳原町の佐須地区内

時給800円～1,430円

□賞与　　　☑昇給

家族手当・役付手当・時間外手当

８：３０～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　農作物生産（耕うん、定植、収穫、乾燥など）及び
　農作業受託（米・そば・たまねぎ・ばれいしょなど）

　地域農業の維持拡大。
　珠玉の逸品「対州そば」の振興。
　発足して間もないため、今後も色々なことにチャレンジ
していきたい。地域の将来像を一緒に描きませんか。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成27年9月3日

９,８０２千円

従業員数

６１.８歳

農事組合法人　樫椎小原

～　地域農業を守る！　～

会社概要

〒817-0242　対馬市厳原町下原82番地12

桐谷　政実



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

　対馬の特産品の原木栽培椎茸の栽培と販売

　かつて全盛期の時には生産者1000名、約600ｔの生産量
を誇っていた対馬の椎茸も今では40ｔと減少の一途をたどっ
ています。
　対馬唯一の伝統の特産品を一緒に守っていきませんか。

株式会社　翔榮

～　伝統の対馬原木椎茸を継承と発展　～

会社概要

〒817-0242　対馬市厳原町下原162番地

木村　一彦

平成１８年８月

４,９００万円

従業員数

５２歳

事業内容 代表者からのメッセージ

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

①原木椎茸の栽培　②原木椎茸の加工販売

①原木椎茸の栽培（将来独立してやりたい方も歓迎）をして
みたい方

②原木椎茸を全国に広げるための広報営業活動を行いたい方

③農業に伴う全般的な作業をやってみたい方

④まだまだこれからも新事業を考えています。主に地域興し
につながる事業です。チームリーダー的な存在をやってみた
い方。

対馬市厳原町下原圏内

日給：7,000円～10,000円
月給：170,000円～230,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

交通費

①基本８：００～１７：００
②シフト制有（希望）

年間変形労働制（週４０時間） 有

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 実践研修（就労しながらの研修）

無し お気軽にお問い合わせください。

先輩たちからのメッセージ

　 一緒に対馬の原木椎茸を拡大、また伝統を守っていき
 ませんか。

対馬特有の冬場の原木生椎茸写真です。
ＴＥＬ：0920-56-1142

http://www.hanatake.jp/syoei_about.html
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代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

○

平均年齢

職種

勤務地

給与（額面）

賞与・昇給

諸手当

勤務時間

休日・休暇 資格取得支援制度

保険加入等 研修制度

住居 職場見学

問合せ

ホームページ

先輩たちからのメッセージ

　大自然の中で楽しく仕事ができます。
　機械好きの方大歓迎です！

　　　左：田植えの様子
　　　右：そばレストラン「そば道場あがたの里」

ＴＥＬ：０９２０-８３-０５６０

http://sakusyoku.com/

土日祝祭日、年末年始、有給休暇 大型特殊免許

☑雇用　☑労災　□健康　☑厚生 無

無し 可

農作業スタッフ

　農業に興味があり、明るい人大歓迎！

対馬市内の各現場

147,000円～

☑賞与（年２回）　　☑昇給

通勤手当、扶養手当

８：４５～１７：３０

事業内容 代表者からのメッセージ

　・農作業受託全般
　・そば、米栽培
　・繁殖（牛）用飼料づくり
　・繁殖作業
　・そばレストラン

　地域の特長と資源を活用した産業振興を積極的に推進するための
諸事業を実施するとともに、農業経営の安定と魅力あるふるさとづ
くりを推進し、住民福祉の増進に寄与することを目的として活動を
行っています。土に携わり、自然と共存しながら、楽しい農業活動
を行い「作食一貫」をモットーに対馬の農業を元気にする活動を行
う団体です。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成２２年

７,１５０万円

従業員数

４５歳

一般財団法人　対馬市農業振興公社

～　“作食一貫”対馬の農業を元気に！　～

会社概要

〒817-1301　対馬市峰町三根３番地３０

理事長　永留　正司


