
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

　アットホームな環境の中で作業を行い、若手技術者の
指導等に力を入れ、年間の休日も充実してます。
　地元、将来に残るものづくりを一緒にやりましょう。

写真：海上工事を行う時に使用する、起重機船及び曳船
TEL：0920-54-2063

―

変形労働時間制（年間休日１１４日）
有り
主な資格：施工管理技士・車両系・クレーン等

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし なし

施工管理補助（測量補助・現場作業・書類作成）

　１．建設業への興味・関心が高く、今後の建設業の
　　　発展等を担ってくれる人材

　２．チームワークを大切にする人材

　３．責任感が強く、最後まであきらめない人材

　　以上、求められた事に対して、責任を持って
　やり遂げられる人を求めています。

対馬市内

160,000円～280,000円
初任給：160,000円

☑賞与あり（年２回）　☑昇給あり

通勤手当

８：００～１７：００（休憩1２0分）

事業内容 代表者からのメッセージ

　総合建設業（土木、建築、とび・土工、管、電気、舗装、
鋼構造物、浚渫、造園、水道施設、解体）
　「自然にやさしい総合建設業」をキャッチコピーに地域
発展に貢献する仕事を熟練した経営陣のもと時代に則した
明るい職場環境において行っています。

　現在、島内は高齢化及び過疎化が進み若手の技術者等が
減っている状況です。
　今後の対馬を一緒に守り・発展させていける様な健全で
心豊かな人材及びチームワークを大切にする人材を求めて
います。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和25年2月10日

２,０００万円

従業員数

５３歳

株式会社　早田組

～　自然にやさしい総合建設業　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町鶏知乙481番地9

代表取締役　早田　豊



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

※斜面崩壊や地滑り、落石などの土
砂災害が発生しないように、急傾斜
地の保護工事を実施。集中豪雨など
異常気象が多発する近年において、
重要性が高まっている工事です。

先輩たちからのメッセージ

・ゼロからのスタートでも大丈夫！しっかりと面倒見ます。
・自分の意見を発言しやすい環境。納得して作業に集中
　できます。
・福岡での時間に追われる生活から一変。豊かな自然の
　中で子育てしています

ＴＥＬ：0920-52-8811　担当：大串

－

※対馬島玄関口・厳原港の改修工
事。汚濁防止枠の提案や捨土運搬時
の養生など、周辺環境への配慮に高
い評価を受け、平成29年度対馬振興
局長表彰を受けました。

弊社変形労働時間カレンダーによる
年末年始、お盆、ＧＷ、有給休暇

資格取得に必要な経費は全額会社が負担します。
主な資格：土木施工管理・各種重機免許

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 施工・安全管理等の社外研修への派遣

なし 可

土木施工管理　現場作業員 　最近の工事現場ではドローンによる測量など、最先端の
システムが導入されています。適応力が重要視される時代
だからこそ柔軟性と好奇心旺盛な方を求めます。

島内一円

初任給：198,000円～　経験者相談による

☑賞与（年３回）　☑昇給

通勤・家族・資格・管理　諸手当

８：００～１７：００ （休憩１２０分）

事業内容 代表者からのメッセージ

　陸上・港湾土木、法面工事、トンネル工事、水道施設工事
　ほか

　自分が携わった構築物がずっと残り、しかも地域の人々の
生活がより便利に豊かになる。今までに味わったことのない
充実感が待っています。私たちと一緒に、対馬の明るい未来
を創造していきましょう。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和６１年４月

３,００５万円

従業員数

５５歳

株式会社　イチケン

～　地域を愛し、地域に愛される会社を目指して　～

会社概要

〒817-1521　対馬市上県町飼所８７０

代表取締役　古賀　浅治



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

　　熟練者も多く、一からの教育による技術の継承及び
　建設業に係る各種資格の取得をサポート致します。
　　やる気のある方の入社をお待ちしておりますので、
　私たちと一緒に楽しく働きましょう。

　地域の子供たちを対象に土木イベントを行い、通学路と
　なる現場歩道にツシマヤマネコのデザインをブロックで
　製作してもらいました。

ＴＥＬ：0920-88-4722

http://harada-tsushima.jp

週休２日、年末年始、ＧＷ、お盆　など あり

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし 可

現場施工管理、現場作業員

　・前向きで向上心のある方

　・コミュニケーション能力のある方

　・まじめで努力を惜しまない方

　生涯、安心して働くことのできる躍動感のある会社を
目指しています。
　そのためにも是非、若い力が必要です。

対馬市内

初任給：160,000円～
（資格・職種に応じて手当有り）

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

８：００～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　土木一式工事、港湾工事、舗装工事　など

　弊社は新技術の導入や人材育成などに力を注ぎ社員一丸と
なって地域社会への貢献に努めています。
　社員が働きやすく将来性のある職場づくりを目指しており
ますので、若い方の入社も大歓迎です。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成１４年６月

３,５００万円

従業員数

４６歳

株式会社　ハラダ

～　夢を持ち、未来を築く　～

会社概要

〒817-1522　対馬市上県町樫滝1062番地

代表取締役　原田　繁盛

http://harada-tsushima.jp/
http://harada-tsushima.jp/


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

　毎日、楽しく働いています。
　僕達も入社した時は、建設業なんて全くわからない本当に無知な
人間でしたが、それを優しく時には厳しく、人付き合いまで教えて
もらい、今では様々な資格・免許等も取得でき、日々の現場管理を
頑張っています。一緒に楽しく働きましょう!(^^)!

　TEL：0920-52-4111　担当：斉藤

　http://www.ohishi-net.co.jp/

日、祝日　他（年間休日１０５日）
慶弔休暇、有給休暇、育児休暇、介護休暇

なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修

なし 可

工事管理者・現場作業員

　当社には大きく分けて３つの部署があります。
　　・工事部(土木部・建築部）
　　・営業部
　　・管理企画部

　どの部署でも豊かな経験や知識を持つ人だけではなく、
　　●向上心がある人
　　●気配りができる人
　　●自分自身で何かを成し遂げたいと考えている人
　　●エネルギーに満ち溢れた人
　を募集したいと思います！！

　何でも抱え込まず相談ができるよう
　上司をはじめみんなが意識しています。
　あなたからの応募を待っています。

対馬市内

月給：169,000円～336,000円

☑賞与（年１～３回／業績により）　☑昇給

通勤手当、資格手当

８：００～１７：００（休憩６０分）

事業内容 代表者からのメッセージ

総合建設業
　港湾工事
　一般土木工事
　建築工事
　サブマリンクリーナー（海底汚泥処理）

　私ども大石建設対馬支店は、お客様からの信頼をいただきながら
６０余年の長期にわたり地域社会と共に発展する総合建設業として
確固たる基盤を築いてまいりました。近年の急激な社会変化に伴
い、建設業に求められるニーズも多様化している今、一緒に働いて
くれる仲間が必要です。私達と共に高度な技術力と安心で安全な優
れた品質を提供しましょう。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和２５年

４,８５０万円

従業員数

５３歳

大石建設　株式会社　対馬支店

～　お客様の夢と希望を実現する　～

会社概要

〒817-0012　対馬市厳原町日吉３０３番地

支店長　主藤　庄八郎

http://www.ohishi-net.co.jp/
http://www.ohishi-net.co.jp/


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

　働きやすい職場・地域密着型の企業を目指して社員一丸と
なり頑張ってます、いろいろな業種で働くことが出来ます。
やる気のある方大歓迎！

写真：レンタカー部門の従業員と働く様子
TEL：0920-86-4093

http;//yamada-doboku.net

完全週休二日制（年間変形労働制：土木）
GW、年末年始、夏季休暇、有給休暇

有り
（土木施工管理技士・貸切運行管理者 他）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 外部研修（土木・バス運転手）

寮なし 可　※事前に連絡頂ければ対応致します。

土木建設業：事務職・作業員
観光事業：バス運転手・レンタカー受付

　　土木建設業にかかわらず、いろいろな業種で働くことが
　出来ます。

　　資格取得も支援しておりますので、スキルアップ出来る
　環境です。

　　やる気と元気のある方お待ちしております。経験のない
　業種でも丁寧な指導・支援いたします。

　　対馬の未来を担う人材を求めております。

主に比田勝・厳原
土木建設業においては対馬島内各現場

160,000円～270,000円
※職種により異なります

☑賞与（年２回）※職種により異なる

☑昇給

住宅手当・通勤手当・家族手当・資格手当

業種により異なる
（レンタカーのみシフト制あり）

事業内容 代表者からのメッセージ

〇土木建設業：主に公共工事
〇観光事業：貸切バス・レンタカー事業　他

　(株)ヤマダは公共事業を中心に創業30余年を迎えました。
対馬の発展を願い、土木建設業・観光事業他を展開しており
ます。地域密着型の企業として皆様の要望に応えていきたい
と思っています。(株)ヤマダが対馬の未来を担う様、今後とも
ご支援引き立てのほどをお願い致します。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和５３年

３,０００万円

従業員数

５０歳

株式会社　ヤマダ

～　対馬の未来を元気にする　～

会社概要

〒817-1701　対馬市上対馬町比田勝965番地1

代表取締役　山田　幸弘



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

　建設業が全くわからない状態から、先輩の姿を見ながら､また書類
づくりの指導を受けながら、今現場を任してもらえる技術者となり
ました。頼もしい先輩がたくさんいます。良い物を創ろうと、日々
努力･研究をしています。自分が、携わった構造物が出来上がったと
きの達成感･喜びを一緒に感じましょう

　　　　　左：(仮称)尾浦トンネル 親子見学会
　　　　　中：慰安旅行先 立山アルペン
　　　　　右：千俵蒔風力発電建設・管理

ＴＥＬ：0920-85-1111

－

日曜日他は一年間変形休日カレンダーによる
有給休暇有り

業務に必要な資格は、会社負担で取得の支援
を行っています。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
外部団体による研修に会社負担にて参加させ
ます。

寮有り 可

施工管理技術者・作業員
事務職（現場代理人補助事務含む）

　総合建設業として道路の整備等一般工事から、高度・特殊
な技術が必要なトンネル、ダムの大型工事まで自社施工を可
能とする優秀な技術者がたくさんいます。それを支える技術
を持った作業員がいます。
　建設業のものづくりは自分１人で作り上げることは出来ま
せん。材料、建設機械の手配、職人さんとの打ち合わせ、職
員同士での情報共有､発注者との打ち合わせ等、いろいろな人
との関わり合いの中で成り立っています。我が社にも様々
な、個性を持った人たちが、活躍しています。
　その共通する能力は、いろいろな人と、コミュニケーショ
ンできる能力、最後までやり抜く能力です。この能力を兼ね
備え、もの作りに喜びを感じることができる人を求めていま
す。

対馬市内

作業員初任給（高卒） 207,000円～
中途採用　253,000円～414,000円

☑賞与（年２～３回業績により）　☑昇給

通勤手当・家族手当・資格手当・技術手当他

８：００～１７：００（７時間３０分勤務）

事業内容 代表者からのメッセージ

陸上･港湾土木　法面工　舗装工　トンネルその他建設業全般

  我が社は、他社にはない特色ある建設業をめざし、あらゆる
建設分野に、また高度技術機械導入などによる新たな取り組
みにチャレンジし続けています。そのためにも私たちは、若
い力を求めています。新たな時代に向け、創る喜びを一緒に
感じましょう。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和４３年

５，０００万円

従業員数

４５歳

株式会社　小宮建設

～　豊かな社会づくりに貢献　新たな時代を切り拓くために　～

会社概要

〒817-1522　対馬市上県町樫滝１０５０

代表取締役　小宮　量浩



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

　技術者と技能者が融合した職場です。
　どちらも指導者のサポートが充実しており多能工として成長でき
る環境も整っています。
　ドローンや測量機械、船にクレーンと揃っていて時代のニーズに
即応できる会社です。
　共に「地球の彫刻家」としてがんばりましょう！

　　　左：社員による安全祈願祭集合写真
　　　右：海上起重機船「第11躍真丸」による作業風景

TEL：0920-86-2695

http://www.ohkawa-m.jp/

４週８休　GW　盆休み　年末年始
有り
土木関係資格、大型運転免許　等

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし 可

土木施工管理技士・船舶作業員・営業事務・
生コンクリート車運転手

　土木建設業の醍醐味は建造物創造の楽しさ、創造物が完成
する嬉しさ、そして創造物が地域社会へ貢献する喜びです。
　また、時代が進み新たな技術を吸収していく探究心もくす
ぐられます。
　このサイクルでよりよい創造、自己研鑽をしましょう！

　色々と書きましたが、一番大事なのは「やる気」です。
　このページをお読みいただき少しでも弊社に興味をお持ち
になったやる気のある皆さん、大歓迎です！！

対馬市内

160,000円～300,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

遠路通勤手当、その他作業内容にて手当有

８：００～１７：００（休憩１２０分）

事業内容 代表者からのメッセージ

建設業（港湾土木建設業、陸上土木建設業他）
生コンクリート製造業、貸切バス事業、椿油製造業

　建造する工程を考え、完成していく喜び、誰にも負けない
技術の向上、共に大いに仕事をし大いに楽しみましょう！！

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和３９年

５,０００万円

従業員数

４９歳

株式会社　大川建設工業

～　地域社会と共に歩む　～

会社概要

〒817-1701　対馬市上対馬町比田勝956番地12

代表取締役　眞崎　龍介

令和元年度

健康経営推進企業



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

　　アットホームな職場です。やさしくサポートしながら
　仕事を教えます。

　　　　左：市道久田日掛線道路改良工事(橋梁）
　　　　中：仁田地区簡易水道整備工事（1工区）
　　　　右：対馬地域商社新築工事（建築）

TEL：0920-86-3051

－

日曜日、4月～8月：週休2日 全額会社で負担

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 必要な研修は会社で負担

アパートあり 可

土木・建築技術者、配管工、電工、溶接工

　土木工事・建築工事・水道工事等、建設業全般に加えて、
鉄工所を保有しており、道路の新設・拡幅・修繕・住宅の
新築・改造、又、家庭の水道工事・簡易水道工事等、
公共工事・民間工事を行っています。

　いろいろな作業を経験して、技術を身につけ、各種の
免許を取得し技術者になってもらいたいです。
　やる気のある方を求めます。未経験者も歓迎します。

所在地に同じ

180,000円～250,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

残業手当、通勤手当

８：００～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

土木工事・建築工事・管工事・電気工事・水道施設工事・
鉄工所

　創業以来、地元対馬の皆様に育てられてきました。
　今後更に対馬と共に発展できるよう、明るく前向きな方を
お待ちしています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成8年8月2日

４,０００万円

従業員数

５２歳

株式会社　大浦水道土木

～　より良い商品は 全社員の努力から　～

会社概要

〒817-1702　対馬市上対馬町古里440-2

代表取締役　大浦　祥久



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

　一致団結を社訓に掲げ、社員が一丸となり互いに助け合
い、安全かつ効率的に日々努力しています。ボランティア活
動や社員旅行、レクリエーション等の社員交流も行っており
ます。明るく楽しい職場です。

　　　左：社員旅行の様子
　　　中：レクリエーション大会の様子
　　　右：近年異業種参入で取組んでいる自然薯栽培の様子

TEL：0920-85-0238

―

年間カレンダー（変形労働時間制） あり

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり

あり 可

土木作業員、整備士、事務員、農作業員

　・コミュニケーション能力や協調性のある方

　・やる気があり積極的に仕事に取り組んでくれる方

　経験やスキルにあったところからお任せしていきます。
　基礎知識、専門的知識などなくても大丈夫です。
　先輩社員が指導いたします。
　仕事に必要な資格取得も支援します。

対馬市上県町飼所

120,000円～350,000円
職種により異なります。

☑賞与（年３回）　☑昇給

通勤手当

８：００～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　総合建設業として、主に土木工事、とび・土工工事、港湾
工事を行っています。
　２０１７年から新分野として、農業部門「グレンゼファー
ム」を立ち上げ、自然薯栽培にも取り組んでいます。

我が社は一致団結を社訓に掲げています。
　「３K」から「新３K」へ
　「給料」年間所得をアップ
　「休暇」週休２日制導入
　「希望」将来の安定した生活
我が社の社員と共に未来に向けて頑張ってみませんか！

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和５８年

３,０００万円

従業員数

５１歳

株式会社　昭大建設

～　一致団結し未来の建設業へ　～

会社概要

〒817-1521　対馬市上県町飼所823

代表取締役　糸瀬　三代喜



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

　自分が関わって作ったものが、形として残る。
　この仕事の最大の魅力です。
　未来へ良いものを一緒に残しましょう。

　　　　左：上対馬町琴沖の漁礁沈設の写真
　　　　中：峰町佐賀漁港の船揚げ場工事の写真
　　　　右：厳原町の最終処分場造成工事の写真

TEL：0920-52-2442

http://www.sakamoto-gumi.co.jp

週休二日制
盆、年末年始ほか

あり

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり

なし 可

土木施工管理技術者

　私たちの仕事は、決して一人で完結できるものではありま
せん。建設業の最前線である「現場」では、社員のみならず
協力業者など、たくさんの関係者と苦労や喜びを共にしなが
ら完成を目指しています。多くの人たちとコミュニケーショ
ンを取り、お互いに理解、協力しながら同じ目標に向かって
仕事ができる人材を求めています。

　建設業は誇り高き産業です。人々の生活を支え、地図に残
り、そして歴史を創って行く仕事であり、災害復旧など大き
な使命も課せられています。地域や人々の暮らしの役に立つ
仕事をしていく。坂本組は常にこうありたいと考えていま
す。社会発展のための活力あふれる社会基盤づくりに、使命
感を持って取り組む人材に期待します。

対馬市

170,000円～280,000円

業績により変動

通勤手当

８：００～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　特定建設業、当対馬営業所では国・県・市発注の土木工事
（道路・港湾・漁礁等）の受注施工を行っています。

　安心できる街と環境をあなたの手で築きませんか？
　当社は、様々な工事業務を通して地域社会に貢献し、
夢ある街づくりに努める会社です。
　ここには、あなたが活躍のできる仕事が必ずあります。
ぜひ私たちと一緒に、あなたの力を発揮しませんか？

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和51年6月7日

４,５００万円

従業員数

５５歳

株式会社　坂本組　対馬営業所

～　「確かなものを、未来に。」人と自然を思いやる環境作りを目指して　～

会社概要

〒817-0016　対馬市厳原町東里139番地1

取締役対馬営業所長　手束　勉

http://www.sakamoto-gumi.co.jp/
http://www.sakamoto-gumi.co.jp/


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

　道路、橋、上下水道などの測量・設計を行う社会インフラ
　整備に興味がある方なら、やりがいと誇りを持って働ける
　環境があります。

　　　左：測量業務。入社時に資格は必要ありません！
　　　中：ＵＡＶなどの最先端技術も導入しています。
　　　右：コミュニケーションを密に取り、部門の垣根を
　　　　　超えた連携を図っています。

TEL：095-839-2111　担当：相川

https://www.ougis.co.jp/consultants

土日祝祭日（完全週休二日制）、年末年始、
慶弔、有給休暇、産休育休制度　ほか

業務に資するとして会社が認めた資格の
講座、取得費用の補填

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
新入社員研修（入社から１週間は本社研修（宿泊先は
会社で準備）、その後対馬支店でＯＪＴ研修。
社内技術研修、メンター制度

希望する場合（実家からの通勤不可）は手当
あり（上限20,000円まで）

可

技術職（測量）

　国土交通省が進める「アイ・コンストラクション（※）」
に積極的に取り組んでいます。
　例えば、ＧＮＳＳ（全地球航法衛星システム）を使ったＵ
ＡＶ（ドローン）導入により、近年災害の多かった九州地域
においても、人の立入りが危険な被災地などの調査で活躍し
ました。最先端技術を使い社会貢献、地域貢献が出来るやり
がいある仕事です。
　先輩社員には測量士や技術士などの資格を持った社員が大
勢います。入社時には資格・経験は問いませんので大丈夫で
す。入社してから勉強は必要ですが、先輩社員の指導の下、
ゆっくり経験を積める環境が整っています。何事にも幅広く
興味を持ち、自己成長を目指す人材を求めています。

※アイ・コンストラクション：建設現場にＩＣＴ（情報通信技術）
　を導入し、生産性向上と魅力ある建設現場を目指す。

対馬支店：対馬市厳原町久田352-6
※転勤あり

高卒初任給：178,920円
（内訳）基本給：155,000円
　固定残業手当：23,920円　※20時間分

☑賞与（年２回）　☑昇給

※業績により別途期末賞与あり

通勤手当（上限：25,000円）

８：３０～１７：３０

事業内容 代表者からのメッセージ

建設コンサルタント業務、測量業務・調査業務、
文化財調査業務、補償コンサルタント業務、
一級建築士事務所

　明るく楽しく仕事が出来る環境づくりと、若者が集まる
企業を目指しています。一緒に地元長崎のまちをつくり、
守る仕事をしませんか。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和３８年

４,８００万円

従業員数

３９歳

扇精光コンサルタンツ　株式会社　対馬支店

～　地元対馬の発展と社会インフラの面から安全・安心を守る仕事です　～

会社概要

対馬支店：対馬市厳原町久田352-6
本社：長崎市田中町585番地4

安部　清美

http://www.ougis.co.jp/ougis_infra/
http://www.ougis.co.jp/ougis_infra/


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 資格取得支援制度

休日・休暇 研修制度

保険加入等 職場見学

住居

問合せ

ホームページ

応相談

先輩たちからのメッセージ

　自分の住む地域を自分達の手でつくるという、この仕事に
誇りを持っています。
　ひとつひとつの仕事が形になる喜び、「なりたい自分に
なる」ための環境が中原建設にはあります。
　是非一緒にチャレンジしましょう！

TEL : 0920-83-0611

http://c-nakahara.com/

８：００～１７：００ 受験費用､交通費等会社が負担します。

日曜日、年末年始、お盆、GWほか
会社カレンダーによる

社内外の教育制度有り。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 随時見学可能です。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント・SDGsに関する取組み

建築、土木、林業 　｢1級・2級建築士｣
　｢1級・2級（建築・土木・管・電気)施工管理技士｣
　｢1級・2級建設機械施工技士｣
　のいずれかをお持ちの方。
　また、持っていなくても興味があったり、
　これから取得したいと考えている方。

　周囲と協力し、より大きな力を生み出せる方。
　
　若い方、やる気、元気のある方をお待ちしています。

　また、弊社は
『Nぴか(三つ星)』・『くるみん』・『SDGｓ登録事業
者』・『健康経営宣言事業所』
上記4つの認定を取得しています。

対馬島内の各現場
（居住地近くの現場を優先）

作業員：200,000円～280,000円
技術者：300,000円～400,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当あります。
現場代理人・現場監督の場合は、現場手当・管理
職手当を会社規定により別途支給いたします。

　　弊社は、建築・土木・港湾・林業を生業に地域密着を
　モットーに頑張っています。
　　昨今の地域豪雨災害等にも素早く出動し、地元の地域
　防災にも貢献しております。

　　当社は地域に根ざした、この島の未来に残る仕事を
　数多く手掛けております。
　　信頼を共に築いてゆける若い力が必要です。
　　地域で胸を張れる企業で、あなたの未来設計を共に
　はじめましょう。

株式会社　中原建設

～　確かな技術・確かな信頼・進化し続ける企業です　～

会社概要

〒817-1306　対馬市峰町吉田１８６-１

代表取締役　中原　康博

昭和５２年

４,０００万円

従業員数

５２歳

事業内容 代表者からのメッセージ

(仮称)観光交流センター新築工事

市道内山2号線道路改良工事 高浜漁港水産生産基盤整備工事

対馬病院職員宿舎・保育所新築工事

弊社がこれまでに手掛けてきた、建築物・構造物の一部です。



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

　総合建設業（港湾工事・土木工事・とび・土工工事など）
その他ドームハウスの施工販売、ドームハウスを活かした
木耳の栽培を行っています。

　建設業界も日々多様化し主にＩＴ化が進んでおりますが、
そんな中でも熟練の技術や地域社会との交流を大切にしな
がら、安全かつ高品質な工事や品物を提供できるように、
社員一丸となって頑張っています。
　経験は問いません先ずは興味をもってください。

株式会社　三槻組

～　継続的な改革と地域社会に貢献　～

会社概要

〒817-1524　対馬市上県町犬ケ浦317番地2

代表取締役　三槻　太

昭和47年10月19日

２,０００万円

従業員数

５０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

施工監理技術者(1・2級）・作業員・営業職

　得意な事をこの会社で伸ばしてみませんか？
　経験豊かな技術者・有資格者はもちろん未経験の方でも
　大歓迎です。
　現在、外国人技能実習生の方も働いております。
　目標を持ち技術者として活躍していただけるよう
　支援いたします。

＊企業型確定拠出年金
　企業型確定拠出年金とは、会社が掛金を積み立て（拠出）
　し、従業員が自分で運用しながら受け取る制度です。
　原則６０歳以降の受け取りとなるため、老後資金を準備
　することができます！

対馬市内

160,000～330,000
（＊資格・職種等で異なる）

☑賞与（年１～２回／業績により）　☑昇給

通勤手当・その他作業内容で手当有・確定拠
出年金

８：００～１７：００（休憩１２０分）

年間変形労働時間制（年間休日11８日） 会社負担で支援制度あり

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 外部研修など会社負担で参加あり

空きなし 可（事前のご連絡をお願いいたします。）

先輩たちからのメッセージ

　熟練者から技術を直接学べ、多様化する建設業のIT化を
若い世代でサポートしたりと、経験・年齢問わずに自分に
できることから始められる会社です。

左：ドームハウスを活かし木耳の栽培・処理・乾燥、出荷を
　　行っています。
中：次世代防災対応住宅ドームハウス施工・販売
右：120ｔ旋回起重機船・曳船（港湾工事に使用します。）

TEL：0920-85-0208

https://mitsukigumi.jp/

https://mitsukigumi.jp/
https://mitsukigumi.jp/
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ホームページ

昭和５０年４月

２,０００千円

従業員数

４８歳

株式会社　榮建設

～　地域と共に歩む　～

会社概要

〒817-0242　対馬市厳原町下原407番地1

木村　一彦

事業内容 代表者からのメッセージ

総合建設業
　一般土木工事、港湾工事、法面工事、建築工事

　私たちは創業当時から地域の方々と共に手を取り合い雇用の拡
充、地域の発展を目指してまいりました。最近では対馬の伝統でも
ある原木栽培椎茸の事業も大規模に行っており日本一の生産団体を
目指しております。建設工事と地域の特産品生産の融合企業として
我が故郷「対馬」全国へアピールしてまいります。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

工事管理者、現場作業員

建設工事部門
　・工事部（土木工事、法面工事、建築工事）
　・現場管理責任者
　・各種特殊作業（職人植）

原木椎茸栽培部
　・栽培部門（将来独立を考えている方の指導も大歓迎）
　・営業販売部(全国に対馬の椎茸を知って頂くための営業)

地域創生部
　・過疎化、故郷の若者離れが進むこの地域において、
　　地域を盛り上げる活動などのコーディネーター

対馬市内

月給（初任給）180,000円～300,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

資格手当・通勤手当・管理職手当

8：00～17：00（休憩120分）

日祝日（年間変形労働制、年間休日95日）
慶弔休暇、有給休暇

業務に必要な国家資格などは会社負担

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　入社当時はこの仕事を覚える事ができるかとても不安でしたが仕
事をこなしていくにつれモノづくりがとても楽しくなって行きまし
た。今では後輩たちに指導している自分が信じられない程工事が出
来上がった時の喜びは嬉しいものがあります。また自分の子供たち
にこの道路はお父さんが作ったんだよと子供にも喜ばれ誇らしいで
す。

　　　　　　　左：道路拡幅工事現場

　　　　　　　右：椎茸栽培ハウス

ＴＥＬ：０９２０－５６－１１４１

―



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
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勤務地
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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

＜一般土木を担当（40歳）現場施工・監督＞
　入社時は普通科卒で、土木のことは全く解からず苦心しました
が、上司や現場の先輩から土木を学び今では、工事を完工した時の
達成感とやりがいは人一倍感じる仕事になりました。一諸に働きた
い人がいる、頼れる先輩がいる、気の合う人がいるなど、会社を人
で選ぶのも大事と思います。

左（①）：支店1階フロアーの仕事状況
中（②）：当社の道路舗装合材を製造するプラント工場
右（③）：当支店が施工して令和元年3月に完成した建物

0920-52-0433（星野まで）

http://www.hoshinokensetsu.co.jp

 ①屋内勤務状況　　　 ②アスファルト合材工場　 ③対馬市博物館（仮称）

年間変形労働時間制（年間休日９１日）
慶弔休暇・有給休暇・育児休暇有

各資格取得に必要な費用は全額会社が
負担します。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
社外研修の機会があれば会社負担で
受講させます。

なし 可

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

土木・建築施工管理・現場作業員 　どんなにITが進化しようとも、どんなに時代が変わろう
とも、星野建設が根づく地域の幸せな暮らしに貢献したい
という思いは変わることがありません。
　私たちは人材を財産と捉え、大きな可能性を秘めた人の
力を積極的に活用していこうと思います。
　私たちは今、インフラ整備をする建設業から、暮らしや
ライフスタイルを豊かにする企業に生まれ変わろうとして
います。
　そんな当社が求めるのは、誠実さや素直さ、向上心の
ある人で、知識がなくとも大丈夫です。必要な部分は、
覚えられますし、熱意さえあれば、知識はいくらでも
取得していけます。

　　新しい未来に変革をもたらす原動力は常に「人」です。
　　貴方の力でこの会社の「地域に愛される要素」を
　　増やして欲しいと、本当に思っております。

島内一円

189,000～330,000円
（資格・経験・職種で異なります）

☑賞与（年２回）　☑昇給（年１回）

通勤費支給・現場手当・管理手当を
工事により別途支給します

勤務時間　午前8時10分～午後5時00分
休憩　午前10時より15分午後3時より15分

陸上・港湾土木工事・舗装工事・建築工事・とび土工

　当支店も営業所を構えて60年以上経過しており、対馬島発展の
ためのインフラ整備に役立つ企業として努力してきました。
　今後も土木・建築・舗装工事を通じて、住民の皆さん信頼され、
喜ばれる「入って良かった」と思っていただくやりがいのある会社
を目指しております。

星野建設　株式会社　対馬支店

～　地域に愛される企業を目指したい　～

会社概要

〒817-0016　対馬市厳原町東里1番地４

代表取締役支店長　星野　光圀

昭和27年11月

4,000万円

従業員数

５４歳

事業内容 代表者からのメッセージ

http://www.hoshinokensetsu.co.jp/
http://www.hoshinokensetsu.co.jp/
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○総合建設業
　　主に法面工事、アンカー工事、大口径ボーリング工事、
　　さく井工事、陸上土木工事、港湾土木工事
○地質調査業務
　　ボーリング調査、解析等

　昭和４４年の創業以来、試錐工事に携わり、アンカー工事
や法面保護工事などを中心に事業を展開してまいりました。
　これからも地球にやさしく、環境にもやさしい物造りを目
指し、地元住民、お客様から信頼される企業として地域社会
に貢献していきます。

株式会社　東 邦

～　UIターン・未経験者歓迎、特色ある建設会社　～

会社概要

〒817-0012　対馬市厳原町日吉308

代表取締役　桐谷孝芳

昭和44年

4,500万円

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・SDGsに関する取組み

土木技術者・地質調査技術者・作業員
◎対馬に帰ってきても建設業で働きたい方
◎対馬で就職したい方
◎未経験だけど建設業で働きたい方
◎UIターンしたいけど対馬で仕事が見つかるか不安な方

当社は一般的な陸上・港湾土木工事の他、法面保護工事や
アンカー工事、ボーリング工事、さく井工事等、専門的な
工事を得意としています。
また、対馬で唯一の地質調査業者登録を受けた会社です。

実績による報奨金や各種のお祝い金、作業服その他の支給、
確定拠出型年金等、福利厚生も充実しています。

特色ある建設会社に興味をもたれた方、対馬で働きたい方
をお待ちしております。

長崎県SDGs登録企業として、道路・河川・港の清掃等の
地域貢献活動、ツシマヤマネコ保護活動、安全交通活動に
努めています。（ISO各種取得、健康経営宣言事業に参加）

対馬市内
※まれに島外での業務もありますが、本人の状況
　により相談に応じます）

160,000円～415,000円
※職種により異なります。

☑賞与（年３回：近年の実績）　☑昇給

資格手当、通勤手当等

８：００～１７：００

週休２日（日祝他、冬季・夏季休暇、GW）
有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇

有り（業務上必要な資格、技能講習等）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 有り（外部機関での研修等）

応相談 可

先輩たちからのメッセージ

　Uターン経験者や、他業種から未経験で転職してきてくれた
人達が多数働いています。建設業は自分たちが育った対馬を
便利にして、つくったモノがもっと後の世代にも残ってい
る、そんな楽しい仕事です。

TEL：0920-53-5633

http://toho.cs.land.to/

法面工事-峰町三根 アンカー工事-厳原町久根

大口径ボーリング工事

-上対馬町鰐浦

港湾工事-美津島町高浜
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ホームページ

先輩たちからのメッセージ

　安心で安全な地域づくりに貢献できる職種です。
　一緒に頑張っていきましょう。

左 ： 法面工事

右 ： 道路災害復旧工事

ＴＥＬ：０９２０－５４－４７０８

－

４～９月　週休２日
日曜日・祝日休み

あり

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし なし

施工管理者、現場作業員

　・地域の基盤を支える情熱を持った方

　・責任感が強く、向上心のある方

　・対馬での就職を希望の方

　未経験者でもやる気のある方、大歓迎。

対馬市内

16０,０００円　～　26０,０００円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、資格手当

８：００～１７：２０

事業内容 代表者からのメッセージ

　とび・土工　　　主に法面工事

　皆様に支えられ、平成28年5月をもちまして創業50
　周年を迎える事が出来ました。これから先も社会に
　貢献できる企業を目指しております。共に頑張って
　くれる方、お待ちしています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

株式会社　ウヱノ　対馬支店

～　新たな５０年も皆様と共に　～

会社概要

⑲施設の外観写真

〒８１７－０３２３　対馬市美津島町大船越553番地7

対馬支店長　　中島　久次

昭和４１年

２，０００万円

従業員数

５０歳


