
イラスト：対馬市提供



は じ め に

皆さんは対馬にどんな企業があり、従業員の方々がどのような

やりがいを持ってそこで仕事をしているかご存知でしょうか？

長崎県対馬振興局では、対馬市や関係機関のご協力のもと、対馬

で働きたい方、対馬の会社に興味がある方へ、島内企業の情報を  

発信し、関心を高めてもらうと同時に、島内企業への就職促進を  

図るため、この「つしま企業ガイドブック」を作成しています。

この冊子をこれからの就職、進路選択や UＩターンをお考えに

なる際の職業選択に役立てていただければと思います。

なお、掲載している企業・団体は、「つしま企業ガイドブック」の

作成にご賛同いただき、情報提供いただいた会社です。

対馬振興局 地域づくり推進課

長崎県対馬市厳原町宮谷 224

TEL：0920-52-1206

FAX：0920-52-5509

※表紙、裏表紙のイラストは無断複写・複製・転記・コピーを禁じます。

※この冊子は求人票（募集情報）ではありません。



【建設・土木】（P2～P18） 【水産業】（P35～Ｐ40）

　株式会社　早田組 　金子真珠養殖　株式会社

　株式会社　イチケン 　株式会社　大部水産

　株式会社　ハラダ 　日昇漁業　株式会社

　大石建設　株式会社　対馬支店 　上対馬町漁業協同組合

　株式会社　ヤマダ 　株式会社ジャパンシーフーズ　対馬工場

　株式会社　小宮建設 　株式会社　ダイケー

　株式会社　大川建設工業 【小売】（P41～P43）

　株式会社　大浦水道土木 　株式会社　サイキ

　株式会社　昭大建設 　株式会社　酒井文海堂

　株式会社　坂本組　対馬営業所 　株式会社　タケスエ

　扇精光コンサルタンツ　株式会社　対馬支店 【医療・福祉】（P44～P48）

　株式会社　中原建設 　医療法人清光会　みつしま眼科医院

　株式会社　三槻組 　社会福祉法人　あすか福祉会

　株式会社　榮建設 　社会福祉法人　梅仁会

　星野建設　株式会社　対馬支店 　社会福祉法人 幸生会　特別養護老人ホームわたづみ

　株式会社　東邦 　社会福祉法人　長崎厚生福祉団

　株式会社　ウヱノ　対馬支店 【ホテル・観光・物産等】（P49～P55）

【機械・設備】（P19～P22） 　対馬グランドホテル

　有限会社　対馬ビルサービス 　東横イン対馬厳原

　株式会社　春田自動車 　一般社団法人　ＭＩＴ

　有限会社　田川鐵工 　一般財団法人　対馬地域商社

　株式会社　八興電設 　一般社団法人　対馬観光物産協会

【運輸・交通】（P23～P25） 　株式会社　コミュニティメディア

　対馬空港ターミナルビル　株式会社 　一般社団法人　対馬CAPPA

　一般社団法人　対馬地区交通安全協会 【ロゴマーク関係】（P56～P57）

　対州海運　株式会社　対馬支店 　SDGｓ

【農業】（P26～P30）

　対馬農業協同組合 【つしまで働く先輩】（P58～P63）

　ekファーム　株式会社 　福祉編（特別養護老人ホームいづはらⅡ　俵 大典さん）

　農事組合法人　樫椎小原 　農業編（つしま大石農園　大石 裕二郎さん）

　株式会社　翔榮 　林業編（対馬森林組合　鳥羽 涼介さん）

　一般財団法人　対馬市農業振興公社 　水産業編（上対馬町漁業協同組合　中島 颯大さん）

【林業】（P31～P34） 　建設業編（株式会社 ハラダ　原田 暢弥さん）

　有限会社　中央産業 【各種支援制度等のご案内】（P64～P67）

　栗田林業 　対馬市移住・定住支援補助金のご案内

　対馬森林組合 　対馬市雇用機会拡充支援事業のご案内

　内山林業　合同会社 　対馬振興局公式SNSのご案内

目　次



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/


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

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

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/


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
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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
　　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



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

〇

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

　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



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

昭和５４年

３,０００万円

従業員数

５０歳

有限会社　対馬ビルサービス

～　島でもいいかな。小さな会社でもいいかな。～

会社概要

〒817-0326　対馬市美津島町根緒468番地80

代表取締役　日高　泰邦

事業内容 代表者からのメッセージ

　ビル総合管理業（清掃・警備・浄化槽・空調・エレベー
ター・自動ドア各種メンテナンス）
　建設業（建築・土木・電気・管・水道・消防設備工事業）
　多種多様なお客様のニーズにお応え出来る様々な資格取得
や技術向上に力を入れ取り組んでいる会社です。

一人一人の頑張りが企業を発展させ
企業の発展が地域の発展に繋がるとの理念のもと
どこまでも地域に根差した企業でありたい！！
若い皆さんと共に成長し続けたいと思っております。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

建物メンテナンス作業・工事業：技術者

　弊社のモットーは、一人一人が主役であるとの認識のもと
多種多様なお客様のニーズにお応えできるよう様々な資格取
得に取り組んでいます。

　お客様との繋がりをもっと大切にしていきたいとの思いか
ら、「お礼葉書」等を通じて、お客様に満足頂けるサービス
を提供出来るよう日々努力しております。

　新しい人材の確保、そして後継者の育成は一番の課題で
す。
　メンテナンス業務に関心のある方、色んなことに挑戦した
い！というバイタリティあふれる方、経験者はもちろん、未
経験者の方、一緒に新しい可能性を見出していきましょう。

対馬市

147,000円～250,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

８：００～１７：００

年間88日間 有

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修、担当業務研修等

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　技術の向上や資格取得はもちろん、お客様との繋がりが
深く、やりがいのある日々です。
　切磋琢磨しながら一緒に頑張りましょう！！

　人材育成・後継者の育成に真剣に取り組んで参りました。
平成最後、令和の始まりという節目の年に新卒の新入社員を
迎えることができました。

TEL：0920－52－3524　担当：恒川

http://tushima-bs.com/



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

株式会社　春田自動車

～　お客様の愛車とともに　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町雞知甲4番3号

代表取締役　春田　誠

昭和６３年

３００万円

従業員数

４２歳

事業内容 代表者からのメッセージ

　自動車整備。新車・中古車販売・板金・塗装。自動車保険
代理店。
　心身ともに、チームワークで「働きやすさ」を感じていた
だけるような環境づくりを重視しています。

　国産車から外車など種々の車が入庫します。ハイブリッド
や電気自動車など様々な車の整備に携わり技術を身につけて
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

自動車販売・整備業

　自動車は、日進月歩進化中です。それとともに進化する技
術や情報を学びスキルアップする事ができます。
　また故障の原因などは多岐にわたるもので、原因を特定す
るためには最新の計測器や機械、コンピューター診断機など
を使いこなし、色んな角度から調べ導き出さなくてはなりま
せん。
　そのような仕事内容にやりがいを感じながら真面目にコツ
コツと努力できるかたを求めています。

美津島町

150,000～280,000円

☑賞与（年２回）　□昇給

通勤手当：4,200～6,000円
皆勤手当：5,000～10,000円
資格手当：5,000～10,000円
役職手当：5,000～10,000円

７時間３０分

日祝日他、夏季・冬季・ゴールデンウィーク休暇 受験対策講習の実施・資格取得時の一時金支給

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 必要に応じて随時（新入社員研修など）

なし 可

先輩たちからのメッセージ

整備のスキルアップを図れます。
資格取得を目標にし、伸び伸びと勤務できる職場です。

　　　　　　　左：会社外観

　　　　　　　中・右：自動車整備の様子
―

TEL：0920－54－2229　担当：春田



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

  有限会社　田川鐵工

～　対馬の電力を守る仕事　～

会社概要

〒817-0021　対馬市厳原町今屋敷726番地

田川　裕訓

創業：昭和23年　設立：平成3年

５００万円

従業員数

４０歳

事業内容 代表者からのメッセージ

　九州電力株式会社対馬全島発電所のエンジン整備、
　溶接配管、機械加工作業

　未経験でもやる気さえあれば、何でも挑戦できると
思います。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

機械・溶接の見習工

・未経験者でもやる気のある方を募集します。

厳原町

190,000円～210,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

住宅手当・出張手当･努力手当

８：００～１７：００

土日祝日、年末年始、お盆 費用会社負担

☑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

　とてもやりがいのある仕事です。会社のサポートにより、
色々な資格を習得する事ができます。
　対馬の電力を守るため、一緒に頑張ってくれる方をお待ち
しています。

　　　　　　　左：会社内講習の様子
　　　　　　　中：工場内作業台
　　　　　　　右：現場での作業の様子

TEL：0920－52－0450　担当：田川

http://www.tagawa.work



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

昭和４２年

４,０００万円

従業員数

４９歳

株式会社　八興電設

～みんなのために、未来のために～

会社概要

〒817-0326　対馬市美津島町根緒63-2

阿比留　人美

事業内容 代表者からのメッセージ

　対馬圏内の道路新設、改良等土木工事。建築物の電気及び
弱電設備、トンネル照明設備等電気工事。空調、管工事、浄
化槽等設備工事。水道施設等機械設備工事。空調、消防設備
メンテナンス業務。

　当社は、電気、設備、土木と多種にわたるので社員一丸となって
協力し合い、創意工夫しながら働いています。
　知識活用のための教育と育成には力を入れており、キャリアアッ
プできるよう援助しています。
　日本の「ものづくり」を支え、考え、創ることができる技術者に
なってほしいと考えています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

総合建設業

１．建設業に興味があり、技術と専門知識を習得する
　　向上心のある人

２．ものづくりにおいて、人のため、社会のために、
　　地域と連携して活動していきたい人

３．向上心があり、健康で、バイタリティ溢れた人

４．自然豊かな島で、自分の経験を地域の為に役立てる
　　ことができる、対馬を愛する人

美津島町

165,000～276,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当・現場手当

８：１０～１７：００

日曜・年末・年始・お盆（年間休日カレンダーに
より）年間就労日277日　年間休日88日

土木・電気・管・建築施工管理技士　他

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 技能講習・安全衛生教育研修

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　電気・設備・土木・消防設備メンテナンス等多業種なの
で、様々なことが経験でき、資格も色々と取得できました。
一つの職種だけではなく他の職種の技術も身についたと思い
ます。日々勉強中ですが、楽しく仕事ができる会社です。

　　　　　左：厳原港埠頭電気工事入線工事
　　　　　中：鶏知将ノ谷河川工事
　　　　　右：県道法面工事

ＴＥＬ：0920-54-2657　  担当： 井上

―



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

昭和３８年

１億円

従業員数

３８歳

対馬空港ターミナルビル　株式会社

～対馬の空の玄関口　安全・安心・快適な空港～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町雞知乙440

代表取締役　松井　康一

事業内容 代表者からのメッセージ

　空港での搭乗手続きや航空機の誘導などグランドスタッフ
を中心に売店販売業務を行っています。また、厳原の店舗で
は予約案内など国内外の旅行を取り扱っています。

　対馬の空の玄関を担う公益性の高い会社として、航空会社
との連携により、航空、旅行、商事、ビル施設管理の各部門
でお客様に安全で、安心して、快適にお過ごしいただける空
港の運営を目指します。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

グランドスタッフ、販売員など

周りの人たちと協力し、
真面目に仕事に取組むことができる人

美津島町

月給：154,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

空港勤務は、シフト制
厳原営業所は、９：３０～１８：３０

年間休日数１０８日（月９日） 都度相談

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　楽しく明るい職場ですので、皆さんの応募をお待ちして
おります。

　　　　　　左：搭乗手続きのカウンターの様子

　　　　　　右：売店の様子

TEL：0920－54－3237　担当：春田

http://tsushima-airport.co.jp

http://tsushima-airport.co.jp/
http://tsushima-airport.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

昭和２２年

-

従業員数

３４歳

一般社団法人　対馬地区交通安全協会

～　交通事故をなくして、明るい安全なわが街をつくる団体　～

会社概要

〒817-0013　対馬市厳原町中村633

代表理事　梅野　和彦

事業内容 代表者からのメッセージ

　交通安全協会は、地域から1件でも交通事故をなくし、
明るく住みやすい社会を作るために、交通安全運動を
積極的に推進している団体です。

　私達が住む地域から悲惨な交通事故をなくさなければ
なりません。
　やりがいのある仕事ですので、ぜひご応募ください。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

交通安全指導員

　明るく積極的で子供が好きな方

厳原町

135,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、危険手当

８：４５～１７：３０
（夏季は８：３０～１７：１５）

土、日、祝日・最大20日間（+年末年始） なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　交通安全指導員は、幼児・児童・高齢者などに交通ルール
を指導しています。人に教えることで自分も学んでいます。
　また、職場は明るく楽しいところです。

　　　　　　　　　左：集合写真

　　　　　　　　　右：活動の様子

ＴＥＬ：0920－52－5541　担当：小松

－



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

昭和49年10月1日

２,５２０万円

従業員数

４５歳

対州海運　株式会社　対馬支店

～　私達は「運ぶ」ことを通じて、お客様とのふれあいを大切にしています。　～

会社概要

〒817-0031　対馬市厳原町久田道1661番地

代表取締役　松原　基樹

事業内容 代表者からのメッセージ

　対馬～博多間を定期貨物フェリーで結ぶ海運会社です。
　対馬・九州間を行き来する観光客・ビジネス客の他、生活
雑貨や特産品及び公共工事に伴う資材など、生活・経済活動
に欠かせない重要な物資の運搬を担っています。

　当社は、有史以来東アジアに開かれた重要な中継基地として、人・物・文化を伝え
る役割を担ってきた国境の島「対馬」を舞台に昭和49年、大量輸送時代に即応する
為に設立されました。以来、輸送規模の拡大充実に努め対馬島の生活物資を主体に
“より速くより安く”をモットーに離島と本土を繋ぐ重要な役割の担い手として発展
してまいりました。今後はさらに流通体系の改善、輸送革新を重ねながら物流を通じ
て豊かな地域創りをめざし努力を続けてゆく所存であります。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

海運業・運送業

　現状に満足せず、多角的に物事を考え、自分自身のキャリ
アを自ら想像・開発していこうという志のある人

厳原町

初任給　180,000円～230,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当（上限１万円）
資格手当（上限１万円）

８：００～１７：００（休憩１時間）
シフト制有り

日曜日・祝日・ＧＷ・お盆・年末年始 あり（大型免許・移動式クレーン他）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり（ドライバー研修）

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　お客様に荷物をお届けする、そしてねぎらいの笑顔をいた
だく。私の仕事は、こんなにもシンプルに言い表せます。
　日々、お客様と自然な笑顔を交し続けられることに、やり
がいを感じています。

　　　　左：第７対州丸（199ｔ型600ｔ積み）

　　　　右：50ｔラフタークレーン

TEL：0920-52-4014　担当：西山

http://www.taishu-kk.co.jp/

http://tsushima-airport.co.jp/
http://tsushima-airport.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

　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

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



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



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

　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



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

　この島の自然には価値があります。
　ここは自分の可能性を最大限に活かせる職場です。
　技術やノウハウは丁寧にお教えします。
　これからを支える若い力をお待ちしています！

　　　　　左：山中での伐倒作業
　　　　　中央：作業道開設
　　　　　右：切り出した木材のはい積状況

TEL : 0920-83-0123

－

日曜日、年末年始、お盆、GWほか
会社カレンダーによる

受験費用､交通費等会社が負担します。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 社内外の教育制度有り。

応相談 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

林業・土木・建築業

伐木、造材、集材、運搬など山での作業です。
チェンソー・重機などを使用します。

山で働く意欲のある方、チェンソーや重機を操作できる方、
また、使用してみたい方。

未経験でも、前向きに物事に向き合える方。

チャレンジ精神のある方を歓迎いたします。

対馬島内の各現場
（居住地近くの現場を優先）

200,000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・経験者の場合は、
その他手当を会社規定により別途支給いたします。

８：００～１７：００

　主にスギ・ヒノキなどの原木丸太の島内外出荷、
海外輸出業を行っております。
　その他に、土木・建築業を行っております。

地域密着で林業をはじめ、幅広く事業展開をしております。
木と緑に囲まれるこの島の産業には可能性があります。
その可能性を産業としての成功に結びつけるための取り組み
を続けています。

有限会社　中央産業

～　森林資源の可能性を引き出し、地域社会の発展に貢献します　～

会社概要

〒817-1306　対馬市峰町吉田１９５－１

代表取締役　中原　成江

平成15年

３００万円

従業員数

６０歳

事業内容 代表者からのメッセージ



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

現場作業員

対馬市内

190,000円　～　250,000円
（資格、経験などで異なります。）

☑賞与（年２回）　□昇給

通勤手当

８：００～１７：００

代表者からのメッセージ

　・森林整備事業（路網整備、立木の伐採、集材、造材、
　　搬出、出荷）
　・造林事業（植林、下刈、獣害防止ネット設置他）

　経験を積み重ね、その後自分で会社を作りたいと考える
　くらいの自発的でやる気のある人を歓迎します。

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

平成１９年

－

従業員数

４５歳

事業内容

栗田林業

～　山も人も共に育てる！　～

会社概要

〒817-0011　対馬市厳原町宮谷66番地

栗田　克己

日曜日・盆・年末年始・GW 有

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 無し

－

無し 可

先輩たちからのメッセージ

未経験からでも大丈夫！
先輩たちがしっかり基礎から指導します。体力、集中力、と
もに必要ですが幅広い経験ができ、様々な能力が身につきま
す。

TEL：0920-52-0305
　　　　　　左：令和元年に植林した山
　　　　　　右：高性能林業機械での作業風景

チェーンソーマン求む！！

山に興味のある人、体力に自信のある人

対馬の未来を創る大切な仕事を一緒に

しませんか。



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

平成１３年

７６,１７０千円（出資金）

従業員数

４５歳

対馬森林組合

～　対馬の森林を守り地域に貢献する森林組合です　～

会社概要

〒817-0003　対馬市厳原町南室22番地1

代表理事組合長　中島　均

事業内容 代表者からのメッセージ

　組合員の森林経営指導、又は森林施業・経営の受託。
　森林調査を行い、山林所有者への森林施業プランを
　作成・提示。
　森林施業プランに基づき、森林整備作業を行う。
　森林整備後、補助金申請及び経費精算。

　森林組合は、組合員及び林家の所得向上と、対馬の経済
活性化の為、役職員一丸となって事業に取り組んでいます。
　100年後の森林を作る為に、日々、研鑽に努めています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント・SDGsに関する取組み

事務所（現場有）　現業職（現場）

発意に溢れ、自ら考え、発信し、行動できる人
失敗を恐れず常に新しい事に挑戦し、
人任せにすることなく最後までやり遂げる人
明るい人・協調性がある人

新卒者・中途採用・転職をお考えの方、皆様大歓迎です！
対馬の森林づくりを通じて、社会貢献をしてみませんか？
（木材生産機能・生物多様性機能・水源涵養機能・土砂流
出防止機能等を持った森林を造成する。）

あなたの思い描く100年後の森林づくり。

対馬市島内

131,200円　～　349,000円

☑賞与あり（年２回）　☑昇給

通勤手当・住宅手当・扶養手当　有

８：３０～１７：３０

土日・祝日休み
年末年始（12/29～1/3）
盆休み（8/13～8/16）

組合負担で必要な資格取得支援制度　有り

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 組合負担で必要な研修制度　有り

無し 可

先輩たちからのメッセージ

　森林組合の仕事は、山を歩いて調査して施業プランを提案し、
現場の現業職が施業を行います。森林所有者に喜んでもらえて
山の為にもなる仕事なので、やりがいを感じます。
　自然が相手で寒い時も暑い時もありますが、四季を感じながら
工夫して対応していくというのも醍醐味だと思います。

　　　　　　　　左：職員の集合写真
　　　　　　　　中：現場作業風景
　　　　　　　　右：作業打合せ

ＴＥＬ：0920 - 52 - 2677

http://www.sky.tcctv.ne.jp/shik6479/



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

　　　〇

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

～　地球の緑を創造し温暖化防止に貢献します　～

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-0157　対馬市厳原町内山320

代表社員　内山喜代太

平成27年

５００万

従業員数

５８歳

事業内容 代表者からのメッセージ

森林整備（間伐等）、木材生産（皆伐）、造林（植林・下刈
り）等の森林づくりを行っています。

地球の温暖化対策に貢献し、まだまだ伸びしろの大きい仕事
です。四季が短かに感じられる職場です。

常に一歩先を考えられる人材を求めています。
機械化を進めているため重機作業が多くあります。
女性でもOKです。
伐って、使って、植えて、育てる、持続可能な循環型の作業
をしています。

林業・木材産業への長年の取組みが評価されました。
＊令和2年度　ながさき農林業大賞　長崎県知事賞受賞
＊令和3年度　全国林業経営推奨行事　農林水産大臣賞受賞

主に厳原町

240,000～

賞与（年３回）　□昇給

通勤手当・子供手当　有

8：00　～　１７：00

内山林業 合同会社

0920-57-0810

―

先輩たちからのメッセージ

初心者でも大丈夫です。みんなで一緒に指導しています。楽
しい職場で毎日頑張れます。

左　：集合写真
中央：佐賀県伊万里木材市場研修
右　：島内林業機械研修

日曜日・GW・お盆・年末年始・
ほか会社カレンダーによる

有　経費会社負担

雇用　労災　健康　厚生 有　島内外

無し 可

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

林業（現場作業員）



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(※)

　※従業員数及び平均年齢は対馬養殖場のみのデータ

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

平成２０年（2008年）　（創業：1952年）

１,０５０万円

従業員数(※)

４7歳

金子真珠養殖　株式会社

～　美しい真珠により人々の心を豊かにし、社業の発展を通じて地域社会に貢献する　～

会社概要

〒817-1107　対馬市美津島町鴨居瀬10

代表取締役　宮本　重樹

事業内容 代表者からのメッセージ

　弊社は、70年前から真珠養殖を営み、現在では長崎県内に真珠養
殖場３ヶ所と栽培センター１ヶ所を保有しており、真珠養殖業界で
は全国でも有数の規模を誇ります。
　対馬養殖場では、自社栽培センターにて人工ふ化したアコヤ貝の
稚貝を受け入れ、貝を育てながら、数年間かけて美しい真珠を生産
しています。

　仕事は地道な作業がほとんどですが、
　　～美しい海の宝石～　『真珠』　を作る喜びと、
　その真珠を通して人々の幸福に役立つ事はすばらしいと
　思います。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

真珠養殖技術者
　近年、人手不足が騒がれている中、真珠養殖においても高
齢化が進み、後継者不足が深刻な問題となっています。
　長崎県の地場産業の一つで、全国トップクラスの生産量を
誇る真珠養殖を盛り上げて継続していくため、地域に密着し
た地元の方達に活躍して欲しいと願っています。

　●仕事に興味を持ち、真剣に取り組むことが出来れば、
　自ずと結果はついてくると思いますので、難しいことは
　ありません。

　・海と生物に興味がある方
　・自分が任された仕事に責任を持ってやれる方
　を求めています。

　※※賞与は夏・冬の2回となりますが、業績に合わせて
　　3月に決算賞与が支給されます。

所在地に同じ

初任給　大卒　190,000円
　　　　高卒　170,000円

☑賞与（年2回）　☑昇給

通勤手当、子女教育手当、船舶免許手当など

８：００～１７：００

年末年始、盆、
２月に10日前後の長期休暇あり

船舶、自動車以外の資格で会社で必要とする
場合は、会社にて負担いたします。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修ほか

社宅、独身寮あり 可

先輩たちからのメッセージ

　真珠養殖は、他の魚類養殖などと違い、真珠を作るために
アコヤ貝を育てるという養殖業の中でも特殊な仕事です。
　毎年、条件の違う自然を相手に、どうすれば美しい真珠が
できるかを日々考えながら仕事を行い、浜揚げで期待通りの
真珠が出てきた時には大きな喜びがあります。

　　　　　　　　　左：技術場で挿核作業
　
　　　　　　　　　右：作業屋台で母貝作業

本社TEL：095-828-8693

http://www.kaneko.gr.jp/sinju-y/



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

平成5年6月1日

１,０００万円

従業員数

約５０歳

株式会社　大部水産

～　鮮度抜群！活きの良い対馬の魚を食卓へ　～

会社概要

〒817-0323　対馬市美津島町大船越686

代表取締役　大部　初幸

事業内容 代表者からのメッセージ

　定置網漁業、魚類養殖業、加工業、活業輸送業と幅広く事業を
行っています。定置網漁業は、支柱や碇などを使用して漁場に網を
固定し、回遊する魚を漁獲する方法になります。定置網漁業では、
さまざまな種類の魚が漁獲され、自社トラックで活魚輸送を行って
います。さらに、養殖や加工も行っています。

定置網は毎朝、どんな魚が網の中にいるのか楽しみ。
海を好きな人は大歓迎します。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

定置網漁業・魚類養殖業・加工業・
活魚輸送業

健康的で
仕事に興味を持ち
真面目に取り組み
やる気のある人

事業所所在地に同じ

180,000円～250,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

７：００～１６：３０

土曜日他、年末年始、お盆、有給休暇 有：小型船舶免許・フォークリフト免許

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 漁業就業実践研修

無し 可

先輩たちからのメッセージ

　対馬で獲れた鮮度抜群のおいしい魚を、共に世界に発信し
ましょう！！

　　　　　左：魚のすくいあげ
　　　　　中：活間に魚を移す作業
　　　　　右：水揚げしたクロマグロ（200kg）

TEL : 0920-54-2689

―



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

平成２５年

１５０万円

従業員数

５１歳

日昇漁業　株式会社

～　自然の恵みに感謝し、地域社会の発展に貢献します　～

会社概要

〒817-1703　対馬市上対馬町西泊206-2

代表取締役社長　久保　幹太

事業内容 代表者からのメッセージ

　上対馬町で大型定置網を営んでいます。定置網漁業は、ワ
イヤーの枠や碇等を使用して漁場に網を固定し、回遊する魚
を漁獲します。対馬の漁場は豊かであり、春にはヒラマサ、
サワラ、夏にはケンサキイカ、秋にはマサバ、冬にはスルメ
イカ、ブリ、マグロなど数多くの魚が獲れます。

　　ともにいい汗をかいてバリバリ働き、バリバリ稼いで、
　楽しく明るい未来を築きましょう！
　　将来に希望をもって、皆が生き生きとやりがいの持てる
　会社を目指して奮闘中です。
　　ぜひ、力を貸してください！！

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

定置網漁業

　１．全体のチームワークや能率アップを意識し、
　　　積極的かつ主体的に行動できる人

　２．絶えず向上心をもって自己の成長を続けながら、
　　　プロの仕事をコツコツとこなし、
　　　日々の業務改善に努められる人

　３．社会人として責任感をもって、
　　　会社や地域の発展と持続性のため力を尽くせる人

　４．健康で品行方正な人

上対馬町西泊

初任給　210,000円
定置網経験者は能力に相応して厚遇します。

☑賞与（臨時）　☑昇給

通勤手当、住宅手当

６：００～１５：００（実働８時間、季節に
より始業・就業時刻の変動あり）

土曜日、年末年始、お盆

　小型船舶免許、移動式小型クレーン、揚貨装置操縦士、潜水
士など、業務に必要、または有用な資格取得には全額を会社が
補助します。ただし、取得後3年間は半額分を本人負担（給与
天引き）した後に、本人に返金します。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
　入社後、本人の希望により、長崎県水産部主催
の経営塾や、長崎県定置漁業協会の先進地視察研
修会などに参加できます。

独身社員寮（食堂あり賄付き、個室、共同風
呂・共同トイレ・共同洗濯機）

　独身社員寮の空き部屋に宿泊できるので、1週間
から10日間程度の体験漁業を受け入れています。

先輩たちからのメッセージ

資格取得など会社がしっかりサポートしてくれます。
知識や経験が無くても優しい先輩たちが技術指導してくれま
す。

　　　　　　左：人員配置（朝の漁開始前）
　　　　　　中：出荷作業（箱立て）
　　　　　　右：沖の設備メンテナンス（網入れ替え）

ＴＥＬ：０９２０－８６－３００７

https://www.facebook.com/nisshogyogyou/



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

　この職場に入ったときは魚の名前もわからず、漁師さんに
色々と教わったが、今では漁師さんとともにいろいろな研
究、相談をしながら未来ある海作りを目指している。若いあ
なたの力と想像力をもって未来ある対馬の海にするために共
に頑張ろう！

　　　　　　　　左：ひとつばたご祭り
　　　　　　　　中・右：上対馬おっどん祭り
　　　　　　　（漁協青壮年部が両祭りに協賛）

TEL：0920-86-2021

―

土日祝祭日、年末年始、お盆
※土日祝祭日、日直出勤有り

フォークリフト、移動クレーン車、
危険物免許、船舶免許

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 共済新人研修

無し 可

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

事務職/総務・共済・会計・電算
現業職/西泊本所・泉支所・豊支所・鰐浦支所

　漁業者人口が減少する中、新規漁業者の育成、所得向上に
向けた指導等を行い漁業者、職員がともに安定した生活を過
ごせるよう取り組む為、以下の人材を求めます。

１．海、魚を大切に出来る人材

２．素直で向上心があり、人の嫌がる仕事を率先できる人材

３．上下、横の関係を理解できて行動に移せる人材

４．挨拶を率先して出来る人材

西泊本所及び各支所

１５０，０００円～

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、扶養手当

８：３０～１７：００

　漁業者の主に購買（燃油、漁業資材の取扱）・共済（各種
保険の取扱）・現業（鮮魚の荷捌き）・一般事務（総務、電
算等）を展開する総合事業体。

　漁師の仕事は自然を相手とする仕事。又、対馬の産業を支
える仕事でもあります。大変な面もありますが、その分やり
がいのある仕事です。漁師さんの働きやすい環境作りに、若
くて熱意を持った職員を待ってます。

上対馬町漁業協同組合

～　海の資源を次世代へ　～

会社概要

〒817-1703　対馬市上対馬町西泊２０６

代表理事組合長　八島　康平

平成元年

１億５５２万円

従業員数

４１歳

事業内容 代表者からのメッセージ



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

製造業
　アジ・サバの業務用生食に特化したパイオニア企業として２０１
３年より水産物の細胞破壊を抑える最先端のＣＡＳ凍結機（セル・
アライブ・システム）を導入。その実績を基に海外へも販路拡大中
です。業務用以外でも（ＢｔｏＣ）一般消費者向けコンシューマー
商品の市場開拓に全力を注いでいます。
　また、独自に高出力紫外線ＬＥＤを開発して、高度な「アニサキ
ス対策」を実現可能にした後、２０２１年には、瞬間巨大電力を用
い魚身の品質を損なわずにアニサキスを殺虫処理する装置を熊本大
学産業ナノマテリアル研究所と共同開発しました。この技術は世界
初とネットでも拡散され、新聞やテレビにも取り上げられ高い評価
を頂いています。

　良い商品を作るためには、製造部門の対馬ブランドを全世界に広
めていこうという情熱が必要です。
　対馬工場から「宝の島」の夢を発信できる人材を求めます。

SDGｓの取組みとして、アジ・サバ等の未利用資源を使って、「贅
沢海鮮茶漬け」を開発。

年間休日105日（シフト制工場カレンダーによる） 資格取得支援制度有り

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修・ＯＪＴ研修他

なし 可能

先輩たちからのメッセージ

㉕イベント、職場、職員などの写真
　資格取得など積極的に会社がサポートしてくれるため、ス
キルアップできる良い環境で勤務できる会社です。知識、経
験が無くても技術のある優しい先輩たちがしっかりサポート
してくれるので、安心でやりがいのある職場です。

左：鯖の加工の様子
右：コンシューマーパック商品一覧

TEL：0920-86-3701

http://www.jp-seafoods.jp

所在地に同じ

新卒高校生　/基本給165,000円
新卒大学生　/基本給210,000円
新卒大学院生/基本給215,000円

☑賞与（年２回/業績に応ず）

☑昇給（年１回）

通勤手当・家族手当・職能手当
皆勤手当（１万円）

８：００～１７：００

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

株式会社ジャパンシーフーズ　対馬工場

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-1725　長崎県対馬市上対馬町泉４６４

代表取締役社長　井上　陽一

昭和６２年

１億円

従業員数

４５歳

事業内容 代表者からのメッセージ

　生食用水産加工メーカーとして、新鮮で美味しい魚を毎日
１０t以上加工、全国のスーパーに卸しています。業務用とし
て、高度な技術・他にない新商品の開発力が弊社の強みで
す。また、品質向上・衛生管理を徹底し「安心・安全な商
品」作りのため、より高度な技術を追求します。

　近年の日本食ブームもあり、刺身は世界に市場開拓の余地
が見込まれます。対馬工場を世界に進出する前線基地としＩ
ＳＯ２２０００を取得。人口の減りゆく対馬を宝の島に変え
て地域活性化に貢献できればと考えております。

～　小さな魚　大きな夢　～



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

　　　〇

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

　豊洲までの活魚運搬を1泊2日～2泊3日の日程で、月に4回
～6回行います。帰ってきたら翌日は休みで、用事があるとき
に休みがとりやすいです。

左：会社前にて荷揚げ作業
右：25ｔトラックに活魚積み込み

TEL0920-54-3858 担当：山田、長

https://tsushima-daikei.co.jp/about/

月4～8回、年末年始 なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 研修期間あり

なし 可

　当社は活穴子の取扱量日本一です。当社の存在意義は対馬
産の水産物を消費地に提供し生産者、消費者の役に立つこと
です。社会貢献した結果が給与に反映されます。

運送

規則を守る。
みんなと仲良くする。
日常の挨拶や安全への配慮など基本的なことができる人を募
集しています。

SDGSに関する取り組みとして

（飲食業）地産地消

（養殖業）過密養殖の防止による漁場環境の保全

（水産卸売業）資源保護のための小型魚の再放流

対馬市

基本給18万～20万+運行手当18万位
（関東2泊3日運行手当1回約6万×3回＝約
18万）

☑賞与（年　2回）　□昇給

通勤手当、家族手当、住宅手当、運行手当

基本　　7時～16時
運行時　2泊3日、関東往復

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

株式会社　ダイケー

～　相手よし、自分よし、世間よしの三方よしとする　～

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-0324　対馬市美津島町久須保668-1

代表取締役社長　山田　泰三

1993年

1,000万円

従業員数

47歳

事業内容 代表者からのメッセージ

水産卸売業、飲食業、養殖業



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

　商品や接客、企画イベントなどを通してお客様と
触れ合い、笑顔にできるやりがいのある職場です。

　　　左：カットフルーツコーナーのフルーツサンド
　　　中：鮮魚部の新入社員が造った真鯛の姿造り
　　　右：鮮魚部の新入社員が造ったレンコ鯛の姿造り

TEL：0920-54-4017　担当：小島

https://www.saikinet.co.jp

週休２日制（年間休日１０５日）、
有給休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業

チェッカー技能検定

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修

なし 可

製造・販売
　

　明るく、元気で、素直な方なら未経験者でも大歓迎です。
　接客・販売・製造加工など、きっと貴方にぴったりの
　部署がみつかると思います。
　目標を持って共に成長して行きましょう！

　SDGｓに関する取組みとして、生産者直売所で地産地消を
　推奨するとともに、清掃ボランティア活動や廃食用油のリ
　サイクル・割り箸の削減などに取り組んでいます。

美津島町、豊玉町、厳原町

191,000円～

☑賞与（年２回）　☑昇給

職能給、勤続給、役職手当、家族手当、
通勤手当、チェッカー技能給　他

８：００～１７：００（休憩：1時間）

事業内容 代表者からのメッセージ

　生鮮食品・一般食品・日用雑貨・酒類を中心に販売する
　スーパーマーケット

　当社は、絶えず変化していく社会環境の中で、常にお客様
の立場に立って考え、行動し、地域社会から信頼を頂ける
企業を目指してまいります。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成9年4月1日

２,５００万円

従業員数

４８歳

株式会社　サイキ

～　対馬の''食''を提供するやりがいのあるお仕事　～

会社概要

〒817-0322 　対馬市美津島町鶏知乙505-1

代表取締役社長　佐伯　卓也

＜健康経営優良法人＞ ＜職場環境改善宣言＞

http://www.saikinet.co.jp/
http://www.saikinet.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

　日々のお客様とのコミュニケーションに加え、お客様に楽
しんでいただける売り場づくりや商品構成など、自分のアイ
ディアを形にできることもやりがいのひとつです。

　　　　　　左：文具コーナーの様子
　　　　　　中：薬コーナーの様子
　　　　　　右：本・ＣＤコーナーの様子

TEL：0920-54-2021  担当：酒井

http://www.sakaibunkaido.co.jp

1ヶ月単位の変形労働時間制（週４０時間） なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし 可

販売員・営業

・接客が好きな方

・自分で考えて行動できる方

・元気があり、笑顔の素敵な方。

美津島町

月給　160,000円～350,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、住居手当、家族手当、資格手当、
営業手当、役職手当

　９：１０～１８：５０（休憩時間８０分）
１２：４０～１９：１０（休憩時間３０分）

事業内容 代表者からのメッセージ

　本・CD・タバコ、事務用品・雑貨、薬、化粧品などの販売
をショッピングセンターパル21で行っております。また、事
務用機器・事務用品・教材・家電製品等を営業部で外販して
おり、官公庁や企業様に様々な商品をご提案させていただい
ております。

　対馬の皆様の日々の暮らしを便利で豊かにすることを目標
に、お客様のニーズに合わせた品揃えを心がけています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

昭和３８年

１,０００万円

従業員数

３６歳

株式会社　酒井文海堂

～　地域の皆様に支えられ創業115周年　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町鶏知乙387-11

代表取締役　酒井　正幸



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

平成元年

１,０００万円

従業員数

４７歳

株式会社　タケスエ

～お客様満足・お取引様満足・従業員満足の三方よしを大切にしています～

会社概要

〒817-1722　対馬市上対馬町大浦６０－１

代表取締役　武末　聖子

事業内容 代表者からのメッセージ

　生鮮食品・一般食品・日用雑貨・酒類を中心に販売する
　スーパーマーケット

　地域の皆様の食の安心・安全を第１に考え、最近では食育
活動にも力を入れています。
　「美味しい」と感じていただきお客様の笑顔を一緒に増や
していきませんか。Ｉターン・Ｕターンの方も大歓迎です。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

製造・販売

　・明るく、素直で「食」に興味のある方

　・人と接することが好きな方

　・何事もやってみようと思える前向きな方

上対馬町

170,000円～210,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、役職手当、
職能給、チェッカー技能給　ほか

８：１５～１７：１５（休憩１時間）
８：００～１７：００（休憩１時間）

週休２日制（年間休日１０７日） チェッカー技能検定

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 新入社員研修（４日間）

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　アットホームな職場です。異体同心となって、私たちと
上対馬地域を盛り上げましょう！

 　左：R4.3月より移動販売車「たけちゃん号」2台を稼働
　　　 スタート
 　中：５月に「ひとつばたご祭り」７月に「夏祭り」を開催
 　右：惣菜のお弁当作りの様子

TEL：0920-86-2000　担当：原田

http://takesue.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

平成２８年

－

従業員数

３０歳

医療法人清光会　みつしま眼科医院

～　Ｔｈｅ　地域医療　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町雞知乙520－35

医院長　劉　百良

事業内容 代表者からのメッセージ

最新の医療機器をそろえて、高度な医療に努めています。

　一般眼科診療を通じて地域の方々へにわかりやすく、安心
できる医療サービスをご提供できるよう心がけております。
　眼に関することで、何か気になることがございましたら、
お気軽にご相談ください。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

検査事務・看護士

　当院では、地域に求められる医院であり続けるために、
「人間味のあふれるあたたかな医療」を実践できる意欲の
ある人材を求めています。

美津島町

検査事務：月給130,000円～
看護士　：月給220,000円～

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当

火曜　１１：００～２０：００（1時間休憩）
金曜　８：００～１３：００
水・木曜　８：３０～２０：００（2時間休憩）

毎週月、土、日、祝祭日、年末年始 なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 あり

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　綺麗な環境で楽しく働くことができます。
　研修や勉強会が充実していますので、一緒に学んでいき
　成長していきましょう。

　　　　左：メンバー写真

　　　　中・右：最新の医療機器を取り揃えています

TEL：0920-54-6014　担当：白石

https://www.mitsushimaeye.com/

http://www.mitsushimaeye.com/
http://www.mitsushimaeye.com/


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

昭和５７年

－

従業員数

49.8歳

社会福祉法人　あすか福祉会

～　あなたの“たいせつ”を大切にしたい　～

会社概要

〒817-0023　対馬市厳原町田渕933番地

理事長　素花　源之

事業内容 代表者からのメッセージ

○保育事業：保育園、学童、地域子育て支援
○介護事業：
　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、高齢者グループホーム
　デイサービス、デイケア、訪問介護、訪問看護、訪問入浴
　小規模多機能ホーム、居宅介護支援事業所、軽費老人ホームほか

　できるだけ多くの若者に【介護】そして【保育】に関心を
もってもらい、生まれ育った対馬市の福祉の発展・充実のた
め、是非あすか福祉会でその若い力を発揮してもらいたい。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

【無資格でもＯＫ】介護員、調理員、保育支
援員
【有資格者のみ】看護師（正・準）、栄養士

１．「１」から「１０」を想える方
　昭和の時代を支えてこられたご高齢の皆様は、日本人らし
い謙虚な心をお持ちで、介護サービスを提供する私たちにも
全ての要求を口にはされません。そこで、「１」言われたこ
とに対し、「１０」を想像して行動できる【おもいやり】を
持てる方を求めています。

２．個性を尊重するコミュニケーションができる方
　子どもたちは、一人ひとりに豊かな感受性があり、それを
たくさんの表情で伝えてくれます。その無限の可能性を育て
るため、子どもたちの感受性に響く環境づくりを、共に目指
していきたいと思います。

　私たち“あすか福祉会”は『尊厳』を法人理念とし、人生
のスタートを支えるための「保育」、そしてそのゴールを穏
やかに迎えるための「介護」、この２つを通して、それぞれ
の人生に寄り添ったサービスを提供していきたいと考えてい
ます。

対馬市内では厳原町、美津島町、上県町
島外では福岡県、埼玉県、千葉県、神奈川県

143,424円～260,000円
※資格や職種、雇用形態により異なります。

☑賞与（年２回）　☑昇給

※雇用形態により異なります。

通勤手当、家族手当、住居手当、夜勤手当、オンコール
手当、業績手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜
勤務手当、リーダー手当等
※事業所や職種、雇用形態により異なります。

①7時半～16時半　②8時半～17時半　③10時～19時
④17時～11時(2時間仮眠)　⑤22時～7時（施設内で
待機）　※事業所や職種により異なります。

週休二日制　※事業所により土日出勤有。
6カ月経過後に有給休暇10日が付与されます。
育児休暇取得実績あり

支援を行っている主な資格として
・介護福祉士
・介護支援専門員（ケアマネージャー）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
・新入社員研修
・事故防止研修
・口腔ケア研修のほか、多数研修を実施

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　保育や介護の仕事は、私たちの暮らしと密接に関係していま
す。なぜなら人は須らく人から生まれて親を持ち先祖を持ち、同
時にその人の子となり子孫となるからです。そんな誰かの“たい
せつ”を大切にしているんだと、誇りを持って働ける仕事だと思
います。あなたも是非、一緒に働いてみませんか？

　一昨年も福岡で“あすかフェス”を開催しました！こうし
たイベントを通して地域の皆さんとの交流を図ることで、保
育園や介護施設に関する相談を受けたり、介護や保育の仕事
に対する関心を高めようと取り組んでいます。

ＴＥＬ：0920-52-9054

https://asukafukushikai.com/



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

昭和51年10月21日

－

従業員数

４６歳

社会福祉法人　梅仁会

～　かよいあう福祉へ　～

会社概要

〒817-1202　対馬市豊玉町和板字和板原無番地

理事長　阿比留　志郎

事業内容 代表者からのメッセージ

　障がい者福祉・高齢者福祉・児童福祉・収益事業（地域貢
献事業）など多様な事業展開を行っております。社会保険完
備はもちろん、資格取得支援、法人内の学童保育・一時預か
り施設の利用料を事業所が負担する等、福利厚生も充実して
おります。

　私共は福祉で活躍していただける「人財」を探しています。当法
人の基本方針でもあります「一人ひとりの笑顔を大切に、その人の
持つ可能性への挑戦を全力で支え、気付きと奉仕の心を持った職員
の育成」に努めております。ぜひ一度、施設へ来て、私共の職場を
見ていただければと思います。お待ちしております。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

介護員/高齢者の介護
正・準看護師/高齢者・障がい者の健康管理
生活支援員/障がい者の生活支援
介護支援専門員/ケアプランの作成
放課後児童支援員/児童の指導・見守り
子育て支援員/乳幼児とその保護者への見守り

　一言で｢福祉｣と言っても、介護主体の現場もあれば、軽作
業をしながら生活全般を支援する現場、保育や遊びを行う現
場、何か困ったときの相談を行う現場、一緒にレクリエー
ションを楽しみながらリハビリを行う現場など仕事内容は多
岐にわたります。
　新たな職場として考えておられる方にとっては、そこに不
安を感じ、選択肢から省かれている方もいらっしゃるかも知
れませんが、私たちの職場には多くの仲間がいますし、法人
で働き始めるのに何か特別な才能が必要なわけではありませ
ん。
　唯一求められるのは、｢人｣が相手の職場なので、サービス
を利用される方々やそのご家族、仲間への思いやりと誠実さ
です。ぜひ、私たちと一緒に働いてみませんか。やりがいや
喜びを分かち合いましょう。お待ちしています。

対馬島内の各事業所

①高卒初任給：152,000～155,000円
②看護職員初任給：200,000～250,000円
③パート時給：830～1000円

☑賞与（正社員年２回）　☑昇給

通勤手当2000円～20,900円、精皆勤手当5,000円/
月、夜勤手当5,000円/回・宿日直手当4,000円/回、資
格手当5,000円～30,000円/月、扶養手当、住宅手
当、処遇改善手当等（個人の状況に応じて）

事業所毎に異なります。

週休２日。半年経過後から有給休暇あり。
看護休暇取得実績あり。

有り
主な資格：介護福祉士・社会福祉士・介護支
援専門員

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
職員の経験に応じた各種研修制度、外部講師
研修ほか

なし 可（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

　福祉の現場では、日々色んなことが起こります。
　もちろん楽しいことばかりではありません。
　でも、その何倍もの喜びとやりがいがあります。
　まずはチャレンジしてみませんか。

笑顔あふれる楽しい職場です。
ＴＥＬ：0920-58-0888

http://www.baijinkai.jp/

http://www.baijinkai.jp/
http://www.baijinkai.jp/


所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

〇

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

平成6年

－

従業員数

47.3歳

社会福祉法人 幸生会　特別養護老人ホームわたづみ

～　施設は人であり　人は心であり　人の心と人の和が大切である　～

会社概要

対馬市豊玉町仁位９１－3

理事長　村川　喜信

事業内容 代表者からのメッセージ

　社会福祉法人幸生会では、長崎県内に5つの拠点で福祉事業を運
営しております。その中でも、わたづみでは特別養護老人ホーム・
デイサービス・グループホーム・居宅介護支援事業所・ホームヘル
プサービスの5つの事業を対馬中地区で展開しており、高齢者福祉
サービスの拠点事業所として、それぞれが連携しております。

　利用者様が笑って暮らすためには、職員自らが笑顔でなけ
ればいけません。笑顔で働ける職場をモットーに、あなたの
力が必要です。わたづみの職員となって、充実した毎日を過
ごしてみませんか？職員みんながいつでも歓迎いたします。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

①介護職 ②看護職 ③調理員 ④介護支援専門員
　　※①③無資格でも可能です。
　　※①働きながら資格取得に向けた経験ができます

　寝たきりの方や介助の必要な方、認知症の高齢者の方などを介護
する施設です。また、入浴や移動の際の介助など、体力や的確な判
断を必要とすることもあります。できればお年寄りが好きで、頑張
る気持ちがあって、施設で働く仲間とのコミュニケーションを取れ
る方を求めています。

具体的には、
　〇利用者や家族等、相手の立場に立って考えることができる方
　〇認知症の高齢者などに対して、やさしく、おおらかに対応
　　できる方
　〇4交代の勤務体制ですので、夜勤の勤務もあります。また、
　　トイレ介助、入浴介助、移乗介助など利用者を支えたりする
　　ことがありますので、体力にもある程度自身のある方
　〇同じ施設、現場で働くことになりますので、相手を思いや
　　り、いろいろな方とコミュニケーションが取れる方

　対馬市豊玉町仁位91-3

①介護職　190,000円～204,000円
②看護職　175,000円～189,000円
　※別途、前歴を換算いたします。

☑ 賞与あり（年２回4.4ヶ月分）※前年度実績

☑ 昇給あり

資格手当、処遇改善手当、夜勤手当、待機手当、
通勤手当、住宅手当等、その他退職金制度あり。
※手当は職種により異なります。

介護　①07:00～16:00　 ②09:45～18:45
　　　③13:00～22:00　 ④21:50～翌8:50
看護　①07:45～16:45　 ②09:15～18:45

週休2日制　※ローテーション（月の勤務表あり）
6か月経過後有給休暇10日※半日及び時間単位有給あり
育児・介護休暇取得実績あり

介護福祉士・介護支援専門員
奨学金制度（看護師養成・准看護師養成）

☑ 雇用　☑ 労災　☑ 健康　☑ 厚生

☑ 退職金制度
施設内研修、施設外研修等

社宅無し 受入れ可

先輩たちからのメッセージ

　この仕事は大変な事もありますが、利用者様から「ありがとう」
という感謝の言葉をいただくことで、他では、なかなか得ることの
できない『やりがい』があります。また、『人の和』を大切にし、
職員がみんなで協力し合い、頑張っています。ぜひ、一緒に働いて
みませんか？
福利厚生が整っており、働きやすい事も魅力です。

【写真左】わたづみの中庭にある、大きなひとつばたごの木の
　　　　　下でのレクリエーションの様子。
【写真右】わたづみ敬老会での職員による『おおきなかぶ』。
　　　　　利用者・職員共に大変盛り上がり、楽しい時間を過
　　　　　ごしました。

TEL：0920-58-1601　担当：早瀬

http://www.koseikai.or.jp/

tel:0920-58-1601 　担当　扇
http://www.koseikai.or.jp/
tel:0920-58-1601 　担当　扇
http://www.koseikai.or.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

昭和54年7月26日

―

従業員数

３９歳

社会福祉法人　長崎厚生福祉団　（特別養護老人ホームいづはら 他）

～　健康で安心と生きがいのある暮らしを支援するために「福祉文化の創造」を目指します　～

会社概要

〒817-0016　対馬市厳原町東里２２３－３

理事長　千々岩　源士

事業内容 代表者からのメッセージ

　県内に特別養護老人ホーム５ヵ所をはじめ、３８の事業を
経営しています。対馬島内には、特別養護老人ホームいづは
ら（平成３年５月開設）と特別養護老人ホームいづはらⅡ
（平成２９年４月開設）があり、介護事業を実施していま
す。

　住み慣れた地域で、その人がその人らしく、安心して暮ら
していくための社会資源の１つとして、地域に根ざし、地域
に開かれた施設や職場環境にしたいとの想いで、地域システ
ムの一端を担っていきたいと考えております。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

介護職、看護職、介護支援専門員、調理員
　私たちが暮らす対馬地域は、６５歳未満の人口減少が進
み、２０３０年には高齢化率が５０％を超える予測であり、
要介護者の増加により介護ニーズが増大する一方で、その担
い手不足は深刻であります。
　当法人では、これまで２８年間、健康で安心と生きがいの
ある暮らしを支援するために、地域に密着したサービスの提
供と信頼される施設を目指して参りました。
　ご利用者を主体としたサービスを提供するため、食事・排
泄・入浴の３大介護からの脱却を念頭に、安全性、自立支
援、尊厳が求められる時代に対応すべく、サービス向上のた
め、人材育成、職員研修にも力を入れております。
　しかしながら、介護の仕事は、決して生やさしい仕事では
ありません。高齢者が好きで、他の職員と使命感を共有し、
社会のために役立ちたい、向上心のある方を求めています。
具体的には、相手の立場になって考え行動する人、明るい笑
顔で思いやりを表現できる人を求めています。

いづはら　　対馬市厳原町東里２２３－３
いづはらⅡ　対馬市厳原町東里３０３－１

介護職　２００，０００円
看護職　２４０，０００円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当、住宅手当、扶養手当

８：３０～１７：３０　※シフト制あり

週休二日制　※シフト制のため、土・日勤務あり 有り　介護福祉士

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
新人職員研修、外部教育機関による様々な
法人内研修

なし 可

先輩たちからのメッセージ

　高齢者の方が、より良い生活を送ることができるよう、手
助けするやりがいのある仕事であり、大変な仕事でもありま
すが、自分を成長させることができる仕事だと思います。一
緒に働いてみませんか。

　左：正面玄関と、奥側がいづはらデイサービスセンター
　　　玄関

　右：夏祭りのイベント風景

ＴＥＬ：０９２０－５２－７４１１

http://www.nagasaki-kouseifukushidan.or.jp/

http://www.nagasaki-kouseifukushidan.or.jp/
http://www.nagasaki-kouseifukushidan.or.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

　対馬を訪れる観光客の皆様に対馬を理解して頂けるような
接客・サービスを行います。地元の方にも愛されるホテルと
して頑張っています。一緒にお客様の思い出作りのお手伝い
をして頂ける方をお待ちしています。

　対馬が好きで、対馬の魅力を発信して頂ける方を
　対馬グランドホテルは求めています。
　対馬のために一緒に頑張りましょう。

対馬グランドホテル

～　島民に愛されるホテルを目指す　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町雞知甲41番地10

代表取締役　佐伯　達也

平成１０年

－

従業員数

４３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

フロント、接客係、調理師 ほか

・対馬のことが好きな人
・対馬の歴史が好きな人
・対馬の自然が好きな人
・お客様に喜んでもらうのが好きな人
・お客様の立場になって考えることが出来る人
・仲間と一緒に頑張ることが出来る人

　上記のことが出来そうな人、今後やってみたい人・やる気
のある人は対馬グランドホテルにご連絡をください。

美津島町

150,000円～180,000円（新規採用、職種
により変動あり）

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤・住宅・慶弔

7：００～２２：００の間で7時間30分

７～８日／月
業務に関わる資格については支援いたしま
す。

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 OJTを中心に研修を行います。

通勤が不可能な場合及び島外から入社の場合
は、借上げ社宅制度あり

可

先輩たちからのメッセージ

　和気あいあいとした雰囲気で楽しい職場です。
　対馬の観光を若い力で盛り上げて一緒に頑張りましょう。

　　　　　　　　　左：客室の様子
　　　　　　　　　中：大浴場の様子
　　　　　　　　　右：ロビーの様子

TEL：0920-54－9100　担当：原尾

http://tsushima-grandhotel.com/

http://tsushima-grandhotel.com/
http://tsushima-grandhotel.com/


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

　明るく元気のある方お待ちしています。私たちと一緒に
ホテルをピカピカにしましょう！

　　　　　　　　左：従業員の集合写真

　　　　　　　　右：ベッドメイクの様子

TEL：0920-53－6145　担当： 谷口

http://www.toyoko-inn.co.jp/

週休2日制（週3日～応相談） なし

☑雇用　☑労災　□健康　□厚生 あり

なし 可能

メイク

・お客様に気持ちよくお過ごしいただけるよう、
　心を込めて、部屋を清潔にできる人

・お客様と接する機会もあるため、明るい笑顔での
　対応ができる人

厳原町

時給　910円

なし

稼動手当

１０：００～１５：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　エコノミーホテルの運営
　『駅前旅館の鉄筋版』をコンセプトに、我が家のような
　寛ぎと「安心・快適・清潔」なお部屋の提供運営を実現
　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29年3月30日

－

従業員数

－

東横イン対馬厳原

～　もっと清潔に、安心感と値ごろ感　～

会社概要

〒817-0021　対馬市厳原町今屋敷771番地1

支配人　谷口　典子

https://www.toyoko-inn.co.jp/
https://www.toyoko-inn.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

　地域づくりのコーディネートを行なっています。これから
の時代は自分で新しい仕事を作っていける時代ですし、既存
の企業にとらわれずやりたいことに向かって就職先や進路を
考えてみてください。

　　左：メンバー写真

　　右：主力商品である佐護ツシマヤマネコ米と関連グッズ

TEL：0920-84-2366　担当：吉野 元

http://sustainable.mit.or.jp/

土日・祝 なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生
なし。ただし、業務内容や本人のやる気に応
じて、研修への参加を補助する。

なし 可

コンサルティング・デザイン
物販・コーディネート 【求める人材】

●コミュニケーション能力が高い方（必須）
●対馬の自然や文化等地域資源に魅力を感じる方（必須）
●自発的・能動的に仕事に取り組める方（必須）
●パソコンを普通に使いこなせる方（word excel等）
●普通自動車第一種運転免許取得者（必須）
●社会経験3年以上有する方（望ましい）
●コンサルティングや環境調査の経験がある方（望ましい）
●韓国語または英語が使える方（望ましい）
●その他、仕事で活用できる特技や能力（望ましい）

【アピールポイント】
●持続可能なしまづくりに向けた様々な事業を企画、運営し
ています。これまでにない仕事を作り出したり、皆さんの
「自分たちの社会をこうしたい！」という思いを実現するた
めの事業をみなさんと一緒に取り組んでいきたいと思いま
す。

上県町佐須奈

基本給：１6万円程度
※前職での給与やこれまでのキャリア、資格
等をふまえて検討

□賞与（年　回）　☑昇給

通勤手当

８：３０～１７：４５

事業内容 代表者からのメッセージ

　みつける部門（コンサルティング・環境保全調査など）、
いかす部門（各種デザイン・広報・広告ツール作成、オリジ
ナル商品開発など）、つなぐ部門（商品の直販・卸売、コー
ディネート事業など）

　自然共生型の持続可能な社会づくりを目指して事業展開し
ています。新しいことにチャレンジし、新しい価値を生み出
していく仕事です。地域の資源をビジネスへ！

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成２５年

―

従業員数

３８.１歳

一般社団法人　ＭＩＴ

～地域資源をみつけ・いかし・つなぐコンサル・デザイン会社です～

会社概要

〒817-1602　対馬市上県町佐須奈甲562-24

代表理事　吉野　元



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

　対馬の特産品づくりや島外へPRする、やりがいのある
　仕事です。

　　　　　　　　左：直営店（とよたま物産店）
　　　　　　　　中：島外での催事
　　　　　　　　右：作業風景

TEL：0920-59-0339　担当：堀

http://all-tsushima.jp/

週休二日制（年末年始の休暇有り） なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

なし 可

水産加工品の製造、営業・販売

　本商社は、素晴らしい対馬の資源を島内外に発信し、対馬
市の経営基盤並びに生活基盤の振興に寄与することを目的と
しています。その目的達成に熱意、情熱のある人材を待って
ます。

所在地に同じ

160,400円～

□賞与（年　回）　☑昇給

通勤手当、住宅手当、扶養手当

８：００～１７：００

事業内容 代表者からのメッセージ

　・水産加工品の製造・販売
　・対馬特産品のPR／販売
　・鮮魚の出荷・販売

　水産加工、営業・販売の経験者はもちろん、未経験者でも
大歓迎です。みんなで連携しながら、対馬を売り込んでいく
仕事を一緒に頑張りましょう。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成３年

５００万円

従業員数

５５歳

一般財団法人　対馬地域商社

～　「新鮮がどっさり」食する幸せをお届けします　～

会社概要

〒817-1233　対馬市豊玉町貝鮒4番地1１

代表理事　國分　利雄



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

　　対馬には豊富な観光・物産資源がたくさんありますが、
　それを活かすのは人です。
　　観光物産事業者と連携し、一緒に対馬の魅力を発信
　しませんか？

左：島外でのイベントの様子

右：島内でのイベントの様子

ＴＥＬ：０９２０－５２－１５６６

https://www.tsushima-net.org/

年末年始（12/29～1/3）、4週8休のシフト制
あり（旅行業等資格取得に必要な交通費を支
給。各資格につき1回）

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 実践研究

なし 気軽にお問い合わせください

事務・飲食・販売

　・発想力・創造力があり、みずから企画し、
　　行動できる人。
　
　・真面目に仕事に取組み、丁寧に業務を行える人。
　
　・他者への思いやりがあり、相手の立場に立てる人。

厳原町・上対馬町

月額　140,100円～161,600円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当・扶養手当・住宅手当

８：４５～１８：００のうち7時間45分

事業内容 代表者からのメッセージ

　①国内外観光客の誘致促進のための情報発信
　②特産品の紹介・販売ならびに品質向上に関する事業
　③観光物産振興に資するイベントの実施
　④観光物産情報の収集・分析・提供
　⑤観光案内所・特産品販売所などの管理運営
　⑥観光物産事業者ならびに諸機関との連絡調整

　雄大な自然と悠久の歴史、そして豊かな食資源に恵まれた
対馬は、奥深い魅力にあふれた国境の島です。
　対馬の観光物産振興のために、観光物産事業者と連携し、
情熱をもって動くことができ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

平成9年（平成25年法人化）

―

従業員数

４４歳

一般社団法人　対馬観光物産協会

～　雄大な自然と悠久の歴史にふれる　国境の島・対馬へ　～

会社概要

〒817-0021 対馬市厳原町今屋敷672番地1

会長　佐伯　達也



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

　一緒に対馬から、地域での新しい働き方を見つけ、
　地域の元気を発信しましょう。

写真：デジタルハリウッドSTUDIO対馬の様子
TEL：095-829-5525（長崎本部）

http://www.communitymedia.co.jp/

週休2日制、年間休日：約125日（会社カレ
ンダーによる）

有り

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 有り

無し 可

IT技術者、映像ディレクター・カメラマン、
Webクリエーター、営業、経理など

　業務内容は、映像やWebコンテンツ制作、システム構築、
放送・通信事業に関わる全ての仕事です。
　常に新しい技術やサービスが出現し、それをいち早く地域
社会で活かすためにチャレンジする気持ちが大切だと考えま
す。
　そして、コミュニティメディアのスタッフには”地域への
熱い想い”が必要です。次世代へ引き継ぐ活気ある豊かな
地域を創造し、人と人を繋ぐやりがいのある仕事です。

　・目標や希望がしっかりある人
　・チームで仕事ができる人
　・チャレンジ精神旺盛は人

対馬市CATV（対馬市美津島町）
デジタルハリウッドSTUDIO対馬（対馬市厳原
町）

150,000円～350,000円

☑賞与（年２回）　☑昇給

通勤手当（上限20,000円）

対馬市CATV：8:45～17:45
STUDIO対馬：9:00～20:00
　※８時間勤務、休憩1時間

事業内容 代表者からのメッセージ

　ケーブルテレビ事業、情報システム開発、Webコンテンツ
制作、映像コンテンツ制作、IP電話サービス、プロバイダ
サービス、人材育成事業　等

　弊社は「地域の新しい情報コンテンツを創造し、豊かで
活気あるコミュニティをつくる」ことを目指しています。

勤務条件・福利厚生 求める人材・アピールポイント

平成１９年１０月

１,０００万円

従業員数

３８歳

株式会社　コミュニティメディア

～　地域の新しい情報コンテンツを創造し、豊かで活気あるコミュニティをつくる　～

会社概要

〒817-0322　対馬市美津島町鶏知甲527番地2

代表取締役　米田　利己



所在地

代表者

設立年

資本金

～20人 20～50人 50人以上

〇

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

一般社団法人　対馬CAPPA

先輩たちからのメッセージ

 
設立して数年の若い会社ですが、徐々に「対馬の海のことな
らCAPPAに」と認知されるようになりました。国内はもとよ
り海外の取材も受けています。注目されている会社だと思い
ます。

写真左：活動に参加した長崎大学のサークルであるながさき
海援隊と海岸清掃ボランティア参加者にあいさつをしている
写真。写真右：十八親和銀行と行なった海岸清掃後の集合写
真。

070-4281-6588（担当：末永）

https://www.tsushima-cappa.com/

土　日　祝日（基本的にはお休みですが、イ
ベント運営等で出勤していただくことがござ
います。）

なし

☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生 なし

可

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

事業内容 代表者からのメッセージ

民間と行政の間に立ち、海岸漂着ごみの削減に取り組む中間
支援組織。海岸清掃、海岸調査、環境教育を行う団体。

　弊社はこの島に生きる私たち一人ひとりの熱い思いを集
め、対馬の美しい海・海岸を将来世代に引き継ぐことを目指
しています。

シーカヤックインストラクター・海岸調査・
海岸清掃・海岸漂着物対策協議会運営・環境
教育

・明るく元気な方
・対馬の自然が大好きな方
14 海の豊かさを守ろうについて取り組んでいます。
子ども達に対馬の海ごみについての環境教育を積極的に行
なっています。

美津島町

140,000円～168,000円

□賞与（年　回）　☑昇給（年1回）

通勤手当

９：００～１７：００

～豊かな海を子どもたちに残すために　～

会社概要

⑲施設の外観写真

〒817-0345

代表理事　上野　芳喜

平成29年

ー

従業員数

40歳

https://www.tsushima-cappa.com/
https://www.tsushima-cappa.com/


SDGｓ（Sustainable Development Goals）

１７の目標 詳細

〔貧困〕

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる。

〔飢餓〕

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可

能な農業を促進する。

〔保健〕

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促

進する。

〔教育〕

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習

の機会を促進する。

〔ジェンダー〕

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行

なう。

〔水・衛生〕

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保

する。

〔エネルギー〕

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネル

ギーへのアクセスを確保する。

〔経済成長と雇用〕

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワ

ーク）を促進する。

　持続可能な開発目標（SDGs）とは，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の誰一
人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。

　※本ガイドブックでは、SDGsの推進に寄与する取組みを実施している場合、その取組みに
　　関連する目標番号のロゴを掲載しております（掲載企業様からの自己申告）。



〔インフラ、産業化、イノベーション〕

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産

業化の促進及びイノベーションの推進を図る。

〔不平等〕

国内及び各国家間の不平等を是正する。

〔持続可能な都市〕

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人

間居住を実現する。

〔持続可能な消費と生産〕

持続可能な消費生産形態を確保する。

〔気候変動〕

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

〔海洋資源〕

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な

形で利用する。

〔陸上資源〕

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森

林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び

生物多様性の損失を阻止する。

〔平和〕

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての

人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果

的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。

〔実施手段〕

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パート

ナーシップを活性化する。



つしまで働く先輩

福祉・農業・林業・水産業・建設業



私が勤める長崎厚生福祉団 特別養護老人ホーム いづはらⅡは島内では最大となる90名のご利用者様を
受け入れることができる、ショートステイ併設の特別養護老人ホームです。
また、島内では先駆けとなるユニットケアが主体の施設となっているのも魅力の一つとなっています。

母が看護師で対馬に戻ってきたときに「バイトに来ないか？」と誘われた
のがきっかけです。介護を志していたわけでは、全くありません。（笑）

私は施設ケアマネとして、ご利用者様の困り事や安心して生活して
頂く為のケアプランを作成したり、ご利用者様と触れ合ったり、ご家族様
の悩み相談等も行っております。また、対馬市次世代協議会の活動の
中で介護魅力伝道師として島内の小・中学校を中心に介護の魅力を
発信しています。

「介護福祉士」・「介護支援専門員」の資格を取得しております。両資格ともに、実務経験が必要となりますが、
学歴も年齢も関係ないので誰でも実務経験さえあれば取得できます。

「ちょっとだけいい」仕事なんです。昼寝を一緒にすることも、折り紙を一緒に作ることも、料理を一緒に食べる
ことも、皆で一緒になって笑うことも仕事なんです。ご利用者様の人生のエピローグのパートナーになれる。
残された時間をどう笑ってもらうか？を求める。働く人によって、やりがいを色々、見出すことができる。「ちょっと
だけいい」が「ちょうどいい仕事」だと思います。

父の容態が悪くなったことが一番のきっかけです。また、当時、付き合っていた彼女が対馬に来てくれることに
なり、対馬の生活を気に入ってくれたのも大きなことでした。今では私の妻となり、自分よりも、しっかりと家庭を
守ってくれています。（笑）

時期によって過ごし方が違います。大好きなエギングを3～6月までは
楽しんで、他は子供たちと過ごしたり、仲間たちとお酒を飲んだりして
過ごしています。これを読まれた方は3～6月中旬までは、私を飲みに
誘わないでください（笑） イカ釣りで忙しいです！（笑）

対馬の為にだとか、長男だからとかは考えなくてもいい時代になって
いると思います。誰しもが一度はネオンの光に憧れるものですから（笑）
島外に出て対馬の良さに気付いてからでも良いと思います。対馬に
帰ってきて仕事探しに困ったときには、是非、一緒に働いてもらえたらと
思います。

特別養護老人ホームいづはらⅡ
介護支援専門員 俵 大典さん

対馬市出身。３２歳。対馬にＵターンして１４年。

・鶏知中学校を卒業後に、大村工業高校に進学するも

２年生になる直前で、なんと自主退学！（笑）

・その後、対馬で建築関係の仕事に就いたが、会社が

福岡に進出したため、自らも福岡へ転出。

・対馬へUターンした際に福祉の道へ！



お茶と柚子を栽培する農家です。栽培した農産物を紅茶や柚子胡椒などに加工し、島内外への販売により、

対馬の魅力を伝えています。また、農家民泊や田舎レンタサイクルも経営しています。

農業を選んだうえで大きかったのは父の存在です。県の農業

技術職をしていたので、小さい頃から農業は身近に感じていまし

た。父が退職後に対馬に帰郷し、「対馬に適した農業で産業を

作る」ということに触発され就農しました。

元々自分で対馬の物産を扱う仕事をしたかったのですが、営業や流通のスキルを持っていなかったので大学

卒業後、職を変えながらそれらを学びました。対馬のものを扱うにはやはり対馬の風土や気質を体で感じるべきと

思い、対馬に帰ることを決意しました。

メリット：自由になれること。選択肢が絞られること。超健康的になった。

デメリット：買い物が遠い。（よく精査して買うようになったとも言える）

気ままに過ごしています。買い物に行ったり、子供と遊んだり

ちょっとやり残した仕事があればそれをやっています。

つしま大石農園
大石 裕二郎さん

対馬市佐護出身。４０歳。対馬に移住して７年目。

・長崎日大高校を卒業後、静岡県の大学に進学。

・静岡県で食品製造業などに従事し、両親が始め

た農園事業に取り組むため対馬に帰ることを決意。

・妻と子の４人家族

体を動かす事と、商品の注文をいただき、好評価をいただけた

時ですね。昔と違い、インターネットや流通の手段が豊富なので

色々な事にチャレンジ出来る事も魅力ですね。

只今一緒にお茶作り、ゆず生産をしてくれる仲間を募集中です。

詳しくは つしま大石農園 で検索してみてください。

7:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00

平日 夕食 就寝

休日 就寝

10:00

茶収穫・加工子供の世話

子供と遊ぶ・買い物・ドライブ

8:00

起床・朝食

起床・朝食 家族との時間夕食

製茶加工 製茶加工昼食・休憩 茶収穫



組合員２，５４６名、対馬島内における約57千haの森林を管轄にする協同組合で、現在２３名の職員（事務：

１６名・現業：７名）で対馬全域の森林の調査・施業（主に間伐）・木材の加工をやっています。

対馬森林組合
鳥羽 涼介さん

対馬市美津島町出身、２３歳。

高校卒業と同時に対馬森林組合に就職しました。

自分が長男と言うこともあり、家を継ぐため島外には出ず、対馬で就職しようと考えていました。たまたま、対馬

森林組合のパンフレットを見た時に、何世代にもわたり大切に植え育ててきた人工林を適切に整備・管理して

次世代に繋いだり、伐採して未来の世代のために植えなおしたりしている仕事内容に興味を持ちました。また、

祖母が製材所で働いていたこともあり、組合に縁を感じて、木材に関係がある仕事に就いてみようと思いました。

木の高さや本数などを測って、木材の生産量を調査し、その結果を基に、森林所有者に対して森林施業の

提案をします。プランに同意して頂ければ、木を伐採し、木材を生産して販売します。得られた販売収益と作業

経費などを差し引いて、森林所有者（組合員）に対して返金しています。

森林を元気にして、人も喜ぶ公益性のある仕事をしています。

絶対に必要な資格はありませんが、取得しておいた方が良い資格はたくさんあります。そのような資格は森林

組合が受講料、旅費等を負担してくれます。私は『森林施業プランナー』や『伐木等業務特別教育』、『刈払

機取扱作業者安全衛生教育』など、取得・受講しました。

森林所有者との事前面談をもとに、山で調査をして施業

プランを立て、施業実施後、自分が想像したとおりの森林に

なって、森林所有者に喜んでもらえた時にやりがいを感じます。

親とキャッチボールをするなどして過ごしています。

（対馬高校で野球部のキャプテンをしていました。）

初めてで分からないことも、先輩の方々が優しく教えてくれる

環境で良かったです。また、休日がはっきりとしていて、予定が

立てやすい面もあります。

休日は一緒に野球をしようね！

森林の恩恵を最大限に活かし、地球環境保全（土砂災害防

止・良質な水を育むなど）のため、豊かな森林を未来に引継ごう！



◆どんなところにやりがいを感じていますか？

大型定置で扱う網は大きく、その分網の出し入れや修繕が大変です。
しかし、それらを頑張った分の成果は出てくれます。僕は、この過程から
成果が出るまでの全てにやりがいを感じています。
漁自体は朝6時30分頃出漁し、午前中に終わることがほとんどです。
季節によって様々な魚が獲れるのも魅力です。

◆休日はどう過ごされていますか？

小学校のサッカーチームの指導をしたり、釣りに
出かけたりします。最近は読書にはまり、電子書籍を
読んでいます。魚介類が新鮮なので、よく寿司屋に
食事に行ったりもします。

◆定置網はどんな漁法ですか？

定置網漁は、土俵などで漁場に漁具を固定し、魚群が自然と
網に入るのを待つ資源に優しい漁法です。水深によって大型定置、
小型定置に分かれます。

◆対馬にＩターンしたきっかけ、漁師の仕事を選んだ理由は
何ですか？

幼い頃から魚と海が好きだったからです。実家は海から遠いため、漁師に
なるには親元を離れなければなりませんでした。どうせ離れることになるなら、
自然豊かで海がきれいなところがよかったので、対馬を選びました。

◆後輩へメッセージをお願いします！

対馬は自然豊かで海がきれいです。漁場としても適した環境で、釣りも楽しめます。
また、対馬は静かな環境ですので、都会の喧騒が苦手な方にもオススメです。
職場の人数はあまり多くはないので、一人ひとりの能力に求められるハードルは
上がっていきます。しかし、それは仕事をしていく中で徐々に上がっていくものです。
毎日同じことを繰り返すような仕事とは違った、有意義でやりがいのある仕事です。
やる気のある人を心待ちにしています！

◆対馬での生活はどうですか？

生活に困るということはありません。周りの人たちにも
良くしてもらえているので、楽しい日々を送れています。

上対馬町漁業協同組合 定置網
中島 颯大さん

・愛知県出身の２１歳。対馬にＩターンして３年。

・地元の水産高校卒業後、漁業者用の求人ホームページを

見て、日昇漁業株式会社に就職。



株式会社ハラダは、平成14年度に設立した、社員35名の土木を主体
とした建設会社です。対馬島内をメインに、港湾・海洋工事、道路改良
工事や舗装工事、災害復旧工事などを行っています。

祖父の代から建設業を営んでおり、幼い頃からその中で育ってきました。
工事には、様々なものがあり、新しい港や道路造り、時には自然災害
による被害を復旧したり等、従業員が一丸となって地域へ貢献している
姿を見てきて、いずれは建設業で活躍したいと思うようになりました。

現在の担当業務は、現場責任者として現場の管理を行っています。
内容は、担当した工事が工期内で円滑に進むよう、現場での作業指揮・発注者との打合せ・現場周辺住民
との連絡調整等々です。また、建設業は工種によって必要な資格が多数あり、どんな工種の工事も携われるよう、
資格取得や講習会の受講を積極的に取り組んでいます。

地域住民の方のストレスとなっていた部分の工事が完成し、より快適に
なったものを地域住民の方に提供できることです。
どの工事も決して簡単な内容ではなく、工事に必要な資材や機械の手
配、それに関わる費用の計算から始まり、イレギュラーな問題も日々発生
します。その中で、作業員の方・協力会社の方の手助けもあり、日々の
作業の積み重ねで完成した工事は、達成感を感じる事が出来ます。

建設業を基本から学ぶため土木専攻の大学を卒業し、その後は建設業
関連会社に勤めて、土木資材販売を通じて、多くの建設会社から建設業
の仕組みを学びました。
そのうち、実際に現場に出て経験を増やすことで、より多くの知恵や技術
を吸収できると確信し、また高齢化の進む地元の活性化につながればと
いう思いから、２０代のうちに対馬に戻ることを決意しました。

学生時代から約１０年近く島外で過ごしましたが、対馬に戻ってきて何よりも生活リズムが整いました。（笑）
私の住む地域では２４時間営業のコンビニや夜遅くまで営業しているスーパー、飲食店もありません。逆に言え
ばそういった部分が不便さになるのかもしれませんが、ライフラインで困ったことはほとんどなく、いつの間にか早寝
早起き、規則正しい生活が当たり前となりました。
休日は、友人と釣りに行ったり家族で買い物に出たり、友人家族と食事したり楽しい時間を過ごしています。

帰ってくるまでは対馬は出かける場所も限られていて不便そうに感じていましたが、住めば都という風に、暮らしに
困ることもなく充実した毎日を送っています。
建設業に興味がある方や意欲のある方、知識がなくても経験で学んでいけます。熟練者の技術を若いパワー
で沢山吸収し、一緒に建設業を盛り上げていきましょう！！

株式会社 ハラダ
原田 暢弥さん

対馬市出身。３３歳。対馬にＵターンして６年。

・上対馬高校を卒業後、福岡の大学へ進学。

・建設関連会社で５年間の勤務を経て、対馬へＵターン。



各種支援制度等のご案内

（ＵＩターン、創業・事業拡大）



対馬市移住・定住支援補助金

しま暮らし支援補助金

※上記補助金は全て公務員世帯の方、事業所間転勤の方、市税等の滞納がある方は交付対象外となります。
ただし、公務員世帯の方でも「ふるさと就職奨励補助金」「奨学金返還支援補助金」については、
対象者が公務員でなければ対象となります。
また、それぞれ交付の条件がありますので詳しくは上記までお問い合わせください。

詳しくはこちらから

ふるさと就職奨励補助金

【対象者】次の要件を全て満たす方
①学校等を卒業して２年以内の方
②島内企業に就職し１年以上経過し、引き続き島内へ住み続ける意思のある方
③申請日時点で３０歳未満の方

【補助金額】１０万円

子育て世帯移住支援

住宅借上初期費用支援

住宅家賃支援

引越経費支援
【対象経費】
市外からの荷物の運搬にかかる経費
【補助率及び補助額】
補助対象経費の３分の２以内
上限２０万円

【対象経費】
民間賃貸物件を借りる際の家賃
【補助額】
家賃月額の２分の１
上限３万円×３月分

【対象経費】
民間賃貸物件を借りる際の初期費用
【補助率及び補助額】
補助対象経費の一部
上限５万円

【対象経費】
中学生以下の子どもを扶養している世帯
【補助額】
扶養している子ども１人あたり２万円

【対象者】
市外に５年以上居住し市内へ移住した方で、引き続き市内へ住み続ける意思のある方

奨学金返還支援補助金
【対象経費】高校・大学等における奨学金の返還額
【補助金額】奨学金返還額（年度） 年間上限２４万円 最大５年間補助

結婚移住奨励補助金

【対象者】次の要件を全て満たす方
①夫婦または夫婦のいずれかが市外から移住された方
②婚姻届が受理された日から前後１年以内に市内に移住し、
引き続き５年以上住み続ける意思のある方

【補助金額】一組あたり５万円

お問い合わせ
地域づくり課内「しまぐらし応援室」 TEL：0920-53-6111

ホームページ https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/ijyu/index.html



～対馬市雇用機会拡充支援事業のご案内～

移転費、従業員の教育訓練経費
最長で５年間（※ただし、１年間を超える事業計画は、対馬市が
特に重要と認める事業に限ります。）
★複数年の事業計画が認められた場合であっても、各年度ごとに採択の可否を判断いたします。

★複数年計画の場合、２年目以降の補助金交付にあたっては、別途条件を満たす必要があります。

事業実施期間

対馬で創業・事業拡大したい方必見！

移転費、従業員の教育訓練経費

補助対象経費

設備費・システム費※１、改修費※１・※２、広告宣伝費、店舗等借入費、

人件費、研究開発費、島外からの事業所移転費、従業員の教育訓練

経費、感染防止対策費 ※１：又は、これらに係る減価償却費を対象にすることも可
※２：改修費を計上できるのは、事業期間中の１ヵ年のみ

対 象 事 業

①対馬市内における創業

②対馬市内の事業所における事業拡大
※売上高等の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内に新たに従業員を雇用することが要件

③対馬市内の商品・サービス等の販売を目的とした、対馬市以外の
地域における創業
※計画期間内に直接取引のある“対馬市の産品、サービスの生産者等“の売上高等の増加及び従業員の
新たな雇用に寄与することが要件

★事業拡大の場合、事業期間内に１週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用する必要があります。

★補助終了後も事業や雇用が継続又は拡大すると見込まれる必要があります。

①～③のいずれかに該当する事業が対象！

補助率・上限額

◆補助率：３／４

◆上限額：表のとおり
※1：区分Bにおいて、上限1,200万円で申請が

可能なのは、事業期間中の１ヵ年のみ。
残りの期間は900万円が上限。

※2：区分Cは、設備費・システム費又は改修費を
計上しない事業拡大のこと。

区　分 補助上限額（１年間）

 Ａ. 創　業 　　４５０万円

 Ｂ. 事業拡大（設備投資有り）※１ １，２００万円

 Ｃ. 事業拡大（設備投資無し）※２ 　　９００万円

●お問い合わせ：対馬振興局地域づくり推進課（☎0920-52-1206）●



グルメも文化も独自路線！！

対馬暮らしに
ふ れ て み よ う！！

ながさき移住サポートセンター
対馬支部公式アカウント

＃ｉｎｓｔａつしまヤマネコの島から
「こんにゃちは～」

ＬＩＮＥ InstagramFacebook

お問合せ 長 崎 県 対 馬 振 興 局
〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 ☎0920-52-1206

※対馬市への移住や対馬市での創業・事業拡大に使える補助金（雇用機会拡充支援事業）の
活用に関するご相談は、ＬＩＮＥ公式アカウントへご連絡ください。
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ながさき移住サポートセンター対馬支部

ＬＩＮＥ公式アカウント

料金

メリット③

メリット①

メリット②

お子様、お孫様、ご友人などに簡単に情報共有できます！

対馬への旅行や帰省の際に使える宿泊割引などお得な
キャンペーン情報もタイムリーに受け取れます！

もちろん、登録費・年会費など、費用は一切発生しません！
※通常どおり、ＬＩＮＥを使用する際の通信料は発生いたします。

対馬への移住や、対馬での創業・事業拡大で活用できる

補助金（※）の活用に関するご相談をお受けいたします。
※ （例） 対馬市雇用機会拡充支援事業補助金

友達募集中！友達募集中！

QRコードを読み込むだけで
簡単に登録できます！

ながさき移住サポートセンター対馬支部
（ 長崎県対馬振興局地域づくり推進課内）

☎０９２０-５２-１２０６

お問い合わせ


