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未来をつくり、まちを守る!
（一社）長崎県建設業協会 会長 谷村隆三 

建設業はやりがいのある仕事です。皆さ
んが携わった仕事が形になり地図に長く
残ります。もしかすると、友達や子供、孫に
も自慢できるかも知れません。仕事の種

類はさまざまで、性別年齢は関係ありません。地元で働
く良さもあります。ぜひ皆さんに合った建設業に就職し
て欲しいと思います。どんな仕事も苦労はありますが、
建設業は色々な資格制度があり、それを取っていくこと
でスキルアップすることが出来ます。それは一生の生活
手段を手にすることになります。 建設業界は安全で快
適、給与や就業環境の改善を進めています。このガイド
ブックを参考に、指導される方と相談し建設業にチャレ
ンジして下さい。
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永川建設�株式会社
代表者名 代表取締役　永川　敏
設立年月日 1978年3月24日
会社所在地 長崎市千歳町1-5
電話番号 095-843-5112
ＦＡＸ 095-843-5134
メールアドレス eikawa@mxa.cncm.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.eikawa.co.jp
担当者 総務部　中山　雅和
支店・営業所等 時津支店
直近の売上高 18億5,900万円
従業員数 52名
事業内容 総合建設業（土木工事、建築工事、

型枠工事）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

生活や産業の基盤となるインフラ構造物の整備に必ず必要な総合建設業を営業。地図に遺
る大きな仕事で未来を明るく元気に躍動してみませんか。未経験者でも安心、マンツーマン
でのサポートを実施し若手社員も様々な現場で活躍。物づくりと達成感を感じてみてください。

株式会社�ウヱノ
代表者名 代表取締役社長　上野　英剛
設立年月日 1980年12月
会社所在地 長崎市目覚町5-1
電話番号 095-894-1022
ＦＡＸ 095-894-1032
メールアドレス info@ueno-corp.com
ＨＰアドレス https://www.ueno-inc.com
担当者 企画サポート室　笠松　大樹
支店・営業所等 長崎市、諫早市、佐世保市、平戸市、

南島原市、対馬市、鹿児島県、
福岡県、東京都

直近の売上高 21億8,389万円
従業員数 80名
事業内容 建設業、建設コンサルタント業、

地質調査業、測量業、
宅地建物取引業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

建設業、建設コンサルタント業、測量業、地質調査業、不動産業などに精通し
た人や技術に関するかけがえのない出会いがあります。女性技術者（設計・管理共）
の育成にも積極的に取り組んでおりますので、お気軽にお問い合わせください。
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面高建設�株式会社
代表者名 代表取締役　上田　修平
設立年月日 1978年6月1日
会社所在地 西海市西海町面高郷1071-1
電話番号 0959-32-0125
ＦＡＸ 0959-32-2097
メールアドレス omoken@cronos.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　上田　修平
支店・営業所等   
直近の売上高 5億245万円
従業員数 21名
事業内容 総合建設業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

当社は仕事に従事する全員が協力しあい、品質が良くかつ長持ちする構造物を
創り、日本の伝統である ｢ものづくり｣ の精神を受け継ぎ、お客様に喜ばれる
仕事をし、地域社会に貢献するように頑張っています。

株式会社�エス・ピー・シー
代表者名 代表取締役　深堀　讓
設立年月日 1973年2月1日
会社所在地 長崎市坂本3丁目1番1号
電話番号 095-845-0809
ＦＡＸ 095-844-6930
メールアドレス spc@chic.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 常務取締役　山口　勝則
支店・営業所等 時津町
直近の売上高 4億5,000万円
従業員数 16名
事業内容 舗装工事、土木工事、とび・土工

工事、造園工事、水道施設工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR

長崎市を主体に舗装工事・土木工事を主に現場管理、施工を行っています。
地域の社会インフラ整備を行い、安全・安心な街づくりに貢献しています。
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久保工業�株式会社
代表者名 代表取締役　髙橋　伸也
設立年月日 1950年5月
会社所在地 長崎市小浦町20
電話番号 095-865-1111
ＦＡＸ 095-865-1118
メールアドレス nagasaki@kubo-ind.co.jp
ＨＰアドレス http://www.kubo-ind.co.jp
担当者 総務部　岩永浩孝
支店・営業所等 長崎市(小江工場、琴海工場、

長船事業所(立神･香焼))
直近の売上高 21億円
従業員数 164名
事業内容 鋼構造物設計・製作、産業機械設

計・製作・設置、船舶改修、機械
加工（大型五面加工機）、セラミッ
クスタイルライニング、鉄骨製作管
理指導

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

鋼構造物専門企業として高い技術力を活かしたものづくりを追求しております。
社是：『健康で 納期までに 良い品を安く作って 社会に奉仕する』

協星技建�株式会社
代表者名 代表取締役　山﨑　喜一郎
設立年月日 1965年7月
会社所在地 長崎市川口町7-5
電話番号 095-849-2000
ＦＡＸ 095-849-3111
メールアドレス kg-soumu@kyousei-daisei.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　本田昌幸
支店・営業所等 西海市
直近の売上高 7億300万円
従業員数 32名
事業内容 舗装工事、土木工事、とび・土工

工事、塗装工事、水道施設工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

現場監督の補助又は、現場技能者の補助者として、最初は軽作業を担当します。
主な現場は長崎市内、西海市内及びその近郊です。能力アップ、資格取得等に
個人･会社共に取り組んでいます。
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株式会社�小山建設
代表者名 代表取締役　小山　幸馬
設立年月日 1962年8月
会社所在地 長崎市扇町12-7
電話番号 095-849-3002
ＦＡＸ 095-843-7220
メールアドレス info@koyamakensetsu.jp
ＨＰアドレス http://www.koyamakensetsu.jp
担当者 総務部　森　忠彦
支店・営業所等 西海市
直近の売上高 23億9,300万円
従業員数 48名
事業内容 土木工事、建築工事、

水道施設工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
  
  
  
  
  

自社
PR

公共･民間工事において、道路工事や宅地造成工事、マンション等の建築で多く
の実績を重ねてまいりました。今後も社会から必要とされ続ける企業として邁進
してまいります。

株式会社�クボタ
代表者名 代表取締役　久保田　修
設立年月日 1974年7月
会社所在地 西海市西海町木場郷563
電話番号 0959-32-0447
ＦＡＸ 0959-32-0866
メールアドレス k.k-kubota@vesta.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://k-k-kubota.com
担当者 久保田　修
支店・営業所等   
直近の売上高 6億5,500万円
従業員数 25名
事業内容 総合建設業（土木、建築他）、

産業廃棄物処分業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

総合建設業として、主に土木･建築･水道･解体工事等の現場管理及び作業を行っ
ています。有給休暇の取得率や社員旅行等の福利厚生が充実しており、技術者
育成のための各種研修、免許取得の補助制度もあります。
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株式会社�三基
代表者名 代表取締役　山口　雅二
設立年月日 1951年7月10日
会社所在地 長崎市大橋町22-14
電話番号 095-847-7171
ＦＡＸ 095-849-5609
メールアドレス yuuji-kidera@sanki-nagasaki.co.jp
ＨＰアドレス http://www.sanki-nagasaki.co.jp
担当者 危機管理部　木寺　裕司
支店・営業所等 長崎県:長崎市，諫早市，島原市　

福岡県:福岡市
直近の売上高 41億6,000万
従業員数 80名
事業内容 総合建設業（木造・鉄筋・鉄骨建物の建築・設計及

び管理・一般土木）、船舶・港湾土木工事・浮体構造
物の設計,制作,販売、バイオマスボイラ・焼却炉の製造,
販売、廃棄物処理機の設計・制作および販売、埋蔵
文化財発掘事業、不動産に関わる企画,造成，開発

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1 ～ 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 1 ～ 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1 ～ 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 1 ～ 3名
  
  
  
  

自社
PR

三基では、人と環境の共生をポリシーに総合建設業の他に発泡スチロールで浮
く橋!?や木を燃やしてエネルギーに変えるバイオマスボイラの製造・販売、埋蔵
文化財と呼ばれる遺跡等の発掘調査業務も行っています。

株式会社�西海建設
代表者名 代表取締役　寺澤　孝憲
設立年月日 1965年4月(創立1957年8月)
会社所在地 長崎市興善町2番8号
電話番号 095-825-1413
ＦＡＸ 095-822-0645
メールアドレス info@saikai.ne.ip
ＨＰアドレス http://www.saikai-grp.com
担当者 総務部　大町　晃史
支店・営業所等 福岡市、佐世保市、諫早市、西海市、

対馬市、雲仙市、新上五島町
直近の売上高 121億7,827万円
従業員数 196名
事業内容 士木工事・建築工事、

陸上士木工事、港湾士木工事、
舗装工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 6名
技術職 大卒（短大・専門含） 10名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 6名
技術職 大卒（短大・専門含） 10名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

i-Constructionの推進に積極的に取組み、ICT施工に対応できる技術者の育成
に努めています。国交省より「i-Construction大賞」を受賞しました。道路など
の士木工事、市庁舎・マンションなどの建築工事を手掛ける総合建設業です。
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株式会社�進成
代表者名 代表取締役　渡邊　憲一
設立年月日 1995年3月1日
会社所在地 長崎市滑石3丁目6-3
電話番号 095-857-5546
ＦＡＸ 095-857-5643
メールアドレス sinsei@ngs1.cncm.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務経理部　毎熊　稔
支店・営業所等   
直近の売上高 5億8,960万円
従業員数 16人
事業内容 土木工事、とび・土工工事、

解体工事

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

当社では、道路や河川、造成工事などの工事現場での施工管理業務全般を行っています。ま
た、ICT施工に積極的に取り組んでおり、ICT建設機械を自社で所有・活用して長崎の町づく
りに貢献しています。技能職は、ICT建設機械を含む種々の機械を使用して作業を行います。

株式会社�上滝
代表者名 代表取締役　上滝　満
設立年月日 1952年1月
会社所在地 長崎市新地町5-17
電話番号 095-821-7194
ＦＡＸ 095-827-2455
メールアドレス d-matsushita@jotaki.co.jp
ＨＰアドレス http://www.jotaki.co.jp
担当者 総務部　松下大輝
支店・営業所等 佐世保支店、東京支店、諫早営業所、

島原営業所、対馬営業所
直近の売上高 107億円
従業員数 143名
事業内容 土木・建築工事、港湾土木工事、

舗装工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 5名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 5名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  
  
  

自社
PR

当社ではみな街づくりをしているこの仕事に情熱と誇りを持っています。和華蘭
文化を持つ長崎の価値向上を目指し街づくりを推進しています。実績を通して長
崎をより活性化させ地域貢献の実現を目指しております！
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大拓建設�株式会社
代表者名 代表取締役　永江　真栄
設立年月日 1961年3月30日
会社所在地 長崎市滑石1丁目29-48
電話番号 095-856-2151
ＦＡＸ 095-856-2153
メールアドレス daitaku-suezaki2@aroma.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 工事部　末﨑　誠
支店・営業所等   
直近の売上高 4億4,336万円
従業員数 23名
事業内容 土木工事、ほ装工事、一般土木、

公園

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
  
  
  

自社
PR 官公庁の仕事を一般的に施工から管理までを行っております。

株式会社�親和土建
代表者名 代表取締役　川島　邦元
設立年月日 1952年9月
会社所在地 長崎市魚の町3-36
電話番号 095-824-3210
ＦＡＸ 095-824-5265
メールアドレス y.yamada@shinwadoken.com
ＨＰアドレス http://www.shinwadoken.com
担当者 総務部　山田　雄治
支店・営業所等   
直近の売上高 12億8400万円
従業員数 33名
事業内容 建築工事、土木工事、水道施設工

事、舗装工事、とび・土工工事、
防水工事、塗装工事、解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
  
  
  
  
  

自社
PR

当社は大正10年創業以来長崎県内の建設業に携わり、特に建築工事において
は公共・民間工事を問わず、誠実をモットーとして長崎県の成長に貢献させて頂
いております。
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株式会社�谷川建設
代表者名 代表取締役　谷川　喜一
設立年月日 1971年12月10日
会社所在地 長崎市岡町9-1
電話番号 095-848-3552
ＦＡＸ 095-848-2206
メールアドレス saiyou@tg-k.jp
ＨＰアドレス https://www.tg-k
担当者 総務部　川上　秀人
支店・営業所等 長崎本社、諫早営業所、佐世保支店、福岡支店、福岡南営

業所、福岡西営業所、福岡東営業所、北九州支店、八幡支
店、久留米営業所、佐賀支店、熊本支店、大分支店、鹿児
島営業所、広島営業所、東京支店、工務本部（ビル・土木）

直近の売上高   198億円
従業員数   401名
事業内容   土木建築請負業（個人注文住宅、中高層ビル、土木工

事）、一級建築士事務所、宅地建物取引業、製材業、
木材業、損害保険代理業、上記に付帯する一切の業務

2022年春採用予定
  技能職 大卒（短大・専門含） 10名

2023年春採用予定
    技能職 大卒（短大・専門含） 10名
  
  
  
  
  

自社
PR

木造にこだわった完全自由設計の住宅からマンションや福祉施設のような街をつく
る仕事まで、住環境に関して幅広く事業を展開しています。ご本人の努力と適性及
び社内体制に鑑みて、希望があれば色々な職種にチャレンジできることも魅力です。  

株式会社�田浦組
代表者名 代表取締役　岩永　一洋
設立年月日 1961年7月1日
会社所在地 長崎市滑石2丁目6-24
電話番号 095-856-3545
ＦＡＸ 095-857-0824
メールアドレス info@tauragum.co.jp
ＨＰアドレス https://tauragumi.jp
担当者 管理部　
支店・営業所等 雲仙市
直近の売上高 19億4,000万円
従業員数 43名
事業内容 土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

長崎県下一円で、公共工事を主体に道路工事やトンネル工事、港湾工事など、
土木工事業全般の施工管理業務を行っております。また、i-Constructionへも
積極的に取り組み、地域社会に貢献できる企業を目指しております。
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株式会社�長崎西部建設
代表者名 代表取締役　津田　和典
設立年月日 1964年4月
会社所在地 長崎市玉園町2-37
電話番号 095-822-8501
ＦＡＸ 095-822-8510
メールアドレス   
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　髙田
支店・営業所等 諫早市、島原市
直近の売上高 17億3,000万円
従業員数 47名
事業内容 土木一式工事、とび・土工工事、補修工（橋

梁、トンネル）、建築一式工事、耐震補強
工事、外壁改修工事、防水工事、塗装工
事、上下水道工事、鋼構造物工事、解体
工事、港湾・漁港・漁場造成・浚渫工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

当社では、完全週休二日制を導入したことにより、プライベートでも充実し、仕
事と私生活の両立が以前よりも可能になりました。その他にも資格取得や子育
てに対するバックアップなども充実しております。

株式会社�寺尾工業
代表者名 代表取締役　寺尾　親吾
設立年月日 1982年1月
会社所在地 長崎市西山4丁目677-1
電話番号 095-823-1050
ＦＡＸ 095-823-1040
メールアドレス   
ＨＰアドレス   
担当者 寺尾
支店・営業所等   
直近の売上高 4億4,016万円
従業員数 14名
事業内容 土木工事、上下水道工事、

ほ装工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

道路や橋梁、砂防ダムなどの土木工事現場の施工管理業務全般を行っています。
社会インフラ整備を通して、地元長崎の安心･安全に貢献しています。
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株式会社�長崎土建工業所
代表者名 代表取締役社長　上山　信宏
設立年月日 1944年4月6日
会社所在地 長崎市出島町4-2
電話番号 095-826-5101
ＦＡＸ 095-823-6251
メールアドレス info@n-doken.co.jp
ＨＰアドレス http://www.n-doken.co.jp
担当者 総務部　中世古　俊二
支店・営業所等 島原支店
直近の売上高 14億8,000万円
従業員数 29名
事業内容 土木工事、建築工事 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

公共施設、福祉施設、、マンション等、建築物の新築･改修工事や道路などの土
木工事の施工管理を行っています。創業77年の歴史があり、長崎県の発展に貢
献しています。

長崎船舶装備�株式会社
代表者名 代表取締役社長　内野　榮一郎
設立年月日 1943年9月1日
会社所在地 長崎市西琴平町1-5
電話番号 095-828-4411
ＦＡＸ 095-823-2242
メールアドレス saiyou@o365.nssjpn.co.jp
ＨＰアドレス https://www.nssjpn.co.jp/
担当者 総務部人事課　柳内　誠
支店・営業所等 （船舶）東京第一事業所、東京第二事業所、関西

事業所、中国事業所、東四国事業所、西四国事
業所、北九州事業所、大分事業所、西九州事業所、
長崎事業所（陸上）福岡営業所、長崎営業所

直近の売上高 270億6200万円（2019年度）
従業員数 400名
事業内容 建築工事、内装工事、

輸送用機器製造（船舶居住区）

2022年春採用予定
技能職 高卒（普通含） 1名
総合職 高卒（普通含） 1名
総合職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
総合職 大卒（短大・専門含） 3名

自社
PR

陸上部門では長崎・福岡を拠点として、九州一円の陸上商業施設の内装工事を行っ
ています。また、分譲マンション、賃貸マンションなどの建築工事の実績もあります。
陸上部門では全国各地に営業展開し、様々な船舶の居住空間づくりを行っています。
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株式会社�星野組
代表者名 代表取締役　星野　憲司
設立年月日 1917年1月
会社所在地 長崎市宝町4-30
電話番号 095-844-8181
ＦＡＸ 095-844-0051
メールアドレス hoshinogumi@sunny.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://hoshinogumi.jp/index.html
担当者 総務部　田口　俊幸
支店・営業所等   
直近の売上高 16億円
従業員数 100名
事業内容 土木工事、舗装工事、電気軌道工

事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
  
  
  

自社
PR

創業104年、実績と知名度のある企業であり、長期的に安定した雇用継続を実
施しております。資格取得支援/資格手当など。独身者用ワンルーム社宅有。原
則週休2日勤務。

星野管工設備�株式会社
代表者名 代表取締役　谷村　正夫
設立年月日 1965年1月1日
会社所在地 長崎市葉山1丁目32-16
電話番号 095-856-1161
ＦＡＸ 095-857-1318
メールアドレス soumu@hoshikan.co.jp
ＨＰアドレス https://www.hoshikan.co.jp
担当者 総務部　武次　功生
支店・営業所等 長崎市内(2)、諫早市、時津町、

長与町、島原市
直近の売上高 23億円
従業員数 184名
事業内容 管工事、水道施設工事、土木工事、

建築工事、舗装工事、消防設備工
事、造園工事、石工事、とび・土
工工事、解体工事、警備業

2022年春採用予定
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
事務職 高卒（普通含） 2名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
事務職 高卒（普通含） 2名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

ビル･一般家庭･地下埋設の管工事から、設備機器設置･住宅リフォーム･メンテ
ナンスまでを行う、建築設備･管工事土木の総合企業です。
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株式会社�丸栄組
代表者名 代表取締役　峰　栄樹
設立年月日 1984年10月19日
会社所在地 長崎市小瀬戸町1011-3
電話番号 095-865-0674
ＦＡＸ 095-865-5480
メールアドレス marueigumi@mxb.cucm.ne.jp
ＨＰアドレス http://marueigumi.jp
担当者 総務部　蒲原　利幸
支店・営業所等   
直近の売上高 14億800万円
従業員数 29名
事業内容 土木工事、建築工事、解体工事等

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

道路･急傾斜地などの土木工事、マンション･公共施設などの建築工事等の施工
管理業務。品質向上を第一に地域社会に貢献しています。

松島建設工業�株式会社
代表者名 代表取締役社長　濱﨑　雅夫
設立年月日 1968年3月1日
会社所在地 長崎市万才町1番1号
電話番号 095-824-0902
ＦＡＸ 095-824-5556
メールアドレス hamasaki@matusima-kensetu.co.jp
ＨＰアドレス http://www.n-mkk.com
担当者 役員室　濱﨑　雅夫
支店・営業所等 長崎市、西海市
直近の売上高 26億8,855万円
従業員数 32名
事業内容 土木工事・建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

医療・福祉・介護・教育・生産物流・商業施設や共同住宅の新築及び改修。公共施設の新築・改修
等や住友林業より高品質の木造戸建住宅建築。また分譲マンション及び一般既存建築物の資産価値
向上を図る大規模リフォームやリノベーション工事を長崎・佐賀・福岡県内で数多く手掛けています。
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株式会社�森美工務店
代表者名 代表取締役　安達　健蔵
設立年月日 1968年9月12日
会社所在地 長崎市勝山町26-9
電話番号 095-825-7541
ＦＡＸ 095-825-7542
メールアドレス info@morimi.jp
ＨＰアドレス http://www.morimi.jp
担当者 営業部　永友　亘
支店・営業所等 長崎本社、福岡支店、熊本事務所
直近の売上高 49億円
従業員数 42名
事業内容 建築工事の施工及び監理、商業施

設の施工及び監理、土木工事の施
工及び監理、建築設計・監理

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含）未定

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含）未定
  
  
  
  
  

自社
PR

1968年創業以来、学校等の公共工事から公営住宅、民間施設やマンション、商業施設まで、幅
広いフィールドにおいて高い施工品質と提案で、お客様のニーズにお応えする総合建設会社です。
生産性向上、働き方改革推進に積極的に取り組んでおり、働きやすい職場環境に努めております。

武藤建設�株式会社
代表者名 代表取締役　武藤　剛
設立年月日 1967年3月16日
会社所在地 長崎市浜口町14-10
電話番号 095-845-3175
ＦＡＸ 095-845-3177
メールアドレス muto.chikara@mutoh-k.co.jp
ＨＰアドレス https://www.mutoh-k.co.jp
担当者 営業部営業課長　武藤　主税
支店・営業所等   
直近の売上高 11億7,400万円
従業員数 28名
事業内容 土木工事、建築工事、とび・土工

工事、水道施設工事、造園工事、

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

お客様が何を望んでいるかを理解し、依頼以上のサービスを提供する。その地
道な繰り返しによりお客様からの信頼を獲得し、地域から本当に必要とされる
建設業者を目指していきたいと考えています。
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平木工業　株式会社
代表者名 代表取締役　平木實男
設立年月日 1974年10月29日
会社所在地 長崎市三京町2842-1
電話番号 095-850-7500
ＦＡＸ 095-850-6500
メールアドレス   
ＨＰアドレス http://www.hiraki-gp.co.jp/
担当者 人事　浜口
支店・営業所等   
直近の売上高 8億6,241万円
従業員数 106名
事業内容 土木事業、産廃事業、圧接事業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

公共工事の施工管理全般を行っております。工事の準備や調整、進捗管理等で
す。弊社では若い力を育てていこうと教育にも力を入れております。必要な資格
の取得も率先しております。一緒に成長致しましょう。
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佐世保支部
新規学卒者採用予定有り
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株式会社�梅村組
代表者名 代表取締役社長　梅村　尚一郎
設立年月日 1934年1月2日
会社所在地 佐世保市福石町20-8
電話番号 0956-32-3111
ＦＡＸ 0956-34-1985
メールアドレス eigyou@umemuragumi.com
ＨＰアドレス http://umemuragumi.com
担当者 総務部　石岳
支店・営業所等 長崎市、福岡市
直近の売上高 67億600万円
従業員数 85名
事業内容 総合建設業（土木・建築・舗装・浚

渫・管・水道施設工事の設計・施
工監理）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  
  
  

自社
PR

長崎県内でも数少ない戦前から営業を続けている地域に密着した総合建設業の
会社です。｢まごころと技術で造る梅村組｣ をスローガンにお客様からご愛顧を
受け県内でも有数の実績を上げてます。

株式会社　池田工業
代表者名 代表取締役　池田　晃寿
設立年月日 1949年2月9日
会社所在地 佐世保市干尽町6-16
電話番号 0956-33-5511
ＦＡＸ 0956-33-8883
メールアドレス   
ＨＰアドレス http://kk-ikeda.co.jp
担当者 総務部　宇戸
支店・営業所等 長崎営業所
直近の売上高 31億2,200万円
従業員数 47名
事業内容 総合建設業（ゼネコン）。長崎県を

中心にマンション、工場、学校、
病院などの公共工事、民間工事を
施工

2022年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名
技術職　大卒（短大・専門含） 1名
事務職　高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

仕事をしていく中で苦労はありますが、建物が完成した様子を見て、お客様が喜
んで下さった時、疲れが飛んでいく程、喜びが込み上げてきます。達成感に満た
された時にやりがいを感じます。
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株式会社�小川工務店
代表者名 代表取締役　小川　寛
設立年月日 1950年5月1日
会社所在地 佐世保市吉岡町1981-7
電話番号 0956-49-2611
ＦＡＸ 0956-49-6013
メールアドレス info@ogawakoumuten.co.jp
ＨＰアドレス http://ogawakoumuten.co.jp/
担当者 総務部　大塚
支店・営業所等   
直近の売上高 5億3,000万円
従業員数 13名
事業内容 総合建設業（建築・土木）、一般建

築士事務所（建築設計）、宅地建物
取引業（不動産売買仲介・不動産
管理）、測量業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

土地探しからお部屋のメンテナンス、ガーデニングのお手伝いまで全てワンストップで行うこ
とが出来るのが特徴です。関連業として不動産業･測量業があり、幅広い知識を得て多くの
仕事を経験出来ます。資格取得に向けて会社が全面的にバックアップするシステムもあります。

大石建設�株式会社
代表者名 代表取締役　宅島　壽雄
設立年月日 1933年7月10日
会社所在地 佐世保市ハウステンボス町4-52
電話番号 0956-58-7733
ＦＡＸ 0956-58-7734
メールアドレス ohishi1933info@ohishi-net.co.jp
ＨＰアドレス http://www.ohishi-net.co.jp
担当者 管理企画部　田中
支店・営業所等 長崎支店、生月支店、対馬支店、

五島営業所、島原営業所
直近の売上高 48億
従業員数 103名
事業内容 土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工工事、

石工工事、屋根工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板
金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、
熱絶縁工事、建具工事、水道施設工事、解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 4名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 4名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
  
  
  

自社
PR

港湾工事やマンション建設などの総合建設業を通じ、地元である長崎の発展や、
地域の皆様の快適な暮らしに貢献しております。
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株式会社�𣏓𠩤建設
代表者名 代表取締役　𣏓𠩤　元樹
設立年月日 1970年7月
会社所在地 東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7
電話番号 0957-46-0712
ＦＡＸ 0957-46-1298
メールアドレス cals@k-kuchihara.co.jp
ＨＰアドレス http://kuchihara.jp
担当者 𣏓𠩤　元樹
支店・営業所等   
直近の売上高 4億2,200万円
従業員数 22名
事業内容 土木・建築一式

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

ひとつのモノを皆で作り上げる仕事です。20代～ 60代までと幅広い年齢層の従業員で
やっており、コミュニケーション能力が高まります。現場においては、すべての業務の習
得を目指すことで、他人の事を思いやる事が出来るようになり、心身共に成長出来ます。

門田建設�株式会社
代表者名 代表取締役　門田　治男
設立年月日 1965年7月15日
会社所在地 佐世保市天満町2-30
電話番号 0956-22-5569
ＦＡＸ 0956-22-5567
メールアドレス k.kadota@kadotakensetsu.jp
ＨＰアドレス http://www.kadotakensetsu.jp
担当者 代表取締役副社長　門田　和義
支店・営業所等 福岡市、西海市、平戸市、

新上五島町、小値賀町
直近の売上高 13億6,666万円
従業員数 52名
事業内容 港湾土木工事、陸上土木工事、

建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

大正6年創業以来、港湾･土木建設業を中心に営み長崎県のインフラ発展に寄
与して参りました。｢信頼と実績｣ を基本理念とし、これからも地域発展のため
に努力して参ります。
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株式会社�西部工建
代表者名 代表取締役　太田義裕
設立年月日 1974年1月9日
会社所在地 佐世保市東浜町879-4
電話番号 0956-31-1812
ＦＡＸ 0956-31-1817
メールアドレス seibu879@cc.wakwak.com
ＨＰアドレス http://www.seibu879.co.jp
担当者 総務　松本
支店・営業所等   
直近の売上高   
従業員数 30名
事業内容 特殊基礎工事、土木工事、

港湾工事、太陽光発電事業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR

基礎工事においては47年の実績があります。主な現場は佐世保市内、長崎市内
及びその近郊です。若い技術者が多く活気がある職場です。

株式会社�誠伸建設
代表者名 代表取締役会長　崎田　誠伸

代表取締役社長　﨑田　幸裕
設立年月日 1975年4月
会社所在地 佐世保市崎岡町2546番地
電話番号 0956-38-4398
ＦＡＸ 0956-39-1516
メールアドレス   
ＨＰアドレス   
担当者 常務取締役　差形　公一郎
支店・営業所等   
直近の売上高 12億円
従業員数 16名
事業内容 陸上土木工事、建築工事、

港湾工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  
  
  

自社
PR 佐世保市を中心とする長崎県内で土木・建築工事の施工管理業務を行っています。
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株式会社�とみたメンテ
代表者名 代表取締役　富田　耕司
設立年月日 1981年6月
会社所在地 佐世保市東大久保町3-3
電話番号 0956-24-2233
ＦＡＸ 0956-24-2234
メールアドレス tomitamente@ybb.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 事務部　大橋智子
支店・営業所等   
直近の売上高 10億9,144万円
従業員数 12名
事業内容 建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
  
  
  
  
  

自社
PR

建築の設計及び施工を主体として取り組んでおり、民間工事では医療福祉の実績が数多くあり、
商業建築・共同住宅も手掛けています。設計にも力を入れており、設計施工の建築を大切にして
います。公共工事の建築も国･県･市等実績を積み上げ、人材育成は将来を見据え努力しています。

西部道路�株式会社
代表者名 本岡　眞
設立年月日 1948年7月
会社所在地 佐世保市福石町4-19
電話番号 0956-32-2188
ＦＡＸ 0956-32-2160
メールアドレス murata@seibudouro.co.jp
ＨＰアドレス http://seibudouro.co.jp/
担当者 経営管理本部　村田　惠紹
支店・営業所等 佐世保支店、佐賀支店、平戸支店、

対馬支店、有福ASRCプラント 他
直近の売上高 30億246万円
従業員数 128名
事業内容 建設業（舗装工事、土木工事、

管工事他）産業廃棄物処分業、
As合材製造販売 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 5名
技能職 高卒（普通含） 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 5名
技能職 高卒（普通含） 3名
  
  
  

自社
PR

『人と地域をつなぐ、未来への道づくり』人の想いが通る道。地域の活力が通る
道。確かな技術と経験で、｢地域や社会と寄り添う道づくり｣ に励んでいます。
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福丸建設　株式会社
代表者名 代表取締役　増田　貴光
設立年月日 1976年6月2日
会社所在地 佐世保市白岳町836番4
電話番号 0956-32-0290
ＦＡＸ 0956-32-0270
メールアドレス fukumaru@abeam.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.fukumaru-k.com
担当者 管理部　片山　泰治
支店・営業所等   
直近の売上高 12億4,300万円
従業員数 52名
事業内容 土木工事、浚渫工事、とび・土工

工事、石工事、鋼構造物工事、舗
装工事、塗装工事、水道施設工事、
内航海運業

2022年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 4名
技能職　高卒（普通含） 4名

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 4名
技能職　高卒（普通含） 4名
  
  
  

自社
PR

・当社の事業は、官公庁より受注した公共工事から下請工事まで幅広く展開しています。
・特に専門分野の浚渫（しゅんせつ）工事完成工事高は県内№1
・アットホームな雰囲気の職場で私たちと一緒に働きませんか？詳しくはHPをご覧下さい。

株式会社�トモダ
代表者名 代表取締役　供田　和宣
設立年月日 1981年8月25日
会社所在地 佐世保市白岳町958-15
電話番号 0956-31-8669
ＦＡＸ 0956-31-4196
メールアドレス info@k-tomoda.jp
ＨＰアドレス https://www.k-tomoda.jp/
担当者 総務部　山川　友浩
支店・営業所等   
直近の売上高 8億241万円
従業員数 26名
事業内容 港湾土木工事、しゅんせつ工事、

一般土木工事、とび・土工工事、
水道施設工事、ほ装工事、
建築工事、潜水工事 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

港湾建設の専門性を活かした港湾・土木のプロフェッショナルとして専門分野だ
けでなく、特性を生かしながら、社会へ貢献できる事業活動につなげていきたい
と考えています。
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株式会社�平成建設
代表者名 代表取締役　山口　武臣
設立年月日 1985年8月22日
会社所在地 佐世保市椎木町539-2
電話番号 0956-47-2111
ＦＡＸ 0956-47-4811
メールアドレス heisei-my@mtb.biglobe.ne.jp
ＨＰアドレス https://heisei-sasebo.com
担当者   
支店・営業所等   
直近の売上高   
従業員数 29名
事業内容 土木工事、管工事、水道工事 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR アットホームな会社を目指しております！！

株式会社�渕上建設
代表者名 代表取締役　淵上　仁
設立年月日 1991年12月
会社所在地 佐世保市母ヶ浦町2000-16
電話番号 0956-48-6006
ＦＡＸ 0956-56-7230
メールアドレス fuchigamikensetsu@tuda.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス www.fuchigami-kensetsu.com
担当者 倉嶌
支店・営業所等   
直近の売上高 7億円
従業員数 25人
事業内容 土木工事、建築工事、管工事、塗装、

とび・土工工事、水道施設工事、
電気工事、解体工事、防水工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

人材育成に力を入れており、会社全体でバックアップします。社員同士仲が良く、
社員旅行やBBQなど社内行事も参加率が高く、絆も深い会社です。
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安永建設�株式会社
代表者名 代表取締役　安永　美由起
設立年月日 1965年2月
会社所在地 佐世保市世知原町栗迎27-4
電話番号 0956-76-2319
ＦＡＸ 0956-76-2310
メールアドレス yasunaga-co@cap.bbiq.jp
ＨＰアドレス https://yasunaga-construction.com/
担当者 営業部　佐々木　亘
支店・営業所等 佐世保市、北松浦郡佐々町
直近の売上高 5億1,700万円
従業員数 26名
事業内容 土木工事、建築工事、電気工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

昭和40年に創業以来、長崎県北部地区を中心に道路や建築物、電気設備など
の建設に携わり、多くの皆様にご利用頂いてきました。今後も社員がお互いに
切磋琢磨し、経験と技術で地域社会に貢献していきます。

株式会社�堀内組
代表者名 代表取締役　山下　忠則
設立年月日 1950年5月11日
会社所在地 佐世保市光町109
電話番号 0956-47-2127
ＦＡＸ 0956-48-5069
メールアドレス info@horiuchi-g.co.jp
ＨＰアドレス http://www.horiuchi-g.co.jp/
担当者 管理部総務課　山本　秀昭
支店・営業所等 諫早市、松浦市、西海市、

北松浦郡佐々町
直近の売上高 52億1,714万円
従業員数 116名
事業内容 土木工事、建築工事、舗装工事、

住宅リフォーム工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

官公庁や民間企業から受注した工事において、施工計画を立て、それに基づい
て各種専門工事業者の施工を管理します。入社後は、上司や同年代の先輩社員
が丁寧に指導し、地元長崎の将来を担う人材育成に努めています。
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株式会社�友建設
代表者名 代表取締役　加山　美千子
設立年月日 1969年10月1日
会社所在地 佐世保市干尽町5-31
電話番号 0956-20-0310
ＦＡＸ 0956-32-2180
メールアドレス sasebo@yu-kensetu.co.jp
ＨＰアドレス http://www.yu-kensetu.co.jp/
担当者 総務　加山　幸次
支店・営業所等 佐世保市、北松浦郡、小値賀町
直近の売上高 約7億3,000万円
従業員数 34名
事業内容 土木工事、建築工事、とび・土工

工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
塗装工事、水道施設工事、
解体工事、造園工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

信頼の絆、先見の躍進力、多様なニーズに対応する企業像、希望を現実にしま
せんか？友建設はアットホームな会社です。詳しくはHPをご覧下さい。

株式会社�山口組
代表者名 代表取締役　　松川　広紀
設立年月日 1957年年8月15日
会社所在地 佐世保市天満町4番25号
電話番号 0956-23-1141
ＦＡＸ 0956-23-1144
メールアドレス soumu9@yamaguchigumi.jp
ＨＰアドレス http://yamaguchigumi.jp
担当者 総務部　平野　秀一郎
支店・営業所等 佐世保市、松浦市、新上五島町
直近の売上高 24億8,200万円
従業員数 128名
事業内容 舗装工事（道路、駐車場など）、土木工

事（ダム、トンネルなど）、管工事（ガス、
上下水道など）、建築工事（新築、リフォー
ムなど）、造園工事（公園工事、剪定な
ど）、アスファルト合材製造・販売

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

昭和11年の創業以来、舗装工事を中心に、地域のインフラづくりに携わってい
ます。公共工事から住宅リフォームなどの民間工事まで、地域にお住いの皆さん
が安心・快適に暮らせるような街づくりに貢献しています。
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若狭建設�株式会社
代表者名 代表取締役　江口　直有
設立年月日 1957年3月5日
会社所在地 佐世保市塩浜町7-24
電話番号 0956-37-2138
ＦＡＸ 0956-25-7511
メールアドレス wakasa.1@nifty.com
ＨＰアドレス   
担当者 江口　直太
支店・営業所等   
直近の売上高 18億9,600万円
従業員数 16名
事業内容 土木工事、建築工事、

とび・土工工事、鋼構造物工事、
舗装工事、しゅんせつ工事、
塗装工事、水道施設工事、
解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
  
  
  
  
  

自社
PR

各地の造成や道路改良などの土木工事業や、建物の新築･改修などの建築工事
業を主に行っております。働きながら資格を取得して頂けるようサポートをさせて
頂いています。
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北 部 支 部
新規学卒者採用予定有り
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白石建設�株式会社
代表者名 代表取締役　白石　元信
設立年月日 1985年6月
会社所在地 平戸市石川町480-1
電話番号 0950-20-0101
ＦＡＸ 0950-20-0102
メールアドレス info@shiraishikensetsu.com
ＨＰアドレス http://shiraishikensetsu.co.jp
担当者 堤
支店・営業所等 佐世保市
直近の売上高 9億2,740万円
従業員数 30名
事業内容 建築工事、土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
営業職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
営業職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

てまひまをかけて環境にやさしい理想のすまいづくりの ｢注文住宅｣ を中心に、
RCの賃貸マンション･戸建て賃貸住宅など幅広く建設しています。また、技術者
の育成のために、各種研修･学費補助など免許取得を応援しています。

大坪建設�株式会社
代表者名 代表取締役 大坪　弘成
設立年月日 1969年2月27日
会社所在地 平戸市田平町山内免625-4
電話番号 0950-57-0171
ＦＡＸ 0950-57-3371
メールアドレス ootubo@ootubo.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　大野　隆博
支店・営業所等 佐世保市、松浦市、五島市
直近の売上高 18億9300万円
従業員数 66名
事業内容 港湾土木工事、陸上土木工事、

建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR

創業以来の基幹業務である港湾漁港の工事をはじめ建築、道路、河川などの工
事も多く手掛けています。アットホームな社風でコミュニケーションを大切にし、
快適な職場環境の中で安心して働くことができます。
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平戸建設�株式会社
代表者名 代表取締役　山内　雅登
設立年月日 1963年7月1日
会社所在地 平戸市新町95-1
電話番号 0950-22-3138
ＦＡＸ 0950-22-2301
メールアドレス info@hirado-kensetu.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 山内　唯司
支店・営業所等   
直近の売上高 9億400万円
従業員数 44名
事業内容 土木工事、とび・土工工事、

鋼構造物工事、しゅんせつ工事、
水道施設工事、解体工事、
造園工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

主に、港湾･道路･砂防ダムなどの土木工事現場の施工管理を全般を行っていま
す。地元平戸の企業として地域との繋がりを大切に、社会貢献活動を通して地
域社会の活性化にも取り組んでいます。

鷹島建設�株式会社
代表者名 代表取締役　椎山　栄輝
設立年月日 1988年10月8日
会社所在地 松浦市鷹島町里免121
電話番号 0955-48-3399
ＦＡＸ 0955-48-3108
メールアドレス taka3333@titan.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://genkaifuku.com
担当者 総務　川村
支店・営業所等   
直近の売上高 6億1,100万円
従業員数 30名
事業内容 土木建築工事の設計施工及び工事

管理、舗装工事、しゅんせつ工事、
法面保護工事、解体工事、
港湾土木工事 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

長崎県･松浦市などの公共事業工事を中心に事業を展開しており、地域社会に
貢献しています。若手技術者の育成･拡大に取り組み、資格取得の為のサポート
は費用の負担等も含め万全です。
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松田産業�株式会社
代表者名 代表取締役　松田　和雄
設立年月日 1973年5月
会社所在地 平戸市田平町里免243-3
電話番号 0950-57-1710
ＦＡＸ 0950-57-0248
メールアドレス matuda57@alto.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　松田　博文
支店・営業所等   
直近の売上高 3億7,500万円
従業員数 21名
事業内容 土木工事、建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

主に地元平戸市で道路工事や河川工事など土木工事現場の施工管理業務を行
い、地域社会に貢献しています。技術者育成の為に、技能講習及び各種免許取
得の促進に努めています。

増山建設�株式会社
代表者名 代表取締役　増山　富博
設立年月日 1953年4月9日
会社所在地 平戸市生月町壱部浦67-1
電話番号 0950-53-0522
ＦＡＸ 0950-53-1528
メールアドレス masuyama@crest.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.masuyama-gp.co.jp
担当者 工事部　工事部 長　末 永　好 信　

統括部長　増山　和輝
支店・営業所等 五島支店、佐世保営業所、

平戸事業所、大島事業所
直近の売上高 12億200万円
従業員数 51名
事業内容 土木工事、しゅんせつ工事、

建築工事、水道施設工事、
とび・土工工事、石工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
  
  
  

自社
PR

創業70年の伝統と技術力を基に、地域と共に発展してきたアットホームな会社
です。入社後は、測量･写真等の技術･品質管理の補助を行い工事の基礎を学び
ます。将来は未来に残る建物･道路･防波堤を施工することができます。
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松浦建設�株式会社
代表者名 代表取締役　上迫　秀人
設立年月日 1973年4月27日
会社所在地 松浦市調川町下免69-5
電話番号 0956-72-0059
ＦＡＸ 0956-72-2175
メールアドレス matuura-kensetsu@mbn.nifty.com
ＨＰアドレス   
担当者 玉井　由美
支店・営業所等   
直近の売上高 6億4,000万円
従業員数 33名
事業内容 土木工事、建築工事、

とび・土工・コンクリート工事、
管工事、舗装工事、水道施設工事、
解体工事、鋼構造物工事、
電気工事、警備業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

道路や橋梁、ため池整備などの土木工事現場の施工管理業務全般を行っていま
す。社会インフラを整備して、地元の安全安心に貢献しています。
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諫 早 支 部
新規学卒者採用予定有り
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小野建設�株式会社
代表者名 代表取締役　小野　秀喜
設立年月日 1973年4月
会社所在地 諫早市小野島町21
電話番号 0957-23-3130
ＦＡＸ 0957-24-1891
メールアドレス info@ono-kk.jp
ＨＰアドレス http://ono-kk.jp
担当者 総務部　小野　真一郎
支店・営業所等   
直近の売上高 6億3,900万円
従業員数 42名
事業内容 ほ装工事、土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 3名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

当社は道路や駐車場などの舗装工事や、宅地造成などの土木工事といったイン
フラ整備を行っている会社です。お客様だけでなく地域の方々にも満足いただけ
るような仕事を心がけています。

株式会社�荒木組
代表者名 代表取締役　荒木　講平
設立年月日 1958年8月8日
会社所在地 諫早市小船越町2-3
電話番号 0957-26-1965
ＦＡＸ 0957-26-7769
メールアドレス araki@arakigumi.co.jp
ＨＰアドレス http:/arakigumi.wix.com/arakigumi
担当者 営業部　丸石　英巳
支店・営業所等 -
直近の売上高 10億2,000万円
従業員数 26名
事業内容 土木工事・建築工事・陸上土木工事・

舗装工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
  
  
  
  
  

自社
PR

道路や橋梁及び河川工事などの土木工事現場の施工管理業務全般を行い、地域の社会イン
フラ整備をして安全・安心な街づくりに貢献しています。特にi-Construction(アイ・コンストラ
クション)の推進に積極的に取り組み、ＩＣＴ施工に対応できる技術者の育成を行っています。
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西州建設�株式会社
代表者名 代表取締役　中村　辰弥
設立年月日 1986年10月20日
会社所在地 諫早市永昌東町6-10
電話番号 0957-36-5711
ＦＡＸ 0957-36-5722
メールアドレス seisyu@seisyu.co.jp
ＨＰアドレス https://seishu.jimdofree.com
担当者 経理　中村　奈保
支店・営業所等 諫早市、雲仙市
直近の売上高 12億7,800万円
従業員数 33名
事業内容 土木工事、港湾土木工事 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
  
  
  

自社
PR

建設業はキツイというイメージがあるかもしれませんが、やりがいがある仕事です。
働き方改革で週休2日も推進されてきています。弊社は若手社員も多く、働きや
すい環境です。

黒木建設�株式会社
代表者名 代表取締役　黒木　義也
設立年月日 1967年8月
会社所在地 諫早市土師野尾町1126
電話番号 0957-22-4309
ＦＡＸ 0957-22-1406
メールアドレス kuroki@lime.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　園田　耕太郎
支店・営業所等   
直近の売上高 6億2,371万円（令和2年度完工高）
従業員数 34名
事業内容 土木一式工事、解体工事、

港湾工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 5名
技能職 高卒（普通含） 5名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 5名
技能職 高卒（普通含） 5名
  
  
  

自社
PR

様々な工事に対応する、多種多様な建設機械を多数所有しております。今後は
ICTの導入・人材育成に努めます。土木一式工事・解体工事などの施工管理業
務全般を行い、社会インフラを整備して地元の安心安全に貢献しています。
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株式会社�豊恒
代表者名 代表取締役　川野　恒雄
設立年月日 1997年7月7日
会社所在地 諫早市幸町73-3
電話番号 0957-22-8386
ＦＡＸ 0957-22-8387
メールアドレス hoko8388@basil.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス https://hoko8388.jimdofree.com/
担当者 土木部　川野　雄輔
支店・営業所等   
直近の売上高 5億4,200万円
従業員数 26名
事業内容 土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

自社の技能でものづくりを行います。月に1回、現場監督員のみの会議を行い、
技術の共有･新規工事への施工検討等を行います。

大起建設�株式会社
代表者名 代表取締役　宅島　壽晴
設立年月日 1968年11月
会社所在地 諫早市小野島町1500番地
電話番号 0957-22-6245
ＦＡＸ 0957-24-4040
メールアドレス inoue@daiki-kk.com
ＨＰアドレス http://daiki-kk.com
担当者 管理部　井上　昭仁
支店・営業所等 雲仙営業所
直近の売上高 12億4,700万円
従業員数 41名
事業内容 土木工事・舗装工事・建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

～街と町をつなぎ、未来へつづく道～社員一同、この言葉を大切にし、発注者
や地域の方々に良い製品を提供するため、日々品質・知識・技術力の向上に務
めています。
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株式会社�溝上建装
代表者名 代表取締役　溝上　元規
設立年月日 1986年7月1日
会社所在地 諫早市多良見町囲255-15
電話番号 0957-43-1468
ＦＡＸ 0957-43-5465
メールアドレス keisuke@mizokami.co.jp
ＨＰアドレス http://mizo-hp.wixsite.com/mizokami
担当者 経理課　薄田　啓介
支店・営業所等 諫早本社
直近の売上高 9億3,000万円
従業員数 13名
事業内容 土木工事、建築工事、塗装工事、

防水工事、とび・土工コンクリート
工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

道路や橋梁などの土木工事、建物の新築･改修工事を行っています。お客様の
付加価値の創造と拡大を図ることのできる ｢最も信頼されるパーティー｣ として、
社会に貢献できる企業であり続けたい。それが願いであり、目標です。

増崎建設�株式会社
代表者名 代表取締役　松島　正昭
設立年月日 1969年7月
会社所在地 諫早市小川町1278-3
電話番号 0957-22-0693
ＦＡＸ 0957-24-2373
メールアドレス masuinfo@masazaki.com
ＨＰアドレス http://www.masuzaki.com
担当者 総務部採用人事担当　永石
支店・営業所等 島原営業所
直近の売上高 13億5,100万円
従業員数 32名
事業内容 土木工事、建築工事、

陸上土木工事、港湾土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
  
  
  
  
  

自社
PR

諫早市など県央地区の公共工事を主に建設業を続けております。これまで国や
長崎県などの発注機関様より数多くの工事表彰を頂いております。また、ICT等
の最新技術の導入も積極的に行っております。
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吉川建設　株式会社
代表者名 代表取締役　吉川優子
設立年月日 1971年12月9日
会社所在地 諫早市久山町1442-1
電話番号 0957-46-7337
ＦＡＸ 0957-46-7338
メールアドレス soumu@yoshikawa-kensetsu.jp
ＨＰアドレス http://www.yoshikawa-kensetsu.jp
担当者 総務部　持永啓雄
支店・営業所等 福岡支店、佐賀営業所、

熊本営業所、雲仙営業所
直近の売上高 77億円
従業員数 112名
事業内容 総合建設業(舗装工事、土木工事、

建築工事)及びアスファルト合材の
製造･販売 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 8名
技術職 大卒（短大・専門含） 4名
技能職 高卒（普通含） 2名
事務職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 8名
技術職 大卒（短大・専門含） 4名
技能職 高卒（普通含） 2名
事務職 高卒（普通含） 2名
  
  

自社
PR

『一本の道から未来を拓く。』半世紀にわたり長崎県下のインフラ整備を支える、
地域に根差した総合建設業です。

株式会社�吉次工業
代表者名 代表取締役　吉次　良治
設立年月日 1979年2月8日
会社所在地 諫早市小豆崎町697番地
電話番号 0957-21-3353
ＦＡＸ 0957-22-8707
メールアドレス yosikou@f6.dion.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.yoshitsugu.co.jp/
担当者 総務部　吉次　孝
支店・営業所等   
直近の売上高 27億4,200万円
従業員数 35名
事業内容 土木工事、建築工事、左官工事、

舗装工事、塗装工事、防水工事、
解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

公共施設･病院･マンション･商業施設等、建築工事の施工管理業務、公共のインフラ整備等土木工事
の施工管理業務を行っております。前年度からは無印良品の家長崎店をオープンし戸建住宅にも力を
入れております。又、小長井町の観光スポットになっているフルーツバス停も当社が手掛けた作品です。
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大 村 支 部
新規学卒者採用予定有り
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梶原実業�株式会社
代表者名 代表取締役　梶原　徹也
設立年月日 1984年5月
会社所在地 大村市東大村1丁目2390-5
電話番号 0957-53-9068
ＦＡＸ 0957-52-5415
メールアドレス kaji@sage.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.kajiharajitugyou.kouji.biz/
担当者 梶原　徹也
支店・営業所等   
直近の売上高 4億6,168万円
従業員数 35名
事業内容 プレステレスト・コンクリート橋梁

上部工、鋼橋の建設及びメンテナ
ンス・耐震補強・更新工事、長崎県・
大村市からの一般土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

現場で働く社員の待遇改善と賃金上昇に注力し、建設産業の魅力ある職場を目
指す。本年7月から4週8休制としています。

岡山建設�株式会社
代表者名 代表取締役　岡山　修
設立年月日 1957年9月
会社所在地 大村市杭出津3丁目418-1
電話番号 0957-53-2121
ＦＡＸ 0957-54-3568
メールアドレス   
ＨＰアドレス   
担当者 社長　岡山　修
支店・営業所等   
直近の売上高 4億9,367万円
従業員数 8名
事業内容 土木工事、建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR

主に公共工事を受注し施工しています。道路改良工事･河川改修工事･建築物の
補修工事･新築工事等で、大村市の社会インフラを支えています。
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髙瀬建設�株式会社
代表者名 代表取締役　髙瀬　嘉博
設立年月日 1963年5月
会社所在地 大村市岩松町26番地1
電話番号 0957-53-3131
ＦＡＸ 0957-53-5174
メールアドレス info@takase-net.jp
ＨＰアドレス http://www.takase-net.jp/
担当者 営業部総務　山口　英則
支店・営業所等   
直近の売上高 33億4700万円
従業員数 57名
事業内容 土木工事、建築工事、水道工事、

さく井工事、造園工事、舗装工事、
トミーホーム、宅地建物取引業、
一級建築士事務所

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されています。地域を守るという使命と誇り
を胸に、社員が魅力・やりがいを感じられるような職場環境に努めています。2022年春は、
土木・建築・管の技術者の他、技能者(土木・管)・営業職など幅広く採用予定です。

伸栄建設�株式会社
代表者名 代表取締役　高尾　満晴
設立年月日 1968年7月4日
会社所在地 大村市荒瀬町1043
電話番号 0957-56-2010
ＦＡＸ 0957-56-2011
メールアドレス shinei.k@gaea.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.shinei-cc.jp/
担当者 経理部　山根　幹雄
支店・営業所等   
直近の売上高 17億4,848万円
従業員数 38名
事業内容 総合建設業（土木・建築・舗装工事）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 6名
技能職 高卒（普通含） 3名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 6名
技能職 高卒（普通含） 3名
  
  
  

自社
PR

我社の経営理念『確かな技術力で、最良の作品を遺し、地域社会に貢献する。』
を基に働きやすい職場を構築し、持続的な成長と発展を目指し、地域社会へ貢
献するため、日々活動しております。
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株式会社�平山組
代表者名 代表取締役　中村　人久
設立年月日 1950年4月
会社所在地 大村市東三城町8番地4
電話番号 0957-52-2148
ＦＡＸ 0957-53-4564
メールアドレス info@hirayamagumi.com
ＨＰアドレス https://hirayamagumi.com/
担当者 総務部　法村　政義
支店・営業所等 大村市、島原市
直近の売上高 14憶3,400万
従業員数 32名
事業内容 土木工事、建築工事、舗装工事、

鉄道工事、合材販売、
戸建賃貸提案

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
事務職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
事務職 高卒（普通含） 2名
  

自社
PR

土木舗装建築における現場作業から資格取得による管理者へのステップアップ。
創立100周年に向け時代に沿った働き方の導入や健康経営、新たなニーズに応
えるローコスト住宅の提案など様々な事に挑戦しています。
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島 原 支 部
新規学卒者採用予定有り

4242



川田建設工業�株式会社
代表者名 代表取締役　下田　幸廣
設立年月日 1960年4月
会社所在地 南島原市深江町戊3987-353
電話番号 0957-72-5525
ＦＡＸ 0957-72-5543
メールアドレス eigyouhonbu@kawatakensetsu.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　平島　重信
支店・営業所等 島原市、雲仙市
直近の売上高 23億3,400万円
従業員数 34名
事業内容 総合建設業、宅地建物取引業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

注文住宅を主軸に、建築･土木工事･太陽光発電システム設置工事等、島原半島を中心に県内
･隣県に至るまで ｢暮らしの便利と満足のために｣ をモットーに地域に貢献できる企業を目指し
ています。グループ企業では、ホテル、福祉･介護、医療、物販等幅広く事業を展開しています。

株式会社�有馬
代表者名 代表取締役　石川　城剛
設立年月日 1987年3月
会社所在地 南島原市南有馬町乙110-1
電話番号 0957-85-3561
ＦＡＸ 0957-85-3539
メールアドレス info@arima-inc.jp
ＨＰアドレス http://www.arima-inc.jp/
担当者 工事部　宮田　優碓
支店・営業所等   
直近の売上高 6億4,600万円
従業員数 20名
事業内容 建設業、リサイクル事業、

太陽光発電事業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

土木工事を中心にリサイクル事業･太陽光発電事業を行っています。工事現場の
施工管理業務中心です。若い技術者を丁寧に指導育成します。
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柴﨑建設�株式会社
代表者名 代表取締役　柴﨑　伊喜蔵
設立年月日 1967年
会社所在地 雲仙市国見町土黒丙434
電話番号 0957-78-2685
ＦＡＸ 0957-78-2634
メールアドレス info@shibasaki-const.co.jp
ＨＰアドレス www.shibasaki-const.co.jp
担当者 土木部　柴﨑　優
支店・営業所等   
直近の売上高 8億9,500万円
従業員数 30名
事業内容 土木工事、建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

｢地域と共に未来の発展へ｣ をテーマに、主に島原半島･諫早内の公共工事(建
築･土木)を行っています。3Dレーザースキャナ、3次元設計PCソフトを自社で保
有し、ICT施工に取り組んでいます。

株式会社�三青
代表者名 代表取締役社長　江川　睦美
設立年月日 1967年6月8日
会社所在地 島原市折橋町4560
電話番号 0957-62-3656
ＦＡＸ 0957-63-5103
メールアドレス sansei@shimabara.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　上田
支店・営業所等 雲仙営業所、南島原営業所
直近の売上高 12億6,630万円
従業員数 30名
事業内容 総合建設業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

弊社は総合建設業を営んでおり、道路･砂防等の土木工事、公共施設･民間住宅
等の建築工事の施工管理業務全般を行っております。
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株式会社�大建
代表者名 代表取締役 川原　大次郎
設立年月日 1978年2月17日
会社所在地 雲仙市千々石町庚1223
電話番号 0957-37-3116
ＦＡＸ 0957-37-3061
メールアドレス jim@daiken-no1.com
ＨＰアドレス   
担当者 代表取締役　川原　大次郎
支店・営業所等   
直近の売上高 2億600万円
従業員数 13名
事業内容 土木工事、舗装工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

自然を相手に道路工事、河川工事、ほ装工事の施工･管理を行っています。もの
づくりの楽しさを感じ、やりがいのある社会に役立つ仕事として地元の安全･安
心に貢献しています。

宅島建設�株式会社
代表者名 代表取締役　宅島　寿孝
設立年月日 1951年3月26日
会社所在地 雲仙市小浜町南本町7-22
電話番号 0957-75-0222
ＦＡＸ 0957-74-5927
メールアドレス info@takushima.co.jp
ＨＰアドレス http://takushima.co.jp
担当者 管理部　大櫛
支店・営業所等 長崎営業所、諫早営業所、

島原営業所、南島原営業所
直近の売上高 57億円
従業員数 90名
事業内容 総合建設業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 4名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 4名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

宅島建設株式会社は令和3年3月に設立70周年を迎えました。｢これまでのすべ
てに感謝と敬意を これからのミライに希望と決意を｣ の想いを胸に ｢企業は、
人だ｣ というコミュニケーションを大切にする企業であり続けます。
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株式会社�寺尾建設
代表者名 代表取締役　寺尾　孝幸
設立年月日 1992年10月
会社所在地 雲仙市愛野町乙1479番地1
電話番号 0957-36-0175
ＦＡＸ 0957-36-0349
メールアドレス teraokensetu@ybb.ne.jp
ＨＰアドレス http://terao-const.jp
担当者 工事部　寺尾　寿信
支店・営業所等   
直近の売上高 7億円
従業員数 20名
事業内容 土木工事　舗装工事（施工管理）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

雲仙市に本社を構え長崎県下全域の土木・舗装工事の施工管理を行います。手
掛けたものは道路、橋梁、橋脚、橋台、ダム、河川・海岸整備、ほ場整備と多
く、長崎の街の安全・安心に直結する「ものづくり」を行います。

田中工業�株式会社
代表者名 代表取締役　田中　徳秀
設立年月日 1993年8月2日
会社所在地 長崎市魚の町3-14
電話番号 095-801-0802
ＦＡＸ 095-801-0803
メールアドレス info@tanakakougyo.co.jp
ＨＰアドレス http://www.tanakakougyo.co.jp
担当者 総務部　服部　将史
支店・営業所等 島原市
直近の売上高 8億6,900万円
従業員数 42名
事業内容 法面（斜面）工事全般、土木工事、

とび・土工工事、建築工事、
内装工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 3名
技能職 高卒（普通含） 3名
技能職 大卒（短大・専門含） 3名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 3名
技能職 高卒（普通含） 3名
技能職 大卒（短大・専門含） 3名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

最近の集中豪雨や大地震等、自然災害から人々の安全、安心な暮らしを守るた
めに、田中工業は、無人化機械施工技術や特殊技術を用いて、土砂災害を未
然に防いだり、崩落した法面の災害復旧工事を行っています。
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株式会社�橋本建設工業
代表者名 代表取締役　平山　源一
設立年月日 1993年6月
会社所在地 南島原市深江町乙105
電話番号 0957-72-3436
ＦＡＸ 0957-72-5541
メールアドレス kk-hashimoto@trad.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 代表取締役　平山　源一
支店・営業所等   
直近の売上高 1億5,000万円
従業員数 9名
事業内容 土木工事（主に道路、橋等の公共

工事）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名

自社
PR

島原半島を中心とした公共工事を行い、施工管理や土木作業など一括して担う
事の出来る会社です。

株式会社�野崎組
代表者名 代表取締役　野崎　浩一
設立年月日 1966年8月
会社所在地 雲仙市千々石町甲537
電話番号 0957-37-2163
ＦＡＸ 0957-37-2773
メールアドレス nozaki1234@himawarinet.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　野崎　千鶴
支店・営業所等   
直近の売上高 1億5,000万円
従業員数 13名
事業内容 陸上土木工事（道路・河川・公園・

畑地造成工事 等）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

地図に残る仕事をしてみませんか？資格取得に必要な知識や技術を日常業務の中
で指導します。残業はほぼありませんし、大型連休もありますので仕事やプライ
ベートどちらも充実させることができます。仕事も遊びも頑張る人を待っています。
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星野建設�株式会社
代表者名 代表取締役　星野　親房
設立年月日 1950年11月5日
会社所在地 島原市梅園町丁2870-1
電話番号 0957-62-4101
ＦＡＸ 0957-62-4231
メールアドレス hk-info@hishinokensetsu.co.jp
ＨＰアドレス https://hoshinkensetsu.co.jp
担当者 管理部　小川　奈美
支店・営業所等 対馬支店、諫早営業所、

南島原営業所、雲仙営業所
直近の売上高 50億229万円
従業員数 119名
事業内容 木造住宅の企画、設計、施工監理。土木・

建築工事の企画、設計、施工、管理。動
産・不動産の売買・管理並びにその仲介業。
有料駐車場、貸店舗及び貸事務所の経営。

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 3名

自社
PR

島原半島、長崎、諫早そして対馬を中心に、土木、建築、舗装工事などの公共
工事に加えて民間施設建築工事、個人住宅、リフォーム、不動産関係の事業を
展開しています。

株式会社�平尾組
代表者名 代表取締役　平尾　武美
設立年月日 1958年7月
会社所在地 島原市原町甲296番地
電話番号 0957-62-3005
ＦＡＸ 0957-64-2195
メールアドレス hirao.co@vanilla.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 常務取締役　平尾　賢吾
支店・営業所等   
直近の売上高 4億1,800万円
従業員数 28名
事業内容 土木工事・建築工事・大工工事・左官工事・とび・

土工工事・石工事・屋根工事・管工事・タイルレ
ンガブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗
装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・
塗装工事・防水工事・内装仕上工事・熱絶縁工事・
造園工事・建具工事・水道施設工事・解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

近代的な工法も取入れ新人教育及び先輩との輪、笑顔が絶えない会社作りに積
極的に取り組んでいます。島場半島を中心に長崎全域に事業を展開しています。
地域の安心安全に貢献しています。
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株式会社�本村工務店
代表者名 代表取締役　本村　圭希
設立年月日 1978年6月
会社所在地 島原市新湊2丁目丙1713-18
電話番号 0957-62-6459
ＦＡＸ 0957-64-0669
メールアドレス motokou@helen.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 本村
支店・営業所等 南島原支店
直近の売上高 6億9,800万円
従業員数 14名
事業内容 建築工事、土木工事、型枠工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1～2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1～2名
技能職 高卒（普通含） 1～2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1～2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1～2名
技能職 高卒（普通含） 1～2名
  
  
  

自社
PR

官公庁･民間工事の新築･リフォーム･増改築を手がけており、堅実な仕事ぶりが
各方面より信頼されています。20代、30代が活躍している職場です。現場管理
者、型枠大工と技術･技能者の育成･拡大に努めています。

株式会社�松尾組
代表者名 代表取締役　松尾　弘美
設立年月日 1949年12月
会社所在地 南島原市南有馬町1220-2
電話番号 0957-85-3131
ＦＡＸ 0957-85-3133
メールアドレス recruit@matsuo-inc.com
ＨＰアドレス https://www.matsuo-inc.com/
担当者 管理部　松尾　康一郎
支店・営業所等 南島原市
直近の売上高 7億441万円
従業員数 71名
事業内容 土木一式、建築一式、建築士事務所

および福祉サービス業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

当社では、若手がいち早く現場で活躍できるよう独自の施工管理体制を整えて
おり、5・10年後に次の担い手となるリーダーの人材育成を心がけています。　
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株式会社�吉川組
代表者名 代表取締役　吉川　和章
設立年月日 1963年10月8日
会社所在地 島原市中町803-1
電話番号 0957-62-2730
ＦＡＸ 0957-62-2417
メールアドレス info@yosikawa-gumi.co.jp
ＨＰアドレス www.yosikawa-gumi.co.jp/
担当者 専務取締役　吉川　航平
支店・営業所等 雲仙営業所、南島原営業所
直近の売上高 7億4,000万円
従業員数 31名
事業内容 総合建設業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

｢街づくりは人づくり｣ を理念とし、島原半島を中心に公共土木、公共民間建築と多岐に
渡り仕事をしています。社員の平均年齢も若く職場の雰囲気も良好です。i-Construction
や週休2日にも積極的に取り組んでいます。また、福利厚生も充実しています。
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対 馬 支 部
新規学卒者採用予定有り
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株式会社�内山建設工業
代表者名 代表取締役　内山　紀子
設立年月日 1964年4月5日
会社所在地 対馬市厳原町久田95-46
電話番号 0920-52-7195
ＦＡＸ 0920-52-7201
メールアドレス info@uchiyama-kensetsu.com
ＨＰアドレス   
担当者 内山　務
支店・営業所等 対馬市
直近の売上高 4億8,000万円
従業員数 27名
事業内容 土木工事、建築工事、大工工事、左

官工事、とび・土工・コンクリート工事、
屋根工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
塗装工事、防水工事、内装仕上工事、
水道施設工事、解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

対馬で生き抜くためのオールラウンドの技術者を育成したいと考えております。
仕事に携わる資格取得には全面的に支援します。少しでも興味をお持ちの方大
歓迎です。

株式会社�イチケン
代表者名 代表取締役　古賀　浅治
設立年月日 1986年4月
会社所在地 対馬市上県町飼所870
電話番号 0920-85-1050
ＦＡＸ 0920-85-1070
メールアドレス ichiken8811@vivid.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 営業部　大串　敏之
支店・営業所等   
直近の売上高 7億円
従業員数 20名
事業内容 土木工事、とび・土工工事、管工事、

鋼構造物工事、舗装工事、しゅん
せつ工事、塗装工事、造園工事、
水道施設工事、解体工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
  
  
  

自社
PR

～地域を愛し、地域に愛される会社を目指して～地域貢献を第一のスローガンに、少人数な
らではの和気あいあいとした雰囲気の中、安全第一に日々の仕事に取り組んでいます。トン
ネル工事や港湾工事などに携わった高い施工能力を要するスタッフが親切丁寧に指導します。
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株式会社�昭大建設
代表者名 代表取締役　糸瀬　三代喜
設立年月日 1983年12月5日
会社所在地 対馬市上県町飼所823
電話番号 0920-85-0238
ＦＡＸ 0920-85-1160
メールアドレス shoudai@sage.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 渕上　優子
支店・営業所等   
直近の売上高 9億5,500万円
従業員数 35名
事業内容 陸上土木工事、港湾土木工事、

法面工事、自然薯栽培 他

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

総合建設業として主に陸上土木、港湾土木、法面工事を行っています。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。

株式会社�小宮建設
代表者名 代表取締役　小宮　量浩
設立年月日 1968年4月1日
会社所在地 対馬市上県町樫滝1050
電話番号 0920-85-1111
ＦＡＸ 0920-85-0631
メールアドレス honsya@komiyakensetsu.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 小宮　量浩
支店・営業所等   
直近の売上高 12億316万円
従業員数 48名
事業内容 陸上・港湾土木工事、法面工事、

舗装工事、トンネルその他建設業
全般

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

他社にはない特色ある建設業を目指し、高度・特殊な技術が必要なトンネル、ダム等の建設も
自社施工が可能な技術能力を有しICT施工機械も導入しています。自然エネルギー発電所の建
設・管理等異分野にも取組んでいます。若手技術者育成の研修の参加も会社負担で支援します。
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株式会社�東邦
代表者名 代表取締役　桐谷　孝芳
設立年月日 1969年6月30日
会社所在地 対馬市厳原町日吉308番地
電話番号 0920-53-5633
ＦＡＸ 0920-52-1049
メールアドレス toho@able.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://toho.cs.land.to/
担当者 桐谷　孝芳
支店・営業所等   
直近の売上高 5億9,870万円
従業員数 14名
事業内容 陸上土木工事、港湾土木工事、

法面工事、アンカー工事、
さく井工事、地質調査業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

昭和44年の創業以来、島内でも専門的な工事を中心に事業を展開してまいりました。建設工事だけでな
く計画地の地盤の調査から工事計画に関わっている、特色のある会社です。各種保険はもちろん、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。

有限会社�対光運輸
代表者名 代表取締役　大串　益美
設立年月日 1988年5月17日
会社所在地 対馬市上県町樫滝468-9
電話番号 0920-85-0101
ＦＡＸ 0920-85-1221
メールアドレス tsushima@taikohunyu.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務　大串　益美
支店・営業所等   
直近の売上高 2億232万円
従業員数 15名
事業内容 土木工事業、法面工、舗装工、

運送業、砂・採石・栗石販売

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

運送業全般を中心に営業をし、新たな分野として建設業も展開しております。
小規模ではありますが、従業員のやる気と明るさは、どこにも負けない自信があ
ります。是非一緒に頑張りましょう。
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株式会社�ヤマダ
代表者名 代表取締役　山田　幸弘
設立年月日 1978年8月
会社所在地 対馬市上対馬町比田勝3-3
電話番号 0920-86-4093
ＦＡＸ 0920-86-2090
メールアドレス yamadadoboku@civil-yamada.co.jp
ＨＰアドレス http://yamada-doboku.net
担当者 総務部　阿比留　鈴代
支店・営業所等 厳原レンタカー
直近の売上高 3億9,572万円
従業員数 28名
事業内容 土木建設業、造船所、

一般貨物自動車運送事業、
一般貸切旅客自動車運送事業、
レンタカー事業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

地域密着型の企業として、対馬の未来を担える様、今後ともご支援のほどお願
い致します。
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五 島 支 部
新規学卒者採用予定有り
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株式会社�片山組
代表者名 代表取締役　片山　雅文
設立年月日 1978年4月
会社所在地 五島市上大津町410-3
電話番号 0959-72-6077
ＦＡＸ 0959-72-6025
メールアドレス info@katayama-gumi.com
ＨＰアドレス http://www.katayama-gumi.com/
担当者 取締役専務　片山　廣道
支店・営業所等   
直近の売上高 4億4,200万円
従業員数 28名
事業内容 総合建設業（特定建設業）

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

土木、建築、解体の工事を主に行っております。地元最優先で地域に根ざした
営業を行っております。又完全週休二日制を取り入れるなど働き方改革を推進中
です。

株式会社�今村組
代表者名 代表取締役　今村　音博
設立年月日 1928年
会社所在地 五島市東浜町1丁目20-13
電話番号 0959-72-3348
ＦＡＸ 0959-72-6311
メールアドレス e.matsumoto@imamura-gumi.com
ＨＰアドレス http://imamuragumi.net
担当者 総務部　松本　恵美子
支店・営業所等 対馬営業所、長崎営業所
直近の売上高 20億
従業員数 57名
事業内容 土木工事（道路・河川・港湾）、

建築工事、建築設計業務

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 4名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 4名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
技能職 高卒（普通含） 1名
技能職 大卒（短大・専門含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

企業理念は｢地域社会に貢献｣することです。難工事や採算性が低い工事でも率先して行っ
ています。防衛局、長崎県、五島市などから過去5年で7件の表彰を受けています。職場環
境については有給消化率がほぼ100％を達成しています。Nぴかも4つ星認定を受けました。
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大宝建設�株式会社
代表者名 代表取締役　柴田　久直
設立年月日 1971年3月1日
会社所在地 南松浦郡新上五島町奈良尾郷859-6
電話番号 0959-44-1171
ＦＡＸ 0959-44-0203
メールアドレス daiho@daihokensetsu.co.jp
ＨＰアドレス http://www.daihokensetsu.com/
担当者 総務　柴田　則子
支店・営業所等   
直近の売上高 5億509万円
従業員数 30名
事業内容 土木一式工事、建築一式工事、

造園工事、管工事、水道施設工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR

環境や人に配慮した土木建築の技術とサービスを提供する会社です。地域、
お客様、社員と家族に安心と安全をもたらす、アットホームな大宝建設です。

株式会社�坂本組
代表者名 代表取締役　坂本　幸二
設立年月日 1976年6月
会社所在地 南松浦郡新上五島町青方郷1531-1
電話番号 0959-52-2262
ＦＡＸ 0969-62-3782
メールアドレス   
ＨＰアドレス http://www.sakamoto-gumi.co.jp/
担当者 常務取締役　福島　徳久
支店・営業所等 対馬営業所、長崎営業所
直近の売上高 15億2,000万円
従業員数 86名
事業内容 港湾土木工事、陸上土木工事、

建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 1名
事務職 高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

新上五島町を本拠地として港湾･漁港･道路等の土木工事の施工管理業務を行っ
ています。港湾土木において、本社機能を有し、船舶を兼ね備えているのは当
社のみです。
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株式会社�橋本組
代表者名 代表取締役　橋本　末嗣
設立年月日 1963年10月
会社所在地 五島市岐宿町川原428-3
電話番号 0959-82-0075
ＦＡＸ 0959-82-0842
メールアドレス kenshow@hashimotogumi.biz
ＨＰアドレス http://www.goto-hashimotogumi.com/
担当者 工務部　橋本権生
支店・営業所等   
直近の売上高 3億2,900万円
従業員数 25名
事業内容 土木工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
技能職 高卒（普通含） 2名
技能職 大卒（短大・専門含） 2名
事務職 高卒（普通含） 1名
事務職 大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

ICTの導入およびi-constructionの推進など、新技術を取り入れた工事を行って
います。新たにドローン事業を立ち上げるなど、新分野へも挑戦して行く予定です。

株式会社�萩原組
代表者名 代表取締役　西極　忠和
設立年月日 2005年7月
会社所在地 五島市吉久木町1454-1
電話番号 0959-72-7750
ＦＡＸ 0959-74-3109
メールアドレス k.hagiwara@m7.dion.ne.jp
ＨＰアドレス http://goto-hagiwaragumi.com
担当者 西極　忠和
支店・営業所等 長崎市
直近の売上高 20億6,374万円
従業員数 50名
事業内容 陸上土木工事、港湾土木工事、

建築工事

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 2名
技術職 大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

当社は主に五島地区の公共工事(陸上土木、港湾土木、建築、解体工事等)を行っ
ています。また、携帯電話無線基地局の施工にも携わり生活のインフラ整備に
も貢献しています。
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増山建設�株式会社�五島支店
代表者名 取締役支店長　増山　道明
設立年月日 1955年4月
会社所在地 五島市吉久木町472
電話番号 0959-72-4118
ＦＡＸ 0959-72-5222
メールアドレス kunsyou-masuyama@masuyama-gp.co.jp
ＨＰアドレス http://www.masuyama-gp.co.jp
担当者 副支店長　増山　勲章
支店・営業所等 本社
直近の売上高 4億5,600万円
従業員数 24名
事業内容 土木（海上・陸上）一式工事、

建築一式工事に関する監理施工業
務、太陽光発電の売電事業

2022年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名

2023年春採用予定
技術職 高卒（普通含） 3名
技術職 大卒（短大・専門含） 2名
  
  
  
  

自社
PR

道路、港湾などの土木工事や建築施工管理の工事を主に行っています。週休二日制の導入
や残業を減らす取組み、また賞与や各種手当も充実させ従業員が働きやすい環境を整えて
います。ワークライフバランスを重視し、時代に沿って常に進化し続ける総合建設会社です。
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長 崎 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし
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長興産業�株式会社
代表者名 代表取締役　村山　和紀
設立年月日 1986年2月22日
会社所在地 長崎市三原1丁目5-43-809
電話番号 095-846-0021 ＦＡＸ 095-848-1221
メールアドレス choko@tn-ck-sy.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者   
支店・営業所等   
直近の売上高 5億7,487万円
従業員数 16人
事業内容 土木工事、とび・土工工事、水道施設工事、解体工事

自社
PR

長興産業株式会社は長崎県内の公共土木工事を通じて、地域の皆様が安心して
暮らせるような社会の基盤整備を行っている会社です。

三興建設�株式会社
代表者名 代表取締役　田口　忠弘
設立年月日 1976年9月4日
会社所在地 長崎市立岩町7-31
電話番号 095-861-2355 ＦＡＸ 095-862-7684
メールアドレス sankou@f5.dion.ne.jp
ＨＰアドレス http://sankoukensetsu.net
担当者 常務取締役　田口　義孝
支店・営業所等   
直近の売上高 4億8,953万円
従業員数 15名
事業内容 一般土木工事、道路・下水道維持工事

自社
PR

一般土木から、これから増えてくるであろう道路や下水道インフラの維持工事
等を行っております。特殊車両や機材は自社完備しております。
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山総建設�株式会社
代表者名 代表取締役　山口　周二
設立年月日 1968年2月26日
会社所在地 長崎市岩見町24-5
電話番号 095-861-7003 ＦＡＸ 095-861-4010
メールアドレス info@yamasoukensetu.jp
ＨＰアドレス https://yamasoukensetu.jp/
担当者 経理　山口　伸太郎
支店・営業所等 長崎市、時津町
直近の売上高 7億7,174万円
従業員数 10名
事業内容 学校・福祉施設等の施工、住宅の新築、リフォーム等

自社
PR

弊社は設立から50年以上、長崎で建設業を営んできました。従業員は20代～
勤続年数50年を越えるベテランまで幅広い年代が活躍し、地域に愛される企
業を目指して、日々仕事に取り組んでおります。
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佐世保支部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし
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西海地研�株式会社
代表者名 代表取締役　三宅　良孝
設立年月日 1963年2月4日
会社所在地 佐世保市横尾町408
電話番号 0956-22-2128 ＦＡＸ 0956-42-7216
メールアドレス   
ＨＰアドレス   
担当者 総務部
支店・営業所等 佐々町
直近の売上高   
従業員数 20名
事業内容 地すべり対策工事。さく井工事、温泉掘削工事、地質調査、地下水

調査、測量等

自社
PR

当社は、長崎県を中心に数多くの温泉開発・井戸掘削・地すべり対策工事を行っ
ており、人の命（水）・幸せ（温泉）を運ぶことにより社会的貢献に努めてい
ます。
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北 部 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし
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株式会社�久田組
代表者名 代表取締役　久田　義博
設立年月日 1949年10月15日
会社所在地 平戸市下中津良町395番地
電話番号 0950-27-0039 ＦＡＸ 0950-27-1001
メールアドレス hst39@io.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務課　久田　健悟
支店・営業所等   
直近の売上高 5億500万円
従業員数 36名
事業内容 土木工事、建築工事

自社
PR

土木工事と建築工事の施工管理業務を行っています。また、弊社ではクレーン
や重機、大型ダンプなどを複数所有しており、作業員のみならずオペレーター
の育成も行っております。
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諫 早 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし
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濵田建設工業�株式会社
代表者名 代表取締役　濵田　賢吾
設立年月日 1989年2月2日
会社所在地 諫早市飯盛町古場247-1
電話番号 0957-49-1337 ＦＡＸ 0957-49-1137
メールアドレス desktop@n-hamaken.jp
ＨＰアドレス http://www.n-hamaken.jp/
担当者 総務　濵田　晃子
支店・営業所等   
直近の売上高 8億400万円
従業員数 27名
事業内容 土木工事、一般貨物運送業

自社
PR 県南･県央を中心に、一般土木工事、重機土木工事を営んでおります。
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大 村 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし

7070



株式会社�瀬尾工務店
代表者名 代表取締役　瀬尾　藤継
設立年月日 創業1962年、法人化1990年8月
会社所在地 大村市鬼橋町169-3
電話番号 0957-55-4829 ＦＡＸ 0957-55-6861
メールアドレス info@seokomuten.com
ＨＰアドレス https://www.seokomuten.com/
担当者 瀬尾　藤継
支店・営業所等   
直近の売上高 5億4,292万円
従業員数 10名
事業内容 建築工事、大工工事、土木工事

自社
PR

個人住宅新築、店舗改装、公共工事等の施工管理業務全般を行っています。脱
炭素社会の実現に向けた ｢住宅｣、家のエネルギー収支をゼロ以下にする住ま
い作り（ZEH ゼッチ）に積極的に取り組んでおります。
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島 原 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし

7272



中島建設�株式会社
代表者名 代表取締役　中島　浩平
設立年月日 1966年9月
会社所在地 南島原市加津佐町乙86-1
電話番号 0957-87-2181 ＦＡＸ 0957-87-3539
メールアドレス nkk-som1@abeam.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.naka-shima.com/
担当者 総務　髙橋　政彦
支店・営業所等 島原支店
直近の売上高 7億804万円
従業員数 17名
事業内容 土木工事、建築工事

自社
PR

幅広いニーズに対し、最大限の技術力で対応する。｢笑顔｣ を大切にし、
｢信頼｣ と ｢信用｣ を築く。
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対 馬 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし

7474



株式会社�ハラダ
代表者名 代表取締役　原田　繁盛
設立年月日 2002年6月
会社所在地 対馬市上県町樫滝1062
電話番号 0920-88-4722 ＦＡＸ 0920-88-4723
メールアドレス   
ＨＰアドレス https://harada-tsushima.com/
担当者 原田、三槻
支店・営業所等   
直近の売上高   
従業員数 約30名
事業内容 土木一式、港湾工事、舗装工事他

自社
PR

弊社は新技術の導入や人材育成にも力を注ぎ、社員一丸となって地域社会への
貢献に努めています。活気にあふれ、社員が働きやすく将来性のある会社を目
指します。
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壱 岐 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし

7676



株式会社�壱松組
代表者名 代表取締役　末永　勝也
設立年月日 1962年11月
会社所在地 壱岐市芦辺町住吉前触777
電話番号 0920-45-1094 ＦＡＸ 0920-45-0724
メールアドレス sakamoto@ichimatsugumi.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　坂本　昌二
支店・営業所等 佐世保支店
直近の売上高 8億4,392万円
従業員数 47名
事業内容 土木工事、建築工事、とび・土工工事、石工事、鋼構造物工事、舗

装工事、しゅんせつ工事、管工事、水道施設工事、解体工事

自社
PR 人がいる所には建設産業。自分が創った物が残せます。
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五 島 支 部
新規学卒者2022春-2023春

採用予定なし

7878



有限会社�野瀬建設
代表者名 代表取締役　野瀨　策一
設立年月日 1991年7月1日
会社所在地 五島市下崎山町457－1
電話番号 0959-73-6066 ＦＡＸ 0959-73-6072
メールアドレス nose-inc@vc.fctv-net.jp
ＨＰアドレス   
担当者 野瀬　健一
支店・営業所等   
直近の売上高 1億6,600万円
従業員数 8名
事業内容 建設業

自社
PR

弊社は海に囲まれた五島市で建設業を行っています。地域に貢献できるよう、
地域に必要とされる会社を目指しています。

合同建設�株式会社
代表者名 代表取締役　竹本　佳彦
設立年月日 1970年7月
会社所在地 五島市籠淵町1996-1
電話番号 0959-72-2107 ＦＡＸ 0959-72-1187
メールアドレス gd-soumu@violin.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　小柳　洋一
支店・営業所等   
直近の売上高 4億1,000万円
従業員数 25名
事業内容 舗装工事・土木工事・港湾土木工事・産業廃棄物中間処理業

自社
PR

主に道路の舗装工事を行っており、アスファルトの製造販売や産業廃棄物（が
れき類）の受入、再生砕石の販売も行っています。創業以来、地域での信頼を
得ている企業です。一緒に頑張りましょう！
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会員企業一覧

8080



長崎支部

あけぼの建設㈱
㈱池田建築工業
勇建設工業㈱
㈱ウエノ
氏田建設㈱
㈱梅村組長崎支店
永川建設㈱
㈱エス・ピー・シー
㈲太田尾建設
㈲大富建設
折田建設工業㈱
面高建設㈱
協星技建㈱
久保工業㈱
㈱クボタ
黒瀬建設㈱
㈱ケンコー
㈱小山建設
㈱西海建設
㈱西海興業
㈱栄組
佐々木興産㈱
㈱三基
三興建設㈱
㈱上滝
㈱白水建設
㈱進成

㈱親和土建
大進建設㈱
大拓建設㈱
㈱田浦組
㈱高谷
竹下建設工業㈱
㈱太陽建設
㈱谷川建設
㈱玉木建設
長興産業㈱
㈱寺尾工業
㈲塔建
㈲戸田組
㈱長崎西部建設
長崎船舶装備㈱
㈱長崎大建
㈱長崎土建工業所
錦建設工業㈱
㈱日東建設
㈱萩原組長崎支店
平木工業㈱
㈲古木工務店
㈱別所組
星野管工設備㈱
㈱星野組
本間建設㈱
松島建設工業㈱
㈱丸栄組
水口建設㈱
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武藤建設㈱
㈱森美工務店
㈱山口興業
山総建設㈱

佐世保支部

㈱池田工業
㈱梅村組
㈱エムアイ興産
㈱Ｌ＆Ｓ
大石建設㈱
㈱大浦建設
㈲大倉建設
大坪建設㈱県北営業所
㈱岡土木
㈱小川工務店
㈱沖組
門田建設㈱
金保建設㈱
㈱北松建設
共和産業㈱
㈱𣏓𠩤建設
㈱ケイアイ工業
㈱建協
㈱興南商工
㈱古賀建設川棚支店
㈱小佐々建設
㈱西海建設佐世保支店
西海地研㈱

㈱佐世保道路
㈱サンキョウＤ＆Ａ
重機建設工業㈱
㈱上滝佐世保支店
㈱誠伸建設
西部建設㈱
㈱西部工建
西部道路㈱
㈱ダイヤ
㈲大昭建設
㈱谷村建設
㈱谷山建設
坪田建設㈲
㈱とみたメンテ
㈱トモダ
㈱中野組
㈱西日本建設
㈱橋組
㈱百武組
㈱深町組
福田建設工業㈱
福丸建設㈱
㈱福本組
㈱福義建設
㈱渕上建設
㈱平成建設
北辰建設㈲
㈱堀内組
㈱マサオ興産
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正樹建設㈲
㈱松枝組
松﨑建設工業㈲
㈲松下建設
㈱丸昌産業
みなと建設㈱
村上建設㈱
㈱森建設
㈱森川建設
㈱毛利組
安永建設㈱
㈱山栄建設
㈱山口組
㈱山口建設
㈲山口弘工務店
㈱友建設
㈲柚木永渕組
㈲吉居建設
若狭建設㈱

北部支部

㈲井元建設
㈱壱松組佐世保支店
㈲今村建設
上田建設㈱
大石建設㈱生月支店
大坪建設㈱
門田建設㈱生月本店
㈲川上建設

㈱協和土建
㈱恋塚組
下條建設㈱
春藤建設㈲
松英建設㈱
白石建設㈱
㈱シンコー
早田建設㈲
㈱ダイコウ建設
鷹島建設㈱
㈲田中組
㈱正工務店
㈲出口建設
東興産業㈱
㈲七洋工業
㈲日新建設
㈱久田組
平戸建設㈱
㈱久枝組
久建設㈱
平戸緑化土木㈲
㈱細川建設
増山建設㈱
松石建設㈱
松田産業㈱
松浦建設㈱
㈲松尾組
㈲丸徳産業
㈱元吉組

83



㈲山川組
㈱山本造園土木松浦営業所
㈱友建設小値賀本部
吉住建設㈱

諫早支部

㈱荒木組
㈱有明商事
㈱飯盛グリーン開発
宇木建設㈱
小野建設㈱
㈱金原建設
㈱公文建設
黒木建設㈱
光和土木㈱
㈱古賀組
㈱小森建設
㈱西海建設諫早営業所
㈱上滝諫早営業所
新菱テック㈱
西州建設㈱
大起建設㈱
㈱高比良土木
㈱寺山建設
㈲中尾建設
㈱長里建設
中島建設㈱
中原土木㈱
㈱ニシケン

㈱野口工業
㈱野副建設
濵田建設工業㈱
㈱日野建設
富陽建設㈱
㈱豊恒
増崎建設㈱
㈱溝上建装
㈱森開発
㈱山口建設
㈱山崎建設
山本建設㈱
山本産業㈱
吉川建設㈱
㈱吉次工業
㈱吉永産業長崎支店
㈱亮

大村支部

㈱エムケン
岡山建設㈱
㈱樫山組
梶原実業㈱
㈱小森組
伸栄建設㈱
㈱鈴木建設
㈱瀬尾工務店
髙瀬建設㈱
㈱富永工務店
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㈱平山組
㈱冨士興産
㈱宮本建設
㈱森工務店
㈲吉田組
和間建設㈱

島原支部

㈱有馬
雲仙建設㈱
㈱浦野建設
㈲植木建設
川田建設工業㈱
草野建設㈱
㈱クリーン雲仙
㈱小場組
小島建設㈱
㈱作元組
㈱三青
島原建設㈱
柴﨑建設㈱
宅島建設㈱
田浦組㈱
竹下建設工業㈱
㈱大建
田中工業㈱
㈲辻村組
㈱寺尾建設
鳥田組㈱

㈲徳永工務店
中島建設㈱
㈲中村建設
㈱野崎組
㈱野田組
㈱橋本建設工業
㈲林田土建
㈲原建設
㈱平尾組
星野建設㈱
本田建設㈱
㈲前田組
㈱松尾組
松本建設㈱
㈱三又土建
㈱本村工務店
八木建設㈱
㈱夢進
㈱吉川組
㈱米田建設

対馬支部

㈱イチケン
㈱ウエノ対馬支店
㈱内山建設工業
㈱梅野組
大石建設㈱対馬支店
㈱大浦水道土木
㈱大川建設工業
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㈱扇組
㈱小宮建設
㈱栄建設
㈱坂本組対馬営業所
㈱昭大建設
西部道路㈱対馬支店
㈱早田組
㈱対喜建設
㈲対光運輸
㈲高原組
㈲田口建設
㈱武末建設
㈲橘建設
㈲対馬ビルサービス
㈱東邦
㈱中原建設
㈱中村建設
㈱ハラダ
星野建設㈱対馬支店
(有）ホリタ建設
㈱三槻組
㈱八興電設
㈱ヤマダ

壱岐支部

壱岐土木工業㈱
㈱石橋組
㈱壱松組
㈱大川建設工業壱岐支店

㈱岡本組
㈱川上組
㈱倉本組
㈱倉元建設
㈱創栄建設
㈱高田組
立山建設㈱
中央産業㈲
㈲東部建設
㈱ナガシマ
㈲長嶋組
㈱なかはら
野元組
平尾建設㈱
㈱広瀬組
㈲松永建設
㈱松本建設
㈱宮坂組
㈱山内組
㈱横山建設
㈱吉川建設

五島支部

㈱石原組
出口興業㈱
㈱今村組
栄進工業㈱
㈱江口組
大石建設㈱五島営業所
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㈱片山組
門田建設㈱五島支店
㈱川元組
㈲神之浦組
合同建設㈱
五島トラック建設㈲
五島技建工業㈱
㈱近藤組
㈱才津組
㈱坂本組
㈱さかもと
㈱三和
㈲重野組
大宝建設㈱
㈲タイヨウ
㈱谷川建設五島本部
㈲戸川組
㈲野口組
㈲野瀬建設
㈱野中組
㈱萩原組
㈱橋本組
㈱花村潜建
㈱浜田組
㈱福江工業
㈲増田鉄骨製作所
増山建設㈱五島支店
㈱松岡建設
㈱山口組五島支店

㈲山口建設
㈲山下組
山田工業㈲
豊建設㈱
㈲吉村組
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