


未来をつくり、まちを守る!
（一社）長崎県建設業協会 会長 根〆眞悟 

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 1980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 時津町
直近の売上高 15億4,580万円
従業員数 53名
事業内容 総合建設業（土木工事、建築工事、

型枠工事）

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

2024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構造物の整備に必要な建設業を営業。地図に遺る仕事
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、マンツーマンの
サポートで様々な現場で活躍。物づくりの達成感を感じよう！

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 20億6,369万円
従業員数 85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

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） 2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

2024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） 2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

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
た人や技術へのかけがえのない出会いがあります。女性技術者も活躍しています。
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 5億4,042万円
従業員数 20名
事業内容 一般土木、建築、管工事等の公共

及び民間工事施工

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

2024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、知恵と汗を出し、品質が良くかつ、
評判の高い構造物を創り、地域社会に貢献しています。

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15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 工事部　常務取締役　山口　勝則
支店・営業所等 時津営業所（西彼杵郡時津町日並

郷字新開3787）
直近の売上高 5億2,500万円
従業員数 15名
事業内容 舗装工事・土木工事・とび、土工事・

造園工事・水道施設工事・清掃工事

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） 3名
技能職　大卒（短大・専門含） 1名

2024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） 3名
技能職　大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

エス（SAFTY；安全、無事）・ピー（PROGRESS；進歩、発展）・シー（CLEAN；鮮
やか、清潔）をモットーに日々笑顔を絶やすことなく、明るく、楽しい職場づくりを目
指しています。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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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 5億5,500万円
従業員数 21名
事業内容 総合建設業（土木、建築他）、産

業廃棄物処分業

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

2024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

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。有休取得率が高く、資格取得のためのサポートも充実しています。

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）、佐世保市（佐世保事務所）
直近の売上高 16億円
従業員数 160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

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

2024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』
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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 1957年8月1日
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.jp
ＨＰアドレス https://www.saikai-grp.com/
担当者 総務部　松園　雄介
支店・営業所等 福岡支店、佐世保支店、諫早営業所、西海営業

所、上五島営業所、対馬営業所、島原営業所
直近の売上高 160億8,800万円（2021年5月実績）
従業員数 208名（4月末現在）
事業内容 創立以来、長崎県内で土木・建築工事を両輪に安定した業績

を残しています。地域・住生活のため暮らしを守る使命のもと、
環境との共存と機能性を追求し、潤いのある空間・まちの演
出のため豊かな創造力と確かな技術力を日々高めています。近
年は長崎県の九州新幹線長崎ルート、長崎市 新庁舎、島原
道路等のビッグプロジェクトに全て当社が関わっています。

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
技能職　高卒（普通含） 2名
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

2024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
技能職　高卒（普通含） 2名
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

積極性・好奇心・行動力など人間性を重視し、若年者でも仕事（ヒト・モノ・カネ）
を任せていますので、社員が実力を十分発揮することができ、やりがいを感じら
れる環境が整っています。

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 43億7,300万円
従業員数 53名
事業内容 土木工事、建築工事、水道施設工事

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名

2024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。
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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 sanki1951@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、山下
支店・営業所等 福岡支店、諫早営業所、島原営業所
直近の売上高 32億1,000万円（2020年度決算）
従業員数 68名
事業内容 総合建設業（土木施工管理、建築

施工管理）バイオマスボイラ－や
浮桟橋の設計・施工、埋蔵文化財
発掘調査

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
事務職　高卒（普通含） 2名
事務職　大卒（短大・専門含） 2名

2024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
事務職　高卒（普通含） 2名
事務職　大卒（短大・専門含） 2名

自社
PR

三基は長崎で岸壁や道路、建物等のまちをつくる仕事をしています。まちづくり
を通して人々の生活に役に立つ仕事です。資格取得支援や働きやすい環境を協
議する業務改善委員会があり、頑張る社員を全社で応援します。

株式会社�西海興業
代表者名 代表取締役　西山　潤一郎
設立年月日 1978年1月20日
会社所在地 長崎市平和町5-19
電話番号 095-846-1157
ＦＡＸ 095-849-5967
メールアドレス soumu@saikai-kougyou.co.jp
ＨＰアドレス http://saikai-kougyou.co.jp
担当者 工事部　井手　信也
支店・営業所等 西海市、五島市、島原市
直近の売上高 16億9,481千円
従業員数 38名
事業内容 土木工事、建築工事、水道施設工

事、港湾土木工事

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

2024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

当社は官民を問わず土木工事を受注し、安全・安心をモットーに豊かな街づくり
に貢献する企業であり、熟練技術者と若年技術者が融合し合う明るい職場です。
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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番17号
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

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

2024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） 5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！

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
会社所在地 長崎市立岩町7番31号
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 本社　田口　義孝
支店・営業所等   
直近の売上高 4億3,700万円
従業員数 15名
事業内容 一般土木工事、下水道維持管理、

道路維持管理

2023年春採用予定
技能職　高卒（普通含） 1名

2024年春採用予定
技能職　高卒（普通含） 1名
  
  
  

自社
PR

弊社は一般土木工事に加え、下水道や道路の維持管理にも力を入れており、特
殊車両や機械類を自社所有し、これからの時代を担う仕事をしています。
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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番36号
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 15億3,400万円
従業員数 36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

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 1名

2024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。

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番3号
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 7億7,158万円
従業員数 21名
事業内容 土木工事業、とび・土工工事業、

解体工事業

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

2024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、敷地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施工に積極的に取組んでおり、ICT建設機械を自社で3台所有活用して長崎の街づ
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。
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株式会社�玉木建設
代表者名 代表取締役　玉木　隆治
設立年月日 1973年6月1日
会社所在地 長崎市椎の木町8番11号
電話番号 095-821-0309
ＦＡＸ 095-821-0215
メールアドレス info@tamaki-grp.com
ＨＰアドレス https://tamaki-grp.com/
担当者 代表取締役　玉木　隆治
支店・営業所等 福岡営業所・久留米営業所
直近の売上高 6億3,400万円
従業員数 19名
事業内容 総合建設業（建築一式・土木一式）

医療設備工事

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

2024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

医療施設のMRI・CT室等の特殊防護工事を必要とする新築・改修工事で実績
を伸ばしております。

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　川原　弥恵
支店・営業所等 島原営業所
直近の売上高 15億9,300万円
従業員数 45名
事業内容 土木工事業、とび・土工工事業、

鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅ
んせつ工事業、水道施設工事業、
解体工事業

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

2024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

当社は「豊かな社会生活の基盤となる社会資本充実の創造企業」を目指し、社
員全員の個性・能力を高め、新しい技術・設備を積極的に取り入れることにより、
地域社会に信頼・貢献できる企業活動を実施しております。
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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28日
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 n-seibu1@estate.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス https://nagasakiseibu.co.jp/
担当者 工事部　三浦　愛希良
支店・営業所等 香焼工事事務所、諫早営業所、島

原営業所
直近の売上高 約14億9,000万円
従業員数 48名
事業内容 土木一式、とび･土工、補修工（橋梁、

トンネル）、建築一式、耐震補強、外壁
改修、防水、塗装、上下水道、銅構造物、
解体工、港湾･漁港･漁場造成･浚渫

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

2024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
  
  
  

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14日
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 terao-corp@izu.bbiq.jp
ＨＰアドレス   
担当者 寺尾　親吾
支店・営業所等   
直近の売上高 4億7,200万円
従業員数 17名
事業内容 公共土木工事、上下水道工事等

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

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 若干名
技術職　大卒（短大・専門含） 若干名
技能職　高卒（普通含） 若干名
技能職　大卒（短大・専門含） 若干名
  
  

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。
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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 22億8,000万円
従業員数 30名
事業内容 土木工事、建築工事（県内の工事

現場での施工管理）

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

2024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

設立78年の歴史があり、県内の多様な建物を造ってきた実績があります。
良好な人間関係と穏やかな社風で働きやすい環境です。

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（やなぎうち）
支店・営業所等 建設事業部：長崎・福岡

船舶事業部：長崎・佐賀・福岡・熊
本・大分・山口・広島・岡山・兵庫・
愛媛・香川・静岡・神奈川・新潟・
宮城・北海道

直近の売上高 215億8,600万円
従業員数 397名
事業内容 建築内装、船舶居住区製造

2023年春採用予定
技能職　大卒（短大・専門含） 2名
事務職　高卒（普通含） 3名
事務職　大卒（短大・専門含） 6名

  
  
  
  
  
  

自社
PR

建設事業は、長崎・福岡を拠点として、九州一円の商業施設内装工事や分譲・
賃貸マンションなどの建築工事を行っています。船舶事業は、国内外の取引先
造船所で建造される様々な船の居住空間を製造しています。
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株式会社�日東建設
代表者名 代表取締役　大田　光敏
設立年月日 1957年2月1日
会社所在地 長崎市飽の浦町9番4号
電話番号 095-861-3207
ＦＡＸ 095-861-3278
メールアドレス info@nittoh-co.jp
ＨＰアドレス http://www.nittoh-co.jp
担当者 総務部　大田
支店・営業所等 　
直近の売上高 9億9,290万円
従業員数 22名
事業内容 建設工事、土木工事、とび・土工

工事、水道施設工事、ライニング
工事

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
事務職　高卒（普通含） 1名

2024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

創業65年。学校等、大型公共施設や個人住宅の新築、リフォーム工事、一般
土木工事、給排水ライニング工事を手掛けており、グラバー住宅や出島和蘭商
館といった歴史建造物の工事を得意としています。

錦建設工業�株式会社
代表者名 代表取締役　前田　大介
設立年月日 1969年2月
会社所在地 長崎市小江原5丁目8番22号
電話番号 095-846-6111
ＦＡＸ 095-845-2731
メールアドレス nishiki@nishikikk.co.jp
ＨＰアドレス http://www.nishikikk.co.jp/36.

html
担当者 工事部　田口　修
支店・営業所等   
直近の売上高 6億7,959万円
従業員数 17名
事業内容 土木工事業

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 2名

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 2名
  
  
  
  
  

自社
PR

弊社は、"誠意・和・努力”をスローガンに、公共工事を中心とした現場監督業
務を行っております。近年では、情報化施工を積極的に取り入れ、最先端の施
工管理を目指しています。
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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 23億7,000万円
従業員数 183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

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

2024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。

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 h.yamashita@hiraki-gp.co.jp
ＨＰアドレス http://www.hiraki-gp.co.jp/
担当者 土木部　山下　泰史
支店・営業所等   
直近の売上高 7億9,194万円
従業員数 86名
事業内容 土木事業、産廃事業、圧接事業

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

2024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業務を行っており、工事現場の運営を行います。弊社では
若い力を育てていこうと教育や資格取得に力を入れております。又、産廃・圧接
事業と幅広い事業で業績もあり、安心できる職場環境です。

13



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番地3
電話番号 095-865-0674
ＦＡＸ 095-865-5480
メールアドレス marueigumi@mxb.cncm.ne.jp
ＨＰアドレス https://www.marueigumi.jp
担当者 総務部　田島　一成
支店・営業所等   
直近の売上高 13.1億円（2021年度）
従業員数 29名
事業内容 【総合建設業】土木工事、建築工事、とび・

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

【宅地建物取引業】土地・建物の売買等、賃
貸物件管理等

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

2024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

常に人と社会の未来を見つめながら『思いやり』の心をもって日常生活から仕事
まで取り組むようにしております。地元長崎の発展のため、安全・安心な街づく
りに貢献していきたいと思います。

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 15億円
従業員数 80名
事業内容 土木工事、舗装工事、電気軌道工事

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

2024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

大正6年創業。長崎の町と歴史を同じく成長してきた企業であり、安定した雇用
継続を実施しており、資格取得支援、資格手当、住宅手当等支給。原則週休2
日勤務、独身用社宅有り。
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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 mutoh-k@mutoh-k.co.jp
ＨＰアドレス https://www.mutoh-k.co.jp
担当者 営業部　武藤　主税
支店・営業所等 　
直近の売上高 10億7,700万円
従業員数 30名
事業内容 総合建設業（土木・建築ほか）

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

2024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

公共・民間工事において、多くの実績を重ねてまいりました。（受賞実績も多数
あり）近年、若い世代のメンバーが増えてきており、現場の事務をサポートする
建設ディレクターを育成するなど、働く環境の改善にも全力で取り組んでいます。

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
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@yamasoukensetsu.jp
ＨＰアドレス https://yamasoukensetu.jp/
担当者 経理課　山口　伸太郎
支店・営業所等 時津綜合事務所（西彼杵郡時津町

西時津郷1000-157）
直近の売上高 7億4,732万円
従業員数 10名
事業内容 建築の設計・積算・施工管理等を

行う総合建設業

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

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 2名
事務職　高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

20代～ 60代までの従業員が、自ら考え、行動し、力を合わせて仕事に取り組
んでいます。建設業を通して幅広く地元長崎に貢献する事を目指した企業です。
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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�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 採用担当　山﨑、宇戸
支店・営業所等 長崎営業所
直近の売上高 30億
従業員数 46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、学校、
病院、商業施設等の公共・民間工
事の施工。北部九州エリアにも事
業を拡大しています。

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
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

2024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

自社
PR

「仕事を通じ地域社会の発展に貢献する」を経営理念に掲げ、地元のみならず、県内外での多くの建築工事
を手掛けています。これまでの実績によりお客様からの高い評価と信頼を得られたからこそ、地域の大型案
件にも挑戦する事ができています。「自分たちの街は自分たちでつくる」ことを実感できる会社を目指しています。

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 総合企画部　渡邊・石岳
支店・営業所等 長崎市、福岡市
直近の売上高 65億1,500万円
従業員数 87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）

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

「まごころと技術で創る」をスローガンに地場で頑張る建設会社です！建築・土木現場の施
工を管理し、その街に一つしかないものを創造しています。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会社で、県内でも有数の実績を上げています。
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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
直近の売上高 50億円
従業員数 108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

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

2024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。

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 4億4,000万円
従業員数 15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
確かな技術力で地域に密着し、地元佐世保を中心に家
づくりを72年続けてきました。新築・注文住宅をはじめ、
中古住宅・マンションのリノベーションを施工しています。

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

2024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
とができるのが特徴です。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
仕事を経験できます。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。
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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 9億3,111万円
従業員数 50名
事業内容 港湾土木工事、陸上土木工事、建

築工事

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

2024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。

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 4億7,400万円
従業員数 20名
事業内容 土木･建築工事一式

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

2024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

一つのモノを皆で作り上げる仕事です。20代～ 60代と幅広い年齢層のスタッフで行っ
ておりますので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ことが出来るようになり心身ともに成長できます。
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株式会社�興南商工
代表者名 代表取締役　南　昌幸
設立年月日 1973年11月20日
会社所在地 佐世保市白岳町1004番地4
電話番号 0956-32-1652
ＦＡＸ 0956-32-1717
メールアドレス cosan-shoco@tempo.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス https://conan-shoco.com
担当者 総務　森　絵美
支店・営業所等 　
直近の売上高 8億9,000万円
従業員数 28名
事業内容 土木・建築、開発事業を主とし、

県内の道路インフラ整備工事、造
成工事、港湾・河川工事、橋梁工事、
住居、公共施設の新築、改修工事
の施工を行っている企業です。

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

2024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

人を守り、未来により良い環境をのこすことに取り組んでいます。高い技術・技
能を持つ人材の育成をすることで、地域社会や街を、そして人々の心を豊かにし
ていきます。私たちと一緒に働きませんか？

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 11億円
従業員数 15名
事業内容 陸上土木工事、建築工事、港湾工事

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

2024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�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 18億円
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

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 2名

2024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48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。

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 30億4,100万円
従業員数 126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

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

2024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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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 9億6,630万円
従業員数 25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

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

2024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。

株式会社�渕上建設
代表者名 代表取締役社長　淵上　仁
設立年月日 1991年12月24日
会社所在地 佐世保市相浦町1626
電話番号 0956-48-6006
ＦＡＸ 0956-56-7230
メールアドレス sp7968p9@aria.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.fuchigami-kensetsu.

com/
担当者 総務部　今村
支店・営業所等   
直近の売上高 13億円
従業員数 25名
事業内容 公共工事（建設、土木、管、電気）、民

間（宅地造成、戸建て）を行っておりま
す。特に公共工事ではあらゆる部門で
の工事を受注し施工を行っております。

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

2024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

当社は従業員の平均年齢も40歳と若く活気のある会社です。また、管理部門と自社直営施工班もあり従事したい
職種を選択可能です。特に当社は建築、土木、管、電気と多岐に施工を行っているため職種選択の幅も広がります。
管理部門が苦手という方は直営で管工事の施工も行っておりますので現場での施工に従事することも可能です。
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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 15億6,700万円
従業員数 54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

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

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名
技能職　高卒（普通含） 3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�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 工事部　廣津　真也
支店・営業所等   
直近の売上高 7億円
従業員数 33名
事業内容 土木工事、とび・土工工事、石工事、

管工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
塗装工時、水道施設工事、解体工
事、建築工事

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

2024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

当社では近年、生産性の向上に向け、i-costruction「ICT重機」等を自社導入し、
ICT施工に積極的に取り組んでおります。3次元データ作成及びICT施工に対応
できる技術者、重機運転手の育成に努めていきます。詳しくはHPをご覧下さい。
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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 46億1,511万円
従業員数 106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

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） 2名

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 4名
技能職　高卒（普通含） 2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。

株式会社�マサオ興産
代表者名 代表取締役　谷山　繁記
設立年月日 1995年9月11日
会社所在地 佐世保市瀬戸越町449番地1
電話番号 0956-59-7371
ＦＡＸ 0956-59-7381
メールアドレス info@masaokousan.jp
ＨＰアドレス   
担当者 小川　一成
支店・営業所等   
直近の売上高 6億5,342万円
従業員数 20名
事業内容 総合建設業

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 4名

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 4名
  
  
  
  
  

自社
PR

総合建設業として、公共・民間工事をメインとしており、年間を通して仕事が切
れた事がありません。社内研修旅行を年1回行っており、コロナあけに、また、
実施予定です。
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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 6億1,000万円
従業員数 28名
事業内容 土木工事、建築工事、電気工事

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

2024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
  
  
  

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�山口組
代表者名 代表取締役　前田　秀樹
設立年月日 1957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 32億1,800万円
従業員数 131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

2023年春採用予定
技術職　大卒（短大・専門含） 6名
技能職　高卒（普通含） 7名
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

2024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） 5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 11億2,200万円
従業員数 16名
事業内容 土木工事業、建築工事業、とび･土

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

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 1名

2024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。資格を取得する際は、全面的にサポート致します。

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11億300万円
従業員数 30名
事業内容 土木工事業、建築工事業、とび･土

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

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
事務職　高卒（普通含） 1名

2024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

社員が同じスピリッツを分かち合い、地道に丁寧に粛々と仕事を進める。この繰
り返しで創業以来大きな事故もなく、高い信頼と評価をいただいてきました。
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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 山口　義和
支店・営業所等 佐世保市
直近の売上高 12億4,120万円
従業員数 30名
事業内容 建築工事、土木工事

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
事務職　高卒（普通含） 1名
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

 営業職

2024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　大卒（短大・専門含） 1名

 営業職

自社
PR

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る他、道路工事、宅地造成など土木工事も行って
います。また、技術者の育成のため、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 24億600万円
従業員数 64名
事業内容 港湾漁港工事、魚礁工事、道路、

河川工事、建築工事

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

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名
技能職　高卒（普通含） 1名
事務職　高卒（普通含） 1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 7億4,000万円
従業員数 49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

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

2024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。

株式会社�ダイコウ建設
代表者名 代表取締役　橋元　隆典
設立年月日 1986年4月1日
会社所在地 佐世保市宇久町平265-4
電話番号 0959-57-2377
ＦＡＸ 0959-57-3169
メールアドレス daikou@tulip.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　橋元　雄司
支店・営業所等 生月支店（平戸市）
直近の売上高 5億円
従業員数 30名
事業内容 港湾土木工事、一般土木工事

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
事務職　高卒（普通含） 1名
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

2024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
事務職　大卒（短大・専門含） 1名

自社
PR

昭和61年4月設立し、今年で36年になる当社は、主に港湾土木工事を請け負
い佐世保市宇久町、平戸市生月町を拠点に事業を行っています。私達は「若い力」
を待っています。
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久建設�株式会社
代表者名 久田　弘文
設立年月日 1968年
会社所在地 松浦市志佐町里免314-6
電話番号 0956-72-3141
ＦＡＸ 0956-72-1787
メールアドレス hisashic@gaea.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス http://www.hisashikensetsu.com
担当者 久田　沙也香
支店・営業所等 　
直近の売上高 2億879万円
従業員数 12名
事業内容 久建設は、「地域の安全安心、そして住

む人の豊かで笑顔あふれる生活」を創
るために、道路や下水道の整備、そして、
災害復旧工事などの仕事をしています。

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

2024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

未来へつながる若手、機動力を求めています。仕事難しそうだな、、、と感じる方
も安心してください！ベテラン職員が入社後3 ヶ月間は実務指導、教育支援を行
います。年次有給休暇、退職金制度など福利厚生も充実しています。

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番地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 12億309万円
従業員数 52名
事業内容 土木工事業、しゅんせつ工事業、

建築工事業、水道施設工事業、と
び・土工工事業、石工事業

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） 2名
技能職　大卒（短大・専門含 ）2名

2024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） 2名
技能職　大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

創業71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。昨年は
Nぴか認証も受け、健康や働き方改革に重点をおき社員の働きやすい環境を構築していま
す。また長崎県版SDGsにも登録し、2030年の目標達成に向けた取組みを推進しています。
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諫 早 支 部
新規学卒者採用予定有り
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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

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名

2024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。

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 1974年12月
会社所在地 諫早市小野島町21番地
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 https://ono-kk.jp
担当者 営業部　今塩屋　和義
支店・営業所等   
直近の売上高 5億8,961万円
従業員数 41名
事業内容 土木工事・舗装工事

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
技能職　高卒（普通含） 3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

2024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
技能職　高卒（普通含） 3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

当社は道路や駐車場のアスファルト舗装や、土木構造物等の施工、またそれに
係る設計や管理を行っている会社です。福利厚生の充実や、労働時間の短縮等
働き方改革への取り組みも積極的に行っています。
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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
支店・営業所等   
直近の売上高 14億3,034万5千円（令和2年度）
従業員数 43名
事業内容 土木一式工事、港湾工事、解体工

事他

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

2024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

橋梁下部工事を得意としており、重機も多種所有し、色々な工事が経験できます。
長年の実績があり、過去には長崎バイパス工事、普賢岳の復旧工事に携わって
まいりました。

新菱テック�株式会社
代表者名 代表取締役　種池　典之
設立年月日 1979年6月1日（創業:1957年7月12日）
会社所在地 諫早市平山町310番地
電話番号 0957-24-1978
ＦＡＸ 0957-24-2833
メールアドレス contact@shinryoutech.co.jp
ＨＰアドレス www.shinryoutech.co.jp
担当者 総務　瀬戸口　由紀子
支店・営業所等   
直近の売上高 3億3,100万円
従業員数 7名
事業内容 地盤改良、構造物補修・補強、推進・立坑・その他付帯、

管更生、ポリウレア樹脂スプレコティング等の特殊専門土
木工事の調査、設計、施工、管理。上記工事現場での現
場管理業務又は補助。事務所での書類作成等。具体的な
内容は、発注者、協力業者との打合せ、施工記録写真の
撮影、寸法等の測定、安全管理等々です。事務所では、
現場管理業務に付随して必要な書類図面等を作成します。

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

2024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
  
  
  
  

自社
PR

社員のほとんどは入社時に当社の事業内容は未経験者でしたが、少しずつ当社社員及び実際に作業する協力業者の
方々に教えてもらいながら、コミュニケーションを図って、知識と経験を蓄えています。それぞれ分野により得手不得手
もありますが、社長を含め全員でフォローできる体制も整えていますので、安心してチャレンジして下さい。女性でも活
躍できる業務内容です。当社を含むグループ会社（親会社は福岡）は16社250名でグループ内でも業務連携しています。
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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 http://seisyu.co.jp/
担当者 経理　中村　奈保
支店・営業所等 雲仙営業所
直近の売上高 9億3,000万円
従業員数 33名
事業内容 公共工事の元請、下請土木・港湾

工事

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
事務職　高卒（普通含） 1名

2024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

他社に比べ若手社員が多く、新入社員の方には優しく１から仕事を教えます。資
格も会社が費用負担してどんどん取れます。

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 https://daiki-kk.com/
担当者 管理部　井上
支店・営業所等 雲仙営業所
直近の売上高 14億9,000万円
従業員数 41名
事業内容 土木工事・舗装工事・建築工事

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
事務職　高卒（普通含） 1名

2024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
事務職　高卒（普通含） 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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中島建設�株式会社
代表者名 代表取締役　中島　一也
設立年月日 1976年8月7日
会社所在地 諫早市森山町下井牟田2382番地１
電話番号 0957-35-2126
ＦＡＸ 0957-35-2127
メールアドレス k2126@orange.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 山口　秀人
支店・営業所等   
直近の売上高 7億300万円
従業員数 22名
事業内容 土木工事業

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

2024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

「誠実・信望・持続」を基本理念とし、企業活動を通じて社会の発展に貢献する。
技術職・技能職、共に男女問わず歓迎します。

株式会社�野副建設
代表者名 代表取締役　野副　隆一郎
設立年月日   
会社所在地 諫早市高来町東平原266番地1
電話番号 0957-32-5411
ＦＡＸ 0957-32-5488
メールアドレス honsya@nozoe-k.com
ＨＰアドレス http://nozoe-k.com
担当者 野副　隆一郎
支店・営業所等   
直近の売上高 15億4,199万6千円
従業員数 45名
事業内容 土木・建築・一般住宅・型枠

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） 10名
技能職　大卒（短大・専門含） 2名

2024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） 10名
技能職　大卒（短大・専門含） 2名
  
  

自社
PR

当社は、常に新しき事や可能性にチャレンジする精神で業務に取り組み、近年
は県内に留まらず九州各地からも仕事を頂き、施工実績を重ねています。
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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 12億2,400万円
従業員数 30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

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3名

2024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。

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 ht tps://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 5億400万円
従業員数 23名
事業内容 道路改良工事、管布設工事、橋梁

下部工工事、河川改修工事　他

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

2024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っています。
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吉川建設�株式会社
代表者名 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 41億円　※昨年、事業年度を変更

したため、9 ヶ月間の実績
従業員数 133名
事業内容 総合建設業（土木工事業、舗装工

事業、建築工事業）及びアスファ
ルト合材の製造･販売 他

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） 5名

2024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） 5名
  
  
  
  

自社
PR

「一本の道から未来を拓く」
確かな技術力で、最良の作品を遺し、地域社会に貢献する会社です。感謝の気
持ちを忘れず、明るい未来を拓く取り組みを進めていきます。

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 ht tp : //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

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

2024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。技術職希望
の方は、積算から工事受注、実行予算作成から現場管理を。技能職希望の方は、
主に塗装の作業方法を学んで頂きます。それぞれ資格取得のサポートをします。
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株式会社�吉次工業
代表者名 吉次泰祐
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 25億3,500万円
従業員数 45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

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

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 1名
技能職　大卒（短大・専門含） 1名
  
  

自社
PR

建築工事ではビル、マンション、商業施設等、土木工事では道路、橋の整備、
造成の施工を行い工程管理や安全管理、品質管理や必要書類の作成などの管
理業務が主な業務になります。働き方改革も行っており、働きやすい環境です。
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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 https://www.kajiharajitsugyo.

co.jp
担当者 代表取締役　梶原　徹也
支店・営業所等   
直近の売上高 2億8,636万円
従業員数 35名
事業内容 プレストレスト・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（Ａランク認
定業者）からの一般土木工事施工管理。

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

2024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

技術者、作業員とも月給制として昨年から就業規則を4週8休としています。
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現場を目
指す。

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14日
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 2億3,865万6千円
従業員数 9名
事業内容 総合建設業（土木・建築・鋪装他）

主に公共工事を請け負っています。

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

  
  
  
  
  
  

自社
PR

高品質の施工、顧客ニーズに応える信頼度
真に豊かな社会づくりに貢献し、適切な資源の活用をモットーに頑張り続けます。
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株式会社�鈴木建設
代表者名 代表取締役　鈴木　義行
設立年月日 1980年4月7日
会社所在地 大村市池田二丁目1194番地3
電話番号 0957-53-8022
ＦＡＸ 0957-52-4209
メールアドレス suzukidoboku@ion.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　牟田
支店・営業所等 本店
直近の売上高 3億3,854万4千円（税抜）
従業員数 43名
事業内容 建設業（土木、とび、土工、舗装、解体）、

一般貨物自動車運送事業、長崎県産業
廃棄物処理業、長崎県産業廃棄物収
集運搬業、佐賀県廃棄物収集運搬業、
長崎県リサイクル製品認定（路盤材）

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 2、3名
技能職　高卒（普通含） 2、3名
事務職　高卒（普通含） 1名

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 2、3名
技能職　高卒（普通含） 2、3名
事務職　高卒（普通含） 1名
  

自社
PR

自社は建設業、運送業、リサイクル業を行っており、県内外の会社とお取引させ
て頂いております。職種として、土木部、重機部、運輸部（ダンプ班、回送班）
があります。技術職、技能職など随時募集しております。

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番地
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 15億7,616万円（R3.9月期）
従業員数 34名
事業内容 総合建設業（土木･建築･舗装工事）

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

2024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

弊社の経営理念『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
に働き方改革へ積極的に取り組み、働きやすい職場を構築し、持続的な成長と発展を
目指すことと、感謝の気持ちを忘れず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 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 営業　中村　友久
支店・営業所等 島原支店、長崎県アスファルト合材

センター
直近の売上高 13億円
従業員数 34名
事業内容 総合建設業

2023年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3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） 2名

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 3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） 2名

自社
PR

創立100周年に向けて、「健康・環境・革進」をかかげ、時代に合った働き方を
整備し、地域に更に求められる企業を目指して邁進しています。

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　光井　浩
支店・営業所等   
直近の売上高 29億3,200万円
従業員数 58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

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） 4名
技能職　高卒（普通含） 2名

2024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
  
  
  

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。2023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。
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島 原 支 部
新規学卒者採用予定有り
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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 27億6,500万円
従業員数 34名
事業内容 総合建設業、宅地建物取引業

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

2024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
技能職　大卒（短大･専門含） 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 1982年4月14日
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 5億9,597万7千円
従業員数 25名
事業内容 建設業、リサイクル事業

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

2024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

弊社は建設業を営み、特に公共土木工事を中心にして、リサイクル事業も行い、
経営健全化を計っています。若い人材を求めています。
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柴﨑建設�株式会社
代表者名 柴﨑　優
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　中島　真一郎
支店・営業所等   
直近の売上高 12億2,200万円
従業員数 30名
事業内容 土木工事、建築工事

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

2024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番地
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　哲
支店・営業所等 雲仙営業所、南島原営業所、長崎

営業所
直近の売上高 8億8,739万7千円
従業員数 32名
事業内容 総合建設業

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

2024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

当社は、土木、建築工事を行っており、土木工事では雲仙砂防工事、無人仙施
行をJVで施工しました。建築工事では復興アリーナ、雲仙岳災害記念館をJVで
施工しました。
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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 2億480万円
従業員数 14名
事業内容 土木工事、舗装工事

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

2024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、ほ装工事等の施工･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番地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 44億円
従業員数 98名
事業内容 総合建設業

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

2024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

技術職員のほか建設ディレクターも今年度募集予定です。また、「女性活躍推
進宣言」に合わせて女性雇用の創出、「健康経営優良法人2022」の取得等、
SDGsや働き方改革にも積極的に取組んでいます。
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株式会社�寺尾建設
代表者名 寺尾　孝幸
設立年月日 1972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@gaea.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス https://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 建設業（土木工事一式）

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

2024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

長崎県下全域で土木工事を手掛ける会社です。2022年で創業50年を迎え、地元島
原半島を中心に長きにわたり長崎県のインフラ整備に貢献しています。時代に合わせ
社内制度や労働環境を変え、社員一人ひとりが働きやすい環境づくりを整備しています。

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 8億5,990万6千円
従業員数 43名
事業内容 土木工事業，大工工事業，とび・土工工事業，屋

根工事業，鋼構造物工事業，舗装工事業，板金工
事業，塗装工事業，内装仕上工事業，造園工事業，
水道施設工事業，建築工事業，左官工事業，石工
事業，タイル・レンガ・ブロック工事業，鉄筋工事業，
しゅんせつ工事業，ガラス工事業，防水工事業，熱
絶縁工事業，建具工事業，管工事業，解体工事業

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
事務職　高卒（普通含） 1名
事務職　大卒（短大･専門含） 1名

2024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
事務職　大卒（短大･専門含） 1名

自社
PR

近年の異常気象による自然災害により様々な被害が生じています。防災と環境
保全を両立した新しい斜面防災の技術でその災害を未然に防ぎ、安全で安心し
て暮らせる地域を創造することが私たちの使命です。
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鳥田組�株式会社
代表者名 代表取締役　鳥田　力
設立年月日 1973年1月18日
会社所在地 島原市西町丙1235番地
電話番号 0957-62-4022
ＦＡＸ 0957-63-7624
メールアドレス torita@shimabara.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務　荒木
支店・営業所等   
直近の売上高 6億円
従業員数 28名
事業内容 建築及び土木工事請負業、生コン

クリートの製造販売、産業廃棄物
の収集運搬業

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

2024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

弊社は主に、官公庁・民間企業からの依頼いただいた土木工事・建設工事を幅
広く行う会社です。何もない場所に少しずつ道路ができてゆく、みんなでつくり
あげる一体感と完成した時の達成感を味わえます。

株式会社�野崎組
代表者名 代表取締役　野﨑　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 nozakinet-online@himawarinet.

ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　野﨑　千鶴
支店・営業所等   
直近の売上高 1億8,000万円
従業員数 12名
事業内容 陸上土木工事（道路・河川・公園

整備工事など）主に公共工事で、
街造りをしています。

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

2024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

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
すので建設未経験の方でも大丈夫です。残業はほぼありませんし、大型連休もありますので仕
事とプライベートどちらも充実させることができます。仕事も遊びも頑張りたい人を待っています。
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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 https://n-hiraogumi.jp/
担当者 常務取締役　平尾　賢吾
支店・営業所等   
直近の売上高 5億1,200万円
従業員数 29名
事業内容 土木工事業・建築工事業・大工工事業・左官工事業・

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

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

2024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。島原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

本田建設�株式会社
代表者名 代表取締役　本田　悦弘
設立年月日 1958年9月
会社所在地 島原市有明町大三東戌705番地
電話番号 0957-68-0171
ＦＡＸ 0957-68-2331
メールアドレス hkmhst@piano.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス ht tps : //honda - const ruction .

amebaownd.com
担当者 代表取締役　本田　悦弘
支店・営業所等 南島原営業所
直近の売上高 7億7,000万円
従業員数 20名
事業内容 土木、建築工事

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

2024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

島原半島を中心に、官公庁及び民間工事の土木工事・建築工事を施工しています。
4週8休の取組と3次元ソフトを使用した土木・建築の施工に取り組んでいます。
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株式会社�松尾組
代表者名 代表取締役　松尾　康則
設立年月日 1949年12月
会社所在地 南島原市南有馬町1220第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 5億5,877万円
従業員数 68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

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
技能職　大卒（短大･専門含） 1名

2024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
技能職　大卒（短大･専門含） 1名
  
  

自社
PR

常に時代の流れとともに成長できる“人材育成と組織力強化”に取り組んでいま
す。5・10年後に次の担い手となるリーダーの募集をお待ちしております。

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 作成中につきinstagramをご覧下さい。
担当者 本村
支店・営業所等 南島原営業所
直近の売上高 2億5,000万円
従業員数 18名
事業内容 建築工事、土木工事、型枠工事

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） 2名

2024年春採用予定
技術職　高卒（普通含） 1名
技能職　高卒（普通含） 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。
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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 11億3,000万円
従業員数 34名
事業内容 総合建設業

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

2024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

｢街づくりは人づくり｣ を理念とし、島原半島を中心に、土木・建築の公共工事、
また、医療・福祉施設や住宅等の民間建築工事を手掛けています。i-Construction
や週休2日にも積極的に取り組み、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�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 8億円
従業員数 20名
事業内容 土木　とび・土工　管　鋼構造物

舗装　しゅんせつ　塗装　造園
水道施設　解体

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

2024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。

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 12億734万円
従業員数 49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

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

2024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。

53



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 9億7,300万円
従業員数 34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

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

2024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。

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 2億8,918万円
従業員数 19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

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

2024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�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 https://sites.google.com/view/

toho/
担当者 桐谷　孝芳
支店・営業所等   
直近の売上高 5億6,530万円
従業員数 15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

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

2024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。

株式会社�中原建設
代表者名 代表取締役　中原　康博
設立年月日 1976年10月
会社所在地 対馬市峰町吉田186-1
電話番号 0920-83-0611
ＦＡＸ 0920-83-0861
メールアドレス tsushima@nakahara131.co.jp
ＨＰアドレス http://c-nakahara.com/company/
担当者 総務部
支店・営業所等 〈福岡支社〉福岡市博多区豊2-6-1-101
直近の売上高 　
従業員数 58名
事業内容 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
早く出勤し、地元の地域防災にも
貢献しております。

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） 2名
事務職　大卒（短大・専門含） 2名

2024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） 2名
事務職　大卒（短大・専門含） 2名

自社
PR

建設会社は「ものづくり」の会社です。地域密着型をモットーに関わる全ての皆
様との信頼関係を大切にしております。人と人とのつながりが人を成長させ、会
社を成長させます。互いに切磋琢磨し、地域を盛り上げていきましょう。
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株式会社�ハラダ
代表者名 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.jp/
担当者 原田・三槻
支店・営業所等   
直近の売上高 8億円
従業員数 35名
事業内容 土木一式、港湾工事、舗装工事他

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

2024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

弊社は新技術の導入や人材育成に力を注ぎ、社員一丸となって地域社会への貢
献に努めています。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。

株式会社�三槻組
代表者名 代表取締役　三槻　太
設立年月日 1972年10月19日
会社所在地 対馬市上県町犬ヶ浦317番地2
電話番号 0920-85-0208
ＦＡＸ 0920-85-0802
メールアドレス mitsuki@fancy.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス https://mitsukigumi.jp/
担当者 三槻・南
支店・営業所等 　
直近の売上高 5億1,700万円
従業員数 31名
事業内容 陸上・港湾工事、その他建設業全

般、木耳栽培、ドームハウス

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

2024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

総合建設業を主にドームハウスを活用した木耳栽培等を行っています。弊社は、蓄積
した固有技術と品質管理技術に継続的な改善を加え、地域社会に対する貢献を礎に
満足と信頼を得ることを目指し、全ての業務おいて『安全かつ高品質』を提供致します。
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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.ne
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

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

2024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 4億5,100万円
従業員数 28名
事業内容 総合建設業（特定建設業）

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

2024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。令和3年度より完全週休二日制を取り入れ、社員が長く
働ける様、さらなる「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12月1日
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
支店・営業所等 奈留、長崎、対馬
直近の売上高 16億円
従業員数 59名
事業内容 土木工事（トンネル・道路･河川･港湾）

建築工事(建築工事の施工・建築設
計業務）

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
技能職　高卒（普通含） 5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

2024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） 5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

弊社は防衛局、大阪航空局、長崎県知事などから工事表彰を受ける技術力の高
い建設会社です。職場環境は有給消化率はほぼ100％など良好です。令和5年
4月より完全週休2日制になります。
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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 0969-52-3782
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 16億5,000万円
従業員数 83名
事業内容 港湾土木工事、陸上土木工事、建

築工事

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

2024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。

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 26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

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

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）の受け入れ、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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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 13億448万5千円
従業員数 44名
事業内容 陸上土木工事、港湾土木工事、建

築工事

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

2024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。

大宝建設�株式会社
代表者名 柴田　久直
設立年月日 1973年9月2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 総務部　柴田　則子
支店・営業所等   
直近の売上高 5億5千万円
従業員数 35名
事業内容 土木一式、建築一式、造園、管

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

2024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

我社は顧客第一主義をモットーに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。地域社会、お客様、社員と家族すべてに安心と安全を
もたらす大宝建設株式会社です。
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株式会社�花村潜建
代表者名 花村　貞弘
設立年月日 1988年7月27日
会社所在地 五島市吉久木町159-1
電話番号 0959-75-0260
ＦＡＸ 0959-75-0775
メールアドレス info@hanamura-s.co.jp
ＨＰアドレス hanamura-s.co.jp
担当者 総務
支店・営業所等   
直近の売上高 2億8,472万円
従業員数 25名
事業内容 港湾工事（潜水）を主に行っています。

2024年春採用予定
技術職　大卒（短大・専門含） 1名
  
  
  
  

自社
PR

港湾潜水作業をはじめ、土木作業、陸上・洋上風力設備メンテナンス作業と幅
広い分野でみなさまのご要望に沿うことのできる、社会インフラ整備の“縁の下
の力持ち”となることを目指しています。未経験者も大歓迎です！

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1日
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 suetsugu@hashimotogumi.biz
ＨＰアドレス http://www.goto-hashimotogumi.

com/
担当者 総務部　橋本　麻里子
支店・営業所等   
直近の売上高 3億958万6千円
従業員数 27名
事業内容 長崎県及び五島市発注の土木工事

を主体としています。

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

2024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

当社は情報化施工やi-constructionの促進等、新技術の活用に注力し、現場で
の省略化や品質向上に努めています。昨年度はレーザースキャンカメラを搭載し
たドローンを導入し、施工管理の３Ｄ化を行いました。
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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 2億2,800万円
従業員数 21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

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

2024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

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。土日休みを
基本とし、有給休暇取得の推奨、産休育休の取得などワークライフバランスを重視
し、仕事とプライベートが充実できるように従業員が働きやすい環境を整えています。

株式会社�浜田組
代表者名 代表取締役　浜田　哲男
設立年月日 1965年6月25日
会社所在地 南松浦郡新上五島町小串郷1020番地
電話番号 0959-55-2026
ＦＡＸ 0959-55-2061
メールアドレス K.hamada@abeam.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務課　青山　信之
支店・営業所等   
直近の売上高 7億3,760万円
従業員数 35名
事業内容 ・ 土木工事業・建築工事業・水道施設工事業の工

事を主に受注し工事を行っております。
・ 主に公共工事（県・町等の工事を施工しております）
・食品事業部に於ける、天日塩の製造・販売
・フランチャイズ形態による飲食店経営

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

2024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

公共事業を通して、地域社会に貢献するとともに、より安全で、より良い品質を、より早く完
成させております。優秀工事表彰として長崎県知事表彰や五島振興局長表彰を受賞しており
ます。わが社では、資格取得のサポートが厚く事前講習から試験まで完全バックアップをおこ
なっております。勤続年数が長い従業員が多く、そのほとんどが国家資格を取得しております。
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長 崎 支 部
新規学卒者2023春-2024春

採用予定なし
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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 45億円
従業員数 43名
事業内容 建築工事、土木工事、解体工事

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。

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 095-848-8855
メールアドレス choko@tn-ck-sy.co.jp
ＨＰアドレス https://tn-ck-sy.co.jp
担当者 総務部　太田
支店・営業所等   
直近の売上高 5億8,416万円
従業員数 12名
事業内容 土木工事、法面保護工事、造園業、ほ装工事、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INFRASTRUCTUREの整備を行っている会社です。
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佐世保支部
新規学卒者2023春-2024春

採用予定なし
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株式会社�サンキョウD＆A
代表者名 代表取締役　土井　庸正
設立年月日 2017年7月20日
会社所在地 佐世保市折橋町54-26
電話番号 0956-24-2889 ＦＡＸ 0956-22-1585
メールアドレス sankyokensetsukougyo@ever.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務　松永
支店・営業所等   
直近の売上高 3億1,300万円
従業員数 13名
事業内容 土木・建築施工　一級建築士事務所

自社
PR   

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番地
電話番号 0956-22-2128 ＦＡＸ 0956-42-7216
メールアドレス saikai-g@juno.ocn.jp
ＨＰアドレス http://www.saikai-chiken.ecnet.jp/
担当者 総務部
支店・営業所等   
直近の売上高   
従業員数 21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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株式会社�とみたメンテ
代表者名 富田　耕司
設立年月日 1981年6月6日
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 富田　浩太郎
支店・営業所等   
直近の売上高 12億5,000万円
従業員数 13名
事業内容 建築の設計、施工、メンテナンス業務、建築に伴う土木工事、塗装、

解体

自社
PR

社員が大切な財産であるという考えで教育指導に力を注いでいくことで、お客
様に喜んで頂ける作品を創ります。

松﨑建設工業�有限会社
代表者名 代表取締役　松﨑　善介
設立年月日 1953年5月8日
会社所在地 佐世保市瀬戸越町4丁目6-44
電話番号 0956-42-9880 ＦＡＸ 0956-42-9881
メールアドレス keiri@matuzaki-kensetukogyo.co.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務　松﨑　洋子
支店・営業所等   
直近の売上高 2億6,222万円
従業員数 7名
事業内容 総合建設業

自社
PR

昭和3年、創業以来、順調に業績を伸ばし、信頼をも得ている。従業員も和気
あいあいとして、「未来・夢・実現それが私たちの願いです」をモットーに日々
頑張っている。
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北 部 支 部
新規学卒者2023春-2024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 1981年8月1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 5億8,300万円
従業員数 36名
事業内容 土木工事・建築工事

自社
PR

弊社は、重機機械やダンプを保有しており、様々な経験をする中で従業員の特
色にあった作業をしてもらいます。みなさんの得意（好き）な作業を一緒に探
しませんか。
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諫 早 支 部
新規学卒者2023春-2024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 1972年6月
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 総務部　濵田　晃子
支店・営業所等   
直近の売上高 6億3,000万円
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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島 原 支 部
新規学卒者2023春-2024春

採用予定なし
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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 10億297万円
従業員数 18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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壱 岐 支 部
新規学卒者2023春-2024春

採用予定なし
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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 9億403万6千円
従業員数 48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2023春-2024春

採用予定なし

77



株式会社�才津組
代表者名 代表取締役　戸田　博之
設立年月日 1954年11月25日
会社所在地 五島市三尾野三丁目6番3号
電話番号 0959-72-4125 ＦＡＸ 0959-74-3134
メールアドレス s.soumubu@saitsugumi.jp
ＨＰアドレス   
担当者 総務部　坂瀬　祐次
支店・営業所等 長崎支店
直近の売上高 6億円
従業員数 44名
事業内容 総合建設業（土木工事、港湾工事、法面工事、水道工事、建築工事、他）

自社
PR

弊社は五島市内を中心とした公共事業工事を行い、人々が安全・安心に暮らす
ことができる社会を目指し、地域社会への貢献に努めています。

7878



会員企業一覧
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長崎支部

㈲あい緑化
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㈱
㈱丸栄組
水口建設㈱
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武藤建設㈱
㈱森美工務店
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
㈱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
正樹建設㈲
㈱松枝組
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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㈱
㈱山口組
㈱山口建設
㈲山口弘工務店
㈱友建設
㈱悠大建設
㈲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

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㈲
㈱豊成建設
㈱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
㈲山川組
㈱山本造園土木松浦営業所
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㈱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㈱
㈱寺山建設
㈲中尾建設
㈱長里建設
中島建設㈱
中原土木㈱
㈱ニシケン
㈱野副建設
濵田建設工業㈱
㈱日野建設

㈱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

㈱池田開発
㈱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
㈲大昭土木
髙瀬建設㈱
㈱富永工務店
㈱平山組
㈱冨士興産
㈱宮本建設
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㈱森工務店

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㈱
㈱大建
竹下建設工業㈱
田中工業㈱
㈲辻村組
㈱寺尾建設
鳥田組㈱
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
㈱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
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㈱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
㈲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
㈲安川建設
㈱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
㈱片山組
門田建設㈱五島支店
㈱川元組
㈲神之浦組
合同建設㈱
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五島トラック建設㈲
五島技建工業㈱
㈱近藤組
㈱才津組
㈱坂本組
㈱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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