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1

社会福祉法人 清和会 新上五島町岩瀬浦郷596-3

社会福祉事業 www.seiwakai-kamigoto.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

障害者支援施設・老人ホーム・保育園を経営してい

ます。障がい者、高齢者、そして子ども達の日常生

活のお世話をしながら、様々な活動に取り組み、地

域への貢献を目的とした社会福祉法人です。

(介護職)

老人ホームにおける高齢者の食事・入浴・排泄の介護や

病院等への送迎を行います。

(支援員)

障害者支援施設における障がい者の食事・入浴・排泄の

支援や一緒に農作業等を行います。

(調理員)

施設利用者に提供する食事の調理業務全般

経験不問、福祉に興味のある方、大歓迎です。
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特定非営利活動法人 あたたかい心 新上五島町有川郷669-9

障害福祉サービス https://www.atatakai-kokoro.or.jp/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

名古屋市を拠点に全国各地で障害者、高齢者の支援

を行っている。新上五島でも就労場や住まいの提供

を行い社会復帰を目指せる様お手伝いしています。

健康で明るい方。人間力のある方。グループホーム（障

害者の住まいのお世話）就労継続支援A型（調理場の仕

事）就労移行支援（就職出来るようお手伝い）資格の有

無は、問いません。
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長崎県上五島病院 新上五島町青方郷1549-11

病院 http://www.kamigoto-hospital.jp/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

町内唯一の入院施設のある病院です。「地域と共に

歩み、信頼され親しまれる病院」を基本理念に地域

の医療の確保に取り組み、上五島の発展を医療で支

えます。

【看護師】・入院患者、外来患者の看護、医師の指示に

従い診療の補助、注射など患者への医学的な処置、服薬

の指導、体温・血圧などのカルテへの記録

【看護補助者】・入院患者の介護、リネン類の管理、身

体の清潔に関する世話、排泄に関する世話、検査・リハ

ビリテーション等出しの補助

4

社会福祉法人青山会

介護老人保健施設グリーンヒルかみごとう
新上五島町浦桑郷６４３番地１

福祉・介護 http:/care-net.biz/42/greenhill/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

「老健」として、ご利用者の『在宅復帰』を目指し

て、リハビリや介護サービスの提供を行っていま

す。様々な職種のスタッフが、それぞれの専門性を

活かして、ご利用者やご家族、そして地域の元気づ

くりのお手伝いをしています。

「介護」「看護」「リハビリ」「アシスタント」「環境

営繕」等、当施設で働いてみたいと思う方の経験や資

格、ご本人の希望に応じて、職種や働き方のご提案をさ

せていただきます。お気軽にご相談ください。

http://www.seiwakai-kamigoto.jp/
https://www.atatakai-kokoro.or.jp/
http://www.kamigoto-hospital.jp/
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5

HOTEL AOKA KAMIGOTO

株式会社 ヤドリギ
新上五島町青方郷1714-1

宿泊業・飲食業 https://hotelaoka.com/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

株式会社ヤドリギは東京を中心にホテル・民泊を運

営管理している会社です。現在東京含めて、5箇所に

ホテルと民泊を運営しております。

ヤドリギは、メンバーそれぞれがもつ能力を活かし

て宿り木ののように、人々に安全と安心そして楽し

さを届けるチームメンバーを募集します。

ホテルの仕事は、フロント・ハウスキーピング・接客な

どあります。主に、英語・日本語を使ってホテル仕事を

担当して頂きます。専門的なスキルは必要ありません。

おもてなしの気持ちがあれば十分です。

ホテルでは、ホテル専門学校を卒業した外国人スタッフ

やいろんな国の人が働いております。手当の一つとして

語学スキルアップのため、英語検定・日本検定・

TOEIC手当もあります。

6

restaurant umigoto

有限会社 上五島観光ホテル
新上五島町青方郷1714-1

飲食業 https://hotelaoka.com/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

山形の『アル・ケッチァーノ』オーナーシェフ奥田

政行氏がプロデュースを手掛けるレストラン。

五島列島の豊かな食材を使い、フレンチ、イタリア

ンの技法でここでしか食べれない「GOTO料理」を提

供しております。

・調理人。調理業務全般、及びメニュー考案等

・フレンチやイタリアンでの職場経験者、優遇。

・これから料理の腕を磨きたい方、歓迎

7

際コーポレーション株式会社

（五島列島リゾートホテルマルゲリータ）
新上五島町小串郷1074番地

ホテル・レストラン業 https://margherita-resort.com

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

私たち際コーポレーションはライフスタイルにおけ

る新しい価値観や世界観を追求し、レストラン事

業、宿泊事業、物販事業（アパレル、家具、生活雑

貨）、イベント事業（ブライダル、ビジネスイベン

ト等)、ビジネスサポートなど衣食住すべての領域で

事業を営んでいる会社です。

際グループ店舗数：362店舗（国内外を含む)

業務内容：ホテル／調理・事務・レストラン・フロン

ト・清掃・温泉施設　求める人材：個性ある楽しいお店

づくりを一緒に行っていただける方を募集いたします。

8

auberge nanami（オーベルジュ ナナミ） 新上五島町有川郷茂串2426-16

宿泊業・飲食業 https://auberge-nanami.com/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

五島のおいしいものを食べてもらいたいを１番のコ

ンセプトに広々とした客室でゆっくりとくつろいで

もらう１日１組限定のオーベルジュ（宿泊施設付き

レストラン）です。

ホテル、レストラン業務ともに接客がメインになりま

す。アットホームな職場ですので、未経験者でもやる

気、元気がある方大歓迎です。

https://hotelaoka.com/
https://hotelaoka.com/
https://margherita-resort.com/
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昭徳水産株式会社 長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷705‐138

大中型まき網漁業 www.shoutokusuisan.co.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

大正7年に創業し、現在は西日本最大級の大中型まき

網漁船4船団（18隻）を有しています。また、水産加

工業も展開し、グループ全体で300名の従業員がおり

ます。

1ヶ月約24日間船上で生活し魚の漁獲を行う【船員】と

基地である浜串港において、漁網の製作・補修・管理を

行う【網師】を募集します。どちらもチームワークを求

められますので協調性のある方、明るく元気な方を募集

します。
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有限会社　勝栄水産 新上五島町若松郷621-26

魚類養殖業 http:/shoeisuisan.com

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

ぶり、ひらまさ、クロマグロの養殖を行っておりま

す。平均年齢３８歳と若く活気のある職場です。

元気があり、周りと協力して仕事ができる方。

（仕事内容）

養殖魚への餌やり、出荷作業、その他付随する業務
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株式会社 坂本組 新上五島町青方郷１５３１－１

総合建設業 http://www.sakamoto-gumi.co.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

創業６２年目の陸上・海上等を中心とした総合建設

業で、豊富な技術と実績を兼ね揃え,地元より確かな

信頼を頂いております。福利厚生面として、社宅４

階建て全２０室（３DK）及び独身寮４階建て全２７

室（完全個室）を完備しています。

・技術者（１級・２級土木施工管理技士）

・曳船船長（一級小型船舶操縦士）

・機械責任者（移動式クレーン運転士）

・海上勤務者（ミキサー船及び起重機船乗組員）

・陸上勤務者（作業員）

免状所有者でない人も、入社後は先輩社員の下で知識・

技術を磨き、資格を取得できるよう指導します。
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株式会社 山口組 佐世保市天満町4-25（※営業所は町内にあり）

建設業 http://www.yamaguchigumi.jp/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

・1936年の創業から80年。 私たちは永年にわたる

「道づくり」の技術と経験を活かし、環境整備事業

をはじめとして、 造成工事から住宅施設、ガーデニ

ングにいたるまで、トータルなサービスをお客様に

ご提供しています。

・長崎県の未来を真剣に考え、家族や仲間、友達との絆

を大切に思える人。・仕事に対する責任感と「続ける」

という意思を強く持って、何事に対しても諦めずに最後

まで立ち向かえる人。・「縁の下の力持ち」的な仕事に

真摯な姿勢で取り組める人

http://www.shoutokusuisan.co.jp/
http://www.sakamoto-gumi.co.jp/
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大宝建設株式会社 新上五島町奈良尾郷859-6

総合建設業 daiho@gamma.ocn.ne.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

創業48年目の新上五島町を本拠地として、陸上・海

上・法面・建築工事等を中心とした総合建設業で

す。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会社です。

地味でも毎日コツコツと努力する人。一生懸命に仕事に

打ち込む人。素直な人を求めています。各現場におい

て、現場を管理・監督するための知識、及び技能を身に

つけていただきます。１級・２級の土木施工管理技士等

の各種国家試験資格を取得できるように指導していきま

す。
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株式会社 アシタバ機電 新上五島町七目郷957-29

建設業　電気：機械設備工事業

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

ドローンを活用しての設備状況を空撮し、編集を行

い設備の老朽化を把握、資料の作成を実施して設備

情報をデータ化、情報共有するシステムの構築する

事業を新たな展開を考えている。

明るく元気な男女の入社を希望しております。情報系の

仕事に興味があり、プログラミングなどをやってみたい

方々が、タブレット端末を活用して現場からの情報を共

有し、システム構築する事業に従事する。
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上五島石油備蓄株式会社 新上五島町続浜ノ浦郷818－411

サービス https://www.kamigoto.co.jp/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

当社は１９８２年に国内５番目の国家石油備蓄会社

として設立しました。私たちはENEOSグループの一

員として国家石油備蓄基地の操業を通じ、エネル

ギーセキュリティ－の向上、経済および社会の発展

に貢献すべく日々取り組んでいます。

 何事にも対応・挑戦し続ける高い志のある方を求めてい

ます！！

＜主な業務内容＞

・石油の受入れ・払出し・貯油管理

・陸上設備及び貯蔵船パトロール保守点検

・基地設備全般の改良・更新及び保全に関する業務
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上五島総合サービス株式会社 新上五島町続浜ノ浦郷818番地41

その他サービス業 https://www.kss-sa.co.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

会社創立以来30年以上に渡り、一貫して上五島国家

石油備蓄基地の操業支援業務（➀海上警備防災業

務・通船運航➁陸上警備防災業務③点検・補修・各

種工事、等）を行い、国の重要なエネルギー施策に

貢献しております。地元採用者が多く、スポーツ活

動、ボランティア活動等を通じ地域に根ざした企業

を目標に日々頑張っています。

年休の他特別休暇、社宅等、福利厚生を充実してい

ます。

陸上員と船員（５級海技士(航海又は機関)以上免状所有

者尚可）を採用し、陸上警備防災業務、点検工事・工事

施工管理、通船・海上警備防災業務、に従事していただ

きます。協調性があり、会社及び地域貢献ができる方を

求めます。

＊免状も資格も持っていない。でも興味あるという方、

お話しだけでも歓迎いたします！資格取得は入社後教育

訓練でバックアップしていきます。

mailto:daiho@gamma.ocn.ne.jp
https://www.kamigoto.co.jp/
https://www.kss-sa.co.jp/


企業名 住　所

業　種 企業URL

企業名 住　所

業　種 企業URL

18

㈱ﾏｲﾃｨｰｸﾞﾙｰﾌﾟ（五島列島ﾊﾞｽ観光） 南松浦郡新上五島町有川郷2427-16

一般貸切旅客自動車運送事業 http://mighty-g.jp

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

2020年度、新上五島町に営業所を新設しました。当

社は、安全・安心を第一に考え、新上五島町の観光

事業の発展に努めております。

（貸切バス運転手）

　経験者・未経験者歓迎（入社後免許取得可能）

　島内の観光地送迎などの乗務になります。

（バスガイド業務）

　観光地及びバス車内での案内業務など

　入社後、社内研修制度有り

　やる気と元気があれば大丈夫です！

　お気軽にお問い合わせください。
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國富株式会社 長崎営業所 上五島町相河郷字相河崎1052-15

総合潜水企業（建設業） http://www.kunitomi-div.com/

会社概要・PR 求める人材・従事する業務内容等

当社は1966年に設立され、約55年続いている総合潜

水企業です。

潜水に関する様々なサービスを日本全国で提供して

おります。水中施工機械や水中技術の開発に注力す

る一方、世界で標準的な潜水技術の導入も進め、こ

れからもお客様のニーズに応えていきます。

「海が好きな方」大歓迎です。

上五島をベースに潜水士として潜水作業に従事していた

だきます。稀にですが長崎や国内様々な場所での潜水作

業があります。

※潜水士その他の資格は入社後の取得でも構いません。

http://mighty-g.jp/
http://www.kunitomi-div.com/

