
時津町
合同企業面談会

●時津町は若者の地元就職、ＵＩターンを応援します。
●時津町内の企業の概要や仕事内容などを聞くだけでも構いません。
　お気軽にご参加ください。

時津町内の企業約12社が参加

●面談会までに参加企業や求人内容は変更になる場合がございます。
●時津町合同企業面談会の参加企業や求人については、時津町ホームページのほか、ながさき県内就職応援サイト「Ｎなび」で更新いたします。
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第二庁舎

時津町役場　第二庁舎4階大会議室
（西彼杵郡時津町浦郷274番地1）会場
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を
　ご利用ください

当日、会場で受付を行います。
※参加料無料、事前予約不要、入退場自由

お申込み

時津町役場　産業振興課
〒851-2198　西彼杵郡時津町浦郷274番地1
TEL：095-882-3801　FAX：095-882-5648
ホームページ：https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/
E-mail：sanshin@town.togitsu.nagasaki.jp

お問い
合わせ

主催／時津町　後援／ハローワーク長崎、長崎振興局、西そのぎ商工会

時津町役場までのアクセスMAP

参加料
無料

入退場
自由

事前予約
不要

対象外の学生や保護者の方もご参加いただけます。



時津町合同企業面談会　参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

ダイハツ長崎販売株式会社
長崎市目覚町１‒１

　当社は、お客様の視点に立った対応で、お客様に信頼され、満足いた
だける「お客様満足度」地域Ｎo1のカーディーラーを目指し全社員日々
活動しています。皆さんこの生まれ育った地元長崎の役に立てる仕事を
してみたいと思いませんか！ダイハツ長崎には、これに応えられる県内
トップの販売実績と活気あふれた働き甲斐のある職場環境があります。
是非一度、当社の雰囲気を感じに来て下さい！お待ちしています。

　ディスカウントストア「ダイレックス」で、接客や販売に関する業務を
お任せします。入社後の研修サポートが充実しているため、未経験の方
でも安心して働ける環境です。地元で長く働きたいなどの働き方も選べ
ますのでお気軽にご相談ください！

自動車の販売及び修理

ダイレックス株式会社
佐賀市高木瀬町大字長瀬930

ディスカウントストアの運営

株式会社スズキ自販長崎
時津町野田郷40‒3

①「明るく元気な会社づくり」を目指しています。30歳前後の若手が中心と
なって引っ張っている明るく活気にあふれた会社です。
②働きやすい職場を目指し、社員総会の開催、労働組合主催のボーリング大会
や日帰り旅行への社員参加などで、社員同士の交流を深めています。
③車の事を勉強してなくても大丈夫！新入社員は、入社後2か月間、営業・整備
一緒に配属前研修を行います。ビジネスマナーや、自動車基礎知識など基本
的なことを学びます。同期同士の親睦も深まります。

スズキ四輪車の販売/中古車・電動車いす・部品用品の販売/
自動車整備（点検・車検・修理）/損害保険代理店業務

資本金 5,000万円
（スズキ株式会社100％出資の直営会社）

従業員数 260名
(男性202名、女性58名）

初任給 大学卒：180,000円
短大卒：160,000円

賞与・ 賞与年2回（7月・12月）
各種手当 勤続2年目以降5.5ヶ月

（2019年実績）

有給休暇 5日

　長崎市、時津町に14事業所を展開しております。毎月講師を呼び研修
会を開いたり、法人全体でピクニックや祭りなど開催しています。管理職
も20代～30代と若い世代も多く、働きやすい環境を目指しています。

社会福祉法人　啓正会
時津町西時津郷173‒1

医療福祉

資本金 2,000万円

従業員数 452名

初任給 資格無：162,000円～
資格有：180,000円～

賞与・ 賞与年2回（2～3ヶ月分）
各種手当 日祝、夜勤、宿直、通勤、扶養

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与（最大40日）

株式会社西菱環境開発
時津町久留里郷1528番地

　当社は主に長崎県内で産業廃棄物の収集運搬及び処分を行ってい
る会社です。
　廃棄物という視点から地球環境に携わってみませんか？
　都市の再開発などには、建築物の解体や移転が伴い、多くのものが
産業廃棄物として排出・処理されます。その一旦を担っている当社の
仕事は、社会貢献を実感できる仕事です。

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業、
産業廃棄物処理業、特定建設業（解体工事、土木工事）

資本金 2,000万円

従業員数 110名

初任給 高卒（工務部管理職候補）169,000円
 高卒（一般事務）144,000円
一般（運転手）167,500円～

270,000円
一般（作業員）168,997円

賞与・ 賞与年2回（7月・12月）
各種手当 家族手当、通勤手当等

有給休暇 ６ヶ月経過後10日付与

資本金 2,500万円

従業員数 66名

初任給 150,000円～250,000円

賞与・ 賞与年2回
各種手当 通勤手当、扶養家族手当、
 役職手当など規定に応じて支給

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与（最大20日）
※その他、特別休暇や慶弔休暇
などもあり

長建工業株式会社
時津町西時津郷1000-145

　弊社はお客様を大切にすることを信条として、高品質の製品づくりを
心掛けています。4つの部門を柱として幅広い事業を展開し、様々な年
代の社員が活躍しています。新入社員へは指導員をつけてサポートする
ので未経験者でも大丈夫！
　一緒に“ものづくり”の現場で働いてみませんか。

金属加工品製作/各種製缶品製作、一般土木・建築工事

時津町合同企業面談会　 参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

資本金 7,000万円

従業員数 315名

初任給 高卒：155,160 円
大卒：174,170 円
（2019 年実績）

賞与・ 賞与年2回
各種手当 車両手当、外勤手当、

通信手当、技能手当 他

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与（最大20日）

資本金 33億6,945万円

従業員数 9,585名
（男性3,141名、女性6,444名）

初任給 145,000 円～ 250,000 円
 前職の給与額を考慮して給与額を

決定いたします。

賞与・ 賞与年2回（昨年実績4.6ヶ月分）
各種手当 退職金制度、財形貯蓄、

育児休業制度など

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与（最大20日）
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特別養護老人ホーム　時津荘
時津町西時津郷1235番地

　時津・長与湾に面し風光明媚な環境の下、利用者本位の自立支援を
スタッフ全員が協力しあって行います。給与等は国家公務員に準じます。
毎月各種研修会等を開催し、外部でのセミナー等も積極的に参加して
います。

資本金 -

従業員数 95名

初任給 職種による。

賞与・ 賞与年2回（4.45ヶ月分）　　　　
各種手当 夜勤・住居・扶養・

通勤・資格手当

有給休暇 有給算定日
（4月・10月のいずれか入職時に
近い月）に10日最大40日。
※慶弔特別休暇等有り。

時津町合同企業面談会　 参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

ＪＡ長崎せいひ
長崎市興善町6番7号

　長崎県の西南部に位置し、長崎市、西海市、諫早市の一部、時津町、
長与町の３市２町を事業区域としています。
　「使命」「共生」「貢献」を掲げ、食と農を大切にし、安心と信頼を満
たす活動により『組合員・地域住民にとって、より身近なＪＡ』『人と人
のつながりを大切にするＪＡ』を目指しています。

　弊社は基板、LED表示器ユニット、制御盤の製造、板金加工を事業
の柱にした三菱電機グループの製造会社です。高度な製造技術と設
備、生産ラインで「ものづくり」を通して、快適なゆとりある社会の実現
に貢献いたします。

総合事業（信用・共済・購買・販売・指導等）

資本金 34億1,961万円

従業員数 694名（うち正職員428名）

初任給 大　卒　　161,600円
短大卒　　149,750円
高　卒　　136,150円

長崎菱電テクニカ株式会社
時津町浜田郷517-7

基板・LED表示器製造、制御盤製造、
板金加工・組立、精密機械加工

賞与・ 賞与年２回（前年実績）　
各種手当 通勤手当、家族手当、

資格手当、職務手当

有給休暇 ６ヶ月経過後10日付与
（最大20日）

資本金 7,500万円

従業員数 約550名

初任給 大 学 卒：192,000円
大学院卒：203,000円

賞与・ 賞与年2回
各種手当 食事手当、時間外手当、

通勤費補助、家族手当

有給休暇 2ヶ月経過後15日付与

株式会社ひぐち
長崎市西坂町2-3　長崎駅前第一生命ビル

私たちが掲げる理念、それが『憩いと安らぎ』です。
何気ない日常の中で、
何かに夢中になることのできる『瞬間』や、
ほっとひと息つくことのできる『空間』を、
たくさんのお客様へ向けて、これからも発信していきます。
企業は、人なり。
この言葉があったから、今のひぐちグループが存在します。

　長崎の地元密着企業として46期目の会社です。現在当社が最も注力
している事業はリサイクルプラント運営事業です。「働き方改革」「3Ｒ
　Reduce（リデュース）Reuse（リユース）Recycle（リサイクル）」など
の事業方針を打ち立て、これからの社会の貢献できる企業を目指して
おります。これからの未来を背負ってゆく明るく元気な若者を募集します。

飲食事業の「ジョイフル」、「割烹樋口」、「さいさき屋」・アミューズメント事業の「まるみ
つ」・ＣＤ、ビデオレンタルの「遊ＩＮＧ」の経営に加え、2019年12月に新たに「ホテル事業」
を展開していきます。

平木工業株式会社
長崎市三京町2842‒1

リサイクルプラント運営/食品リサイクル・プラスチックリサイクル・ガラスリサイクル　など
廃棄物処理業/一般及び産業廃棄物収集運搬業・中間処分業　建設業/土木部 圧接部

資本金 3億円

従業員数 2,075名（2018/3時点）

初任給 月給195,900円
（基本給160,800円+
時間外手当35,100円）

賞与・ 賞与年2回（7月・12月）
各種手当 各種社会保険、独身寮、社宅、

リフレッシュ休暇制度、
自己成長本制度、
グループ内施設割引制度

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与

資本金 3,300万円

従業員数 111名

初任給 部署により　20万円程度

賞与・ 職務手当・役職手当　
各種手当 働き盛り手当　業務手当など　

多数あります　

有給休暇 あり

　弊社は研修制度が充実していますので、未経験者の方や接客が少し
苦手という方でも充分にお仕事ができるようになります。明るく元気でや
る気のある方を募集しています。また、女性スタッフが多いこともあり、
産休・育児休業などの制度も充実しており、育休取得後は100％復職し
ています。

永田モバイル株式会社
佐世保市上京町１‒３

ドコモショップの運営代理店。長崎県内においてドコモショップ5店舗(時津店、諫早
小船越店、佐世保京町店、佐々店、西海店）の運営を行っています。お客様に携帯電
話の販売・携帯電話のご利用状況に応じたコンサルティング業務を行っています

●特別養護老人ホーム ●短期入所事業
●デイサービスセンター ●ホームヘルプサービス事業
●身体障害者デイサービスセンター ●指定居宅介護支援事業所

資本金 1,000万円

従業員数 100名

初任給 高　卒：150,000円
一　般：160,000円
パート：1,000円/時間

賞与・ 正社員：賞与年2回　
各種手当 （昨年実績3.0ヶ月分）
 通勤手当、家族手当、資格手当

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与



特別養護老人ホーム　時津荘
時津町西時津郷1235番地

　時津・長与湾に面し風光明媚な環境の下、利用者本位の自立支援を
スタッフ全員が協力しあって行います。給与等は国家公務員に準じます。
毎月各種研修会等を開催し、外部でのセミナー等も積極的に参加して
います。

資本金 -

従業員数 95名

初任給 職種による。

賞与・ 賞与年2回（4.45ヶ月分）　　　　
各種手当 夜勤・住居・扶養・

通勤・資格手当

有給休暇 有給算定日
（4月・10月のいずれか入職時に
近い月）に10日最大40日。
※慶弔特別休暇等有り。

時津町合同企業面談会　 参加企業情報 ※求人情報は裏面をご覧ください。

ＪＡ長崎せいひ
長崎市興善町6番7号

　長崎県の西南部に位置し、長崎市、西海市、諫早市の一部、時津町、
長与町の３市２町を事業区域としています。
　「使命」「共生」「貢献」を掲げ、食と農を大切にし、安心と信頼を満
たす活動により『組合員・地域住民にとって、より身近なＪＡ』『人と人
のつながりを大切にするＪＡ』を目指しています。

　弊社は基板、LED表示器ユニット、制御盤の製造、板金加工を事業
の柱にした三菱電機グループの製造会社です。高度な製造技術と設
備、生産ラインで「ものづくり」を通して、快適なゆとりある社会の実現
に貢献いたします。

総合事業（信用・共済・購買・販売・指導等）

資本金 34億1,961万円

従業員数 694名（うち正職員428名）

初任給 大　卒　　161,600円
短大卒　　149,750円
高　卒　　136,150円

長崎菱電テクニカ株式会社
時津町浜田郷517-7

基板・LED表示器製造、制御盤製造、
板金加工・組立、精密機械加工

賞与・ 賞与年２回（前年実績）　
各種手当 通勤手当、家族手当、

資格手当、職務手当

有給休暇 ６ヶ月経過後10日付与
（最大20日）

資本金 7,500万円

従業員数 約550名

初任給 大 学 卒：192,000円
大学院卒：203,000円

賞与・ 賞与年2回
各種手当 食事手当、時間外手当、

通勤費補助、家族手当

有給休暇 2ヶ月経過後15日付与

株式会社ひぐち
長崎市西坂町2-3　長崎駅前第一生命ビル

私たちが掲げる理念、それが『憩いと安らぎ』です。
何気ない日常の中で、
何かに夢中になることのできる『瞬間』や、
ほっとひと息つくことのできる『空間』を、
たくさんのお客様へ向けて、これからも発信していきます。
企業は、人なり。
この言葉があったから、今のひぐちグループが存在します。

　長崎の地元密着企業として46期目の会社です。現在当社が最も注力
している事業はリサイクルプラント運営事業です。「働き方改革」「3Ｒ
　Reduce（リデュース）Reuse（リユース）Recycle（リサイクル）」など
の事業方針を打ち立て、これからの社会の貢献できる企業を目指して
おります。これからの未来を背負ってゆく明るく元気な若者を募集します。

飲食事業の「ジョイフル」、「割烹樋口」、「さいさき屋」・アミューズメント事業の「まるみ
つ」・ＣＤ、ビデオレンタルの「遊ＩＮＧ」の経営に加え、2019年12月に新たに「ホテル事業」
を展開していきます。

平木工業株式会社
長崎市三京町2842‒1

リサイクルプラント運営/食品リサイクル・プラスチックリサイクル・ガラスリサイクル　など
廃棄物処理業/一般及び産業廃棄物収集運搬業・中間処分業　建設業/土木部 圧接部

資本金 3億円

従業員数 2,075名（2018/3時点）

初任給 月給195,900円
（基本給160,800円+
時間外手当35,100円）

賞与・ 賞与年2回（7月・12月）
各種手当 各種社会保険、独身寮、社宅、

リフレッシュ休暇制度、
自己成長本制度、
グループ内施設割引制度

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与

資本金 3,300万円

従業員数 111名

初任給 部署により　20万円程度

賞与・ 職務手当・役職手当　
各種手当 働き盛り手当　業務手当など　

多数あります　

有給休暇 あり

　弊社は研修制度が充実していますので、未経験者の方や接客が少し
苦手という方でも充分にお仕事ができるようになります。明るく元気でや
る気のある方を募集しています。また、女性スタッフが多いこともあり、
産休・育児休業などの制度も充実しており、育休取得後は100％復職し
ています。

永田モバイル株式会社
佐世保市上京町１‒３

ドコモショップの運営代理店。長崎県内においてドコモショップ5店舗(時津店、諫早
小船越店、佐世保京町店、佐々店、西海店）の運営を行っています。お客様に携帯電
話の販売・携帯電話のご利用状況に応じたコンサルティング業務を行っています

●特別養護老人ホーム ●短期入所事業
●デイサービスセンター ●ホームヘルプサービス事業
●身体障害者デイサービスセンター ●指定居宅介護支援事業所

資本金 1,000万円

従業員数 100名

初任給 高　卒：150,000円
一　般：160,000円
パート：1,000円/時間

賞与・ 正社員：賞与年2回　
各種手当 （昨年実績3.0ヶ月分）
 通勤手当、家族手当、資格手当

有給休暇 6ヶ月経過後10日付与



参加企業求人一覧

ダイハツ長崎販売（株）

ダイレックス（株）

（福）啓正会

（株）スズキ自販長崎
（株）西菱環境開発

長建工業（株）

（特養）時津荘

長崎西彼農業協同組合

長崎菱電テクニカ（株）

永田モバイル（株）

（株）ひぐち
平木工業（株）

営業スタッフ
自動車整備スタッフ
自動車整備スタッフ（嘱託社員）
店舗運営職（長崎西エリア）
店舗運営職（長崎南エリア）
店舗運営職（長崎北エリア）
店舗運営職（全国エリア）
店舗運営職（地方限定エリア）
店舗運営職（地域限定エリア）
介護職
介護職
総合職
保育士
保育補助
営業職
工務部管理職候補
一般事務
運転手
作業員（準社員）
製缶工
機械オペレーター（ＣＡＤＣＡＭ含む）
建築現場監理
土木現場監理
介護職
介護職
介護職（正社員以外）
介護職（正社員以外）
介護職
介護職
調理員
管理宿直員（正社員以外）
主任介護支援専門員
ヘルパー（正社員以外）
掃除・清掃員（正社員以外）
総合職
総合職
葬儀
技術系総合職
技能職
店頭販売スタッフ
店頭販売スタッフ
販売アシスタント（正社員以外）
総合職
工場作業者
工場責任者候補
工場管理者
運転手（収集運搬）
営業
管理職候補（事務職）

3人
5人
3人
5人
5人
5人
2人
2人
2人
4人
5人
2人
1人
2人
2人
1人
1人
1人
2人
2人
1人
1人
2人
1人
2人
2人
4人
3人
3人
1人
1人
1人
1人
1人
10人
15人
10人
2人
2人
3人
2人
2人
5人
16人
4人
2人
10人
3人
1人
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新卒
既卒可
高卒以上
高卒以上
高卒以上
高卒以上
既卒可（卒業後3年以内）
既卒可（卒業後3年以内）
既卒可（卒業後3年以内）
既卒可、資格・経験不問
学歴・資格・経験不問
学歴・資格・経験不問
短大以上、資格:保育士、経験不問（経験者優遇）
学歴・経験不問、資格:保育士または子育て支援員
既卒可（卒業後3年以内）
新卒
新卒
高卒以上
学歴不問
既卒可
既卒可
既卒可
既卒可
高卒以上、資格:普通自動車免許（AT限定可）
高卒以上、資格：介護福祉士・普通自動車免許（AT限定可）
高卒以上、年齢：60歳～64歳、資格：普通自動車免許（通勤用として）
学歴・資格不問（介護福祉士資格所持者は賃金面で優遇）
資格：介護福祉士・普通自動車免許（AT限定可）
新卒、必要な知識または技能不問
高卒以上、資格不問（調理師・栄養士資格所持者は賃金面で優遇）
学歴・資格不問
高卒以上、資格：主任介護支援専門員・普通自動車免許（AT限定可）
学歴不問、資格：介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー2級）以上
学歴・資格不問
新卒
既卒可（卒業後7年以内）
高卒以上

新卒
高卒以上
高卒以上
既卒可（卒業後3年以内）
学歴不問
学歴不問
高卒以上
学歴不問
既卒可
既卒可（卒業後5年以内）

新 卒 求 人

大卒
高校
一般
一般
一般
一般
大卒等
大卒等
大卒等
高校
一般
一般
一般
一般
大学等
高校
高校
一般
一般
高校
高校
高校
高校
一般
一般
一般
一般
大学等
高校
一般
一般
一般
一般
一般
高校
大学等
一般
大学等
大学等
高校
一般
一般
大学等
一般
一般
一般
一般
高校
大学等

区分一般 備考
大
学
院

大
学
短
大

高
専
専
修

能
開

高
校

求人数職　　種企 業 名

50音順

（令和元年9月末現在）

※新卒…令和2年3月卒業見込
・大学…4年生大学　　・短大…短期大学　　・高専…高等専門学校　　・専修…専門学校等
・高校…高等学校　　・能開…職業能力開発大学・短大・専門校／産業技術短大等


