
・㈲さざんか農場

・愛菜ファーム㈱

・㈲早稲田畜産研究所

・㈱雲仙有明ファーム

・東和畜産㈱有明農場

・金納産業㈱

就職先に農業を選びませんか？ よかばい！農業

・㈱草野ファーム

・㈱五島さざなみ農園

※令和3年6月30日現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています（概要は８ページ以降に掲載しています）。
※求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

令和3年7月作成 長崎労働局職業安定課

・㈲松本ファーム

・はじめ農園 馬場亮輔

・岩永 大輔

・㈱壱岐の潮風

・大石啓介（大石農場）

・㈱吉本養蜂場

・㈲芳寿牧場

・つしま大石農園

・㈱落水正商店

・大石畜産

・鳥翔

・鴨川農園

・モロフジファーム㈱

・山頭畜産

・蜜山畜産 蜜山隆満



あなたの就農イメージは？

長崎県の農業

まずは知りたい！

農業体験

農業についてもっと詳しく！

就農相談会＆農業研修制度

農地情報・設備相談・住宅（移住）相談

（相談先一覧）

事業所のご案内（求人情報）

・・・Ｐ２

・・・Ｐ１

・・・Ｐ３

・・・Ｐ４

・・・Ｐ５，６

・・・Ｐ７

農業ってどんな仕事？

農業とひとことで言っても、大きく分けて「耕種農業」

「畜産」に分けられます。

どの作目を選ぶかによって、農業経営のやり方、

仕事の内容が変わってきます。

•耕種農業で栽培する作物は、米や麦などの穀類、大
豆などの豆類、ばれいしょなどのいも類、野菜類、果
樹類、花き類や茶、葉たばこなどの工芸作物がありま
す。

•畜産は、家畜の大きさによって大家畜（牛・馬）、中家
畜（豚・羊）、小家畜（鶏）に分類されます。
・大家畜（牛・馬）－肥育・繁殖（肉）と酪農（生乳）
・中家畜（豚・羊）－肥育（肉）
・小家畜（鶏）－採卵、ブロイラー

•生産した作物や畜産物を加工して付加価値を高める
経営の多角化も進んでいます。

•経営多角化は 6次産業化と呼ばれ、農業の楽しさと
事業としての高い可能性があり、取り組む農業者が増
えています。

各種支援制度・助成措置

・・・Ｐ８～１４

「よかばい！農業」 目次



長崎県の農業

長崎県産農産物の全国順位
※全国順位10位以内まで

第1位 びわ
第 2 位 該当なし

第 3位 ばれいしょ、ガーベラ

第 4位 いちご、たまねぎ

第 5位 菊、葉たばこ、そらまめ（未成熟）

第 6位 みかん、レタス、にんじん、はくさい、にがうり、カーネーション

第 7位 肉用牛、ブロッコリー、アスパラガス

第 8位 しらぬい（デコポン）

第 9位 かぼちゃ

第10位 だいこん、しょうが

産出額(令和元年)が全国10位に入る主な作物
（参考）「令和３年度 ながさきの農林業（長崎県農林部）」
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菌床しいたけは

全国６位、原木

乾しいたけは全

国８位だよ！
（Ｈ３０年）

長崎県は離島・半島が多く、急傾斜が多いのが特徴です。それらの

地形と暖かく雨が多い気候を生かして、地域ごとにびわ・ばれいしょ

（じゃがいも）・いちご・たまねぎ・みかん・アスパラガスなど、様々な農作

物が生産されています。

長崎県の農業の中

で、肉用牛は産出

額第１位。品質日

本一にもなりまし

た！（全国和牛能力共
進会第１０回大会）

こうした各地域の特色ある農産物を原材料として、優れた農産加工品

も製造されています。長崎県では、全国に誇れる農産加工品を「長崎

四季畑」として認証しています（長崎県ブランド農産加工品認証制度）。

耕種農業、畜産、６次産業と、様々な分野で長崎の「安全でおいしい」

を支える農業を、職業選択の１つに加えてみませんか？

お茶は全国茶品評

会や日本茶AWARD
で日本一に！！

品目
びわ

ばれいしょ

いちご

玉ねぎ

温州みかん

にんじん

レタス

ブロッコリー

アスパラガス

そらまめ

だいこん

はくさい

トマト

蒸し製玉緑茶

小玉スイカ

「令和３年度 ながさきの農林業（長崎県農林部）」を参考に、

ハウス 露地等の作型を合わせた時期で表示したものです。

：安定した出荷が可能な時期

長崎農作物カレンダー
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



※各相談機関の所在地等はP.7に掲載

あなたの就農イメージは？

2

農業体験をしたい 農業法人に就職したい 独立して農業をしたい

・農業に興味があるけど、実際どんなことをする

のか知りたい

・農家の方から実際に話を聞きたい

・自分が農業に向いているか知りたい

・いろんな農作業現場を見てみたい

・農業就職する前に事前体験をしたい

・農業で働きたいけど、一人で始めるのは不安

・従業員として就職したい

・将来的な独立を目指して、資金を貯めつつ技術

を身につけたい

・生活を安定させつつ、経営ノウハウを学びたい

・地域の様子、

雰囲気を知り

たい

・家族で体験し

たい

・やりたい農業のイメージがある

・自分のアイデアを生かしたい

・継ぎたいものがある

≪農業経営のイメージを明確に≫
・作目（野菜、稲作、花き、果樹、畜産）は？

・就農地域は？

≪必要なものの

確認・準備≫
・技術、ノウハウの

習得

・資金を確保する

・農地を確保する

・機械や施設を

確保する

・住宅を確保する

≪農業法人で働く目的の確認≫
・農業法人で働くことそのもの？

・将来の独立のためのステップ？

≪自分の希望の整理≫
・作目（何作る？）

・地域（どこで働く？）

・労働条件（勤務時間、賃金、休日は？）

・勤務内容（農作業の内容も様々、加工、販売、

事務ができるところも）

・職業としての

農業に関心が

ある

・農業に対す

る思いを聞き

たい

・自分の農業

への適正を確

認したい

・いろんな現場

を見たい

・就業前の事

前体験をした

い

求人情報の収集、相談

○ハローワークでの相談

→p.8からの求人情報もチェック

○長崎県新規就農相談センターでの相談

○就農相談会、新･農業人フェアへの参加

→p.4

体験観光

(農泊体験)

→p.3

長崎県農業就業体験

→p.3

農業インターンシップ

→p.3

技術習得研修
→p.4

支援制度・助成措置
→p.5～P.6

農地相談
→p.7

機械・施設導入相談
→P.5～p.7

移住相談
→p.7

農業法人で働きつつ

技術取得



まずは知りたい！ 農業体験

3

農家に宿泊することで、農作業

や農家生活を実体験する。また、

受け入れ先の農業に対する思いや、

やりがい、農家生活等の話を聞く。

［対 象 者］

［体験期間］

［受 入 先］

［経 費］

［募集期間］

職業として農業に関心があり、将来農業をやってみたい高校・大

学生及びU・Iターン等での就農を希望する一般社会人（原則とし

て30歳未満の方） ※募集人員１２名

原則として３泊４日

県内の農業者

参加費、食費、宿泊費無料/交通費自己負担

令和４年１月３１日（募集人員に達した段階で終了）

長崎県農業経営課 TEL：095-895-2935

［対 象 者］

［体験期間］

［受 入 先］

［経 費］

［募集期間］

学生（高校生以上）及び社会人で、農業に関心があり、農作業

ができる体力がある方。

受入法人等の規則に基づきルールの守れる方。

２日以上～６週間以内

全国の農業法人等

参加料無料/交通費自己負担/食費・宿泊費は受入先が負担

通年

日本農業法人協会 TEL：03-6268-9500

自らの農業適性を確認し、就業後の農業知

識や経験の不足等による早期離職等のミス

マッチを防止し、農業についての知見を深め、

就農につなげることを目的としています。

※農業体験コースと採用予定者の就業前体験

コースがあります。

体験談紹介、申込み（全国新規就農相談センターHP) →→→募集要項、申込み（長崎県農業経営課HP) →→→

田舎体験観光

詳しくは、長崎県ホームページ内

「るーらる長崎」をご参照ください

＼農山村の雰囲気を知りたい／

グリーンツーリズムとは、自然の豊かな地域で農家民宿などを利用して自然などと

親しむ余暇活動のことをいいます。

長崎県の農山漁村地域で、田舎での暮らしや自然、人と触れ合う体験型活動を行う

ことができます。

農林漁業体験民宿、農作業体験を実施している地域もあります。



農業についてもっと詳しく！ 就農相談会 ＆農業研修制度

○新規就農相談センター等において２ヶ月の基礎技術研修受講後、１０ヶ月の受入農家派遣研修として、県内各地の生産部会等の受入団体

において実践的な生産技術及び経営管理技術を習得します。

○２期に分けて実施（それぞれ６月・１０月開始）。募集期間は、2期合同で4/1（木）～5/6（木）、追加募集（行う場合）8/2（月）～9/2（木）。

○研修期間中の支援 （農業次世代人材投資資金（準備型） ※６ページ参照）。

《問合せ》 長崎県新規就農相談センター TEL：0957-25-0031 長崎県農業経営課就農支援班 TEL：095-895-2935

○２年間、講義や実習を通して専門的な知識を学びます。園芸や畜産の各学科があります。

○研修期間中の支援 （農業次世代人材投資資金（準備型） ※６ページ参照）。

《問合せ》 長崎県立農業大学校 TEL：0957-26-1016

○公社事業を通じて実践研修（手当支給）を行い、就農後の営農も支援することで、地元での就農をバックアップします。

《問合せ》（一財）長崎市地産地消振興公社 TEL：095-892-2824

（一財）小値賀町担い手公社 TEL：0959-53-3344
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オンライン就農相談会・夏
長崎県新規就農相談センター主催
【第2回 開催日程】
令和3年8月23日（月）～27日（金）

10：00～12：00，13：00～17：00
☆秋以降も開催予定です

（10～11月予定）

新・農業人フェア

農林水産省・厚生労働省後援

新・農業人フェア ＨＰ→

農業に興味がある、これから農業に一歩を踏み
出そうと言う方、農業を仕事にしようと考えている
方など様々な方が情報を得られるイベントです。

【相談する】
各自治体や農業法人に直接
質問ができたり、資金や農
地、国の支援制度の案内な
どがきける相談会に参加し
てみましょう。

【研修を受ける】作目や研修地域・内容をよく検討して、充実した研修を受けましょう。

研修や就農先としての受入態勢を整えた産地や農業法人などを登録し、全国へ情報発信を行っています。

詳しくは 「農業研修や雇用就農の受入先について」（長崎県新規就農相談センターHP） →→→→→→
☆受入団体等登録一覧も閲覧できます☆

長崎県新規就農相談センター HP ↑

○生産部会やJA関係施設において、実践を主体とした研修

《問合せ》JA長崎せいひ担い手支援センター TEL：095-825-5601

JA壱岐市担い手支援室 TEL：0920-45-0301



経営所得安定対策

青年等就農計画認定主体

貸付主体

《問合せ先》日本政策金融公庫 長崎支店 農林水産事業 TEL：095-824-6221

○要件の確認等がありますのでそれぞれの交付主体（または問合せ先）に必ず確認をお願いします。

これから農業を始めようとする方が作成した「青年等就農計画」を、市町が認定する制度です。この認定を
受けた方（認定新規就農者）に対しては、資金や農地集積に関して重点的な支援措置が講じられます。

（諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金と、
農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策）

認定新規就農者への農地集積の促進 など

青年等の新規就農者が農業を始めるにあたり、施設・機械等に必要な資金を無利子で貸し出します。

対象者

その市町の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、次の①～③に当てはまる方

①青年（原則18歳以上45歳未満）、②知識・技能を有する者（65歳未満）、③これらの者が役員の過半を占める法人

※農業経営を開始してから一定期間（５年）以内のものを含み、認定農業者を除く

認定新規就農者のメリット措置

青年等就農資金（無利子融資） ※概要下段

農業次世代人材投資資金（経営開始型） ※概要次ページ

認定要件
その計画が市町の基本構想に照らして適切であること

その計画が達成される見込みが確実であること 等

農業技術・農地・資金等農業全般にわたる相談に、長崎県
新規就農相談センター及び各地域の就農支援センターが
応じます。

償還(うち据置)期間 １７（５）年以内

内容
効率的・安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、青年等の新規就農者が農業経営を開始するに
あたり、施設・機械の取得等に必要な資金

貸付対象者

・新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画の認定を受けた者（認定新規就農者）

①青年（原則18歳以上45歳未満）、②知識・技能を有する者（65歳未満）、③これらの者が役員の過半を占める法人

※農業経営を開始してから一定期間（５年）以内のものを含み、認定農業者を除く

計画認定
貸付主体

市町

株式会社 日本政策金融公庫

貸付限度額 ３，７００万円（特認１億円）

各種支援制度・助成措置（その１）
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↓ 貸付手続の流れ等（農水省HP) ↓ 概要、利用イメージ等

（日本政策金融公庫HP）

詳しくは

青年等就農計画制度

（農林水産省HP)
→→→

（認定新規就農者制度）



儲かる姿実践対策 集落営農法人対策 農山村集落対策

農業所得1000万円農家応援型 認定農業者応援型 後継者応援型 認定新規就農者応援型 集落営農法人応援型 稼ぐ農山村応援型

移住集落タイプ
2/5以内

稼ぐ集落タイプ
1/3以内

農業用機械は1/3以内 農業用機械は1/3以内 農業用機械は1/3以内 農業用機械は1/3以内

《問合せ先》各振興局、各市町または長崎県農政課

1/2以内2/5以内2/5以内
補助率

○要件の確認等がありますのでそれぞれの交付主体（または問合せ先）に必ず確認をお願いします。

詳しい要件・
申請様式等

（農林水産省HP）
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就

農する認定新規就農者に対し、要件を満たした場合、経
営開始１～３年目は年間１５０万円、経営開始４～５年目
は年間１２０万円を交付。

《交付主体及び相談先》
就農予定地の市町（各役場）

区分

経営開始型

内容

農業で稼ぐ農山村応援事業

「第３期ながさき農林業・農山村活性化計画」に基づき｢次代につなげる活力ある農林業の振興｣、
｢多様な住民の活躍による農山村集落の維持・活性化｣の推進に必要な生産施設や農業用機械等の
施設整備に対し支援を行います。

ふるさと振興
基盤整備事業

1/2以内2/5以内1/3以内

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金（準備型（２年以内））及び就農
直後の経営確立を支援する資金（経営開始型（５年以内））を交付。

準備型

就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を
受ける者に対し、年間最大１５０万円を最長２年間交付。

《交付主体及び相談先》
（公財）長崎県農林水産業担い手育成基金
〒854-0062 諫早市小船越町3171番地

 TEL：0957-25-0031

区分

次代につなぐ産地生産基盤応援事業

産地基盤強化対策

各種支援制度・助成措置（その２）
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機械・施設導入／就農先選定

移住相談／住宅取得支援

助成制度の相談

農地の相談

農地情報・設備相談・住宅（移住）相談

• 長崎県新規就農相談センター
• 地域就農支援センター
☆農業全般にわたる相談

• 市町農業委員会
• 「全国農地ナビ」

（遊休農地検索）

• ながさき移住サポートセンター
• 「ながさき移住ナビ」

（物件紹介、各種サポート情報検索）

県央

島原

県北

五島

壱岐

対馬

〒854-0071 諫早市永昌東町25-8
TEL：0957-22-0057
〒855-0835 島原市西八幡町8509-2
TEL：0957-62-3610

〒859-6325 佐世保市吉井町大渡80
TEL：0956-41-2033

〒853-8502 五島市福江町7-1
TEL：0959-72-5115

〒811-5732 壱岐市芦辺町国分東触678-7
TEL：0920-45-3038

〒817-8520 対馬市厳原町宮谷224
TEL：0920-52-4011

地域就農支援センター

一般社団法人 長崎県農業会議

長崎県新規就農相談センター
（公益財団法人 長崎県農林水産業担い手育成基金）

〒854-0062 諫早市小船越町3171番地
TEL：0957-25-0031

〒850-0035 長崎市元船町17番1号 長崎県大波止ビル3階
TEL：095-822-9647

長崎県農業経営課（就農支援班）

〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL：095-895-2935
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• 長崎県農林水産業担い手育成基金
（長崎県新規就農相談センター）

※就農地域が決まっている場合は、市町の農業関係部署へご相談ください。



年齢制限がある場合、年齢と理由 64歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】長崎市西海町 【就業場所】長崎市西海町

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】養鶏作業・管理・運転業務

【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆将来農場責任者として独立を目指す方、歓迎！（支援制度あり）

40歳以下（省令３号のイ・キャリア形成） 59歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】佐世保市針尾西町 【就業場所】佐世保市針尾西町 【所在地】平戸市田平町 【就業場所】平戸市田平町

【加入保険等】雇用、労災 【職種】みかん栽培作業員 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】農産物の生産・加工

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆子育て中の方への配慮あり（学校行事等） 【仕事内容】

となっています。

ハローワークにお問い合わせの際には、

左上に記載の求人番号をお伝えくださ

い。

平戸市を拠点に農産物（水耕栽培レタス、馬鈴薯、ニンニク、サツマイモ）の生産・加
工・販売を行っています。全国に販路を持ち、味と品質の追及を行う、モロフジホール
ディングスグループの食料事業を担う安定企業です。

○露地栽培でのニンニク・馬鈴薯・さつまいも等の生産。
○農産物を使った加工食品の企画・考案。
○野菜の梱包・出荷等。
○その他付随業務。

モロフジファーム(株)

求人番号

42060-135051142020-6125911

42010-7407011

○みかんの栽培管理。
・みかんの摘蕾、摘果 ・農薬散布 ・収穫、運搬
・選果補助 ・施肥作業 ・防風林管理の補助

※軽トラック（MT車）を使用します。

高品質なみかんの生産に向けた、栽培技術の向上に取り組んでいます。毎年、安定
した収益を得ています。

鴨川
カ モ ガ ワ

農園
ノ ウ エ ン

事業所
ジ ギ ョ ウ シ ョ

名
メ イ

(株)鳥
ト リ

翔
ショウ

安心第一をモットーに、無薬飼育鶏として、処理センターより、県内、関西、関東へ
出荷されています。無薬飼育鶏として高い評価をいただいております。

○鶏の管理業務…鶏舎内、鶏の見回り、軽作業、確認。
○出荷後の業務…堆肥搬出、鶏舎水洗い、消毒、外部清掃。
○ヒナの入雛準備。
※運転は、堆肥搬出時は３ｔ・４ｔダンプ、積込時はフォークリフト・ショベルカーを使用しま
す。
※フォークリフト、３ｔ・４ｔダンプ 運転経験必須（年数不問）

掲載順は、「長崎→県北（佐世保・平戸・松浦）→大村→諫早・雲仙

→南島原・島原→五島→対馬→壱岐」

事業所のご案内 令和３年６月末現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています。

求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
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【所在地】平戸市無代寺町 【就業場所】平戸市無代寺町 【所在地】平戸市生月町山田免 【就業場所】平戸市生月町南免

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】牧場作業員 【加入保険等】労災 【職種】和牛繁殖

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 【仕事内容】

64歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】松浦市鷹島町 【就業場所】松浦市鷹島町 【所在地】雲仙市愛野町 【就業場所】東彼杵郡東彼杵町一ツ石郷

【加入保険等】雇用、労災 【職種】牛の飼養管理 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】農場作業員

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 ☆単身用入居可能住宅あり 【仕事内容】 ☆ＵＩＪターン歓迎

黒毛和種子牛の生産販売。長崎県内、佐賀県を中心に、全国に子牛を販売する農場
です。家族的雰囲気の中で和気あいあい、楽しく仕事が出来る職場です。やる気があ
る方、お待ちしています。一度気軽に見に来てください。

〇牛舎の清掃、給餌他、牧草の収集作業など、牛の飼育管理全般の業務に従事し
て頂きます。
○車は２ｔトラック等を使用します。
〇その他付随する業務。

大石
オ オ イ シ

啓介
ケ イ ス ケ

（大石
オ オ イ シ

農場
ノ ウ ジ ョ ウ

）

○鶏の世話と鶏卵の集卵及び鶏糞の処理。

42030-5253611

直営農場でブランド卵「太陽卵」「タウリンの里」等を生産。鶏卵の販売を通し、皆様
の健康作りと明るい食卓作りをスローガンに全社員一丸となって頑張っています。

畜産業として、肉用牛の肥育を行っています。
現在、約８００頭余りの肉用牛を肥育しています。

○牧場業務全般。
・肥育農場で肉牛の肥育及び管理
・餌やり ・牛舎の清掃
・その他付随する業務

※軽トラック～４トントラック（ＭＴ車）の運転あり

黒毛和牛を約１００頭飼養しています。経営規模拡大に伴い、やる気のある人材を
募集いたします。

42060-1011411 42060-859011

42060-1476311

山頭
ヤ マ ガ シ ラ

畜産
チ ク サ ン

蜜山
ミ ツ ヤ マ

畜産
チ ク サ ン

蜜山隆満

○繁殖牛の管理、子牛の哺育管理。
○牧草の作付け、収穫。
○給餌、ミルク給与など。
○放牧場の見回り、牛舎内外の清掃。
○その他付随する業務。

(株)落水
オ チ ミ ズ

正
タダシ

商店
シ ョ ウ テ ン
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事業所のご案内 令和３年６月末現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています。

求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。



59歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】大村市東大村 【就業場所】大村市東大村 【所在地】諫早市小長井町 【就業場所】諫早市小長井町

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】飼料運搬車運転手 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】養豚飼育

【事業内容・会社の特長】 兼肥育牛飼育管理者 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆経験不問 ☆経験者優遇 【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎

40歳以下（省令３号のイ・キャリア形成） 44歳以下（省令３号のイ・キャリア形成）

【所在地】諫早市中央干拓 【就業場所】諫早市中央干拓 【所在地】諫早市小長井町 【就業場所】諫早市小長井町

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】農作業管理 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】飼養管理員

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 【仕事内容】

(有)早稲田
ワ セ ダ

畜産
チ ク サ ン

研究所
ケ ン キ ュ ウ ジ ョ

○豚の飼育管理、豚舎の清掃、飼料作り、養豚の出荷作業 等。
○その他養豚に関する作業全般。

※事業拡大に向けた増員募集です。
※パート勤務（午前中のみ等）希望の方も相談に応じます。

子牛から肉用成牛に至るまでの期間の飼育、育成生産を主業としています。たい肥
搬出は、全て自動式及び機械式によります。長崎県をはじめ、熊本県、宮崎県、北海
道に牧場を設置しています。

愛菜
ア イ サ イ

ファーム㈱

養豚業、豚の飼養管理及び関連作業を行っています。安心安全な豚肉を消費者に提
供するために、ほとんどの薬品を使用せず飼養管理を行っています。

大石
オ オ イ シ

畜産
チ ク サ ン

(有)さざんか農場
ノ ウ ジ ョ ウ

42040-3014511 42030-4526911

露地23ha、ハウス施設10haで野菜を中央干拓にて生産出荷しています。特別栽培
（環境に優しい安全安心な）農産物の生産を目指しています。あわせて農機・建機のレ
ンタル販売・土木事業を運営しています。

○肥育牛の飼育管理全般。
・飼料（バルク車）の運搬 ・飼料、乾草の給餌
・たい肥－ショベル等 ・牛舎の清掃
※大型車乗務経験必須。

養豚業を行っています。養豚産業の中では、温度・湿度管理一定のハイテクな施設
です。

○諫早農場内のハウスや露地の管理者。
○ビニールハウスの点検・修理・メンテナンス。
○簡単なパソコン入力があります。

42030-3352611 42030-4381611

○豚の飼養管理。
・餌やり（約２，０００頭）
・豚舎の清掃・修理
・除草作業（草払い）等
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事業所のご案内 令和３年６月末現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています。

求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。



59歳以下（省令１号・定年を上限） 64歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】雲仙市吾妻町 【就業場所】雲仙市吾妻町 【所在地】南島原市口之津町 【就業場所】雲仙市国見町

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】作業員 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】養豚作業員

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 【仕事内容】

64歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】島原市有明町 【就業場所】南島原市深江町 【所在地】南島原市南有馬町 【就業場所】南島原市南有馬町

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】鶏舎作業員 【加入保険等】雇用、労災 【職種】農作業員

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 【仕事内容】

○みかん、野菜（じゃがいも等）の生産収穫等農作業全般。

※軽トラ、２ｔ車の運転あり。

(有)松本
マ ツ モ ト

ファーム

事業としてブロイラー（肉用鶏）飼育出荷、 電報配達（深江町～愛野町）、 チップ集
配達（県内外）を行っています。

○ブロイラーの育成、管理。
○ブロイラー出荷後の清掃、入雛準備。
○のこくず製造。
○チップ運搬、配達。

(株)吉本
ヨ シ モ ト

養蜂場
ヨ ウ ホ ウ ジ ョ ウ

42050-1736711

養蜂業を行っています。
国産巣みつ、蜂蜜各種、生ローヤルゼリー、プロポリス等の取扱い、交配蜂を取り

扱っています。

42050-1386311

○蜂蜜を採取したり、作物の受粉のためのミツバチをお世話していただきます。
・繁忙期は春・夏、主に屋外での作業になります。
・軽トラック又は２ｔ車にての作業あり（配達等）。
・夏場は暑いので、徐々に勤務時間が早くなります。
・１５㎏程度の商品を運ぶので、体力を要します。

○養豚作業全般。
・豚の飼養管理、人工授精、豚舎の清掃、草刈り及び豚の出荷作業等を行いま

す。

☆シャワー室完備です。

42030-4052511 42050-1472411

農業を営んでいます。

(有)芳
ホ ウ

寿
ジ ュ

牧場
ボ ク ジ ョ ウ

はじめ農園
ノ ウ エ ン

馬場
バ バ

亮輔
リ ョ ウ ス ケ

養豚業と食肉販売を行い、お肉はブランド豚「芳寿豚」として全国へ販売していま
す。豚の飼育は日本SPF豚協会の認定を、２５年以上連続で取得できるレベルであ
り、安心・安全な豚を育て、「長崎SPF豚・芳寿豚」として全国へ販売しています。
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事業所のご案内 令和３年６月末現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています。

求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。



59歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】南島原市南有馬町 【就業場所】南島原市南有馬町 【所在地】島原市油堀町丙 【就業場所】島原市油堀町丙

【加入保険等】労災 【職種】農作業員 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】養豚作業全般

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆未経験者歓迎 【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 ☆経験者優遇

59歳以下（省令１号・定年を上限） 64歳以下（省令１号・定年を上限）

【所在地】島原市有明町 【就業場所】島原市有明町 【所在地】島原市有明町湯江乙 【就業場所】島原市有明町湯江乙

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】養豚作業員 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】作業員

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 【仕事内容】

鶏卵の生産・販売を行っています。

トマトのハウス栽培、農協への出荷を行っています。長崎県特別農産物指定を受け
ており、ますますの品質向上を目指しています。また、互いに働きやすい環境作りを大
切にしています。

42050-2097311 42050-1712211

岩永
イ ワ ナ ガ

大輔
ダ イ ス ケ

42050-1835511

㈱雲仙
ウ ン ゼ ン

有明
ア リ ア ケ

ファーム

○集卵業務、鶏舎の清掃など。

○トマト作業全般。
・定植 ・収穫 ・選別 ・栽培管理

※普通自動車免許（ＭＴ）をお持ちの方は、軽トラの運転をお願いする場合がありま
す。

○養豚場においての豚の繁殖（生産）の業務
○養豚場内において豚の肥育の業務

☆当社の平均年齢は42歳（30代５名の若い力が活躍しています。）

豚の交配から肉豚出荷まで一貫経営の養豚業を行っています。
昭和５０年設立。豊田通商、にくせんを主な取引先とし、順調な業積の伸びを示して

いる明るい雰囲気の職場です。

○豚の飼育及び管理。又それらに付随する作業。
○肉豚出荷の運転手。

※２ｔ車の運転あり。

42050-2171711

東和
ト ウ ワ

畜産
チ ク サ ン

㈱ 有明農場

22年4月から養豚場経営会社として業務開始しました。農場成績もよく、今後は規模
の拡大や労働条件の整備なども積極的に行っていくことにより、将来の発展が期待で
きます。東証一部㈱スターゼンの孫会社です。

金納
カ ン ノ ウ

産業
サ ン ギ ョ ウ

㈱
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事業所のご案内 令和３年６月末現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています。

求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。



【所在地】五島市富江町 【就業場所】五島市富江町 【所在地】五島市堤町 【就業場所】五島市堤町

【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】養豚作業員（繁殖） 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】鶏の飼育及び営業

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎

44歳以下（省令３号のイ・キャリア形成）

【所在地】対馬市上県町 【就業場所】対馬市上県町 【所在地】壱岐市勝本町 【就業場所】壱岐市勝本町

【加入保険等】雇用、労災 【職種】農作業員 【加入保険等】雇用、労災、健康、厚生 【職種】農業技術者

【事業内容・会社の特長】 【事業内容・会社の特長】

【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 【仕事内容】 ☆UIJターン歓迎 ☆将来的に独立を目指している方歓迎

42070-1172611

42081-45581142080-666811

42070-1013211

つしま大石
オ オ イ シ

農園
ノ ウ エ ン

(株)壱岐
イ キ

の潮風
シ オ カ ゼ

㈱五島
ゴ ト ウ

さざなみ農園
ノ ウ エ ン

○母豚、種豚、哺乳子豚の飼育管理。（母豚数約８００頭、総数約３，０００頭）
・エサの給餌、ワクチン接種、豚舎水洗・消毒作業。
・個体の管理（カルテ等の記録）など。

○事務所での作業。
・カルテ等の記録のパソコンへの入力・管理。
・パソコンでの飼育プログラム等の作成 など。

ハウスオペレーター
○ハウスでトマトを栽培。
○ハウスの環境管理。

（温度・湿度・ＣＯ₂濃度等）
○パソコンで環境設定を行う。

トマト栽培に関する作業
○収穫、摘果、芽掻き、誘引、葉掻き、

掃除、防除、その他。

(有)草野
ク サ ノ

ファーム

五島列島の豊かな自然により育まれた「五島地鶏しまさざなみ」を自信を持ってお届
けします。農作物・地鶏の生産、加工、販売で６次産業を目指しています。
◎新規の会社です。力を合わせ会社を作り上げ、共に成長しましょう◎

○鶏の飼育作業…鶏の飼育・管理、記録、報告。
飼料をかくはん機で配合、餌やり及び鶏舎内清掃 等。

○営業販売業務…販路拡大/島外（九州内）の鶏肉取扱店舗や飲食店。
催事参加/百貨店やイベント会場にて。

※メインは鶏の飼育作業です。

対馬の北部、上県町佐護で、主に紅茶用のお茶と柚子を生産・加工・販売していま
す。畑の管理からお茶や柚子商品の製造、販売と幅広い内容のお仕事ができます。

農業生産、農産物販売、農産加工、農業生産指導等を行っています。壱岐の農業を
発展させるため、壱岐産の野菜を福岡の大手スーパーに出荷し、自社生産のトマトを
島内及び福岡へ出荷しています。

○対馬の次代の農業をつくるお仕事です。
・お茶の生産・加工。
・柚子の生産・加工。
・その他作物の加工。
・イベント等の手伝い。

肉豚一貫生産をして、㈱日本ハム、㈱五島食肉センターへの出荷、循環型の農業法人
として、堆肥の生産、野菜づくりにも取リ組んでいます。
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事業所のご案内 令和３年６月末現在で求人が出ている正社員求人の一部を掲載しています。

求人無効になっている可能性がありますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

※コンサルタントや関係機関の助言を受けながら
管理方法を習得、実践していきます。



ハローワーク名 電話番号 ハローワーク名 電話番号

ハローワーク長崎 095-862-8643 ハローワーク大村 0957-52-8609

ハローワークプラザ長崎 095-823-1001 ハローワーク島原 0957-63-8609

ハローワーク長崎 西洋館センター 095-808-0251 ハローワーク江迎 0956-66-3131

ハローワーク西海 0959-22-0033 松浦市地域職業相談室 0956-73-0530

ハローワーク佐世保 0956-88-2003 ハローワーク五島 0959-72-3105

ハローワークプラザ佐世保 0956-24-0810 ハローワーク対馬 0920-52-8609

ハローワーク諫早 0957-22-4328 ハローワーク壱岐 0920-47-0054

長崎県内のハローワーク一覧

MEMO

（令和３年７月 長崎労働局作成）


