
82秋田振興建設（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

大仙市

■会社の特徴

・担い手育成　 インターンシップ・現場見学などにも積極的に取り組んでいます。

■求める人物像

【取得資格】
大型特殊自動車免許
車両系建設機械
不整地運搬車
小型移動式クレーン
玉掛け作業者

　　あきたしんこうけんせつ 

秋田振興建設 株式会社

〒０１４‐００７２ 大仙市大曲西根字嶋村60
TEL.0187-68-3111 FAX.0187-68-3166

■主な業種／　建設業(土木、舗装)　
■創立／　昭和28年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　36億円(令和2年度)
■従業員数／　８４人（男７５人　女 ９ 人）
■休日休暇／　第2･4土曜、ＧＷ、お盆、年末年始 他　
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　社内表彰制度、親睦会、野球クラブ
■諸手当／　通勤手当、役職手当、現場手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒180,000円（技術職：高校卒）

工事部　令和２年４月入社　　六郷高校卒

　現場見学・インターンシップ・応募前会社見学
　　　　　　　　　　随時可能　大歓迎！！

素直で元気、物おじせず
　　　　　　仕事に積極的に取り組める方

　「建設的」という言葉は、今よりもより良くしていこうと積極的に取り組むという前向きな言葉です。
何事にも積極的に取り組む人間集団が、世界に一つの物を作り上げることで自信･信頼、何より喜びを得られ、そし
て知恵が生まれます。自然が猛威を振るい大変なこともありますが、建設物ができたときの感動は格別です。

鈴木　慎

 地域貢献とやりがい!

・実績と技術力
　当社は歴史は70年近く、今まで幾多の道路・河川・敷地造成等
の工事を完成させてきました。現在技術者が若手からベテランま
で70名(施工管理・機械運転)以上所属し、様々な建設機械を50
台以上保有しています。また新規の建設のみならず既存の建設
物の維持更新等も行っています。
　さらに、ICTなどの最新技術を積極的に取入れ、熟練者だけに
頼らない新たな建設業の形の創成に努めています。

　私は今、舗装工事の現場で仕事をしています。資格
も取りましたが、まだまだ覚えることがたくさんありま
す｡会社では同年代の仲間や先輩がたくさんいるので
いろいろ相談できます。
　私が高校生の頃、通学などで何気なく使っていた道
路ですが、地域の人達の生活になくてはならない大変
重要なものだと就職してから気付きました。地域の人
達のための道路工事に携わることができ、大きなやり
がいを感じています。　一緒に地域貢献しましょう。

安全はすべてに優先する

総務部　取締役総務部長　　小原　貴
TEL.0187-68-3111
E-mail:akisin40@themis.ocn.ne.jp

一緒に味わってみませんか？
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一緒に味わってみませんか？

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 2
Ｒ１ 3

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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北

大仙市

～地域に街に　夢、広げたい～

■会社の特徴
　当社は総合建設業として、主に土木・建築工事一式の
施工管理業務を行っています。
「自然に優しい技術」「人に優しい技術」を最優先に考え
ながら、さまざまな仕事に取り組んでいます。
少数精鋭の分、社内の風通しもよく社員一人一人の声が
届きやすいです。従業員が働きやすいよう常に改善をしな
がら業務を行っています。

■求める人物像
　・広い視野を持ち、リーダーシップをとれる人
　・素直で何事にも一生懸命な人
　・明るくコミュニケーションがとれる人

■その他
当社は女性活躍推進企業として、男女がイキイキと働く
ことができる職場環境作りに積極的に取り組んでいます。

　　
建築部  H29年入社 大曲工業高校卒

佐藤　栞菜（さとう　かんな）
秋田県仙北建設業協会 女性部会 副会長

　建物が完成するまでは大変な時もありますが、出来上がった時の達成感が大きく、
やりがいのある仕事だと思います。わからないことは上司や先輩がわかりやすく教え
てくれます。是非一緒に建設業界を盛り上げましょう！！

あらやしきけんせつ

〒014‐0001 大仙市花館字下殿屋敷９
TEL.0187-63-0405 FAX.0187-63-6005

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和45年
■資本金／　9700万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　22人（男17人　女5人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒195,000円  短大･高専卒185,000円  専門卒175,000円  高卒165,000円

中仙公民館清水分館新築工事

河川災害復旧等関連緊急工事（淀川）

専務取締役　・　荒屋鋪 翔
TEL.0187-63-0405
E-mail:sho-a@arayashiki.co.jp

～地域に街に　夢、広げたい～

■会社の特徴
　当社は総合建設業として、主に土木・建築工事一式の
施工管理業務を行っています。
「自然に優しい技術」「人に優しい技術」を最優先に考え
ながら、さまざまな仕事に取り組んでいます。
少数精鋭の分、社内の風通しもよく社員一人一人の声が
届きやすいです。従業員が働きやすいよう常に改善をしな
がら業務を行っています。

■求める人物像
　・広い視野を持ち、リーダーシップをとれる人
　・素直で何事にも一生懸命な人
　・明るくコミュニケーションがとれる人

■その他
当社は女性活躍推進企業として、男女がイキイキと働く
ことができる職場環境作りに積極的に取り組んでいます。

　　
建築部  H29年入社 大曲工業高校卒

佐藤　栞菜（さとう　かんな）
秋田県仙北建設業協会 女性部会 副会長

　建物が完成するまでは大変な時もありますが、出来上がった時の達成感が大きく、
やりがいのある仕事だと思います。わからないことは上司や先輩がわかりやすく教え
てくれます。是非一緒に建設業界を盛り上げましょう！！

あらやしきけんせつ

〒014‐0001 大仙市花館字下殿屋敷９
TEL.0187-63-0405 FAX.0187-63-6005

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和45年
■資本金／　9700万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　22人（男17人　女5人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒195,000円  短大･高専卒185,000円  専門卒175,000円  高卒165,000円

中仙公民館清水分館新築工事

河川災害復旧等関連緊急工事（淀川）

専務取締役　・　荒屋鋪 翔
TEL.0187-63-0405
E-mail:sho-a@arayashiki.co.jp

～地域に街に　夢、広げたい～

■会社の特徴
　当社は総合建設業として、主に土木・建築工事一式の
施工管理業務を行っています。
「自然に優しい技術」「人に優しい技術」を最優先に考え
ながら、さまざまな仕事に取り組んでいます。
少数精鋭の分、社内の風通しもよく社員一人一人の声が
届きやすいです。従業員が働きやすいよう常に改善をしな
がら業務を行っています。

■求める人物像
　・広い視野を持ち、リーダーシップをとれる人
　・素直で何事にも一生懸命な人
　・明るくコミュニケーションがとれる人

■その他
当社は女性活躍推進企業として、男女がイキイキと働く
ことができる職場環境作りに積極的に取り組んでいます。

　　
建築部  H29年入社 大曲工業高校卒

佐藤　栞菜（さとう　かんな）
秋田県仙北建設業協会 女性部会 副会長

　建物が完成するまでは大変な時もありますが、出来上がった時の達成感が大きく、
やりがいのある仕事だと思います。わからないことは上司や先輩がわかりやすく教え
てくれます。是非一緒に建設業界を盛り上げましょう！！

あらやしきけんせつ

〒014‐0001 大仙市花館字下殿屋敷９
TEL.0187-63-0405 FAX.0187-63-6005

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和45年
■資本金／　9700万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　22人（男17人　女5人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒195,000円  短大･高専卒185,000円  専門卒175,000円  高卒165,000円

中仙公民館清水分館新築工事

河川災害復旧等関連緊急工事（淀川）

専務取締役　・　荒屋鋪 翔
TEL.0187-63-0405
E-mail:sho-a@arayashiki.co.jp

～地域に街に　夢、広げたい～

■会社の特徴
　当社は総合建設業として、主に土木・建築工事一式の
施工管理業務を行っています。
「自然に優しい技術」「人に優しい技術」を最優先に考え
ながら、さまざまな仕事に取り組んでいます。
少数精鋭の分、社内の風通しもよく社員一人一人の声が
届きやすいです。従業員が働きやすいよう常に改善をしな
がら業務を行っています。

■求める人物像
　・広い視野を持ち、リーダーシップをとれる人
　・素直で何事にも一生懸命な人
　・明るくコミュニケーションがとれる人

■その他
当社は女性活躍推進企業として、男女がイキイキと働く
ことができる職場環境作りに積極的に取り組んでいます。

　　
建築部  H29年入社 大曲工業高校卒

佐藤　栞菜（さとう　かんな）
秋田県仙北建設業協会 女性部会 副会長

　建物が完成するまでは大変な時もありますが、出来上がった時の達成感が大きく、
やりがいのある仕事だと思います。わからないことは上司や先輩がわかりやすく教え
てくれます。是非一緒に建設業界を盛り上げましょう！！

あらやしきけんせつ

〒014‐0001 大仙市花館字下殿屋敷９
TEL.0187-63-0405 FAX.0187-63-6005

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和45年
■資本金／　9700万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　22人（男17人　女5人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒195,000円  短大･高専卒185,000円  専門卒175,000円  高卒165,000円

中仙公民館清水分館新築工事

河川災害復旧等関連緊急工事（淀川）

専務取締役　・　荒屋鋪 翔
TEL.0187-63-0405
E-mail:sho-a@arayashiki.co.jp

新卒
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～地域に街に　夢、広げたい～

■会社の特徴
　当社は総合建設業として、主に土木・建築工事一式の
施工管理業務を行っています。
「自然に優しい技術」「人に優しい技術」を最優先に考え
ながら、さまざまな仕事に取り組んでいます。
少数精鋭の分、社内の風通しもよく社員一人一人の声が
届きやすいです。従業員が働きやすいよう常に改善をしな
がら業務を行っています。

■求める人物像
　・広い視野を持ち、リーダーシップをとれる人
　・素直で何事にも一生懸命な人
　・明るくコミュニケーションがとれる人

■その他
当社は女性活躍推進企業として、男女がイキイキと働く
ことができる職場環境作りに積極的に取り組んでいます。

　　
建築部  H29年入社 大曲工業高校卒

佐藤　栞菜（さとう　かんな）
秋田県仙北建設業協会 女性部会 副会長

　建物が完成するまでは大変な時もありますが、出来上がった時の達成感が大きく、
やりがいのある仕事だと思います。わからないことは上司や先輩がわかりやすく教え
てくれます。是非一緒に建設業界を盛り上げましょう！！

あらやしきけんせつ

〒014‐0001 大仙市花館字下殿屋敷９
TEL.0187-63-0405 FAX.0187-63-6005

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和45年
■資本金／　9700万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　22人（男17人　女5人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒195,000円  短大･高専卒185,000円  専門卒175,000円  高卒165,000円

中仙公民館清水分館新築工事

河川災害復旧等関連緊急工事（淀川）

専務取締役　・　荒屋鋪 翔
TEL.0187-63-0405
E-mail:sho-a@arayashiki.co.jp

～地域に街に　夢、広げたい～

■会社の特徴
　当社は総合建設業として、主に土木・建築工事一式の
施工管理業務を行っています。
「自然に優しい技術」「人に優しい技術」を最優先に考え
ながら、さまざまな仕事に取り組んでいます。
少数精鋭の分、社内の風通しもよく社員一人一人の声が
届きやすいです。従業員が働きやすいよう常に改善をしな
がら業務を行っています。

■求める人物像
　・広い視野を持ち、リーダーシップをとれる人
　・素直で何事にも一生懸命な人
　・明るくコミュニケーションがとれる人

■その他
当社は女性活躍推進企業として、男女がイキイキと働く
ことができる職場環境作りに積極的に取り組んでいます。

　　
建築部  H29年入社 大曲工業高校卒

佐藤　栞菜（さとう　かんな）
秋田県仙北建設業協会 女性部会 副会長

　建物が完成するまでは大変な時もありますが、出来上がった時の達成感が大きく、
やりがいのある仕事だと思います。わからないことは上司や先輩がわかりやすく教え
てくれます。是非一緒に建設業界を盛り上げましょう！！

あらやしきけんせつ

〒014‐0001 大仙市花館字下殿屋敷９
TEL.0187-63-0405 FAX.0187-63-6005

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和45年
■資本金／　9700万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　22人（男17人　女5人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　110日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒195,000円  短大･高専卒185,000円  専門卒175,000円  高卒165,000円

中仙公民館清水分館新築工事

河川災害復旧等関連緊急工事（淀川）

専務取締役　・　荒屋鋪 翔
TEL.0187-63-0405
E-mail:sho-a@arayashiki.co.jp



84大曲土建（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

大仙市

TEL.0187-63-2525

■会社の特徴

　　
■求める人物像
　　　勤勉で向上心の強い方。

■その他
　　　週労働時間40時間（平均）制度取入れ。

　　
　工事部 部長　高橋　英成
　　　道路、河川、下水道等生活に欠かせない地域のインフラ整備に
　　携わるとてもやりがいのある職業です。資格取得を補助する制度で
　　スキルアップを目指すこともできるので、共に目標をもって働いてく　
　　れる方をお待ちしております。

おおまがりどけん

大曲土建 株式会社

〒014‐0068 大仙市大曲飯田町22番2号
FAX.0187-63-7535

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　14人（男12人　女2人）
■年間休日数／　92日　　　
■福利厚生／　健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　　　　　　　　　 労災保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒145，000円

　　　当社は総合建設業として県南部を基盤とし道路や下水道、
　　河川構造物やほ場整備等、社会資本整備や建築物に関わる
　　造成、外構工事等の施工業務を行っています。

　　　地方道路等整備工事（ＰＣ橋上部工）

　　　　　　地方道路等整備工事（道路工）

総務部 部長　小原　修
TEL.0187-63-2525
E-mail:omadoke@muse.ocn.ne.jp

TEL.0187-63-2525

■会社の特徴

　　
■求める人物像
　　　勤勉で向上心の強い方。

■その他
　　　週労働時間40時間（平均）制度取入れ。

　　
　工事部 部長　高橋　英成
　　　道路、河川、下水道等生活に欠かせない地域のインフラ整備に
　　携わるとてもやりがいのある職業です。資格取得を補助する制度で
　　スキルアップを目指すこともできるので、共に目標をもって働いてく　
　　れる方をお待ちしております。

おおまがりどけん

大曲土建 株式会社

〒014‐0068 大仙市大曲飯田町22番2号
FAX.0187-63-7535

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　14人（男12人　女2人）
■年間休日数／　92日　　　
■福利厚生／　健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　　　　　　　　　 労災保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒145，000円

　　　当社は総合建設業として県南部を基盤とし道路や下水道、
　　河川構造物やほ場整備等、社会資本整備や建築物に関わる
　　造成、外構工事等の施工業務を行っています。

　　　地方道路等整備工事（ＰＣ橋上部工）

　　　　　　地方道路等整備工事（道路工）

総務部 部長　小原　修
TEL.0187-63-2525
E-mail:omadoke@muse.ocn.ne.jp

TEL.0187-63-2525

■会社の特徴

　　
■求める人物像
　　　勤勉で向上心の強い方。

■その他
　　　週労働時間40時間（平均）制度取入れ。

　　
　工事部 部長　高橋　英成
　　　道路、河川、下水道等生活に欠かせない地域のインフラ整備に
　　携わるとてもやりがいのある職業です。資格取得を補助する制度で
　　スキルアップを目指すこともできるので、共に目標をもって働いてく　
　　れる方をお待ちしております。

おおまがりどけん

大曲土建 株式会社

〒014‐0068 大仙市大曲飯田町22番2号
FAX.0187-63-7535

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　14人（男12人　女2人）
■年間休日数／　92日　　　
■福利厚生／　健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　　　　　　　　　 労災保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒145，000円

　　　当社は総合建設業として県南部を基盤とし道路や下水道、
　　河川構造物やほ場整備等、社会資本整備や建築物に関わる
　　造成、外構工事等の施工業務を行っています。

　　　地方道路等整備工事（ＰＣ橋上部工）

　　　　　　地方道路等整備工事（道路工）

総務部 部長　小原　修
TEL.0187-63-2525
E-mail:omadoke@muse.ocn.ne.jp

TEL.0187-63-2525

■会社の特徴

　　
■求める人物像
　　　勤勉で向上心の強い方。

■その他
　　　週労働時間40時間（平均）制度取入れ。

　　
　工事部 部長　高橋　英成
　　　道路、河川、下水道等生活に欠かせない地域のインフラ整備に
　　携わるとてもやりがいのある職業です。資格取得を補助する制度で
　　スキルアップを目指すこともできるので、共に目標をもって働いてく　
　　れる方をお待ちしております。

おおまがりどけん

大曲土建 株式会社

〒014‐0068 大仙市大曲飯田町22番2号
FAX.0187-63-7535

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　14人（男12人　女2人）
■年間休日数／　92日　　　
■福利厚生／　健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　　　　　　　　　 労災保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒145，000円

　　　当社は総合建設業として県南部を基盤とし道路や下水道、
　　河川構造物やほ場整備等、社会資本整備や建築物に関わる
　　造成、外構工事等の施工業務を行っています。
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■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　14人（男12人　女2人）
■年間休日数／　92日　　　
■福利厚生／　健康保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　　　　　　　　　 労災保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒145，000円

　　　当社は総合建設業として県南部を基盤とし道路や下水道、
　　河川構造物やほ場整備等、社会資本整備や建築物に関わる
　　造成、外構工事等の施工業務を行っています。
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仙  
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■諸手当／　勤続手当、職務手当、資格手当、通勤手当、扶養手当　等　

アスファルトフィニッシャ－

　　　　　　　　地方道路交付金工事

　　

　　　　　

おおまがりほそう 

大曲舗装 株式会社

〒014-0027 大仙市大曲通町13番7号
TEL.0187-62-5109 FAX.0187-63-5343

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業　
■創立／　昭和45年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　34人（男　29　人　女　5　人）
■休日休暇／　4週6休　GW　お盆　年末年始　　　
■年間休日数／88　日　　　
■福利厚生／　各種保険、慶弔金、健康診断　
　　　　　　　　　　　　確定拠出年金、レクリエーション　等

■初任給／　　高卒170,000円

工事部　工事課  平成２８年入社　　　大曲工業高校卒

地域の生活にかかせないインフラ整備に携わり、実際に利用されて
いるのを目の当たりにすると達成感とやりがいを感じます。
皆さんにも建設業の魅力を感じてほしいので、当社へぜひ見学に
来てほしいです。

上井　友斗

会社の外観や主力事業の写真

総務課　　総務課長　佐藤猛
TEL.0187-62-5109
E-mail:soumuka＠om-hosou.co.jp

■会社の特徴
当社は昭和４５年に創業し、５1周年を迎えます。主に道路舗装・土木・と
び土工などの工事施工を通じて地域社会に貢献し、安全優先と品質重視
を念頭に入れ、お客様からの信頼を得られるよう努力し、実績を積み重ね
てまいりました。
公共工事・民間工事を問わず、地域社会のニーズにしっかり応えながら今
後とも地域の皆様のために日々精進し、より良いものを提供できるよう社
員一同誠心誠意努力してまいります。

■求める人物像
ものづくりの会社である当社で働くということは、自分が作ったものが形と
して残り、社会に貢献していくことです。完成した時には大きな「達成感」と
「やりがい」を味わえます。失敗を恐れず、何事にも挑戦し、ものづくりへの
情熱と高い志を持った明るく元気な仲間に出会えることを楽しみにしてい
ます。私たちと一緒に道を切り開いていきませんか。

■その他
インターンシップ、会社見学を随時受付しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

■諸手当／　勤続手当、職務手当、資格手当、通勤手当、扶養手当　等　

アスファルトフィニッシャ－

　　　　　　　　地方道路交付金工事

　　

　　　　　

おおまがりほそう 

大曲舗装 株式会社

〒014-0027 大仙市大曲通町13番7号
TEL.0187-62-5109 FAX.0187-63-5343

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業　
■創立／　昭和45年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　34人（男　29　人　女　5　人）
■休日休暇／　4週6休　GW　お盆　年末年始　　　
■年間休日数／88　日　　　
■福利厚生／　各種保険、慶弔金、健康診断　
　　　　　　　　　　　　確定拠出年金、レクリエーション　等

■初任給／　　高卒170,000円

工事部　工事課  平成２８年入社　　　大曲工業高校卒

地域の生活にかかせないインフラ整備に携わり、実際に利用されて
いるのを目の当たりにすると達成感とやりがいを感じます。
皆さんにも建設業の魅力を感じてほしいので、当社へぜひ見学に
来てほしいです。

上井　友斗

会社の外観や主力事業の写真

総務課　　総務課長　佐藤猛
TEL.0187-62-5109
E-mail:soumuka＠om-hosou.co.jp

■会社の特徴
当社は昭和４５年に創業し、５1周年を迎えます。主に道路舗装・土木・と
び土工などの工事施工を通じて地域社会に貢献し、安全優先と品質重視
を念頭に入れ、お客様からの信頼を得られるよう努力し、実績を積み重ね
てまいりました。
公共工事・民間工事を問わず、地域社会のニーズにしっかり応えながら今
後とも地域の皆様のために日々精進し、より良いものを提供できるよう社
員一同誠心誠意努力してまいります。

■求める人物像
ものづくりの会社である当社で働くということは、自分が作ったものが形と
して残り、社会に貢献していくことです。完成した時には大きな「達成感」と
「やりがい」を味わえます。失敗を恐れず、何事にも挑戦し、ものづくりへの
情熱と高い志を持った明るく元気な仲間に出会えることを楽しみにしてい
ます。私たちと一緒に道を切り開いていきませんか。

■その他
インターンシップ、会社見学を随時受付しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

■諸手当／　勤続手当、職務手当、資格手当、通勤手当、扶養手当　等　

アスファルトフィニッシャ－

　　　　　　　　地方道路交付金工事

　　

　　　　　

おおまがりほそう 

大曲舗装 株式会社

〒014-0027 大仙市大曲通町13番7号
TEL.0187-62-5109 FAX.0187-63-5343

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業　
■創立／　昭和45年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　34人（男　29　人　女　5　人）
■休日休暇／　4週6休　GW　お盆　年末年始　　　
■年間休日数／88　日　　　
■福利厚生／　各種保険、慶弔金、健康診断　
　　　　　　　　　　　　確定拠出年金、レクリエーション　等

■初任給／　　高卒170,000円

工事部　工事課  平成２８年入社　　　大曲工業高校卒

地域の生活にかかせないインフラ整備に携わり、実際に利用されて
いるのを目の当たりにすると達成感とやりがいを感じます。
皆さんにも建設業の魅力を感じてほしいので、当社へぜひ見学に
来てほしいです。

上井　友斗

会社の外観や主力事業の写真

総務課　　総務課長　佐藤猛
TEL.0187-62-5109
E-mail:soumuka＠om-hosou.co.jp

■会社の特徴
当社は昭和４５年に創業し、５1周年を迎えます。主に道路舗装・土木・と
び土工などの工事施工を通じて地域社会に貢献し、安全優先と品質重視
を念頭に入れ、お客様からの信頼を得られるよう努力し、実績を積み重ね
てまいりました。
公共工事・民間工事を問わず、地域社会のニーズにしっかり応えながら今
後とも地域の皆様のために日々精進し、より良いものを提供できるよう社
員一同誠心誠意努力してまいります。

■求める人物像
ものづくりの会社である当社で働くということは、自分が作ったものが形と
して残り、社会に貢献していくことです。完成した時には大きな「達成感」と
「やりがい」を味わえます。失敗を恐れず、何事にも挑戦し、ものづくりへの
情熱と高い志を持った明るく元気な仲間に出会えることを楽しみにしてい
ます。私たちと一緒に道を切り開いていきませんか。

■その他
インターンシップ、会社見学を随時受付しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

■諸手当／　勤続手当、職務手当、資格手当、通勤手当、扶養手当　等　

アスファルトフィニッシャ－

　　　　　　　　地方道路交付金工事

　　

　　　　　

おおまがりほそう 

大曲舗装 株式会社

〒014-0027 大仙市大曲通町13番7号
TEL.0187-62-5109 FAX.0187-63-5343

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業　
■創立／　昭和45年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　34人（男　29　人　女　5　人）
■休日休暇／　4週6休　GW　お盆　年末年始　　　
■年間休日数／88　日　　　
■福利厚生／　各種保険、慶弔金、健康診断　
　　　　　　　　　　　　確定拠出年金、レクリエーション　等

■初任給／　　高卒170,000円

工事部　工事課  平成２８年入社　　　大曲工業高校卒

地域の生活にかかせないインフラ整備に携わり、実際に利用されて
いるのを目の当たりにすると達成感とやりがいを感じます。
皆さんにも建設業の魅力を感じてほしいので、当社へぜひ見学に
来てほしいです。

上井　友斗

会社の外観や主力事業の写真

総務課　　総務課長　佐藤猛
TEL.0187-62-5109
E-mail:soumuka＠om-hosou.co.jp

■会社の特徴
当社は昭和４５年に創業し、５1周年を迎えます。主に道路舗装・土木・と
び土工などの工事施工を通じて地域社会に貢献し、安全優先と品質重視
を念頭に入れ、お客様からの信頼を得られるよう努力し、実績を積み重ね
てまいりました。
公共工事・民間工事を問わず、地域社会のニーズにしっかり応えながら今
後とも地域の皆様のために日々精進し、より良いものを提供できるよう社
員一同誠心誠意努力してまいります。

■求める人物像
ものづくりの会社である当社で働くということは、自分が作ったものが形と
して残り、社会に貢献していくことです。完成した時には大きな「達成感」と
「やりがい」を味わえます。失敗を恐れず、何事にも挑戦し、ものづくりへの
情熱と高い志を持った明るく元気な仲間に出会えることを楽しみにしてい
ます。私たちと一緒に道を切り開いていきませんか。

■その他
インターンシップ、会社見学を随時受付しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬

■諸手当／　勤続手当、職務手当、資格手当、通勤手当、扶養手当　等　

アスファルトフィニッシャ－

　　　　　　　　地方道路交付金工事

　　

　　　　　

おおまがりほそう 

大曲舗装 株式会社

〒014-0027 大仙市大曲通町13番7号
TEL.0187-62-5109 FAX.0187-63-5343

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業　
■創立／　昭和45年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　34人（男　29　人　女　5　人）
■休日休暇／　4週6休　GW　お盆　年末年始　　　
■年間休日数／88　日　　　
■福利厚生／　各種保険、慶弔金、健康診断　
　　　　　　　　　　　　確定拠出年金、レクリエーション　等

■初任給／　　高卒170,000円

工事部　工事課  平成２８年入社　　　大曲工業高校卒

地域の生活にかかせないインフラ整備に携わり、実際に利用されて
いるのを目の当たりにすると達成感とやりがいを感じます。
皆さんにも建設業の魅力を感じてほしいので、当社へぜひ見学に
来てほしいです。

上井　友斗

会社の外観や主力事業の写真

総務課　　総務課長　佐藤猛
TEL.0187-62-5109
E-mail:soumuka＠om-hosou.co.jp

■会社の特徴
当社は昭和４５年に創業し、５1周年を迎えます。主に道路舗装・土木・と
び土工などの工事施工を通じて地域社会に貢献し、安全優先と品質重視
を念頭に入れ、お客様からの信頼を得られるよう努力し、実績を積み重ね
てまいりました。
公共工事・民間工事を問わず、地域社会のニーズにしっかり応えながら今
後とも地域の皆様のために日々精進し、より良いものを提供できるよう社
員一同誠心誠意努力してまいります。

■求める人物像
ものづくりの会社である当社で働くということは、自分が作ったものが形と
して残り、社会に貢献していくことです。完成した時には大きな「達成感」と
「やりがい」を味わえます。失敗を恐れず、何事にも挑戦し、ものづくりへの
情熱と高い志を持った明るく元気な仲間に出会えることを楽しみにしてい
ます。私たちと一緒に道を切り開いていきませんか。

■その他
インターンシップ、会社見学を随時受付しております。
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　■ 会社の仕事 ■
　　〔 土木部門 〕　公共 土木・舗装工事、民間 土木・舗装工事
　　〔 建築部門 〕　住宅・工場・社寺仏閣・店舗・福祉施設・公共施設等　設計、施工

　■ 福利厚生等 ■

　■ 求める人物像 ■

          おだしまこうむてん

株式会社 小田島工務店

〒０１９‐１２３４ 仙北郡美郷町飯詰字北中島46番地5
TEL.0187-82-1314 FAX.0187-82-1660
URL　　http://www.odasima.co.jp/

■主な業種／　土木建築業　
■創立／　昭和２８年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　９．７億円
■従業員数／　３２人（男２８人　女４人）
■休日休暇／　４週７休(日曜､概ね第2第4土曜 等)
■年間休日数／　９７日　　　
■福利厚生／　社会保険完備、退職金制度･共済
■諸手当／　資格手当、職務手当、役職手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒170,000円　高卒157,000円

　　〔　社　員　構　成　〕 10代：1名　20代：１０名　30代：４名　40代：４名　50代：６名　60代~：1１名

　　　　建築課  H31年入社
　　　　大曲工業高校卒

　　　　建築課  R3年入社
　　　　大曲工業高校卒

　  〔 研修資格支援 〕 新入社員講習、 所属団体による外部研修などの研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資格取得に関わる学校通学費、 受験料などの支援

　  〔 福利厚生ほか 〕 定期健康診断、 団体生命保険制度、 休暇（GW､夏季､年末年始）、
　　　　　　　　　　　　　　　  　  有給休暇（入社6ヶ月経過後10日､勤続年数に応じて最大20日付与）

　　 ･真面目に誠意を持って相手に接する　 ・目的、目標に向かって努力をする　 ・場に応じて適切に物事に対応する

佐藤　海翔

　　私は元々大工に興味があり、小田島工務店に高校2年生時にインターンシップに来て、大工･建築･土木の現場
　　に行きました。職種を調べ先生に相談し、施工管理の仕事に魅力を感じて、志望しました。入社後は現場監督、
　　CADでの製図、協力会社の調整業務等をしています。年が近い人も多く、会社の雰囲気も良いです。

高橋　詩紅

　　私は住宅の設計や製図に興味があり、高校3年生時小田島工務店に職場見学に来ました。建築の現場管理と
　　設計の仕事を見学し、皆さん優しい印象でした。4月に入社し、現場でお客様や地域の方と接したり、やりたかっ
　　た住宅の製図もでき、やりがいを感じています。皆さん丁寧に教えてくれますので、ぜひ見学に来てください。

地域に根ざしたものづくりを大切にし、皆でアイデアを出しあい
　　お客様の思いに応えるプロフェッショナルたちが活躍しています

『 あなたのために造り ま す』

戦略室長　小田島 百里
TEL. 0187-82-1314
E-mail: odasima@jeans.ocn.ne.jp

　■ 会社の仕事 ■
　　〔 土木部門 〕　公共 土木・舗装工事、民間 土木・舗装工事
　　〔 建築部門 〕　住宅・工場・社寺仏閣・店舗・福祉施設・公共施設等　設計、施工
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高橋　詩紅

　　私は住宅の設計や製図に興味があり、高校3年生時小田島工務店に職場見学に来ました。建築の現場管理と
　　設計の仕事を見学し、皆さん優しい印象でした。4月に入社し、現場でお客様や地域の方と接したり、やりたかっ
　　た住宅の製図もでき、やりがいを感じています。皆さん丁寧に教えてくれますので、ぜひ見学に来てください。

地域に根ざしたものづくりを大切にし、皆でアイデアを出しあい
　　お客様の思いに応えるプロフェッショナルたちが活躍しています
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          おだしまこうむてん
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TEL.0187-82-1314 FAX.0187-82-1660
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新卒
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Ｒ１ 1
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シップ
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春
夏 〇 〇 〇 〇
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87 （株）小貫建設

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

美郷町

〒019-1234 仙北郡美郷町飯詰字東山本132番地1
TEL　0187-83-2601 FAX　0187-83-3280
URL　　http://www.onukikensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　4億円
■従業員数／　25人（男　22人　女　3人）
■休日休暇／　4週7休制　　
■年間休日数／　95日　　　
■福利厚生／総合傷害保険・キャンピングカー無料貸出
■諸手当／　通勤手当、職務手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒165,000円

■会社の特徴
｢地域と共に 豊かな未来を創りたい・・・。｣
という企業心念のもと、地域の皆様の生活環境を向上させ
るため、秋田県南地域を中心に、土木一式工事・建築一式
工事・舗装工事等の公共工事や民間工事を請負う総合建
設企業です。
（企業心念とは、「心の中で常に念じている」という意味の当社造語です。）

従業員の生活環境、及び 職場環境の向上にも積極的に取
り組んでおります。 　地域の環境を良くする仕事

■求める人物像 　（工場排水処理施設の工事風景）

モノづくりの好きな人
（モノづくりは建設業の根幹です。自分が何かをつくりたい、つくることで誰かを幸せにしたいという想いが大切です。）

志をもって前へ進む人
（目標に向かって積極的に取り組み、自ら成長することによって本人にも、会社にも、社会にも明るい未来が訪れます。）

責任感のある人
（建設現場では重要な工作物をつくります。率先して取組み、責任をもって最良の手段で完成させることが大切です。）

■その他
○ 社内販売制度や従業員へのキャンピングカーを含む車両・工具等休日の無料貸出。
○ 勤務中は勿論、勤務外（休日も含む）のケガまで保障します。
○ 快適職場施設（男女別休憩室・シャワー室・洗濯乾燥室・女性専用洗面化粧室・芝生コート）
○ 資格取得について、国家資格：全額（研修授業料含む）会社支給。その他の資格：会社助成金あり。

工事部　　令和3年入社

須藤　風華
（横手清陵学院高校卒）

工事部　　平成30年入社

小松田　皓
（大曲農業高校卒）

僕は今まで多くの事を先輩達から教わってきました。今で
は工事全般の管理を任され、責任をもって仕事に取組ん
でいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ここまでこれたのは、アットホームな職場雰囲気と親しみ
やすい先輩方のお陰だと思っています。皆さんが来るのを
楽しみに待ってます。

私は今、重機のオペレーターをしています。小貫建設
へ入社した理由は、女性専用休憩室や洗面化粧室
などが完備され、女性を受け入れる体制が整ってい
たからです。インターンシップの際に重機を操縦して
いる先輩を見て憧れを抱きました。今後は経験を積
み、目標の先輩をいつか超えたいです。

先輩たちの　　　　　　
メッセージ

ホームページ

会社の外観や主力事業の写真

経理部主任　　小貫 由美子
TEL　0187-83-2601
E-mail　 keiri@onukikensetsu.co.jp

おぬきけんせつ
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■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　4億円
■従業員数／　25人（男　22人　女　3人）
■休日休暇／　4週7休制　　
■年間休日数／　95日　　　
■福利厚生／総合傷害保険・キャンピングカー無料貸出
■諸手当／　通勤手当、職務手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒165,000円

■会社の特徴
｢地域と共に 豊かな未来を創りたい・・・。｣
という企業心念のもと、地域の皆様の生活環境を向上させ
るため、秋田県南地域を中心に、土木一式工事・建築一式
工事・舗装工事等の公共工事や民間工事を請負う総合建
設企業です。
（企業心念とは、「心の中で常に念じている」という意味の当社造語です。）

従業員の生活環境、及び 職場環境の向上にも積極的に取
り組んでおります。 　地域の環境を良くする仕事

■求める人物像 　（工場排水処理施設の工事風景）

モノづくりの好きな人
（モノづくりは建設業の根幹です。自分が何かをつくりたい、つくることで誰かを幸せにしたいという想いが大切です。）

志をもって前へ進む人
（目標に向かって積極的に取り組み、自ら成長することによって本人にも、会社にも、社会にも明るい未来が訪れます。）

責任感のある人
（建設現場では重要な工作物をつくります。率先して取組み、責任をもって最良の手段で完成させることが大切です。）

■その他
○ 社内販売制度や従業員へのキャンピングカーを含む車両・工具等休日の無料貸出。
○ 勤務中は勿論、勤務外（休日も含む）のケガまで保障します。
○ 快適職場施設（男女別休憩室・シャワー室・洗濯乾燥室・女性専用洗面化粧室・芝生コート）
○ 資格取得について、国家資格：全額（研修授業料含む）会社支給。その他の資格：会社助成金あり。

工事部　　令和3年入社

須藤　風華
（横手清陵学院高校卒）

工事部　　平成30年入社

小松田　皓
（大曲農業高校卒）

僕は今まで多くの事を先輩達から教わってきました。今で
は工事全般の管理を任され、責任をもって仕事に取組ん
でいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ここまでこれたのは、アットホームな職場雰囲気と親しみ
やすい先輩方のお陰だと思っています。皆さんが来るのを
楽しみに待ってます。

私は今、重機のオペレーターをしています。小貫建設
へ入社した理由は、女性専用休憩室や洗面化粧室
などが完備され、女性を受け入れる体制が整ってい
たからです。インターンシップの際に重機を操縦して
いる先輩を見て憧れを抱きました。今後は経験を積
み、目標の先輩をいつか超えたいです。

先輩たちの　　　　　　
メッセージ

ホームページ

会社の外観や主力事業の写真

経理部主任　　小貫 由美子
TEL　0187-83-2601
E-mail　 keiri@onukikensetsu.co.jp

おぬきけんせつ

〒019-1234 仙北郡美郷町飯詰字東山本132番地1
TEL　0187-83-2601 FAX　0187-83-3280
URL　　http://www.onukikensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和24年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　4億円
■従業員数／　25人（男　22人　女　3人）
■休日休暇／　4週7休制　　
■年間休日数／　95日　　　
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■諸手当／　通勤手当、職務手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒165,000円

■会社の特徴
｢地域と共に 豊かな未来を創りたい・・・。｣
という企業心念のもと、地域の皆様の生活環境を向上させ
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設企業です。
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■求める人物像 　（工場排水処理施設の工事風景）

モノづくりの好きな人
（モノづくりは建設業の根幹です。自分が何かをつくりたい、つくることで誰かを幸せにしたいという想いが大切です。）

志をもって前へ進む人
（目標に向かって積極的に取り組み、自ら成長することによって本人にも、会社にも、社会にも明るい未来が訪れます。）

責任感のある人
（建設現場では重要な工作物をつくります。率先して取組み、責任をもって最良の手段で完成させることが大切です。）

■その他
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私は今、重機のオペレーターをしています。小貫建設
へ入社した理由は、女性専用休憩室や洗面化粧室
などが完備され、女性を受け入れる体制が整ってい
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■会社の特徴 会社創立以来、安定成長を遂げている。
週４０時間制度を取り入れている。
建設工事、除雪作業、収集運搬業など、
地域に貢献することを目指しています。

秋田県および大仙市の発注した工事を
中心に施工しています。
冬期間は、大仙市の除雪作業も行っています。

大曲地域の廃棄物収集運搬を行っています。
各事業所や病院の廃棄物も収集運搬しています。

■求める人物像 明るく、健康的な人
知識・資格などが無くても、
技術取得に関し、サポートします。

■その他
施工管理の向上により、
安全な作業と顧客の満足を確保する
お客様の信頼と満足を確保し、
喜ばれる収集運搬を目指す

　　

 かとうさんぎょう

加藤産業 株式会社

〒０１４‐００７３ 大仙市内小友字太田１２５
TEL.0187-68-2121 FAX.0187-68-3257

■主な業種／　総合建設業、廃棄物収集運搬業
■創立／　昭和30年創業、昭和46年創立
■資本金／　２，２００万円　
■売上高／　５億円（前期実績）
■従業員数／　３６人（男 ３３人　女 ３人）
■休日休暇／　4週6休等（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒 161,000円

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

降雪時の除雪作業風景

廃棄物収集運搬車両

内小友西部地区農地集積基盤整備工事

代表取締役 　　黒山 誠
TEL.0187-68-2121
E-mail:yamaka-k@quartz.ocn.ne.jp

建設業は大変な仕事ですが、工事が無事に完成した時の達成
感は、非常に大きいです。また、冬の除雪作業と地域や病院・事
業所の廃棄物収集運搬も大変な仕事ですが、地域に貢献し、
たくさんの人に喜んでもらえる、とてもやりがいのある仕事です。
そのため、社員みんなで力を合わせて頑張っています。インター
ンシップ・応募前会社見学も可能です。当社に興味のある皆さ
ん、お待ちしております。

■会社の特徴 会社創立以来、安定成長を遂げている。
週４０時間制度を取り入れている。
建設工事、除雪作業、収集運搬業など、
地域に貢献することを目指しています。

秋田県および大仙市の発注した工事を
中心に施工しています。
冬期間は、大仙市の除雪作業も行っています。

大曲地域の廃棄物収集運搬を行っています。
各事業所や病院の廃棄物も収集運搬しています。

■求める人物像 明るく、健康的な人
知識・資格などが無くても、
技術取得に関し、サポートします。

■その他
施工管理の向上により、
安全な作業と顧客の満足を確保する
お客様の信頼と満足を確保し、
喜ばれる収集運搬を目指す

　　

 かとうさんぎょう

加藤産業 株式会社

〒０１４‐００７３ 大仙市内小友字太田１２５
TEL.0187-68-2121 FAX.0187-68-3257

■主な業種／　総合建設業、廃棄物収集運搬業
■創立／　昭和30年創業、昭和46年創立
■資本金／　２，２００万円　
■売上高／　５億円（前期実績）
■従業員数／　３６人（男 ３３人　女 ３人）
■休日休暇／　4週6休等（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒 161,000円

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

降雪時の除雪作業風景

廃棄物収集運搬車両

内小友西部地区農地集積基盤整備工事

代表取締役 　　黒山 誠
TEL.0187-68-2121
E-mail:yamaka-k@quartz.ocn.ne.jp

建設業は大変な仕事ですが、工事が無事に完成した時の達成
感は、非常に大きいです。また、冬の除雪作業と地域や病院・事
業所の廃棄物収集運搬も大変な仕事ですが、地域に貢献し、
たくさんの人に喜んでもらえる、とてもやりがいのある仕事です。
そのため、社員みんなで力を合わせて頑張っています。インター
ンシップ・応募前会社見学も可能です。当社に興味のある皆さ
ん、お待ちしております。

■会社の特徴 会社創立以来、安定成長を遂げている。
週４０時間制度を取り入れている。
建設工事、除雪作業、収集運搬業など、
地域に貢献することを目指しています。

秋田県および大仙市の発注した工事を
中心に施工しています。
冬期間は、大仙市の除雪作業も行っています。

大曲地域の廃棄物収集運搬を行っています。
各事業所や病院の廃棄物も収集運搬しています。

■求める人物像 明るく、健康的な人
知識・資格などが無くても、
技術取得に関し、サポートします。

■その他
施工管理の向上により、
安全な作業と顧客の満足を確保する
お客様の信頼と満足を確保し、
喜ばれる収集運搬を目指す

　　

 かとうさんぎょう

加藤産業 株式会社

〒０１４‐００７３ 大仙市内小友字太田１２５
TEL.0187-68-2121 FAX.0187-68-3257

■主な業種／　総合建設業、廃棄物収集運搬業
■創立／　昭和30年創業、昭和46年創立
■資本金／　２，２００万円　
■売上高／　５億円（前期実績）
■従業員数／　３６人（男 ３３人　女 ３人）
■休日休暇／　4週6休等（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒 161,000円

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

降雪時の除雪作業風景

廃棄物収集運搬車両

内小友西部地区農地集積基盤整備工事

代表取締役 　　黒山 誠
TEL.0187-68-2121
E-mail:yamaka-k@quartz.ocn.ne.jp

建設業は大変な仕事ですが、工事が無事に完成した時の達成
感は、非常に大きいです。また、冬の除雪作業と地域や病院・事
業所の廃棄物収集運搬も大変な仕事ですが、地域に貢献し、
たくさんの人に喜んでもらえる、とてもやりがいのある仕事です。
そのため、社員みんなで力を合わせて頑張っています。インター
ンシップ・応募前会社見学も可能です。当社に興味のある皆さ
ん、お待ちしております。

■会社の特徴 会社創立以来、安定成長を遂げている。
週４０時間制度を取り入れている。
建設工事、除雪作業、収集運搬業など、
地域に貢献することを目指しています。

秋田県および大仙市の発注した工事を
中心に施工しています。
冬期間は、大仙市の除雪作業も行っています。

大曲地域の廃棄物収集運搬を行っています。
各事業所や病院の廃棄物も収集運搬しています。

■求める人物像 明るく、健康的な人
知識・資格などが無くても、
技術取得に関し、サポートします。

■その他
施工管理の向上により、
安全な作業と顧客の満足を確保する
お客様の信頼と満足を確保し、
喜ばれる収集運搬を目指す

　　

 かとうさんぎょう

加藤産業 株式会社

〒０１４‐００７３ 大仙市内小友字太田１２５
TEL.0187-68-2121 FAX.0187-68-3257

■主な業種／　総合建設業、廃棄物収集運搬業
■創立／　昭和30年創業、昭和46年創立
■資本金／　２，２００万円　
■売上高／　５億円（前期実績）
■従業員数／　３６人（男 ３３人　女 ３人）
■休日休暇／　4週6休等（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒 161,000円

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

降雪時の除雪作業風景

廃棄物収集運搬車両

内小友西部地区農地集積基盤整備工事

代表取締役 　　黒山 誠
TEL.0187-68-2121
E-mail:yamaka-k@quartz.ocn.ne.jp

建設業は大変な仕事ですが、工事が無事に完成した時の達成
感は、非常に大きいです。また、冬の除雪作業と地域や病院・事
業所の廃棄物収集運搬も大変な仕事ですが、地域に貢献し、
たくさんの人に喜んでもらえる、とてもやりがいのある仕事です。
そのため、社員みんなで力を合わせて頑張っています。インター
ンシップ・応募前会社見学も可能です。当社に興味のある皆さ
ん、お待ちしております。

■会社の特徴 会社創立以来、安定成長を遂げている。
週４０時間制度を取り入れている。
建設工事、除雪作業、収集運搬業など、
地域に貢献することを目指しています。

秋田県および大仙市の発注した工事を
中心に施工しています。
冬期間は、大仙市の除雪作業も行っています。

大曲地域の廃棄物収集運搬を行っています。
各事業所や病院の廃棄物も収集運搬しています。

■求める人物像 明るく、健康的な人
知識・資格などが無くても、
技術取得に関し、サポートします。

■その他
施工管理の向上により、
安全な作業と顧客の満足を確保する
お客様の信頼と満足を確保し、
喜ばれる収集運搬を目指す

　　

 かとうさんぎょう

加藤産業 株式会社

〒０１４‐００７３ 大仙市内小友字太田１２５
TEL.0187-68-2121 FAX.0187-68-3257

■主な業種／　総合建設業、廃棄物収集運搬業
■創立／　昭和30年創業、昭和46年創立
■資本金／　２，２００万円　
■売上高／　５億円（前期実績）
■従業員数／　３６人（男 ３３人　女 ３人）
■休日休暇／　4週6休等（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒 161,000円

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

降雪時の除雪作業風景

廃棄物収集運搬車両

内小友西部地区農地集積基盤整備工事

代表取締役 　　黒山 誠
TEL.0187-68-2121
E-mail:yamaka-k@quartz.ocn.ne.jp

建設業は大変な仕事ですが、工事が無事に完成した時の達成
感は、非常に大きいです。また、冬の除雪作業と地域や病院・事
業所の廃棄物収集運搬も大変な仕事ですが、地域に貢献し、
たくさんの人に喜んでもらえる、とてもやりがいのある仕事です。
そのため、社員みんなで力を合わせて頑張っています。インター
ンシップ・応募前会社見学も可能です。当社に興味のある皆さ
ん、お待ちしております。

■会社の特徴 会社創立以来、安定成長を遂げている。
週４０時間制度を取り入れている。
建設工事、除雪作業、収集運搬業など、
地域に貢献することを目指しています。

秋田県および大仙市の発注した工事を
中心に施工しています。
冬期間は、大仙市の除雪作業も行っています。

大曲地域の廃棄物収集運搬を行っています。
各事業所や病院の廃棄物も収集運搬しています。

■求める人物像 明るく、健康的な人
知識・資格などが無くても、
技術取得に関し、サポートします。

■その他
施工管理の向上により、
安全な作業と顧客の満足を確保する
お客様の信頼と満足を確保し、
喜ばれる収集運搬を目指す

　　

 かとうさんぎょう

加藤産業 株式会社

〒０１４‐００７３ 大仙市内小友字太田１２５
TEL.0187-68-2121 FAX.0187-68-3257

■主な業種／　総合建設業、廃棄物収集運搬業
■創立／　昭和30年創業、昭和46年創立
■資本金／　２，２００万円　
■売上高／　５億円（前期実績）
■従業員数／　３６人（男 ３３人　女 ３人）
■休日休暇／　4週6休等（会社カレンダーによる）
■年間休日数／　８５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度 等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒 161,000円

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

　建  　設  　業／

　収集運搬業／

降雪時の除雪作業風景

廃棄物収集運搬車両

内小友西部地区農地集積基盤整備工事

代表取締役 　　黒山 誠
TEL.0187-68-2121
E-mail:yamaka-k@quartz.ocn.ne.jp

建設業は大変な仕事ですが、工事が無事に完成した時の達成
感は、非常に大きいです。また、冬の除雪作業と地域や病院・事
業所の廃棄物収集運搬も大変な仕事ですが、地域に貢献し、
たくさんの人に喜んでもらえる、とてもやりがいのある仕事です。
そのため、社員みんなで力を合わせて頑張っています。インター
ンシップ・応募前会社見学も可能です。当社に興味のある皆さ
ん、お待ちしております。

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇
夏 〇
冬 〇



89 （株）協和土建

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

大仙市

　　

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

       きょうわどけん

株式会社 協和土建

〒０１９‐２５２１ 大仙市協和稲沢字堤ヶ沢出口３番地８
TEL.018-894-2323 FAX.018-894-2171
URL　　http://kyouwadoken.jp/

■主な業種／　建設業・林業・再エネ事業　
■創立／　昭和４６年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　7.5億円
■従業員数／　４６人（男３９人　女　７人）
■休日休暇／　隔週休制、会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる　
■年間休日数／　９０日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒195,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒175,000円　高卒165,000円

秋田林業大学校卒

R2年4月入社　加藤大将

かとう　ひろまさ　林業部

建設業だけじゃなく林業

なんかもしてて、何より

社員と地域とお客様の幸

せ追及する会社って社長

いっつも言ってるよ。

「目的」と「理念」が大

事なんだって！

■会社の特徴

「社員と地域とお客様の幸せを追求し、未来の正しい歴史を創る

一員として働く」ことを理念とするわが社は、地域を守る使命の元、主として公共工事の世界で技

を磨き、地元に雇用の場を創り、地域貢献や災害対応など約50年にわたり、郷土愛の心で地域発展に貢

献してきた土木建設工事と林業を得意とする会社です。

（道路、河川、上下水道、工業用水道、舗装、造園、体育施設、解体、設備…etc）

協和土建は現在、土木A級　舗装B級　水道施設工事A級の資格を持ち年間完工高は5億～9億（+1億：

林業・除雪等）ほどのお仕事に努めています。近年では土木建設業で培った経験をもとに新たに再生可能

エネルギー事業や再び成長産業として注目されている林業の世界に飛び込み、特に林業では「林業認定

事業体」の認定を取得し本格的な林業企業としても力強く歩みを進めています！会社は明るい雰囲気で笑

い声が絶えない職場です。そしてやるときは全力投球ですよ！

■求める人物像

「明朗」（明るく朗らか）・「愛和」（なかよく）・「喜働」（よろこんではたらく）、こんな気持ちになれる仲間を

求めています！

■その他

新卒者は2年間で１６種もの現場系資格（土木・林業兼用）取得可能な研修に参加できます！

研修修了者には1万円/月の資格手当を支給しています！個人技能の向上を全面バックアップ！

秋田林業大学校卒

R3年4月入社　兼子浩清

かねこ　こうせい　林業部

ひろまさ先輩、

うちって一言でいうと

どんな会社なんですか

ね？資格は一杯取れて

うれしいんですけど

（笑）

この人→

治山工事

大仙市協和「カントメ地区」

代表取締役　茂木　義行（もてぎ　よしゆき）
TEL.018-894-2323
E-mail:soumu@kyouwadoken.jp

　　

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

       きょうわどけん

株式会社 協和土建

〒０１９‐２５２１ 大仙市協和稲沢字堤ヶ沢出口３番地８
TEL.018-894-2323 FAX.018-894-2171
URL　　http://kyouwadoken.jp/

■主な業種／　建設業・林業・再エネ事業　
■創立／　昭和４６年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　7.5億円
■従業員数／　４６人（男３９人　女　７人）
■休日休暇／　隔週休制、会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる　
■年間休日数／　９０日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒195,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒175,000円　高卒165,000円

秋田林業大学校卒

R2年4月入社　加藤大将

かとう　ひろまさ　林業部

建設業だけじゃなく林業

なんかもしてて、何より

社員と地域とお客様の幸

せ追及する会社って社長

いっつも言ってるよ。

「目的」と「理念」が大

事なんだって！

■会社の特徴

「社員と地域とお客様の幸せを追求し、未来の正しい歴史を創る

一員として働く」ことを理念とするわが社は、地域を守る使命の元、主として公共工事の世界で技

を磨き、地元に雇用の場を創り、地域貢献や災害対応など約50年にわたり、郷土愛の心で地域発展に貢

献してきた土木建設工事と林業を得意とする会社です。

（道路、河川、上下水道、工業用水道、舗装、造園、体育施設、解体、設備…etc）

協和土建は現在、土木A級　舗装B級　水道施設工事A級の資格を持ち年間完工高は5億～9億（+1億：

林業・除雪等）ほどのお仕事に努めています。近年では土木建設業で培った経験をもとに新たに再生可能

エネルギー事業や再び成長産業として注目されている林業の世界に飛び込み、特に林業では「林業認定
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「明朗」（明るく朗らか）・「愛和」（なかよく）・「喜働」（よろこんではたらく）、こんな気持ちになれる仲間を

求めています！

■その他

新卒者は2年間で１６種もの現場系資格（土木・林業兼用）取得可能な研修に参加できます！

研修修了者には1万円/月の資格手当を支給しています！個人技能の向上を全面バックアップ！

秋田林業大学校卒

R3年4月入社　兼子浩清

かねこ　こうせい　林業部

ひろまさ先輩、

うちって一言でいうと

どんな会社なんですか

ね？資格は一杯取れて

うれしいんですけど

（笑）
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〒014‐0072 大仙市大曲西根字西道地野502-2
TEL.0187-68-2288 FAX.0187-68-4488
URL　　http://ｗｗｗ.koei-con.com/

■主な業種／総合建設業(建築・土木)、建築鉄骨製造業　
■創立／　昭和50年
■資本金／　9,300万円　
■売上高／　51.8億円（R２年度）
■従業員数／　136人（男　122　人　女　14　人）
■休日休暇／　週休二日制　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、社員食堂
■諸手当／通勤手当、扶養手当、職務手当、役職手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒167，000円　専門卒157,000円　高卒152,000円

■会社の特徴

■求める人物像
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■その他
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た。これまで、工場や店舗など多くの建造物を施工してきました。木工部に
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過程を知りたいという好奇心からでした。今は実際に現場内で仕事をしてい
て、建物が完成した時の達成感にやりがいを感じています。生徒・学生の皆さ
んには、取得できる資格にどんどん挑戦してもらいたいです。また、今しか出来
ないことを楽しんでほしいです。
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うことを期待します。

・大曲武道館・三和精鋼・花火創造企業・伊達電
器製作所増築・花館小学校増築・和火屋事務所  
・楢岡川災害復旧・大曲大橋メンテナンス工事

　鉄骨製造を主体とした総合建設会社であり、鐵構部は首都圏を中心とした
高層ビルなど大型物件に携わっています。溶接工など工場作業員のほか、
CADを用いた作図を担当する社員などさまざまな職種があります。建設業に
興味のある方はいつでも会社見学にお越しください！

菅原　巧
　建設業界に興味を持ったきっかけは、工事現場を見て、建物ができるまでの
過程を知りたいという好奇心からでした。今は実際に現場内で仕事をしてい
て、建物が完成した時の達成感にやりがいを感じています。生徒・学生の皆さ
んには、取得できる資格にどんどん挑戦してもらいたいです。また、今しか出来
ないことを楽しんでほしいです。

大仙市大曲武道館

一般住宅

楢岡川災害復旧工事

総務部　総務課長　・　柿崎隼人
TEL.0187-68-2288
E-mail:info@kouei-kk.jp

よりよい形をつくり、街をつくり、社会をつくる

   こうえいけんせつ   

　　
建築部　建築課　平成３０年入社

大曲工業高校卒

 興栄建設 株式会社

〒014‐0072 大仙市大曲西根字西道地野502-2
TEL.0187-68-2288 FAX.0187-68-4488
URL　　http://ｗｗｗ.koei-con.com/

■主な業種／総合建設業(建築・土木)、建築鉄骨製造業　
■創立／　昭和50年
■資本金／　9,300万円　
■売上高／　51.8億円（R２年度）
■従業員数／　136人（男　122　人　女　14　人）
■休日休暇／　週休二日制　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、社員食堂
■諸手当／通勤手当、扶養手当、職務手当、役職手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒167，000円　専門卒157,000円　高卒152,000円

■会社の特徴

■求める人物像

近年の主な施工実績

■その他

　鉄骨製造会社の「興栄鐵工」として現在の大仙市神岡に誕生。その後、
建設業へ参入し、現在では大仙市内でも有数の建設会社に成長しまし
た。これまで、工場や店舗など多くの建造物を施工してきました。木工部に
は、大工も在籍し、一般住宅の新築・リフォームも得意としています。　土木
部は、農地集積工事や河川工事のほか、老朽化が進む橋梁や水門の補
修など幅広い工事を手掛けています。

　明朗快活で、体力、持久力のある方と一緒に働きたいです。資格取得に積極的に挑
戦してほしいと思っています。チームワークを大切にし、粘り強く仕事に取り組んでもら
うことを期待します。

・大曲武道館・三和精鋼・花火創造企業・伊達電
器製作所増築・花館小学校増築・和火屋事務所  
・楢岡川災害復旧・大曲大橋メンテナンス工事

　鉄骨製造を主体とした総合建設会社であり、鐵構部は首都圏を中心とした
高層ビルなど大型物件に携わっています。溶接工など工場作業員のほか、
CADを用いた作図を担当する社員などさまざまな職種があります。建設業に
興味のある方はいつでも会社見学にお越しください！

菅原　巧
　建設業界に興味を持ったきっかけは、工事現場を見て、建物ができるまでの
過程を知りたいという好奇心からでした。今は実際に現場内で仕事をしてい
て、建物が完成した時の達成感にやりがいを感じています。生徒・学生の皆さ
んには、取得できる資格にどんどん挑戦してもらいたいです。また、今しか出来
ないことを楽しんでほしいです。

大仙市大曲武道館

一般住宅

楢岡川災害復旧工事

総務部　総務課長　・　柿崎隼人
TEL.0187-68-2288
E-mail:info@kouei-kk.jp

よりよい形をつくり、街をつくり、社会をつくる

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1 6
Ｒ２ 4
Ｒ１ 1 4

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇 〇
冬
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企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

大仙市

■会社の特徴
弊社は、昭和42年に創業しました。建設業格付Ａ級で、大仙市内に２８社有るうちの１社です。
現在受注している主な仕事は、田んぼの整備、河川災害の復旧、道路の見廻りなどです。
若い皆さんからしたら、お父さん、お母さん、お爺ちゃん世代が在籍しています。
「暮らしを支える」、「地域をつなぐ」、 「災害から守る」、「自然と調和する」
 建設業は社会基盤を整備して、社会に貢献しています。
 街で見かけるアレもコレも 建設業がつくっています！アットホームな雰囲気で私達と
一緒に仕事をしてみませんか？

■求める人物像
・健康であること。
屋外での仕事の為、健康な方を希望します。
・疑問をどんどん質問出来る人。
誰しも最初は一年生です、解らない事だらけです。
やってみて解る事も沢山あります。恥ずかしがらずに、
聞く事によって自分を高めてください。

■その他
近年、高卒採用の応募がない状況です。是非、高校生皆さん（男女問わず）の『若い力』を
求めています。インターンシップ、会社見学大歓迎です。
一度、お友達お誘いあわせの上いらしてください。

　　工事部　工事課 
平成１４年入社 秋田工業高校卒

　　　

この職業は、測量・作業員・重機オペレーター・施工管理業務等様々な職種から私達の

社会基盤を作る仕事です。その中で自分に合った仕事内容を選択出来るので目標を持って

仕事に取り組めると思います。自分が勤める会社は総合建設業なので、道路・河川・農林

などの様々な仕事を経験できるやりがいのある職業です。

                    さいひょうぐみ

株式会社 斎兵組

〒019‐2112 大仙市刈和野字一里塚東108

TEL.0187-75-1234 FAX.0187-75-2944
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/saihyo

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和４２年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　5.8億円（R2.8月実績）
■従業員数／　21人（男　18人　女　3人）
■休日休暇／　４週６休・盆・年末年始・５月連休
■年間休日数／上記及びその他会社カレンダーによる　

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円　その他学歴については検討させて頂きます。

古川　雄太

総務部　管理課
担当者　管理課長・進藤 こず恵
TEL.0187-75-1234　　E-mail:saihyoh@poem.ocn.ne.jp

■会社の特徴
弊社は、昭和42年に創業しました。建設業格付Ａ級で、大仙市内に２８社有るうちの１社です。
現在受注している主な仕事は、田んぼの整備、河川災害の復旧、道路の見廻りなどです。
若い皆さんからしたら、お父さん、お母さん、お爺ちゃん世代が在籍しています。
「暮らしを支える」、「地域をつなぐ」、 「災害から守る」、「自然と調和する」
 建設業は社会基盤を整備して、社会に貢献しています。
 街で見かけるアレもコレも 建設業がつくっています！アットホームな雰囲気で私達と
一緒に仕事をしてみませんか？

■求める人物像
・健康であること。
屋外での仕事の為、健康な方を希望します。
・疑問をどんどん質問出来る人。
誰しも最初は一年生です、解らない事だらけです。
やってみて解る事も沢山あります。恥ずかしがらずに、
聞く事によって自分を高めてください。

■その他
近年、高卒採用の応募がない状況です。是非、高校生皆さん（男女問わず）の『若い力』を
求めています。インターンシップ、会社見学大歓迎です。
一度、お友達お誘いあわせの上いらしてください。

　　工事部　工事課 
平成１４年入社 秋田工業高校卒

　　　

この職業は、測量・作業員・重機オペレーター・施工管理業務等様々な職種から私達の

社会基盤を作る仕事です。その中で自分に合った仕事内容を選択出来るので目標を持って

仕事に取り組めると思います。自分が勤める会社は総合建設業なので、道路・河川・農林

などの様々な仕事を経験できるやりがいのある職業です。

                    さいひょうぐみ

株式会社 斎兵組

〒019‐2112 大仙市刈和野字一里塚東108

TEL.0187-75-1234 FAX.0187-75-2944
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/saihyo

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和４２年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　5.8億円（R2.8月実績）
■従業員数／　21人（男　18人　女　3人）
■休日休暇／　４週６休・盆・年末年始・５月連休
■年間休日数／上記及びその他会社カレンダーによる　

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円　その他学歴については検討させて頂きます。

古川　雄太

総務部　管理課
担当者　管理課長・進藤 こず恵
TEL.0187-75-1234　　E-mail:saihyoh@poem.ocn.ne.jp

■会社の特徴
弊社は、昭和42年に創業しました。建設業格付Ａ級で、大仙市内に２８社有るうちの１社です。
現在受注している主な仕事は、田んぼの整備、河川災害の復旧、道路の見廻りなどです。
若い皆さんからしたら、お父さん、お母さん、お爺ちゃん世代が在籍しています。
「暮らしを支える」、「地域をつなぐ」、 「災害から守る」、「自然と調和する」
 建設業は社会基盤を整備して、社会に貢献しています。
 街で見かけるアレもコレも 建設業がつくっています！アットホームな雰囲気で私達と
一緒に仕事をしてみませんか？

■求める人物像
・健康であること。
屋外での仕事の為、健康な方を希望します。
・疑問をどんどん質問出来る人。
誰しも最初は一年生です、解らない事だらけです。
やってみて解る事も沢山あります。恥ずかしがらずに、
聞く事によって自分を高めてください。

■その他
近年、高卒採用の応募がない状況です。是非、高校生皆さん（男女問わず）の『若い力』を
求めています。インターンシップ、会社見学大歓迎です。
一度、お友達お誘いあわせの上いらしてください。

　　工事部　工事課 
平成１４年入社 秋田工業高校卒

　　　

この職業は、測量・作業員・重機オペレーター・施工管理業務等様々な職種から私達の

社会基盤を作る仕事です。その中で自分に合った仕事内容を選択出来るので目標を持って

仕事に取り組めると思います。自分が勤める会社は総合建設業なので、道路・河川・農林

などの様々な仕事を経験できるやりがいのある職業です。

                    さいひょうぐみ

株式会社 斎兵組

〒019‐2112 大仙市刈和野字一里塚東108

TEL.0187-75-1234 FAX.0187-75-2944
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/saihyo

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和４２年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　5.8億円（R2.8月実績）
■従業員数／　21人（男　18人　女　3人）
■休日休暇／　４週６休・盆・年末年始・５月連休
■年間休日数／上記及びその他会社カレンダーによる　

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円　その他学歴については検討させて頂きます。

古川　雄太

総務部　管理課
担当者　管理課長・進藤 こず恵
TEL.0187-75-1234　　E-mail:saihyoh@poem.ocn.ne.jp

■会社の特徴
弊社は、昭和42年に創業しました。建設業格付Ａ級で、大仙市内に２８社有るうちの１社です。
現在受注している主な仕事は、田んぼの整備、河川災害の復旧、道路の見廻りなどです。
若い皆さんからしたら、お父さん、お母さん、お爺ちゃん世代が在籍しています。
「暮らしを支える」、「地域をつなぐ」、 「災害から守る」、「自然と調和する」
 建設業は社会基盤を整備して、社会に貢献しています。
 街で見かけるアレもコレも 建設業がつくっています！アットホームな雰囲気で私達と
一緒に仕事をしてみませんか？

■求める人物像
・健康であること。
屋外での仕事の為、健康な方を希望します。
・疑問をどんどん質問出来る人。
誰しも最初は一年生です、解らない事だらけです。
やってみて解る事も沢山あります。恥ずかしがらずに、
聞く事によって自分を高めてください。

■その他
近年、高卒採用の応募がない状況です。是非、高校生皆さん（男女問わず）の『若い力』を
求めています。インターンシップ、会社見学大歓迎です。
一度、お友達お誘いあわせの上いらしてください。

　　工事部　工事課 
平成１４年入社 秋田工業高校卒

　　　

この職業は、測量・作業員・重機オペレーター・施工管理業務等様々な職種から私達の

社会基盤を作る仕事です。その中で自分に合った仕事内容を選択出来るので目標を持って

仕事に取り組めると思います。自分が勤める会社は総合建設業なので、道路・河川・農林

などの様々な仕事を経験できるやりがいのある職業です。

                    さいひょうぐみ

株式会社 斎兵組

〒019‐2112 大仙市刈和野字一里塚東108

TEL.0187-75-1234 FAX.0187-75-2944
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/saihyo

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和４２年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　5.8億円（R2.8月実績）
■従業員数／　21人（男　18人　女　3人）
■休日休暇／　４週６休・盆・年末年始・５月連休
■年間休日数／上記及びその他会社カレンダーによる　

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円　その他学歴については検討させて頂きます。

古川　雄太

総務部　管理課
担当者　管理課長・進藤 こず恵
TEL.0187-75-1234　　E-mail:saihyoh@poem.ocn.ne.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
弊社は、昭和42年に創業しました。建設業格付Ａ級で、大仙市内に２８社有るうちの１社です。
現在受注している主な仕事は、田んぼの整備、河川災害の復旧、道路の見廻りなどです。
若い皆さんからしたら、お父さん、お母さん、お爺ちゃん世代が在籍しています。
「暮らしを支える」、「地域をつなぐ」、 「災害から守る」、「自然と調和する」
 建設業は社会基盤を整備して、社会に貢献しています。
 街で見かけるアレもコレも 建設業がつくっています！アットホームな雰囲気で私達と
一緒に仕事をしてみませんか？

■求める人物像
・健康であること。
屋外での仕事の為、健康な方を希望します。
・疑問をどんどん質問出来る人。
誰しも最初は一年生です、解らない事だらけです。
やってみて解る事も沢山あります。恥ずかしがらずに、
聞く事によって自分を高めてください。

■その他
近年、高卒採用の応募がない状況です。是非、高校生皆さん（男女問わず）の『若い力』を
求めています。インターンシップ、会社見学大歓迎です。
一度、お友達お誘いあわせの上いらしてください。

　　工事部　工事課 
平成１４年入社 秋田工業高校卒

　　　

この職業は、測量・作業員・重機オペレーター・施工管理業務等様々な職種から私達の

社会基盤を作る仕事です。その中で自分に合った仕事内容を選択出来るので目標を持って

仕事に取り組めると思います。自分が勤める会社は総合建設業なので、道路・河川・農林

などの様々な仕事を経験できるやりがいのある職業です。

                    さいひょうぐみ

株式会社 斎兵組

〒019‐2112 大仙市刈和野字一里塚東108

TEL.0187-75-1234 FAX.0187-75-2944
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/saihyo

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和４２年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　5.8億円（R2.8月実績）
■従業員数／　21人（男　18人　女　3人）
■休日休暇／　４週６休・盆・年末年始・５月連休
■年間休日数／上記及びその他会社カレンダーによる　

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円　その他学歴については検討させて頂きます。

古川　雄太

総務部　管理課
担当者　管理課長・進藤 こず恵
TEL.0187-75-1234　　E-mail:saihyoh@poem.ocn.ne.jp

■会社の特徴
弊社は、昭和42年に創業しました。建設業格付Ａ級で、大仙市内に２８社有るうちの１社です。
現在受注している主な仕事は、田んぼの整備、河川災害の復旧、道路の見廻りなどです。
若い皆さんからしたら、お父さん、お母さん、お爺ちゃん世代が在籍しています。
「暮らしを支える」、「地域をつなぐ」、 「災害から守る」、「自然と調和する」
 建設業は社会基盤を整備して、社会に貢献しています。
 街で見かけるアレもコレも 建設業がつくっています！アットホームな雰囲気で私達と
一緒に仕事をしてみませんか？

■求める人物像
・健康であること。
屋外での仕事の為、健康な方を希望します。
・疑問をどんどん質問出来る人。
誰しも最初は一年生です、解らない事だらけです。
やってみて解る事も沢山あります。恥ずかしがらずに、
聞く事によって自分を高めてください。

■その他
近年、高卒採用の応募がない状況です。是非、高校生皆さん（男女問わず）の『若い力』を
求めています。インターンシップ、会社見学大歓迎です。
一度、お友達お誘いあわせの上いらしてください。

　　工事部　工事課 
平成１４年入社 秋田工業高校卒

　　　

この職業は、測量・作業員・重機オペレーター・施工管理業務等様々な職種から私達の

社会基盤を作る仕事です。その中で自分に合った仕事内容を選択出来るので目標を持って

仕事に取り組めると思います。自分が勤める会社は総合建設業なので、道路・河川・農林

などの様々な仕事を経験できるやりがいのある職業です。

                    さいひょうぐみ

株式会社 斎兵組

〒019‐2112 大仙市刈和野字一里塚東108

TEL.0187-75-1234 FAX.0187-75-2944
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/saihyo
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■売上高／　5.8億円（R2.8月実績）
■従業員数／　21人（男　18人　女　3人）
■休日休暇／　４週６休・盆・年末年始・５月連休
■年間休日数／上記及びその他会社カレンダーによる　

■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円　その他学歴については検討させて頂きます。
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　　昭和３６年現在地にて「佐藤組」として創業。社名を
株式会社 佐藤建設 に改め、現在に至っております。
　　私たちは、個々の社員それぞれが持つスキルを結集し、
より高い効率的な仕事を通して街づくりに挑戦しています。

　　建設業の最前線の「現場」では、社員のみならず
たくさんの関係者と苦労や喜びを共感しながら完成を
目指しています。
　　多くの人たちとコミュニケーションをとり、お互いを
理解し、協力しながら同じ目標に向かって仕事ができ
る人材を求めています。

　　近年、繰り返される自然災害やインフラの老朽化など
多くの社会問題を抱え、私たち建設業に求められる機能
や価値、果たすべき社会的責任は益々重要性をましてき
ています。
　　理想の社会づくりに共に挑戦していく新たな仲間を
迎え、未来に向かって挑戦し続けたいと考えています。

　建設業はきつい、しんどいと言うイメージがあると思います。

建設業に限らず大変だと思うことは多々あると思いますが、一人で

       さとうけんせつ

株式会社 佐藤建設

〒０１９‐１６０２ 大仙市太田町三本扇字狐柳６９－２
TEL.0187-８８-１１０２ FAX.0187-８８-１１０１
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■創立／　昭和３６年
■資本金／　２,５００万円　
■売上高／　７.８億円
■従業員数／　１３人（男　１１人　女　２人）
■休日休暇／　会社勤務表による
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、建設業退職金共済
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

河川災害復旧助成工事（楢岡川）

悩むことはなく、必ず誰かが助けてくれます。

　　一つの大きなものを「みんなで作り上げる」すごくやりがいのある

仕事です。ぜひ、その中でやりがいを見つけてほしいと思います。

総務部　　煤 賀 康 典
TEL.0187-88-1102
E-mail:susuga@satokichi.co.jp
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■休日休暇／　会社勤務表による
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、建設業退職金共済
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

河川災害復旧助成工事（楢岡川）

悩むことはなく、必ず誰かが助けてくれます。

　　一つの大きなものを「みんなで作り上げる」すごくやりがいのある

仕事です。ぜひ、その中でやりがいを見つけてほしいと思います。

総務部　　煤 賀 康 典
TEL.0187-88-1102
E-mail:susuga@satokichi.co.jp

　　昭和３６年現在地にて「佐藤組」として創業。社名を
株式会社 佐藤建設 に改め、現在に至っております。
　　私たちは、個々の社員それぞれが持つスキルを結集し、
より高い効率的な仕事を通して街づくりに挑戦しています。

　　建設業の最前線の「現場」では、社員のみならず
たくさんの関係者と苦労や喜びを共感しながら完成を
目指しています。
　　多くの人たちとコミュニケーションをとり、お互いを
理解し、協力しながら同じ目標に向かって仕事ができ
る人材を求めています。

　　近年、繰り返される自然災害やインフラの老朽化など
多くの社会問題を抱え、私たち建設業に求められる機能
や価値、果たすべき社会的責任は益々重要性をましてき
ています。
　　理想の社会づくりに共に挑戦していく新たな仲間を
迎え、未来に向かって挑戦し続けたいと考えています。

　建設業はきつい、しんどいと言うイメージがあると思います。

建設業に限らず大変だと思うことは多々あると思いますが、一人で

       さとうけんせつ

株式会社 佐藤建設

〒０１９‐１６０２ 大仙市太田町三本扇字狐柳６９－２
TEL.0187-８８-１１０２ FAX.0187-８８-１１０１

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和３６年
■資本金／　２,５００万円　
■売上高／　７.８億円
■従業員数／　１３人（男　１１人　女　２人）
■休日休暇／　会社勤務表による
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、建設業退職金共済
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

河川災害復旧助成工事（楢岡川）

悩むことはなく、必ず誰かが助けてくれます。

　　一つの大きなものを「みんなで作り上げる」すごくやりがいのある

仕事です。ぜひ、その中でやりがいを見つけてほしいと思います。

総務部　　煤 賀 康 典
TEL.0187-88-1102
E-mail:susuga@satokichi.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春
夏 〇
冬



93 （株）沢野建設

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

美郷町

■会社の特徴
　創業５９年以来「建設は明日への希望を拓く」のテーマをもとに 着手前
社員一同が丁寧・確実な施工をしています。業務内容は主に公共
工事で、道路、河川、舗装工事、また田んぼの区画整理をしています。
　当社は仕事に誇りを持ち努力を続ける社員に恵まれた事で
数多くの優良工事を受賞してきました。建設業はＩＴ化へと移行して
いますが、時代の流れにのりながら若い君たちの力を借り、未来に
残す仕事を目指しています。

■求める人物像
　　「仕事のやりがい・目標・楽しさを持てる人」
          最初は何もわからなくても、フォローしていきます。
          工事が完成する喜びを一緒に仕事をして
          感じてみましょう！

          当社は私生活を充実できるよう、
          出来るだけ残業はしないようにしています。

　　

         さわのけんせつ

株式会社 沢野建設

〒019-1522 仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６
TEL.0187-84-2534 FAX.0187-84-1644
URL　　http://r.goope.jp/sawanokensetu

■主な業種／　建設業　(土木・舗装）
■創立／　昭和３７年
■資本金／　３,０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３２人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休その他会社カレンダーによる　
■年間休日数／　８２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒158,000円

← ←
雑談中 打合せ中

(*'▽') 令和３年３月完成
横手西部農業水利事業
油川幹線排水路（その３６）工事

　　　令和２年入社
　　　土木部　　大久保　湧也　　六郷高校卒

入社して１年何もわからず大丈夫かと心配でしたが、先輩達からの指
導もあり徐々仕事に慣れ、今は先輩のように重機のプロになれるよう
技術を身につけようと日々頑張っています。
暑さ、寒さ、雨など大変な日もありますが毎日違う気候を
感じれるのも建設業ならではと思えるようになり、毎日充実していま
す。（仕事終わってからの仲間とのふれあいの時間も充実の一部か
な）
興味のある方は是非会社見学に来てください。お待ちしています！！

総務部　主任　・　高　橋　　司
TEL.0187-84-2534
E-mail:swn@poppy.ocn.ne.jp

■会社の特徴
　創業５９年以来「建設は明日への希望を拓く」のテーマをもとに 着手前
社員一同が丁寧・確実な施工をしています。業務内容は主に公共
工事で、道路、河川、舗装工事、また田んぼの区画整理をしています。
　当社は仕事に誇りを持ち努力を続ける社員に恵まれた事で
数多くの優良工事を受賞してきました。建設業はＩＴ化へと移行して
いますが、時代の流れにのりながら若い君たちの力を借り、未来に
残す仕事を目指しています。

■求める人物像
　　「仕事のやりがい・目標・楽しさを持てる人」
          最初は何もわからなくても、フォローしていきます。
          工事が完成する喜びを一緒に仕事をして
          感じてみましょう！

          当社は私生活を充実できるよう、
          出来るだけ残業はしないようにしています。

　　

         さわのけんせつ

株式会社 沢野建設

〒019-1522 仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６
TEL.0187-84-2534 FAX.0187-84-1644
URL　　http://r.goope.jp/sawanokensetu

■主な業種／　建設業　(土木・舗装）
■創立／　昭和３７年
■資本金／　３,０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３２人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休その他会社カレンダーによる　
■年間休日数／　８２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒158,000円

← ←
雑談中 打合せ中

(*'▽') 令和３年３月完成
横手西部農業水利事業
油川幹線排水路（その３６）工事

　　　令和２年入社
　　　土木部　　大久保　湧也　　六郷高校卒

入社して１年何もわからず大丈夫かと心配でしたが、先輩達からの指
導もあり徐々仕事に慣れ、今は先輩のように重機のプロになれるよう
技術を身につけようと日々頑張っています。
暑さ、寒さ、雨など大変な日もありますが毎日違う気候を
感じれるのも建設業ならではと思えるようになり、毎日充実していま
す。（仕事終わってからの仲間とのふれあいの時間も充実の一部か
な）
興味のある方は是非会社見学に来てください。お待ちしています！！

総務部　主任　・　高　橋　　司
TEL.0187-84-2534
E-mail:swn@poppy.ocn.ne.jp

■会社の特徴
　創業５９年以来「建設は明日への希望を拓く」のテーマをもとに 着手前
社員一同が丁寧・確実な施工をしています。業務内容は主に公共
工事で、道路、河川、舗装工事、また田んぼの区画整理をしています。
　当社は仕事に誇りを持ち努力を続ける社員に恵まれた事で
数多くの優良工事を受賞してきました。建設業はＩＴ化へと移行して
いますが、時代の流れにのりながら若い君たちの力を借り、未来に
残す仕事を目指しています。

■求める人物像
　　「仕事のやりがい・目標・楽しさを持てる人」
          最初は何もわからなくても、フォローしていきます。
          工事が完成する喜びを一緒に仕事をして
          感じてみましょう！

          当社は私生活を充実できるよう、
          出来るだけ残業はしないようにしています。

　　

         さわのけんせつ

株式会社 沢野建設

〒019-1522 仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６
TEL.0187-84-2534 FAX.0187-84-1644
URL　　http://r.goope.jp/sawanokensetu

■主な業種／　建設業　(土木・舗装）
■創立／　昭和３７年
■資本金／　３,０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３２人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休その他会社カレンダーによる　
■年間休日数／　８２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒158,000円

← ←
雑談中 打合せ中

(*'▽') 令和３年３月完成
横手西部農業水利事業
油川幹線排水路（その３６）工事

　　　令和２年入社
　　　土木部　　大久保　湧也　　六郷高校卒

入社して１年何もわからず大丈夫かと心配でしたが、先輩達からの指
導もあり徐々仕事に慣れ、今は先輩のように重機のプロになれるよう
技術を身につけようと日々頑張っています。
暑さ、寒さ、雨など大変な日もありますが毎日違う気候を
感じれるのも建設業ならではと思えるようになり、毎日充実していま
す。（仕事終わってからの仲間とのふれあいの時間も充実の一部か
な）
興味のある方は是非会社見学に来てください。お待ちしています！！

総務部　主任　・　高　橋　　司
TEL.0187-84-2534
E-mail:swn@poppy.ocn.ne.jp

■会社の特徴
　創業５９年以来「建設は明日への希望を拓く」のテーマをもとに 着手前
社員一同が丁寧・確実な施工をしています。業務内容は主に公共
工事で、道路、河川、舗装工事、また田んぼの区画整理をしています。
　当社は仕事に誇りを持ち努力を続ける社員に恵まれた事で
数多くの優良工事を受賞してきました。建設業はＩＴ化へと移行して
いますが、時代の流れにのりながら若い君たちの力を借り、未来に
残す仕事を目指しています。

■求める人物像
　　「仕事のやりがい・目標・楽しさを持てる人」
          最初は何もわからなくても、フォローしていきます。
          工事が完成する喜びを一緒に仕事をして
          感じてみましょう！

          当社は私生活を充実できるよう、
          出来るだけ残業はしないようにしています。

　　

         さわのけんせつ

株式会社 沢野建設

〒019-1522 仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６
TEL.0187-84-2534 FAX.0187-84-1644
URL　　http://r.goope.jp/sawanokensetu

■主な業種／　建設業　(土木・舗装）
■創立／　昭和３７年
■資本金／　３,０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３２人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休その他会社カレンダーによる　
■年間休日数／　８２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒158,000円

← ←
雑談中 打合せ中

(*'▽') 令和３年３月完成
横手西部農業水利事業
油川幹線排水路（その３６）工事

　　　令和２年入社
　　　土木部　　大久保　湧也　　六郷高校卒

入社して１年何もわからず大丈夫かと心配でしたが、先輩達からの指
導もあり徐々仕事に慣れ、今は先輩のように重機のプロになれるよう
技術を身につけようと日々頑張っています。
暑さ、寒さ、雨など大変な日もありますが毎日違う気候を
感じれるのも建設業ならではと思えるようになり、毎日充実していま
す。（仕事終わってからの仲間とのふれあいの時間も充実の一部か
な）
興味のある方は是非会社見学に来てください。お待ちしています！！

総務部　主任　・　高　橋　　司
TEL.0187-84-2534
E-mail:swn@poppy.ocn.ne.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 2
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬

■会社の特徴
　創業５９年以来「建設は明日への希望を拓く」のテーマをもとに 着手前
社員一同が丁寧・確実な施工をしています。業務内容は主に公共
工事で、道路、河川、舗装工事、また田んぼの区画整理をしています。
　当社は仕事に誇りを持ち努力を続ける社員に恵まれた事で
数多くの優良工事を受賞してきました。建設業はＩＴ化へと移行して
いますが、時代の流れにのりながら若い君たちの力を借り、未来に
残す仕事を目指しています。

■求める人物像
　　「仕事のやりがい・目標・楽しさを持てる人」
          最初は何もわからなくても、フォローしていきます。
          工事が完成する喜びを一緒に仕事をして
          感じてみましょう！

          当社は私生活を充実できるよう、
          出来るだけ残業はしないようにしています。

　　

         さわのけんせつ

株式会社 沢野建設

〒019-1522 仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６
TEL.0187-84-2534 FAX.0187-84-1644
URL　　http://r.goope.jp/sawanokensetu

■主な業種／　建設業　(土木・舗装）
■創立／　昭和３７年
■資本金／　３,０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３２人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休その他会社カレンダーによる　
■年間休日数／　８２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒158,000円

← ←
雑談中 打合せ中

(*'▽') 令和３年３月完成
横手西部農業水利事業
油川幹線排水路（その３６）工事

　　　令和２年入社
　　　土木部　　大久保　湧也　　六郷高校卒

入社して１年何もわからず大丈夫かと心配でしたが、先輩達からの指
導もあり徐々仕事に慣れ、今は先輩のように重機のプロになれるよう
技術を身につけようと日々頑張っています。
暑さ、寒さ、雨など大変な日もありますが毎日違う気候を
感じれるのも建設業ならではと思えるようになり、毎日充実していま
す。（仕事終わってからの仲間とのふれあいの時間も充実の一部か
な）
興味のある方は是非会社見学に来てください。お待ちしています！！

総務部　主任　・　高　橋　　司
TEL.0187-84-2534
E-mail:swn@poppy.ocn.ne.jp

■会社の特徴
　創業５９年以来「建設は明日への希望を拓く」のテーマをもとに 着手前
社員一同が丁寧・確実な施工をしています。業務内容は主に公共
工事で、道路、河川、舗装工事、また田んぼの区画整理をしています。
　当社は仕事に誇りを持ち努力を続ける社員に恵まれた事で
数多くの優良工事を受賞してきました。建設業はＩＴ化へと移行して
いますが、時代の流れにのりながら若い君たちの力を借り、未来に
残す仕事を目指しています。

■求める人物像
　　「仕事のやりがい・目標・楽しさを持てる人」
          最初は何もわからなくても、フォローしていきます。
          工事が完成する喜びを一緒に仕事をして
          感じてみましょう！

          当社は私生活を充実できるよう、
          出来るだけ残業はしないようにしています。

　　

         さわのけんせつ

株式会社 沢野建設

〒019-1522 仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６
TEL.0187-84-2534 FAX.0187-84-1644
URL　　http://r.goope.jp/sawanokensetu

■主な業種／　建設業　(土木・舗装）
■創立／　昭和３７年
■資本金／　３,０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３２人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休その他会社カレンダーによる　
■年間休日数／　８２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒158,000円

← ←
雑談中 打合せ中

(*'▽') 令和３年３月完成
横手西部農業水利事業
油川幹線排水路（その３６）工事

　　　令和２年入社
　　　土木部　　大久保　湧也　　六郷高校卒

入社して１年何もわからず大丈夫かと心配でしたが、先輩達からの指
導もあり徐々仕事に慣れ、今は先輩のように重機のプロになれるよう
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