
94シブヤ建設工業（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

美郷町

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

◆道の駅美郷
■会社の特徴
　　道路やダムの整備を行う土木工事、公共施設の
　　整備や住宅の新築、リフォームなどを行う建築工事
　　を行い地域の方たちの安全や快適な生活を守る
　　ためにより一層貢献する企業を目指しています。
　　

■求める人物像
　　・コミュニケーションを大事にする人
　　・どんなことにもチャレンジできる人 ◆金沢ダム
　　・失敗しても反省し今より成長しようと努力できる人

■もっと女性が活躍できる建設業
　　現在女性の技術職員もおり、社内や現場事務所の
　　環境を整えたり、男性社員の理解や協力により
　　女性が活躍できる建設業に積極的に取り組んでいます。

　　
建築部　　伊藤はな

2018年入社　 大曲農業高校卒

　　しぶやけんせつこうぎょう

シブヤ建設工業 株式会社

〒０１９－１２３５ 仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３
TEL.0187-83-2625 FAX.0187-83-3223
URL　　https://sibuyakensetu.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　　36人　女　4人）
■休日休暇／　4週6休
■年間休日数／　92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
■初任給(諸手当除く)／　高卒152,000円

現在入社４年目になります。仕事上で上手くいかないことがあったり、覚え

なければいけないことがたくさんあったりと大変な時もありますがその分そ

れを乗り越えて一つの工事を完成させた時の喜びや達成感は計り知れな

いほど大きいです。

私は建設業はどんなことにも根気よく取り組むことが出来る人ほど長く続

けられる職業だと思います。それは即ち性別や年齢、スキルに関係なくどん

な方にでも輝けるチャンスがあるということです。当社では共に頑張れる仲

間をお待ちしております。ぜひお気軽にご相談ください。

総務部　渡部　千春
TEL.0187-83-2625
E-mail：shibuyakk@sibuyakensetu.com

新卒
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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

たかきちけんせつ

創業明治35年

地域のカタチを創造し続け、110余年
明治３５年創業、百年以上に及ぶ業歴をもち、信頼と実績を
積み重ね、『地域のカタチ』を創造し続けている会社です。
国土交通省・秋田県・市町村などの公共工事を主体としながらも
公共施設から一般住宅まで、土木・建築一式工事を施工する
総合建設会社として、環境・品質に重点を置いています。

環境にやさしい建設技術の展開と、徹底した品質管理により最良 　  秋田県警察本部　大曲警察署　JV

の作品を社会に提供し、価値観ある建造物、施設を構築するとしています。

          河川災害復旧助成工事

施工管理技術者として将来を見据えている人、技術志向の人、
地域に貢献したい人、エネルギッシュさを発する人、大歓迎です。

入社後からOJTや外部研修で将来を担う技術者に育成に努めています。
資格取得に向け自己啓発支援など積極的に推進しています。 　ボランティア活動

　　
土木部　　　平成３１年４月入社
たかがい　しょうや

髙貝　笙也 （大曲農業高校卒）

私が高校生の頃、建設の仕事とは家を建てるだけの仕事だと思っていました。
しかし、河川の氾濫を防ぐための堤防など人々の生活や安全を守っている
と言うことを知り、毎日誇りをもって仕事をしています。
建設業は成果が目に見え、社会の役に立っていることも実感できるやりがい
のある仕事です。興味がある人は一度見学に来てみませんか、歓迎です。

　　　　 髙吉建設株式会社

〒014‐0014 大仙市大曲福住町６番６号
TEL.0187-62-4321 FAX.0187-63-0607
URL　　http://ｗｗｗ.takakichi.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築）
■創立／　昭和２４年10月
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　26億円
■従業員数／　49人（男　44人　女5人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒168,000円　専門卒168,000円　高卒160,000円

■会社の特徴

■地域社会への貢献理念

館森地区下部工工事

■求める人材

■キャリアアップ

総務部長・古仲正敬
TEL.0187-62-4321
E-mail:konaka@takakichi.co.jp
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資格取得に向け自己啓発支援など積極的に推進しています。 　ボランティア活動
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たかきちけんせつ

創業明治35年

地域のカタチを創造し続け、110余年
明治３５年創業、百年以上に及ぶ業歴をもち、信頼と実績を
積み重ね、『地域のカタチ』を創造し続けている会社です。
国土交通省・秋田県・市町村などの公共工事を主体としながらも
公共施設から一般住宅まで、土木・建築一式工事を施工する
総合建設会社として、環境・品質に重点を置いています。

環境にやさしい建設技術の展開と、徹底した品質管理により最良 　  秋田県警察本部　大曲警察署　JV

の作品を社会に提供し、価値観ある建造物、施設を構築するとしています。

          河川災害復旧助成工事

施工管理技術者として将来を見据えている人、技術志向の人、
地域に貢献したい人、エネルギッシュさを発する人、大歓迎です。

入社後からOJTや外部研修で将来を担う技術者に育成に努めています。
資格取得に向け自己啓発支援など積極的に推進しています。 　ボランティア活動

　　
土木部　　　平成３１年４月入社
たかがい　しょうや

髙貝　笙也 （大曲農業高校卒）

私が高校生の頃、建設の仕事とは家を建てるだけの仕事だと思っていました。
しかし、河川の氾濫を防ぐための堤防など人々の生活や安全を守っている
と言うことを知り、毎日誇りをもって仕事をしています。
建設業は成果が目に見え、社会の役に立っていることも実感できるやりがい
のある仕事です。興味がある人は一度見学に来てみませんか、歓迎です。

　　　　 髙吉建設株式会社

〒014‐0014 大仙市大曲福住町６番６号
TEL.0187-62-4321 FAX.0187-63-0607
URL　　http://ｗｗｗ.takakichi.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築）
■創立／　昭和２４年10月
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　26億円
■従業員数／　49人（男　44人　女5人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒168,000円　専門卒168,000円　高卒160,000円

■会社の特徴

■地域社会への貢献理念

館森地区下部工工事

■求める人材

■キャリアアップ

総務部長・古仲正敬
TEL.0187-62-4321
E-mail:konaka@takakichi.co.jp

新卒
採用実績
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たかきちけんせつ

創業明治35年

地域のカタチを創造し続け、110余年
明治３５年創業、百年以上に及ぶ業歴をもち、信頼と実績を
積み重ね、『地域のカタチ』を創造し続けている会社です。
国土交通省・秋田県・市町村などの公共工事を主体としながらも
公共施設から一般住宅まで、土木・建築一式工事を施工する
総合建設会社として、環境・品質に重点を置いています。

環境にやさしい建設技術の展開と、徹底した品質管理により最良 　  秋田県警察本部　大曲警察署　JV

の作品を社会に提供し、価値観ある建造物、施設を構築するとしています。

          河川災害復旧助成工事

施工管理技術者として将来を見据えている人、技術志向の人、
地域に貢献したい人、エネルギッシュさを発する人、大歓迎です。

入社後からOJTや外部研修で将来を担う技術者に育成に努めています。
資格取得に向け自己啓発支援など積極的に推進しています。 　ボランティア活動

　　
土木部　　　平成３１年４月入社
たかがい　しょうや

髙貝　笙也 （大曲農業高校卒）

私が高校生の頃、建設の仕事とは家を建てるだけの仕事だと思っていました。
しかし、河川の氾濫を防ぐための堤防など人々の生活や安全を守っている
と言うことを知り、毎日誇りをもって仕事をしています。
建設業は成果が目に見え、社会の役に立っていることも実感できるやりがい
のある仕事です。興味がある人は一度見学に来てみませんか、歓迎です。

　　　　 髙吉建設株式会社

〒014‐0014 大仙市大曲福住町６番６号
TEL.0187-62-4321 FAX.0187-63-0607
URL　　http://ｗｗｗ.takakichi.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築）
■創立／　昭和２４年10月
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　26億円
■従業員数／　49人（男　44人　女5人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒168,000円　専門卒168,000円　高卒160,000円

■会社の特徴

■地域社会への貢献理念

館森地区下部工工事

■求める人材

■キャリアアップ

総務部長・古仲正敬
TEL.0187-62-4321
E-mail:konaka@takakichi.co.jp
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創業明治35年

地域のカタチを創造し続け、110余年
明治３５年創業、百年以上に及ぶ業歴をもち、信頼と実績を
積み重ね、『地域のカタチ』を創造し続けている会社です。
国土交通省・秋田県・市町村などの公共工事を主体としながらも
公共施設から一般住宅まで、土木・建築一式工事を施工する
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資格取得に向け自己啓発支援など積極的に推進しています。 　ボランティア活動

　　
土木部　　　平成３１年４月入社
たかがい　しょうや

髙貝　笙也 （大曲農業高校卒）

私が高校生の頃、建設の仕事とは家を建てるだけの仕事だと思っていました。
しかし、河川の氾濫を防ぐための堤防など人々の生活や安全を守っている
と言うことを知り、毎日誇りをもって仕事をしています。
建設業は成果が目に見え、社会の役に立っていることも実感できるやりがい
のある仕事です。興味がある人は一度見学に来てみませんか、歓迎です。

　　　　 髙吉建設株式会社

〒014‐0014 大仙市大曲福住町６番６号
TEL.0187-62-4321 FAX.0187-63-0607
URL　　http://ｗｗｗ.takakichi.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築）
■創立／　昭和２４年10月
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　26億円
■従業員数／　49人（男　44人　女5人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒168,000円　専門卒168,000円　高卒160,000円

■会社の特徴

■地域社会への貢献理念

館森地区下部工工事

■求める人材

■キャリアアップ

総務部長・古仲正敬
TEL.0187-62-4321
E-mail:konaka@takakichi.co.jp

たかきちけんせつ

創業明治35年

地域のカタチを創造し続け、110余年
明治３５年創業、百年以上に及ぶ業歴をもち、信頼と実績を
積み重ね、『地域のカタチ』を創造し続けている会社です。
国土交通省・秋田県・市町村などの公共工事を主体としながらも
公共施設から一般住宅まで、土木・建築一式工事を施工する
総合建設会社として、環境・品質に重点を置いています。

環境にやさしい建設技術の展開と、徹底した品質管理により最良 　  秋田県警察本部　大曲警察署　JV

の作品を社会に提供し、価値観ある建造物、施設を構築するとしています。

          河川災害復旧助成工事

施工管理技術者として将来を見据えている人、技術志向の人、
地域に貢献したい人、エネルギッシュさを発する人、大歓迎です。

入社後からOJTや外部研修で将来を担う技術者に育成に努めています。
資格取得に向け自己啓発支援など積極的に推進しています。 　ボランティア活動

　　
土木部　　　平成３１年４月入社
たかがい　しょうや

髙貝　笙也 （大曲農業高校卒）

私が高校生の頃、建設の仕事とは家を建てるだけの仕事だと思っていました。
しかし、河川の氾濫を防ぐための堤防など人々の生活や安全を守っている
と言うことを知り、毎日誇りをもって仕事をしています。
建設業は成果が目に見え、社会の役に立っていることも実感できるやりがい
のある仕事です。興味がある人は一度見学に来てみませんか、歓迎です。

　　　　 髙吉建設株式会社

〒014‐0014 大仙市大曲福住町６番６号
TEL.0187-62-4321 FAX.0187-63-0607
URL　　http://ｗｗｗ.takakichi.co.jp

■主な業種／　総合建設業　（土木・建築）
■創立／　昭和２４年10月
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　26億円
■従業員数／　49人（男　44人　女5人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒168,000円　専門卒168,000円　高卒160,000円

■会社の特徴

■地域社会への貢献理念

館森地区下部工工事

■求める人材

■キャリアアップ

総務部長・古仲正敬
TEL.0187-62-4321
E-mail:konaka@takakichi.co.jp
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企　業　デ　ー　タ
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生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

仙  

北

仙北市

■会社の特徴
　　1963年創業、民間、官公庁を中心に事業を営み今年で５９年目を
　　迎える社員11名のアットホームな会社です。
　　建物の増改築や道路・橋・水道・除雪作業といった生活基盤の整備や
　　アパート・貸家経営を行っています。又、農業部門では、いちごの生産を
　　行うなど、事業を通して「笑顔で暮らせる街づくり」を目指しています。

■工事実績
    河川工事、道路工事、圃場整備工事、水道工事、道路除排雪等

■求める人物像
    明るく元気な人、あいさつのしっかりできる人
    素直で、価値観を共有できる人
    楽しく仕事ができる人

    地元が好きで、地元愛にあふれている人！大募集
　　もっと地元を元気にしたい人、高田組でやりがいを見つけてみませんか？

人と地球に「笑顔」を届ける
    私たちは、自然との調和の中で、人々がいきいきとする環境を創造し
　　すべての人々が、満足や幸せの象徴である「笑顔」になれる地球社会づくりに取り組んでいきます。

総務部　　平成3１年入社 工事部　　平成26年入社

　　　大曲農業高校卒 私は建設業の仕事を30才を過ぎてから
始めました。冬は県道の除雪作業、春から

　　中途採用で入社3年目になります。 秋は工事現場で作業しています。仕事をして
　　事務の仕事で、分からない事は、 大変なこともありますが、いろいろな人が
　　みんな１つ１つ丁寧に説明してくれます。 「ありがとう！、ご苦労様！」と声をかけて
　　現在、建設業経理士の資格取得を目指しています。 くれる喜びもあります。地域の方々に喜ばれる
　　明るく働きやすい職場です。 仕事でぜひ一緒に働いてみませんか。

　　　　　　　　　　　たかだぐみ

株式会社 高田組
〒０１４‐１２０１ 仙北市田沢湖生保内字黒沢176-1
TEL.018７-４３-０３９４ FAX.018７-４３-１３９４

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　１９６３年
■資本金／　1,000万円　
■売上高／　１．６億円
■従業員数／　１１人（男　９　人　女　２　人）
■休日休暇／　育児.介護.GW.夏季.年末、四週六休　　　
■年間休日数／　９１日　　　
■福利厚生／社会保険、厚生年金等、退職金制度有
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　短大･高専卒・専門卒175,000円　高卒162,000円

工事実績
   河川工事

    道路除雪

       登山道整備

　　　企業理念

                    橋梁補修

　本間　さやか 　佐々木 隆満 雫石高校卒

総務部長　高橋 千賀子（たかはしちかこ）
TEL.0187-43-0394
E-mail:kktakada@hana.or.jp

■会社の特徴
　　1963年創業、民間、官公庁を中心に事業を営み今年で５９年目を
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　　行うなど、事業を通して「笑顔で暮らせる街づくり」を目指しています。

■工事実績
    河川工事、道路工事、圃場整備工事、水道工事、道路除排雪等

■求める人物像
    明るく元気な人、あいさつのしっかりできる人
    素直で、価値観を共有できる人
    楽しく仕事ができる人

    地元が好きで、地元愛にあふれている人！大募集
　　もっと地元を元気にしたい人、高田組でやりがいを見つけてみませんか？

人と地球に「笑顔」を届ける
    私たちは、自然との調和の中で、人々がいきいきとする環境を創造し
　　すべての人々が、満足や幸せの象徴である「笑顔」になれる地球社会づくりに取り組んでいきます。

総務部　　平成3１年入社 工事部　　平成26年入社

　　　大曲農業高校卒 私は建設業の仕事を30才を過ぎてから
始めました。冬は県道の除雪作業、春から

　　中途採用で入社3年目になります。 秋は工事現場で作業しています。仕事をして
　　事務の仕事で、分からない事は、 大変なこともありますが、いろいろな人が
　　みんな１つ１つ丁寧に説明してくれます。 「ありがとう！、ご苦労様！」と声をかけて
　　現在、建設業経理士の資格取得を目指しています。 くれる喜びもあります。地域の方々に喜ばれる
　　明るく働きやすい職場です。 仕事でぜひ一緒に働いてみませんか。

　　　　　　　　　　　たかだぐみ

株式会社 高田組
〒０１４‐１２０１ 仙北市田沢湖生保内字黒沢176-1
TEL.018７-４３-０３９４ FAX.018７-４３-１３９４

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　１９６３年
■資本金／　1,000万円　
■売上高／　１．６億円
■従業員数／　１１人（男　９　人　女　２　人）
■休日休暇／　育児.介護.GW.夏季.年末、四週六休　　　
■年間休日数／　９１日　　　
■福利厚生／社会保険、厚生年金等、退職金制度有
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　短大･高専卒・専門卒175,000円　高卒162,000円

工事実績
   河川工事

    道路除雪

       登山道整備

　　　企業理念

                    橋梁補修

　本間　さやか 　佐々木 隆満 雫石高校卒

総務部長　高橋 千賀子（たかはしちかこ）
TEL.0187-43-0394
E-mail:kktakada@hana.or.jp

■会社の特徴
　　1963年創業、民間、官公庁を中心に事業を営み今年で５９年目を
　　迎える社員11名のアットホームな会社です。
　　建物の増改築や道路・橋・水道・除雪作業といった生活基盤の整備や
　　アパート・貸家経営を行っています。又、農業部門では、いちごの生産を
　　行うなど、事業を通して「笑顔で暮らせる街づくり」を目指しています。

■工事実績
    河川工事、道路工事、圃場整備工事、水道工事、道路除排雪等

■求める人物像
    明るく元気な人、あいさつのしっかりできる人
    素直で、価値観を共有できる人
    楽しく仕事ができる人

    地元が好きで、地元愛にあふれている人！大募集
　　もっと地元を元気にしたい人、高田組でやりがいを見つけてみませんか？

人と地球に「笑顔」を届ける
    私たちは、自然との調和の中で、人々がいきいきとする環境を創造し
　　すべての人々が、満足や幸せの象徴である「笑顔」になれる地球社会づくりに取り組んでいきます。

総務部　　平成3１年入社 工事部　　平成26年入社

　　　大曲農業高校卒 私は建設業の仕事を30才を過ぎてから
始めました。冬は県道の除雪作業、春から

　　中途採用で入社3年目になります。 秋は工事現場で作業しています。仕事をして
　　事務の仕事で、分からない事は、 大変なこともありますが、いろいろな人が
　　みんな１つ１つ丁寧に説明してくれます。 「ありがとう！、ご苦労様！」と声をかけて
　　現在、建設業経理士の資格取得を目指しています。 くれる喜びもあります。地域の方々に喜ばれる
　　明るく働きやすい職場です。 仕事でぜひ一緒に働いてみませんか。

　　　　　　　　　　　たかだぐみ

株式会社 高田組
〒０１４‐１２０１ 仙北市田沢湖生保内字黒沢176-1
TEL.018７-４３-０３９４ FAX.018７-４３-１３９４

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　１９６３年
■資本金／　1,000万円　
■売上高／　１．６億円
■従業員数／　１１人（男　９　人　女　２　人）
■休日休暇／　育児.介護.GW.夏季.年末、四週六休　　　
■年間休日数／　９１日　　　
■福利厚生／社会保険、厚生年金等、退職金制度有
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　短大･高専卒・専門卒175,000円　高卒162,000円

工事実績
   河川工事

    道路除雪

       登山道整備

　　　企業理念

                    橋梁補修

　本間　さやか 　佐々木 隆満 雫石高校卒

総務部長　高橋 千賀子（たかはしちかこ）
TEL.0187-43-0394
E-mail:kktakada@hana.or.jp

■会社の特徴
　　1963年創業、民間、官公庁を中心に事業を営み今年で５９年目を
　　迎える社員11名のアットホームな会社です。
　　建物の増改築や道路・橋・水道・除雪作業といった生活基盤の整備や
　　アパート・貸家経営を行っています。又、農業部門では、いちごの生産を
　　行うなど、事業を通して「笑顔で暮らせる街づくり」を目指しています。

■工事実績
    河川工事、道路工事、圃場整備工事、水道工事、道路除排雪等

■求める人物像
    明るく元気な人、あいさつのしっかりできる人
    素直で、価値観を共有できる人
    楽しく仕事ができる人

    地元が好きで、地元愛にあふれている人！大募集
　　もっと地元を元気にしたい人、高田組でやりがいを見つけてみませんか？

人と地球に「笑顔」を届ける
    私たちは、自然との調和の中で、人々がいきいきとする環境を創造し
　　すべての人々が、満足や幸せの象徴である「笑顔」になれる地球社会づくりに取り組んでいきます。

総務部　　平成3１年入社 工事部　　平成26年入社

　　　大曲農業高校卒 私は建設業の仕事を30才を過ぎてから
始めました。冬は県道の除雪作業、春から

　　中途採用で入社3年目になります。 秋は工事現場で作業しています。仕事をして
　　事務の仕事で、分からない事は、 大変なこともありますが、いろいろな人が
　　みんな１つ１つ丁寧に説明してくれます。 「ありがとう！、ご苦労様！」と声をかけて
　　現在、建設業経理士の資格取得を目指しています。 くれる喜びもあります。地域の方々に喜ばれる
　　明るく働きやすい職場です。 仕事でぜひ一緒に働いてみませんか。

　　　　　　　　　　　たかだぐみ

株式会社 高田組
〒０１４‐１２０１ 仙北市田沢湖生保内字黒沢176-1
TEL.018７-４３-０３９４ FAX.018７-４３-１３９４

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　１９６３年
■資本金／　1,000万円　
■売上高／　１．６億円
■従業員数／　１１人（男　９　人　女　２　人）
■休日休暇／　育児.介護.GW.夏季.年末、四週六休　　　
■年間休日数／　９１日　　　
■福利厚生／社会保険、厚生年金等、退職金制度有
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　短大･高専卒・専門卒175,000円　高卒162,000円

工事実績
   河川工事

    道路除雪

       登山道整備

　　　企業理念

                    橋梁補修

　本間　さやか 　佐々木 隆満 雫石高校卒

総務部長　高橋 千賀子（たかはしちかこ）
TEL.0187-43-0394
E-mail:kktakada@hana.or.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



97 Takamitu（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

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ 1
Ｒ１ 1

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

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com

　　

　　　た　か　み　つ

Ｔａｋａｍｉｔｕ 株式会社

〒014‐0207 大仙市長野字新山92番地1
TEL.0187-56-3626 FAX.0187-56-4533
URL　　https://www.takamitu3.co.jp/

■主な業種／　建設業・測量業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　5,000万円　
■売上高／　9.7億円
■従業員数／　51人（男43人　女8人）
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　交通費実費支給・昇給（年1回）
　・賞与（年2回）・社会保険完備
■諸手当／　通勤手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

測量部  平成31年入社 大曲工業高校卒

僕は高校の授業を通して”測量”が好きなり、この仕事に就くことを決めました。
覚えることはたくさんありますが、地域に貢献できる魅力ある仕事だと思います。
是非みなさんも、建設業で自分の力を発揮してみませんか？

鈴木広光

写真等自由に挿入可                                      
枚数も場所も自由に

Takamitu㈱は、３つの部署で様々な事業に取り組み、地域のみなさんのために

"ONE TEAM"で頑張っています！！　器機や重機に触れることが出来るほか、経験・知識の豊富な先輩方のもと、

専門的な事を学べます。現場でのOJTや研修、資格取得を行い技術の向上をはかれます。

男女問わず大歓迎★女性も働ける体制を整えています！！　「カラダを動かすのが好き」「重機に乗りたい」を

叶えたい元気なアナタは、是非Takamitu㈱へ！！　インターンシップ, 会社見学 行っております。

担当者　専務取締役　・　高橋祥享（たかはし よしゆき)
TEL.0187-56-3626
E-mail:yoshiyuki.t@takami3.com



98高禮建設（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
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

■会社の特徴
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

■会社の特徴
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

■会社の特徴
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

■会社の特徴
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

■会社の特徴
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

■会社の特徴
        土木工事、建築工事をメインに舗装、水道工事などを施工している
    会社です。
       工事に関連した色々な資格を取得できます。
       現場監督、作業員、重機オペレーター大募集中！！

■求める人物像
        誠実で協調性のある方
        重機に興味ある方
        夢中になってる趣味をお持ちの方
        （※様々な可能性を持った方がいるのでこれが全てではありません。）

■その他
        酷暑のこの夏は空調服を支給しました。
        インフルエンザ予防接種を福利厚生で行ってます。
        現在はCOVID19の影響で休止中の親睦会、社員
        旅行なども行う予定です。

　　 建築部　　H30年入社
大野亮太 大曲工業高校卒

　 建設業と聞くとどうしても「危険・汚い・きつい」の３Kイメージが思い
浮かぶ方が多いかと思います。
ですが、建設業では、若い時からスケールの大きい仕事に携わること
ができ、そして、工事を完成させたときの達成感は、他の業界では味
わうことができないと思います。
  このことから建設業は、３Ｋのイメージを払拭できるくらい魅力的な
業界だと思うので興味ある方は是非会社見学に来てみてください。

たかれいけんせつ

高禮建設 株式会社

〒019-1611 大仙市太田町斉内字高野1番地434
TEL.0187-89-1233 FAX.0187-89-1733
URL　　https://www.takareikensetsu.com/

■主な業種／総合建設業　
■創立／　昭和27年
■資本金／　4,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　32人（男29人　女3人）
■休日休暇／　第二、第4土曜日　　　
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、携帯電話手当
■初任給(諸手当除く)／　170,000円～

総務部　　高橋容子
TEL.0187-89-1233
E-mail:takareik@poplar.ocn.ne.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１ 1

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



99 （株）瀧神巧業

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

仙北市

■会社の特徴
私たちが志向しているのは、ゼロから街と社会を創造する総合建設業。
人と自然が調和する安定した環境基盤づくりと、健やかで豊かな
暮らしづくりに取り組んでいます。
これまでに築き上げてきた技術とノウハウ、そしてネットワークを
最大限に活用しながら、人間と自然のための創造を追求し、
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■事業内容
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鐵構事業では河川や水路で使われる水門を設計から施工まで対応します。
総合建設事業では公共・民間施設の建築工事を主に行っております。

■求める人物像
『明るい笑顔で元気で素直な人、価値観を共有できる人』
楽しいこと、大変なことを共有しながら皆で力を合わせて道を
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就きたいと考えていました。私の部署はゲートを据付し ンで現場経験も可能なこの会社を選びました。前職ではサ
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　　当社では社員を全面的にバックアップすることで、働きやすく

　　
工事部　　平成26年入社　　　　　　　　　　　　大曲農業高校太田分校卒
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主な工事は土木工事で《ほ場整備事業》を行っています。
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■その他
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TEL.0187-56-2811
E-mail:daisuke@terata-k.co.jp
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性、事実や物事に対して解釈の異なった意見を尊重し受け入れ、チーム
で働くことができる柔軟性がある人を求めています。

当社は、社員の技術力向上のため、資格取得費用を全額サポートします。

インターンシップ、会社見学は下記の問合せ先よりお問い合わせください。

高橋　桂太

　就職するまでは、どのような仕事をしているのかなど分かりませんでした
が、先輩たちに一から教えてもらい、今では仕事を任せてもらえるようになり
ました。今は資格取得に向けて仕事と勉強の両立で、とても忙しいですが毎
日充実しています。

総務部　　井上　　までご連絡ください。
TEL.0187-56-2811
E-mail:daisuke@terata-k.co.jp
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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

・すべては「ありがとう」のために「たとえ小さな一歩
　でも、昨日より確実に前へと進んでいること」それ
　こそが、わたしたち【はりま建設㈱】のモットーです。
・総合建設業
　土木・建築・舗装・コンクリート・水道施設工事他

■求める人物像
・工事現場での施工業務において、その時々の工事の
　状況に対応する能力とコミュニケーション能力を高め、 　　当社JV工事　秋田駅前中通　秋田版CCRC　クロッセ秋田

　将来的に現場管理を行っていただきます。
・必要資格
　土木・建築施工管理技士(資格取得補助制度あり)
　普通自動車

■その他
・当社は、おかげさまで令和3年2月8日で創業
　56周年を迎えました。新たなステージに発進し、
　私たちの発展は地域社会の発展と共にあることを
　常に意識し、地域への貢献に努めてまいります。
・インターンシップ・応募前会社見学随時受け付けています。
　採用実績：新卒者 R1年 1名、　R2年 1名、　R3年 1名

　　 建築部　　平成28年入社　　　　大曲工業高校卒

はりまけんせつ

本社：美郷町　　支店：秋田支店・仙台支店・大仙支店
〒０１９－１５４１ 仙北郡美郷町土崎字中野際89-1
TEL.０１８７－８５－２２５５ FAX.０１８７－８５－２４１７
URL：http://harima-kensetsu.jp/

■主な業種／　総合建設業(建築・土木)
■創立／　昭和40年２月8日(R3年で56周年)
■資本金／　2,500万円　
■売上高／　44億円　(R2年度)
■従業員数／　８1人（男７2人・女９人）
■休日休暇／土日祝、夏季・冬季休暇、GW休暇　等
■年間休日数／　108日(R3年度)　　　
■福利厚生／雇用・労災・健康・厚生・退職金共済・制度 等

■諸手当／　技術 ・ 現場 ・ 資格手当 ・ 賞与　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒195 ,000円　 短大卒・高専卒180,000円　 高卒170,000円

企業アピールポイント
■会社の特徴

　　　　国道46号線(角館～盛岡間)　角館橋梁補修工事

はりま建設の若手社員

　　　ささき　　　　たかあき

佐々木　孝彰
　私たちの仕事は、ものづくりの醍醐味を存分に味わえる仕事です。
　はりま建設に入社して5年、この先何十年も残っていく構造物の建築に携わってき
ました。2級建築施工管理技士の資格を取得し工事現場に自分の名前が掲載され
るようになりました。その建物がこれから時を重ね形に残ると思うと、とても責任を感
じます。ですが、お客様に喜んで頂けることはとても「やりがい」のある仕事です。
　皆さんも、一緒にはりま建設で働いてみませんか。是非一度見学に来てください。

担当者　総務部　　総務部長　　泉　　　繁
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当社は公共工事・民間工事共に土木全般、舗装などメインに事業を行っています。

■求める人物像
明るく、やる気のある人
僕たちも待っています！

■その他
地域貢献活動として、毎年、道路施設の整備を行っています。地元の交通安全協会や駐在さんの
協力を得て、従業員一同、力を合わせて頑張っています。
主にカーブミラー清掃や傾いた看板類の整備等を実施しています。

　　
工事部　平成30年入社

六郷高校卒

  私が、藤澤技建に入社したきっかけは職場見学をさせていただいたとき、とてもやりがい

  のある仕事だと思ったからです。入社当時は、右も左も分からず不安でいっぱいでした。

  今では上司の方々からのご指導の下、少しずつ流れをつかめるうようになりました。

  やりがいがとてもある仕事です。興味がある方は、ぜひ待っています。

       ふじさわぎけん

株式会社 藤澤技建

〒014-0714 大仙市大神成字上村97
TEL.0187-57-2530 FAX.0187-57-2996
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/f-giken/

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業
■創立／　平成2年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　3.6億円
■従業員数／　26人（男24人　女2人）
■休日休暇／　4週6休、その他（ＧＷ、お盆、年末年始）
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、勤続手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

戸沢　真治

薬師地区 ため池等整備工事

4年生（3名） 3年生（1名） 2年生（1名）

総務部　・　藤澤
TEL.0187-57-2530
E-mail:f-giken@alto.ocn.ne.jp
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当社は公共工事・民間工事共に土木全般、舗装などメインに事業を行っています。
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■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、勤続手当、資格手当
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当社は公共工事・民間工事共に土木全般、舗装などメインに事業を行っています。

■求める人物像
明るく、やる気のある人
僕たちも待っています！
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工事部　平成30年入社

六郷高校卒

  私が、藤澤技建に入社したきっかけは職場見学をさせていただいたとき、とてもやりがい

  のある仕事だと思ったからです。入社当時は、右も左も分からず不安でいっぱいでした。

  今では上司の方々からのご指導の下、少しずつ流れをつかめるうようになりました。

  やりがいがとてもある仕事です。興味がある方は、ぜひ待っています。

       ふじさわぎけん

株式会社 藤澤技建

〒014-0714 大仙市大神成字上村97
TEL.0187-57-2530 FAX.0187-57-2996
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/f-giken/

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業
■創立／　平成2年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　3.6億円
■従業員数／　26人（男24人　女2人）
■休日休暇／　4週6休、その他（ＧＷ、お盆、年末年始）
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、勤続手当、資格手当
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戸沢　真治

薬師地区 ため池等整備工事

4年生（3名） 3年生（1名） 2年生（1名）

総務部　・　藤澤
TEL.0187-57-2530
E-mail:f-giken@alto.ocn.ne.jp

■会社の特徴
当社は公共工事・民間工事共に土木全般、舗装などメインに事業を行っています。

■求める人物像
明るく、やる気のある人
僕たちも待っています！

■その他
地域貢献活動として、毎年、道路施設の整備を行っています。地元の交通安全協会や駐在さんの
協力を得て、従業員一同、力を合わせて頑張っています。
主にカーブミラー清掃や傾いた看板類の整備等を実施しています。

　　
工事部　平成30年入社

六郷高校卒

  私が、藤澤技建に入社したきっかけは職場見学をさせていただいたとき、とてもやりがい

  のある仕事だと思ったからです。入社当時は、右も左も分からず不安でいっぱいでした。

  今では上司の方々からのご指導の下、少しずつ流れをつかめるうようになりました。

  やりがいがとてもある仕事です。興味がある方は、ぜひ待っています。

       ふじさわぎけん

株式会社 藤澤技建

〒014-0714 大仙市大神成字上村97
TEL.0187-57-2530 FAX.0187-57-2996
URL　　https://www4.hp-ez.com/hp/f-giken/

■主な業種／　土木工事業・舗装工事業
■創立／　平成2年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　3.6億円
■従業員数／　26人（男24人　女2人）
■休日休暇／　4週6休、その他（ＧＷ、お盆、年末年始）
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、勤続手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

戸沢　真治

薬師地区 ため池等整備工事

4年生（3名） 3年生（1名） 2年生（1名）

総務部　・　藤澤
TEL.0187-57-2530
E-mail:f-giken@alto.ocn.ne.jp
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103 （株）丸茂組

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
　　創業６8年、『地域とともに 人とともに』を経営方針に、インフラ整
　　備、防災等の公共事業はもとより、個人の住宅から民間企業の
　　施設・設備建設まで幅広くお手伝いをさせていただいております。
■求める人物像
　・私たちと共に成長し続けたいと思い、積極的に頑張れる方
　・人との出会い、ご縁を大切に行動できる方
■その他
　　グループ企業化することで、業務の効率性を高めております。
　・株式会社 ウラ産業（砂利、砕石等の採取製造販売、一般貨
　　物運送業　等）
　・株式会社Ｍ’ｓコーポレーション （自動車、建設機械の販売・修理、
　　ガソリンスタンドの経営、遮熱塗料の製造販売　等）
　・株式会社 ウラ　（不動産管理、旅館・公衆浴場経営、飲食店
　　経営、遊技場（ボウリング場）経営、除菌・消臭剤の製造・販売
　　等）
　
　・地元大仙市花館地域の『川を渡る梵天』『花館のサケ』等の
　　伝統文化を継承するための活動にも積極的に携わっております。

　　
土木部  令和２年入社 土木部  令和3年入社
　　大曲工業高校卒 　　大曲工業高校卒

　親切な先輩達の指導の下、 　出来ることが少しずつ
現場監督の修行中です。 増えていくことにやりがいを
早く一人前になって現場を動 感じています。
かしたいです。 安心して現場を任せられる

現場監督になりたいです。

　　　まるしげぐみ

株式会社 丸茂組

〒014-0001 大仙市花館字間倉157番地6
TEL.0187-63-1370 FAX.0187-63-1372
URL　　http://marushige-group.com/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和28年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　59億円
■従業員数／　99人（男89人　女10人）
■休日休暇／　週休二日制　　　
■年間休日数／　88日（会社カレンダーによる）　　　
■福利厚生／各社会保険 退職金共済 子育て基金等

■諸手当／　通勤手当等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円

 佐藤 栞汰  冨岡　晃生

会社の外観や主力事業の写真

秋田湾・雄物川流域下水道工事　施工中

本荘除雪ステーション建築工事

お気軽に　総務部　までご連絡ください。
TEL.0187-63-1370
E-mail:marushi@obako.or.jp

■会社の特徴
　　創業６8年、『地域とともに 人とともに』を経営方針に、インフラ整
　　備、防災等の公共事業はもとより、個人の住宅から民間企業の
　　施設・設備建設まで幅広くお手伝いをさせていただいております。
■求める人物像
　・私たちと共に成長し続けたいと思い、積極的に頑張れる方
　・人との出会い、ご縁を大切に行動できる方
■その他
　　グループ企業化することで、業務の効率性を高めております。
　・株式会社 ウラ産業（砂利、砕石等の採取製造販売、一般貨
　　物運送業　等）
　・株式会社Ｍ’ｓコーポレーション （自動車、建設機械の販売・修理、
　　ガソリンスタンドの経営、遮熱塗料の製造販売　等）
　・株式会社 ウラ　（不動産管理、旅館・公衆浴場経営、飲食店
　　経営、遊技場（ボウリング場）経営、除菌・消臭剤の製造・販売
　　等）
　
　・地元大仙市花館地域の『川を渡る梵天』『花館のサケ』等の
　　伝統文化を継承するための活動にも積極的に携わっております。

　　
土木部  令和２年入社 土木部  令和3年入社
　　大曲工業高校卒 　　大曲工業高校卒

　親切な先輩達の指導の下、 　出来ることが少しずつ
現場監督の修行中です。 増えていくことにやりがいを
早く一人前になって現場を動 感じています。
かしたいです。 安心して現場を任せられる

現場監督になりたいです。

　　　まるしげぐみ

株式会社 丸茂組

〒014-0001 大仙市花館字間倉157番地6
TEL.0187-63-1370 FAX.0187-63-1372
URL　　http://marushige-group.com/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和28年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　59億円
■従業員数／　99人（男89人　女10人）
■休日休暇／　週休二日制　　　
■年間休日数／　88日（会社カレンダーによる）　　　
■福利厚生／各社会保険 退職金共済 子育て基金等

■諸手当／　通勤手当等
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104万六建設（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

仙北市

工務部　  令和元年入社

まんろくけんせつ

万六建設 株式会社

〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字上滝沢82-1
TEL.0187-43-1554 FAX.0187-43-1108
URL　　http://www.manroku.jp

■創立／　昭和51年
■資本金／　3000万円　
■売上高／　18億円
■従業員数／　93人（男83人　女10人）
■休日休暇／　週休二日制　GW、夏季年末
■年間休日数／　114日　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒195，000円～　　高卒163，800円～177，200円

角館国道維持補修工事　作業写真

八幡平山系先達川地区砂防堰堤工事
完成写真

　藤井　聖弥
現場監督の補助として測量や書類作成の業務を行っています。
今年で3年目に入り、仕事を任される事も徐々に増え、責任感を持つようになりま
した。　将来は資格取得し現場監督として工事を担当したいと思っています。また
同年代の先輩たちも多く、働きやすい環境だと感じています。　建設業は自分の
造ったものが地域の方々に役立っていることが目に見えて実感できるやりがいの
ある仕事だと思います。

　土木一式・舗装工事を主体とする総合建設会社です。　　　　　　　　　　　　
仙北市田沢湖に本社、角館に事務所を構え、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『奉仕の精神は繁栄の源なり』の企業理念をもとに地域に貢献し、　　　
社会のニーズに対応できる様、社員一丸となって取り組んでいます。
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■主な業種／　総合建設業 新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 1
Ｒ１ 1

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



105 （株）宮原組

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

　　
第二事業部  　2005年入社 大曲工業高校卒

　　　みやはらぐみ

株式会社 宮原組

〒０１９－１７０１ 大仙市神宮寺字家後１８－２
TEL.018７-７２－４５４５ FAX.018７-７２-４５４６
URL　　https://www.miyahara-gumi.com

■主な業種／　一般土木・法面保護工事　
■創立／　昭和３５年７月１日
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　２４億円
■従業員数／　１１１人（男９９人　女１２人）
■休日休暇／　週休二日制（当社カレンダーによる）　　　
■年間休日数／　８９日　　　
■福利厚生／　社会保険、退職金制度、一般財形補助
■諸手当／　役職手当、資格手当、子供手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２１０,000円　短大･高専・専門卒１９0,000円　高卒１７0,000円

■会社の特徴

■求める人物像 災害対策等緊急工事（大仙市協和下淀川）

■その他

急傾斜地崩壊対策工事（男鹿市船川港女川）

建設業は人々の暮らしを支える仕事、社会に必要なものを造る仕事、地図に残る仕事です。たとえゼロ

からのスタートでも様々なことに興味を持ち、前向きな気持ちで取り組めば、必ず成果につながり、大き

な達成感を得ることが出来ます。ものづくりに興味がある方、デスクワークより屋外の仕事に適性を感じ

る方は是非、建設業界へ！！

　 明るく積極的に何事にも取り組んで、自分を向上さ
せていこうとする前向きな人材。

　 当社は教育支援制度が充実しており、積極的に各種
資格取得に挑戦出来るので、個人のキャリアアップに
繋がります。

太田　正志

　 当社は緑豊かで災害に強い郷土づくりのため、創業
時から法面保護工事の施工に力を入れており、新技術
の採用や法面工の育成を通じて継続的に企業力の強
化を行っています。また、顧客満足度の向上を目指して
ISO9001・ISO14001・ISO45001を取得し、アダプ
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