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　　あきたどけん

秋田土建 株式会社

〒018‐4301 北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1
TEL.0186-72-3001 FAX.0186-72-3004
URL　　http://www.akitadoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創業／　明治３８年
■資本金／　１億円　
■売上高／　４５億円
■従業員数／　１１６人（男１０１人　女１５人）
■休日休暇／　完全週休二日制、夏季・冬季休暇　等　　
■年間休日数／　１０５日以上（年間カレンダーによる）　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、社員寮 等
■諸手当／　現場手当、残業手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒200,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒160,000円

創業から１００年以上経つ老舗企業で、県内屈指の総合建設
業者です。土木・建築事業を中心に、生コンクリート・アスファル
ト合材の製造販売や運送事業の他、不動産事業やゴルフ場事
業等、さまざまな企業活動を通じ、地域社会の信頼に応える企
業として、魅力ある郷土創りに貢献しております。
また、ICT等の新技術の積極的な導入や、女性・若手技術者の
活躍など、これからの建設業界を牽引する企業となるべく活動
しております。

建設業では、道や建物等いろいろなモノをつくります。
　①なにより「モノづくり」が好きで、チャレンジ精神溢れる方
　②責任感があり、コミュニケーション能力に自信のある方
専門分野出身者が活躍しているイメージが強い業界ですが、
文系理系分野問わず、やる気次第で誰もが活躍することがで
きます。

インターンシップや会社見学はいつでも受入可能です。
　　　　　「地域の歴史と共に、１００年のその先へ。」
私たちと共に、これからの「秋田」を創っていきましょう！！

土木部舗装班　H28年入社 土木部舗装班　R2年入社

秋田北鷹高校卒 秋田北鷹高校卒

畠山　拓哉 三澤　笙

現在は、舗装機械の重要なポジションを任さ
れております。施工した道路が完成したとき
の達成感を、共に感じてみませんか？

まだまだ勉強中で、失敗もありますが、歳
の近い先輩に色々と教えてもらいながら、
楽しく仕事ができています！！

こっちゃけ 会社HP

営業部　人事採用担当　・　小笠原　正人
TEL.0186-72-3001
E-mail : info@akitadoken.co.jp
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の達成感を、共に感じてみませんか？

まだまだ勉強中で、失敗もありますが、歳
の近い先輩に色々と教えてもらいながら、
楽しく仕事ができています！！

こっちゃけ 会社HP

営業部　人事採用担当　・　小笠原　正人
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■求める人物像

■その他
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秋田土建 株式会社
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■休日休暇／　完全週休二日制、夏季・冬季休暇　等　　
■年間休日数／　１０５日以上（年間カレンダーによる）　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、社員寮 等
■諸手当／　現場手当、残業手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒200,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒160,000円

創業から１００年以上経つ老舗企業で、県内屈指の総合建設
業者です。土木・建築事業を中心に、生コンクリート・アスファル
ト合材の製造販売や運送事業の他、不動産事業やゴルフ場事
業等、さまざまな企業活動を通じ、地域社会の信頼に応える企
業として、魅力ある郷土創りに貢献しております。
また、ICT等の新技術の積極的な導入や、女性・若手技術者の
活躍など、これからの建設業界を牽引する企業となるべく活動
しております。

建設業では、道や建物等いろいろなモノをつくります。
　①なにより「モノづくり」が好きで、チャレンジ精神溢れる方
　②責任感があり、コミュニケーション能力に自信のある方
専門分野出身者が活躍しているイメージが強い業界ですが、
文系理系分野問わず、やる気次第で誰もが活躍することがで
きます。

インターンシップや会社見学はいつでも受入可能です。
　　　　　「地域の歴史と共に、１００年のその先へ。」
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1 2
Ｒ２ 1
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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11 朝日建設（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

北
秋
田

北秋田市

  あさひけんせつ

　　主に北秋田市内で、道路や橋などの新設、補修を
　　する土木工事、天然素材を利用し、環境に配慮し
　　た健康的な住宅や公共の建物などの建築工事、
　　古くなった建物や構造物などの解体工事等をして
　　います。また、解体工事などから発生する産業廃棄
　　物を受入れ、再生資源化するなど、環境リサイクル
　　事業にも力を入れています。他にも、砕石や土砂、
    建設機械などの運搬業務や冬季には建設機械等
    での除排雪作業も承っております。

　　地元に就職したい方、大歓迎です！
　　建設機械に興味のある方は、是非！
　　やる気があって、あいさつの出来る方、私たちと一緒に
　　地元で貢献できる職場で働きませんか？
　　女性も歓迎します。会社全体で育成・指導致します！！

　　事前にご連絡いただければ、インターンシップや会社見学等
　　にも対応いたします。ご興味がありましたら、是非一度、
　　ご連絡下さい。電話一本で対応します！

　　
　　建設部　H31年４月入社

　　石川　瑞輝 秋田北鷹高校卒

　　私が高校生の頃、建設現場で仕事をしている人たちを見ていて
とても大変な仕事だなあって漠然と思っていました。しかし、自分が
いざこの仕事をしてみると、地元の生活には欠かせないインフラ等
の整備など、地域に貢献している仕事だと自負しております。
後輩の皆さんにもこの仕事のやりがいを知って頂きたいので、一度
職場見学に来て下さい。

朝日建設 株式会社　

〒０１８‐３４５４ 北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7
TEL.０１８６-６２-３８３０ FAX.０１８６-６２-０７０１
URL　　http://www.asahi-kensetsu.info/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和４６年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　１０億円
■従業員数／　３３人（男３０人　女３人）
■休日休暇／　日、その他　(会社カレンダーによる)　　
■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、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　  高卒170,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

県道矢坂糠沢線　 　 　
北秋田市綴子字深沢

米代流域衛生セン タ ー　 　
北秋田市脇神字三ツ屋岱

総務課　河田啓貴
TEL.0186-62-3830
E-mail:asahisan@rose.ocn.ne.jp
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　　私が高校生の頃、建設現場で仕事をしている人たちを見ていて
とても大変な仕事だなあって漠然と思っていました。しかし、自分が
いざこの仕事をしてみると、地元の生活には欠かせないインフラ等
の整備など、地域に貢献している仕事だと自負しております。
後輩の皆さんにもこの仕事のやりがいを知って頂きたいので、一度
職場見学に来て下さい。

朝日建設 株式会社　

〒０１８‐３４５４ 北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7
TEL.０１８６-６２-３８３０ FAX.０１８６-６２-０７０１
URL　　http://www.asahi-kensetsu.info/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和４６年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　１０億円
■従業員数／　３３人（男３０人　女３人）
■休日休暇／　日、その他　(会社カレンダーによる)　　
■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、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　  高卒170,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

県道矢坂糠沢線　 　 　
北秋田市綴子字深沢

米代流域衛生セン タ ー　 　
北秋田市脇神字三ツ屋岱

総務課　河田啓貴
TEL.0186-62-3830
E-mail:asahisan@rose.ocn.ne.jp

  あさひけんせつ

　　主に北秋田市内で、道路や橋などの新設、補修を
　　する土木工事、天然素材を利用し、環境に配慮し
　　た健康的な住宅や公共の建物などの建築工事、
　　古くなった建物や構造物などの解体工事等をして
　　います。また、解体工事などから発生する産業廃棄
　　物を受入れ、再生資源化するなど、環境リサイクル
　　事業にも力を入れています。他にも、砕石や土砂、
    建設機械などの運搬業務や冬季には建設機械等
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12（株）伊藤羽州建設

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

北
秋
田

大館市

　現在は大館本社、秋田支店の２拠点にて営業しております。大館本社は建築７割・土木３割、秋田支店は
　土木工事が主体となっております。

　建築では、一般住宅からＳＲＣ構造の大規模建築物まで展開し、土木では、管更生・土地造成・橋梁・
　道路・舗装・河川・公園・下水道工事などを得意分野としております。

　当社は、主に県北部（大館市）に於いて歴史を重ねてきた建設会社です。
　私たちと共に、建築・土木の建設技術者を目指す皆さんをお待ちしております。

　　【　安全大会　】 【　防災訓練　】

　【 大館本社 土木部 令和3年4月入社 】
大館桂桜高校卒

　工事に携わりたいと思い目指す事を決
　めました。現在は、現場所長の補佐
　業務で、主に現場管理、安全管理を

        いとううしゅうけんせつ

株式会社 伊藤羽州建設

〒０１７－０８８８ 大館市字水門前７５番地４
TEL.0186-42-1111 FAX.0186-42-5573
URL　　 https://www.om346.co.jp/company/itousyu-kensetsu/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和３年
■資本金／　９，８００万円　
■売上高／　４０億円
■従業員数／　７０人（男　６５人　女　５人）
■休日休暇／　土・日他　会社カレンダーによる　　
■年間休日数／　１０５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220,000円　短大･高専卒200,000円　専門卒190,000円　高卒180,000円

　当社は、昭和3年に秋田県大館市に設立しました。２０１８年３月には創業９０年を迎えた老舗の建設会社です。

　高校在学中に会社見学を通じて土木

　行っています。

岩谷　翔斗

総務部　・　齋藤修
TEL.0186-42-1111
E-mail:somu@itousyu.co.jp
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■会社の特徴

■行動指針

■価値観

　　　　うえすぎぐみ

株式会社　上杉組

〒018-4745 北秋田市阿仁萱草字水上口59
TEL.0186-82-2040 FAX.0186-82-2001
URL　　http://www.kumagera.ne.jp/uesugi/

■主な業種／　土木工事　
■創立／　昭和7年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　18人（男　15人　女　3人）
■休日休暇／土日(会社カレンダーによる)、その他連休　　　
■年間休日数／　95日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、資格取得支援
■諸手当／　通勤手当、育児手当、バースデー手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒217,000円～　短大･高専卒207,000円～　高卒195,000円～

　　たまつくり　たかひさ

鷹巣農林高校卒

　当社は昭和7年に創業し、北秋田市阿仁地区を中心に地域に根差
した事業活動を行っており、今年で89年目を迎えます。土木工事がメ
インですが、国道の道路維持業務、除排雪業務の他、アグリ部門も手
掛けております。これからも地域の資源を守って、活かす事業を継続
し、地域になくてはならない企業を目指します。

1、日々コツコツと一人ひとりが自主性を持って仕事に励みます
2、時間意識を大切にし、計画したうえでスピード感を持って仕事に励
みます

　　　工事部　平成26年入社

　玉造　貴久
　私はこの会社へ入社し、最初は右も左もわからない状態でしたが、上司や
先輩に学び、2級土木施工管理技士を取得しました。今では1つの現場を任
せてもらっており、自分で考えながら仕事をするのがとても楽しいです。みな
さんも楽しく仕事をしましょう！！

尊重-個人の違いを認め合い、事業活動に関わるすべての人を尊重
します
信頼-社長を含め全社員はパートナーであり、お互いに助け合います
幸福-会社は全社員の幸福を追求し行動します
利他精神-他人の幸せを自分の幸せとします
謙虚-他人・地域社会に育てていただいているということをわすれませ
ん
感謝-「ありがとう」を言葉に出します
進歩-進み続ける気持ちを忘れません

専務取締役　・　上杉潤
TEL.0186-82-2040
E-mail:jun1201@kumagera.ne.jp
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■諸手当／　通勤手当、育児手当、バースデー手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒217,000円～　短大･高専卒207,000円～　高卒195,000円～

　　たまつくり　たかひさ

鷹巣農林高校卒

　当社は昭和7年に創業し、北秋田市阿仁地区を中心に地域に根差
した事業活動を行っており、今年で89年目を迎えます。土木工事がメ
インですが、国道の道路維持業務、除排雪業務の他、アグリ部門も手
掛けております。これからも地域の資源を守って、活かす事業を継続
し、地域になくてはならない企業を目指します。

1、日々コツコツと一人ひとりが自主性を持って仕事に励みます
2、時間意識を大切にし、計画したうえでスピード感を持って仕事に励
みます

　　　工事部　平成26年入社

　玉造　貴久
　私はこの会社へ入社し、最初は右も左もわからない状態でしたが、上司や
先輩に学び、2級土木施工管理技士を取得しました。今では1つの現場を任
せてもらっており、自分で考えながら仕事をするのがとても楽しいです。みな
さんも楽しく仕事をしましょう！！

尊重-個人の違いを認め合い、事業活動に関わるすべての人を尊重
します
信頼-社長を含め全社員はパートナーであり、お互いに助け合います
幸福-会社は全社員の幸福を追求し行動します
利他精神-他人の幸せを自分の幸せとします
謙虚-他人・地域社会に育てていただいているということをわすれませ
ん
感謝-「ありがとう」を言葉に出します
進歩-進み続ける気持ちを忘れません

専務取締役　・　上杉潤
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■会社の特徴
　昭和26年に創業し、道路・橋・林道・堰堤と様々な工事
を施工し地域に根差した会社です。
得意な分野は、元々が林野から実績を積んだ会社であり
ますので、林道工事・治山工事が得意であります。
当社では「緑と水と」をキャッチフレーズに、環境と人に優
しい構造物を提供し、地域に貢献出来る会社作りを目指し
日々研鑽しています。

平成29年度　大館工業団地環境整備工事(4期)

■求める人物像
　元気があって挨拶出来て明るい人。
　やる気があって真面目な人。

■その他
　当社では毎年安全祈願祭時にはレクレー

　　　　　　　　完成写真
ションを行い、会社内の懇親を深めています。
又、資格取得を推奨し、毎年様々な資格を取
得しています。

　工事部門　　平成12年入社　　　　          大館工業高校卒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   入社当初は、教えられることをひたすら続けるだけでしたが、日々
先輩達に指導して貰い、今では現場代理人として顧客に満足し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て貰える構造物の提供に頑張っています。
子供に自分が施工した工事を自慢出来ることが嬉しいです。
◇これからの時代、建設業は益々重要となる産業です。
若い人の力が建設業を押し上げていきます。頑張りましょう。

　　　　　おおたべ

株式会社　オオタベ

〒017‐0877 大館市立花字山田渡197番地
TEL.0186-42-1619 FAX.0186-42-1618

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　2.000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　34人（男31人　女 3人）
■休日休暇／　隔週休二日　　　
■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、育児支援手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒(専門科)  196,800 円　高卒175,200円

　　佐藤　義一

工事部門　工事部長　　吉田　日出美
TEL.0186-42-1619
E-mail:otabe001@rose.ocn.ne.jp
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■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！

扇田　海斗

■事業内容
　土木や舗装など多岐に渡りますが、ここで
は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！

■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！

扇田　海斗

■事業内容
　土木や舗装など多岐に渡りますが、ここで
は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！

■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！
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は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
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応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！
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■資本金／　3,000万円　
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■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
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指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！

■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！

扇田　海斗

■事業内容
　土木や舗装など多岐に渡りますが、ここで
は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！

■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！

扇田　海斗

■事業内容
　土木や舗装など多岐に渡りますが、ここで
は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！

■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！

扇田　海斗

■事業内容
　土木や舗装など多岐に渡りますが、ここで
は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方は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 1
Ｒ２
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

■諸手当／　資格手当（例：１級土木施工15,000円／月、2級土木施工7,500円／月、他50種類以上対象）

工務課　R３年入社/大館桜桂､秋田職能短大卒

〒017‐0878 大館市川口字横岩岱63番地1
TEL.0186-49-6560 FAX.0186-42-6560
URL　　http://satocons.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築）　
■創立／　昭和34年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　72人（男　67人　女　5人）
■休日休暇／　冬期間完全週休二日制、その他隔週　　　
■年間休日数／　88日（ほかに一斉有休10日程）　　　
■福利厚生／　各社会保険、退職金共済、社員旅行

■初任給(諸手当除く)／　大卒186,480円　短大卒172,680円　能開卒172,680円　高卒160,000円

■会社の特徴　　公共工事を主とした受注を行っており、長年に渡り安定した事業を展開しています。最新技術・特
殊機械を先駆けて導入し、施工の合理化を図っており、自社アスファルトプラントを設置することで現場と連携を取り
ながらスムーズな施工を可能にしています。また、資材や機材の運搬を担う「株式会社セイワ」や、機械や車両の整
備を担う「株式会社ビーワーク」を傘下に機動力を確保しています。

■将来像　　入社後は技術者見習いとして現場監督の助手として働きます。実務経験を積みながら、基礎知識を習
得しましょう。また、資格取得において外部機関による講習等の利用をサポートします。自分のペースで焦らずスキル
アップを目指します。インフラ整備の現場において、建設のプロフェッショナルになれるよう、一緒に頑張りましょう！！

扇田　海斗

■事業内容
　土木や舗装など多岐に渡りますが、ここで
は長年に渡り受注している一般国道7号
（大館市矢立～北秋田市今泉）の大館国道
維持補修工事を紹介します。この工事では、
年間を通して道路の安全や景観を維持でき
るよう努めています。業務内容は、道路の穴
や亀裂の補修、路面や側溝・集水桝の清
掃、除草や枝木伐採、法面の補修、冬季は
車道や歩道の除雪、雪崩防止対策、この他
にも台風や悪天候時の対策、災害や事故対
応、付属物の修復など行っています。いつで
も安心安全に通行できるきれいな道路を目
指して、全力で取り組んでいます。

高校と短大でこの業界の勉強をしてきて、それを活かした仕事がしたいと思
い、入社しました。分からないことがあっても先輩や上司の皆さんが丁寧に
やさしく教えてくれます。コミュニケーションの取りやすさや、仕事がしやすい
環境で安心して働くことができ、豊富な事業内容で、やりがいや達成感が味
わえると思います。僕もまだまだ学ぶところがたくさんありますが、一緒に力
を合わせて建設業を盛り上げていきましょう！！

さ　　と　　う　　け　　ん　　せ　　つ

担当者：総務課　櫻庭優真
TEL.0186-49-6560　　　E-mail:　satocons_yu.sakuraba@sirius.ocn.ne.jp
応募前会社見学も随時行っております。見学したい方はお気軽にお問い合わせ下さい！



16（株）佐藤庫組

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

北
秋
田

北秋田市

北秋田市（旧合川町）に拠点をおく総合建設業です。

　　
伊藤　純太

H30年大館桂桜高校卒
若松　裕二

H26年秋田北鷹高校卒

         さとうくらぐみ

株式会社　佐藤庫組

〒018-4203 北秋田市木戸石字川下32
TEL.0186-78-2154 FAX.0186-78-2262
URL　　http://satokura.jp/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和16年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　24億円(令和2年12月）
■従業員数／　75人（男　67人　女　8人）
■休日休暇／　週休二日制　　　
■年間休日数／　109日　　　
■福利厚生／　報奨金制度、退職金制度　他多数
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒174,000円　短大･高専・専門卒168,000円　高卒154,100円

当社は建設業における３K（きつい・汚い・危険）から新３K（給与・
休暇・希望）を目指す会社です。
有給休暇を取得しやすい雰囲気にし、給与以外にも希望を与える
ため会社独自の報奨金制度を実施し働く意欲の向上に努めてい
ます。
女性技術者も在籍しており、女性技術者が担当した工事現場2カ
所が令和3年の秋田県優良工事を受賞しました。
当社は自社以外にも多数の協力会社様の繋がりによって成り
立っています。
コミュニケーション能力のあり、人の繋がりを大切にできる方をお
待ちしております。

福利厚生の部分では特に力を入れています。
今年は社員の希望もあり会社敷地内に卓球場を新設・北秋田市
内の野球大会・ソフトボール大会にも出場し楽しく汗を流しました。

現場が出来上がっていくの
を日々自分の目で確かめ
て見ることができるので、モ
ノ作りが好きな人はとても
興味のある仕事だと思いま
す。ぜひ一緒に働いてみま
せんか？

最近の建設業は週休2日
が当たり前のようになって
いるので自分の為に使え
る時間が増えています。充
実した時間を共に生きま
しょう（＾３＾）

総務部経理課　(係長)　・　(佐藤　洋一)
TEL.0186-78-2154
E-mail:webmaster@satokura.co.jp

北秋田市（旧合川町）に拠点をおく総合建設業です。

　　
伊藤　純太

H30年大館桂桜高校卒
若松　裕二

H26年秋田北鷹高校卒

         さとうくらぐみ

株式会社　佐藤庫組

〒018-4203 北秋田市木戸石字川下32
TEL.0186-78-2154 FAX.0186-78-2262
URL　　http://satokura.jp/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和16年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　24億円(令和2年12月）
■従業員数／　75人（男　67人　女　8人）
■休日休暇／　週休二日制　　　
■年間休日数／　109日　　　
■福利厚生／　報奨金制度、退職金制度　他多数
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒174,000円　短大･高専・専門卒168,000円　高卒154,100円

当社は建設業における３K（きつい・汚い・危険）から新３K（給与・
休暇・希望）を目指す会社です。
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17 白川建設（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

北
秋
田

大館市

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

　しらかわけんせつ

白川建設 株式会社

〒０１７‐０００５ 大館市花岡町字大森山下６７番地
TEL.018６-４６-１５３５ FAX.018６-４６-１５３７
URL　　https://shiraken.jp/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正１２年（1923年）
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　14億円（R2年6月）
■従業員数／　８１人（男　７１人　女　１０人）
■休日休暇／　隔週週休二日制（社内カレンダー有）
■年間休日数／　９３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190,000円　短大･高専卒１７５,000円　専門卒175,000円　高卒160,000円

白川建設㈱～梨坂砕石プラント～

　建設業に興味がある方
　向上心があり、誠実である方
　明るく、コミュニケーションを図れる方
　※土木、建築学科、経験のない方も募集してます

　各種手当あり（資格、役職、精勤）
　大館奨学金等返還助成金制度登録企業
　資格取得支援あり
　官公庁・地方自治体（県・市）格付：A級
　ISO　９００１、１４００１認証

大館駅前～秋田犬の里～（H30年度建築）

　大正12年に創業し、建設業・砕石業を中心に営
業を行っております。 下記の4つの目標を中心に、
従業員・弊社に関わる方々の物心両面の幸福追求
に力を尽くしていきます。
　・「社会に必要とされる会社であれ」
　・「より社会が必要としている仕事を担っていく」
　・「選ばれる会社に」
　・「働き続けたいと思う会社に」

建設部土木課

（H30年入社）

山田　夢晟

建設部土木課

（H２６年入社）

小松　敏生

工事現場では多くの仕事があり、様々な経験を積むこと

ができます。自らのスキルアップ、そしてやりがいのあ

る仕事を一緒に頑張りましょう！

工事が地図に残っていくのが魅力の一つです。自らが携わ

り社会や地域に貢献でき、大変で責任は大きいですが、と

てもやりがいがあります。一緒に仕事をしましょう。

総務部　総務　・　山内　紀人
TEL.018６-４６-１５３５
E-mail:shiraken-yamauchi@shiraken.jp

■会社の特徴

■求める人物像
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■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　14億円（R2年6月）
■従業員数／　８１人（男　７１人　女　１０人）
■休日休暇／　隔週週休二日制（社内カレンダー有）
■年間休日数／　９３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190,000円　短大･高専卒１７５,000円　専門卒175,000円　高卒160,000円
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　大館奨学金等返還助成金制度登録企業
　資格取得支援あり
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てもやりがいがあります。一緒に仕事をしましょう。

総務部　総務　・　山内　紀人
TEL.018６-４６-１５３５
E-mail:shiraken-yamauchi@shiraken.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 3
Ｒ２
Ｒ１ 2

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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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

北
秋
田

大館市

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.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
夏
冬

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■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、学資手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒156,400円

一級施工管理技士を目指し、先輩たちと一緒に頑張っています。

～地域の安全に貢献する会社～

取締役　菅原
TEL.0186-54-2061
E-mail:tashiroabe@outlook.jp 

私たちの会社は、創業昭和26年という長い歴史の中で日々の暮らしに欠かせないインフラ工事を
中心に手掛けています。
主に、大館市や秋田県の災害復旧工事、治山工事、民間企業の除雪作業等に携わっています。
治山ダム工事は、災害を未然に防ぐ役割も担っています。
住民の安全を守り、円滑な社会活動を維持するために欠かせない仕事です。

求める人物像 向上心があり元気な挨拶ができる方！　/　仲間と協力しながら仕事ができる方！

その他 業務上必要な資格取得は、会社が全面負担します！
（一級・二級土木施工管理技士、車両系建設機械、クレーン運転業務、アーク溶接

中型免許、技能講習、各種安全衛生教育、各種特別教育、等々）

工事部　工事課　Ｈ27年入社
大館工業高校卒

20代や30代も働いている比較的若い世代がいる会社です。

楽な仕事ばかりではありませんが、綺麗な現場に仕上がった時の
達成感は格別なものがあります。

        たしろけんせつ

株式会社　田代建設

〒018-3505 大館市早口字堤の沢55番地
TEL.0186-54-2061 FAX.0186-54-2011

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和26年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　１億２千万円
■従業員数／　10人（男　9　人　女　1　人）
■休日休暇／　第2.第4土曜、日曜、他
■年間休日数／　90日　　　
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■会社の特徴

　総合建設業として、公共下水道工事や道路工事、造成工事
公共的な建物の建築・改築・補修工事、工場・ガソリンスタンドの
建築工事、住宅の解体・新築・リフォーム工事など、官公庁から
企業、個人のお客様まで、幅広く様々な工事に携わっています。
　また、弘前城の移動で注目された、「曳家」という建物を移動
させる特殊技能を持つ、県北で唯一の会社です。

■求める人物像

　ひとつのチームで、一つひとつ違うものを協力して作り上げて
いくので、協調性と気配りが必要です。世間一般には、泥にまみ
れて大雑把な作業をしているイメージですが、実際は測量や工程
管理など、緻密に計画を立て進めていく繊細さも必要です。
　自分たちの手で作ったものが形に残り、それを利用する人がいて、
自分の仕事が世の中の役に立つということが実感できます。
ものづくりが好きな人、技能を身につけたいという意欲のある人を
求めます。

工務部主任　平成１９年入社　大館工業高校（現　大館桂桜高校）卒
（１級土木施工管理技士）
（２級舗装施工管理技術者）

       なりたぐみ

有限会社 成田組

〒017-0815 大館市字部垂町２９番地の2
TEL.0186-42-1663 FAX.0186-42-6475
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管理技士の学科資格も取得しました。入社当初は、現場作業も経験。大変
でしたが、現在の施工管理の仕事にいかされてます。
　入社後、結婚、出産。仲間の協力もあり、仕事と育児も両立できています。
　とてもアットホームな会社です。ぜひ、会社見学に来てください。

斎藤　麻美

総務部　　成田　紀子
TEL.0186-42-1663
E-mail:y-narita@agate.plala.or.jp
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　入社後、結婚、出産。仲間の協力もあり、仕事と育児も両立できています。
　とてもアットホームな会社です。ぜひ、会社見学に来てください。
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会社

はがこうむてん

株式会社　芳賀工務店

〒018-3313 北秋田市旭町9番3号
TEL.0186-62-0952 FAX.0186-62-0963
URL　　https://hagacomuten.com/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和43年
■資本金／　3,500万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　25人（男20人　女5人）
■休日休暇／　日、他会社年間就業カレンダーによる　　　
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、他
■諸手当／　通勤手当、資格手当、他
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒165,000円　高卒150,000円

■会社の特徴

■求める人物像
好奇心旺盛で失敗しても挫けない明るさを持った方。
失敗しても、その経験を力とする方。

■その他
いつでも会社訪問歓迎します。気軽にご連絡ください。

保育園新築工事 市立団地新築工事 舗装工事

平成26年入社

こっちゃけ

土木、建築、不動産部門があります。土木においては公共工事の道路工事、治山工事などを手
掛けています。建築においては、公共工事での建物の建築等や、お客様からのご依頼での建物
等の建築やリフォーム等を手掛けております、また、不動産においては、土地建物の売買、アパー
トの賃貸に関する事業を展開しております。

長崎 智美　大館工業高校卒

最初の頃は、慣れない作業や、現場に携わる人とのコミュニケーション、社
会人としての責任感など、プレッシャーを感じることばかりでしたが、先輩か
らの優しく、厳しい指導のおかげもあり、仕事に自信がつくようになりまし
た。色々なことを覚えながら、毎日充実した日々を過ごしています。

営業部（課長）　武石 孝二
TEL.0186-62-0952                            
E-mail:takeishi@hagaco.com
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■従業員数／　25人（男20人　女5人）
■休日休暇／　日、他会社年間就業カレンダーによる　　　
■年間休日数／　90日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度、他
■諸手当／　通勤手当、資格手当、他
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･高専卒170,000円　専門卒165,000円　高卒150,000円

■会社の特徴

■求める人物像
好奇心旺盛で失敗しても挫けない明るさを持った方。
失敗しても、その経験を力とする方。

■その他
いつでも会社訪問歓迎します。気軽にご連絡ください。

保育園新築工事 市立団地新築工事 舗装工事

平成26年入社

こっちゃけ

土木、建築、不動産部門があります。土木においては公共工事の道路工事、治山工事などを手
掛けています。建築においては、公共工事での建物の建築等や、お客様からのご依頼での建物
等の建築やリフォーム等を手掛けております、また、不動産においては、土地建物の売買、アパー
トの賃貸に関する事業を展開しております。

長崎 智美　大館工業高校卒

最初の頃は、慣れない作業や、現場に携わる人とのコミュニケーション、社
会人としての責任感など、プレッシャーを感じることばかりでしたが、先輩か
らの優しく、厳しい指導のおかげもあり、仕事に自信がつくようになりまし
た。色々なことを覚えながら、毎日充実した日々を過ごしています。

営業部（課長）　武石 孝二
TEL.0186-62-0952                            
E-mail:takeishi@hagaco.com
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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

北
秋
田

大館市

■社長からのメッセージ

■会社の特徴

　土木部　平成31年４月入社
　大館桂桜高校卒

 はなおかどけん

花岡土建 株式会社
創ります　現在　そして　未来

〒017‐0045 大館市中道三丁目１番５０号
TEL.0186-42-5391 FAX.0186-49-4044
URL　　https://www.hanaokadoken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２３年
■資本金／　５，０００万円　
■売上高／　約３０億円
■従業員数／　６３人（男５３人　女１０人）
■休日休暇／　１年単位の変形労働時間制　　　
■年間休日数／　１００日（年次有給休暇入社時より10日付与）　　

■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200,000円　　　　短大･高専卒･専門卒１80,000円　　　　高卒１60,000円

建築部　令和２年４月入社
　大館桂桜高校卒

 後輩に伝えたい事は？　　 入社してから苦労したこと、やりがいは？
 高校のうちにとれる資        工事業者の方々からの質問に対してはっきり
 格は取っておいた方         と受け答えができなかったり、用語の意味が

 が、仕事をする上で  　    理解できなかったりなど知識不足で、現場の難

役に立ちます。 また、体力も少しつけてお         しさを実感しました。しかし、先輩方や業者の方々が1つ1つ丁寧に教え
いた方がいいと思います。  たくさん悩ん       てくれ、今仕事を頑張っています。だからこそ、褒められた時のうれしさ、建
で、自分のやりたい仕事を考えるとい     　  物が完成するまでの過程を見る事ができる、この仕事ならではの楽しさが
いと思います。　   　　　　　　　　　　　 　　　　　　    あり、完成した建物に少しでも自分が携わったと思うとやりがいを感じます。

　昭和２３年４月２７日に創立し、当時は土木工事専門

でしたが、後に時代のニーズに合わせて建築・舗装工

事、不動産業、自動車整備工場を経営し総合建設業と

して現在に至っております。

　社訓は「安全・技術・経済・迅速」で、社員一人ひとり

が技術の研鑽に励みレベルアップし、ESG(環境・社

会・ガバナンス)活動強化による企業価値の向上を目

指し「創ります　現在（いま）　そして  未来（あした）」を

イメージスローガンに発注者や地域の皆様の期待と信

頼に応えるべく、一層努力する所存です。

　土木・舗装部門は、大館地区において実績第１位、建築

部門は第３位を誇り、県立高校や公立病院など公共性の

高い建物の建築や一般住宅の設計・施工も行っています。

　また、毎年各行事も盛んに行われており、秋田看護福祉

大学が会社の向かいに開学した平成８年から、学生にきれ

いな環境で勉学に励んでもらう目的で、協力業者と共に会

社周辺のボランティア清掃活動なども行っております。

い　ま あした

上金堀地区舗装工事（R2)

秋田県立大館桂桜高校体育館棟建築工事（H30)

菅原　実夢（みう）渡辺　優香（ゆうか）

からむし岱地区道路改良工事（ICT）

担当者　　総務部長　笹村　邦夫
TEL.0186-42-5391
E-mail:sasamura@hanaokadoken.co.jp
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 後輩に伝えたい事は？　　 入社してから苦労したこと、やりがいは？
 高校のうちにとれる資        工事業者の方々からの質問に対してはっきり
 格は取っておいた方         と受け答えができなかったり、用語の意味が

 が、仕事をする上で  　    理解できなかったりなど知識不足で、現場の難

役に立ちます。 また、体力も少しつけてお         しさを実感しました。しかし、先輩方や業者の方々が1つ1つ丁寧に教え
いた方がいいと思います。  たくさん悩ん       てくれ、今仕事を頑張っています。だからこそ、褒められた時のうれしさ、建
で、自分のやりたい仕事を考えるとい     　  物が完成するまでの過程を見る事ができる、この仕事ならではの楽しさが
いと思います。　   　　　　　　　　　　　 　　　　　　    あり、完成した建物に少しでも自分が携わったと思うとやりがいを感じます。

　昭和２３年４月２７日に創立し、当時は土木工事専門
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頼に応えるべく、一層努力する所存です。

　土木・舗装部門は、大館地区において実績第１位、建築

部門は第３位を誇り、県立高校や公立病院など公共性の
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２ 2
Ｒ１ 2

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



22丸山建設（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

北
秋
田

大館市

■魅力のポイント
　⑴会社の魅力
　　創業から110年の地域密着の建設会社です。
　「豊かさを地域に築く」をモットーに、確かな建築技術を持って
　RC造・Ｓ造の官公庁施設や学校施設、民間の福祉施設や企業
　の事務所工場を手掛け実績と信頼を得ています。

　⑵職場の魅力
　　女性社員が活躍することができる職場環境です。
　　また、個性あふれる社員が各部門で活躍しています。
　　会社は完全週休二日制をとっています。現場によって土曜出
　　勤もありますが、振替休日や有給休暇の取りやすい環境です。
　　資格取得補助制度もあり、日々努力する社員を応援しています。

　⑶成長の魅力
　　老朽化の進む建築物に対し、顧客の要望に沿った修繕計画
　　提案を徹底しています。

■求める人物像
　　より良いものを作りたいという探求心と好奇心を持ち、コミュ
　　ニケーションに長けている、また、物事を進める段取り力と臨
　　機応変に対応できる方を求めています。

　　
建設部　2017年入社
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