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■会社の特徴
　有限会社阿部組は、横手エリアを中心に活動している総合建設会社です。
弊社は、土木工事業（道路・河川護岸・道路舗装）と建築工事業（新築・増改築・改修）
を主力事業としております。主な受注工事は、官公庁発注の公共事業、ＪＲ東日本発注の
鉄道関連工事（線路に近接したインフラ整備、線路メンテナンス、駅舎または駅周辺
建物の改修・修繕）で、常に安全を最優先事項として施工活動を行っています。
完成した構造物・建造物を「見れる・触れる・感じられる」のが建設の仕事の魅力です。
お客様はもとより、次世代の人々へ向けて安心・感動を与えられるモノづくりを目指しております。

■求める人物像
　・自ら考え、行動し、何事もあきらめない意欲のある方
　・責任感をもって取り組むことのできる方

　　
　　　　　工務部土木課　2020年入社

               あべぐみ

　　有限会社 阿部組

〒０１３－００４９ 横手市駅西一丁目１番１９号
TEL.０１８２－３２－５０９８ FAX.０１８２－３２－５０７９
URL　　http://abegumi-ltd.jp/

■主な業種／　土木一式工事業、建築一式工事業
■創立／　大正１３年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　３億円
■従業員数／　２０人（男　１９人　女　１人）
■休日休暇／　4週6休、祝日、夏季、年末
■年間休日数／　97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、職務手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒１８０,000円　短大･高専卒１６５,000円　専門卒１６５,000円　高卒１５５，０００円

　私は入社当時、全くの未経験であった為、専門知識や体力にいささか
の不安がありました。　しかし、頼れるベテランの先輩方のやさしい指導
やサポートのおかげで、毎日貴重な経験を積むことができています。　
仕事の幅は広いですが、その分、新しいことを覚える喜びを感じられる。安全で、気持ちのいい
汗を流せる仕事であり、地元地域の生活に直結する町に欠かせない仕事だと考えています。

柴田　祐一郎　 雄物川高校卒

黒沢小松川間47㎞712ｍ付近(左)土砂止さく新設工事 

（鉄道土木事業）

ＪＲ柳田駅舎改築他工事

（建築事業）
浅舞北部地区農地集積加速化基盤整備工事 09603-K04

統括課長・小嶋利光
TEL.０１８２－３２－５０９８
E-mail: info@abegumi-ltd.jp
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■主な業種／　土木一式工事業、建築一式工事業
■創立／　大正１３年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　３億円
■従業員数／　２０人（男　１９人　女　１人）
■休日休暇／　4週6休、祝日、夏季、年末
■年間休日数／　97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、職務手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒１８０,000円　短大･高専卒１６５,000円　専門卒１６５,000円　高卒１５５，０００円

　私は入社当時、全くの未経験であった為、専門知識や体力にいささか
の不安がありました。　しかし、頼れるベテランの先輩方のやさしい指導
やサポートのおかげで、毎日貴重な経験を積むことができています。　
仕事の幅は広いですが、その分、新しいことを覚える喜びを感じられる。安全で、気持ちのいい
汗を流せる仕事であり、地元地域の生活に直結する町に欠かせない仕事だと考えています。
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浅舞北部地区農地集積加速化基盤整備工事 09603-K04

統括課長・小嶋利光
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E-mail: info@abegumi-ltd.jp
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有限会社 泉谷土木

〒013‐0105 横手市平鹿町浅舞字蒋沼212-1
TEL.0182-24-3167 FAX.0182-24-2340
URL　　http://cew-izumiya.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・解体）
■創立／　昭和58年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　4.5億円
■従業員数／　21人（男18人・女3人）
■休日休暇／　週休二日制（土・日・GW・お盆・年末年始）

■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、残業手当、休日出勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒165,000円～（賞与：年２回　８月・１２月）

■会社の事業内容・特徴
　・横手市内を中心に、道路や河川・下水道のインフラ整備、
　　農地区画整備や農業水利施設の補修工事、舗装、解体等
　　公共工事から民間工事まで幅広く施工しています。
　・品質・環境ISOマネジメントシステムにより、高品質な施工で
　　顧客から高い評価を受けております。
　・社員の技術力向上の為、資格取得や技能講習の費用を
　　バックアップしています。
　・ワークライフバランスへの取組として、時間単位で取得できる
　　有給休暇の導入や、年間労働日数260日(休日105日)とし

■求める人物像 　　仕事と家庭の両立を支援しています。
・挨拶がしっかり出来る人
・他人と円滑にコミュニケーションをとれる人
※安全に配慮し、良い仕事をする為には、社員同士の
　会話が大事と考えます。元気な挨拶はその第一歩!!
　ベテラン社員から仕事の技術を継承してもらえます。

　工務部　工事主任　　　平成16年入社　　　横手工業高校卒

人々が安心して生活できる環境を守る為、建設業は責任とやりがい
のある仕事だと思います。ドローンやIT機器等、日々技術が進化して
います。進化するこれからの建設業に対応していく人材が必要です。
一緒に地域の未来を創っていきませんか。

　佐々木 裕太　 (１級土木施工管理技士)

当社の取組・工事実績等

Blogにて随時更新中!!

建設業の経験がなかった

中途採用者も、一生懸命

頑張っています

R3年 高校生インターンシップ

【令和２年 秋田県優良工事表彰】 【令和３年 秋田県優良工事表彰】

令和２年度 市道袴形板井田線舗装工事

浅舞北部地区 農地集積加速化基盤整備工事河川災害復旧助成工事30-KJ10-10 

総務部・塩原
TEL.0182-24-3167
E-mail:info@cew-izumiya.jp
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・挨拶がしっかり出来る人
・他人と円滑にコミュニケーションをとれる人
※安全に配慮し、良い仕事をする為には、社員同士の
　会話が大事と考えます。元気な挨拶はその第一歩!!
　ベテラン社員から仕事の技術を継承してもらえます。

　工務部　工事主任　　　平成16年入社　　　横手工業高校卒

人々が安心して生活できる環境を守る為、建設業は責任とやりがい
のある仕事だと思います。ドローンやIT機器等、日々技術が進化して
います。進化するこれからの建設業に対応していく人材が必要です。
一緒に地域の未来を創っていきませんか。

　佐々木 裕太　 (１級土木施工管理技士)

当社の取組・工事実績等

Blogにて随時更新中!!

建設業の経験がなかった

中途採用者も、一生懸命

頑張っています

R3年 高校生インターンシップ
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TEL.0182-24-3167
E-mail:info@cew-izumiya.jp

　　

       いずみやどぼく

有限会社 泉谷土木

〒013‐0105 横手市平鹿町浅舞字蒋沼212-1
TEL.0182-24-3167 FAX.0182-24-2340
URL　　http://cew-izumiya.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・解体）
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■資本金／　2,000万円　
■売上高／　4.5億円
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■休日休暇／　週休二日制（土・日・GW・お盆・年末年始）

■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、残業手当、休日出勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒165,000円～（賞与：年２回　８月・１２月）

■会社の事業内容・特徴
　・横手市内を中心に、道路や河川・下水道のインフラ整備、
　　農地区画整備や農業水利施設の補修工事、舗装、解体等
　　公共工事から民間工事まで幅広く施工しています。
　・品質・環境ISOマネジメントシステムにより、高品質な施工で
　　顧客から高い評価を受けております。
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       いずみやどぼく

有限会社 泉谷土木

〒013‐0105 横手市平鹿町浅舞字蒋沼212-1
TEL.0182-24-3167 FAX.0182-24-2340
URL　　http://cew-izumiya.jp

企 業 デ ー タ
■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・解体）
■創立／　昭和58年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　4.5億円
■従業員数／　21人（男18人・女3人）
■休日休暇／　週休二日制（土・日・GW・お盆・年末年始）

■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、残業手当、休日出勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒165,000円～（賞与：年２回　８月・１２月）

企業アピールポイント

■会社の事業内容・特徴
　・横手市内を中心に、道路や河川・下水道のインフラ整備、
　　農地区画整備や農業水利施設の補修工事、舗装、解体等
　　公共工事から民間工事まで幅広く施工しています。
　・品質・環境ISOマネジメントシステムにより、高品質な施工で
　　顧客から高い評価を受けております。
　・社員の技術力向上の為、資格取得や技能講習の費用を
　　バックアップしています。
　・ワークライフバランスへの取組として、時間単位で取得できる
　　有給休暇の導入や、年間労働日数260日(休日105日)とし

■求める人物像 　　仕事と家庭の両立を支援しています。
・挨拶がしっかり出来る人
・他人と円滑にコミュニケーションをとれる人
※安全に配慮し、良い仕事をする為には、社員同士の
　会話が大事と考えます。元気な挨拶はその第一歩!!
　ベテラン社員から仕事の技術を継承してもらえます。

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

　工務部　工事主任　　　平成16年入社　　　横手工業高校卒

人々が安心して生活できる環境を守る為、建設業は責任とやりがい
のある仕事だと思います。ドローンやIT機器等、日々技術が進化して
います。進化するこれからの建設業に対応していく人材が必要です。
一緒に地域の未来を創っていきませんか。
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新卒　　　　　　　
採用実績　　　　

人数

インターン
シップ　　　　　　　　　
受入

　佐々木 裕太　(１級土木施工管理技士)

当社の取組・工事実績等

Blogにて随時更新中!!

建設業の経験がなかった

中途採用者も、一生懸命

✨頑張っています

R3年 高校生インターンシップ

【令和２年 秋田県優良工事表彰】 【令和３年 秋田県優良工事表彰】

令和２年度 市道袴形板井田線舗装工事
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108伊藤建設工業（株）
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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

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

横手市

■会社の特徴 ■求める人物像
　　　・県内屈指の施工実績と安定した経営 　　　①謙虚な方
　　　・高い技術力（工事成績優秀企業認定：国土交通省） 　　　②情熱のある方
　　　・働きやすい環境（充実した福利厚生） 　　　③最後まで諦めない方
■経営理念

■その他
建設業は「ものづくりを極めながら世の中に貢献する」大切な仕事です。弊社には皆さんが学んだ事や努力して
きた事を活かす場面が沢山あります。ものづくりを通して歴史を造る担い手として、一緒に未来に向かって頑張って
いきましょう。　HPにアクセス後、お気軽にお問合せ下さい。

土木部　土木課  2017年入社         出身校 　横手清陵学院高等学校 
　　　　　　　　　　        総合技術科

皆さん、こんにちは。私は現在、弊社工事の現場代理人として働いております。多くの
方々と交流し自分の携わった建物や道路等が形になり、利用者の方々から感謝され
る事に喜びを感じます。是非、一緒に仕事をしましょう！

土木部　情報技術室  2020年入社    出身校 岩手大学理工学部

私はICT活用に向けた取り組み（ドローン（UAV）による測量、三次元設計データの
作成等）を行っています。弊社は新しいことに挑戦する環境が整っており、上司や先
輩の方々が、皆丁寧に指導してくれる職場です。

　いとうけんせつこうぎょう

〒013‐0021 横手市大町5番19号
TEL.0182-32-3960 FAX.0182-32-3964
URL　　httpｓ://ito-ken.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和21年
■資本金／　7,000万円　
■売上高／　46億円
■従業員数／　86人（男　75人　女　11人）
■休日休暇／　週休二日制（土曜日、日曜日）　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、自社退職金制度　等
■諸手当／　現場手当、家族手当、住宅手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒196,000円　短大･高専卒183,000円　専門卒176,000円　高卒160,000円

  システム創成工学科 

　　　渡 部 真 央

　　　草 彅 真 実

十文字小学校建設工事

総務経理部　次長　　小野　悟（オノ サトル）
TEL.0182-32-3960
E-mail:satoru.o@ito-ken.co.jp
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　　　・高い技術力（工事成績優秀企業認定：国土交通省） 　　　②情熱のある方
　　　・働きやすい環境（充実した福利厚生） 　　　③最後まで諦めない方
■経営理念

■その他
建設業は「ものづくりを極めながら世の中に貢献する」大切な仕事です。弊社には皆さんが学んだ事や努力して
きた事を活かす場面が沢山あります。ものづくりを通して歴史を造る担い手として、一緒に未来に向かって頑張って
いきましょう。　HPにアクセス後、お気軽にお問合せ下さい。
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作成等）を行っています。弊社は新しいことに挑戦する環境が整っており、上司や先
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私はICT活用に向けた取り組み（ドローン（UAV）による測量、三次元設計データの
作成等）を行っています。弊社は新しいことに挑戦する環境が整っており、上司や先
輩の方々が、皆丁寧に指導してくれる職場です。

　いとうけんせつこうぎょう

〒013‐0021 横手市大町5番19号
TEL.0182-32-3960 FAX.0182-32-3964
URL　　httpｓ://ito-ken.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和21年
■資本金／　7,000万円　
■売上高／　46億円
■従業員数／　86人（男　75人　女　11人）
■休日休暇／　週休二日制（土曜日、日曜日）　　　
■年間休日数／　115日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、自社退職金制度　等
■諸手当／　現場手当、家族手当、住宅手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒196,000円　短大･高専卒183,000円　専門卒176,000円　高卒160,000円

  システム創成工学科 

　　　渡 部 真 央

　　　草 彅 真 実

十文字小学校建設工事

総務経理部　次長　　小野　悟（オノ サトル）
TEL.0182-32-3960
E-mail:satoru.o@ito-ken.co.jp
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　　　・県内屈指の施工実績と安定した経営 　　　①謙虚な方
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土木部　情報技術室  2020年入社    出身校 岩手大学理工学部

私はICT活用に向けた取り組み（ドローン（UAV）による測量、三次元設計データの
作成等）を行っています。弊社は新しいことに挑戦する環境が整っており、上司や先
輩の方々が、皆丁寧に指導してくれる職場です。

　いとうけんせつこうぎょう

〒013‐0021 横手市大町5番19号
TEL.0182-32-3960 FAX.0182-32-3964
URL　　httpｓ://ito-ken.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和21年
■資本金／　7,000万円　
■売上高／　46億円
■従業員数／　86人（男　75人　女　11人）
■休日休暇／　週休二日制（土曜日、日曜日）　　　
■年間休日数／　115日　　　
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■諸手当／　現場手当、家族手当、住宅手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒196,000円　短大･高専卒183,000円　専門卒176,000円　高卒160,000円

  システム創成工学科 

　　　渡 部 真 央

　　　草 彅 真 実

十文字小学校建設工事

総務経理部　次長　　小野　悟（オノ サトル）
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E-mail:satoru.o@ito-ken.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ 1 1 2
Ｒ１ 1 2

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
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

平  

鹿

横手市

■会社の特徴
　　　国土保全や国民の安全・安心を守るための
　　　斜面防災に関わる調査・設計や対策工事を
　　　主力とした仕事をしております。自然災害を
　　　未然に防ぎ、地域住民の生命や暮らしの安
　　　全確保に貢献するためには、より一層の技
　　　術力向上と機動力の増強が必要不可欠で
　　　あります。弊社は、これを達成するために長
　　　期的視野に立って一歩一歩着実に進めて
　　　おります。これからも変化する時代のニーズ
　　　に適合した新たな企業価値の創造を目指し
　　　コーポレート・メッセージである「豊かな大地
　　　を未来へ」を合言葉に、全従業員一丸となって業務を遂行し、次世代に繋げていきたいと思います。

■求める人物像
　　　明るい笑顔とチャレンジ精神があり、高い志を持った人材に出会えることを
　　　楽しみにしております。
　　　専門性のある職種ですが、経験豊富な社員が責任を持って人材育成に努
　　　めています。
　　　「豊かな大地を未来へ」一緒につなげていきましょう。

　　
建設部　環境保全課  平成26年入社

増田高校卒

      おくやまぼーりんぐ

奥山ボーリング 株式会社

〒013‐0046 横手市神明町10番39号
TEL.0182-32-3475 FAX.0182-33-1447
URL　　http://www.okuyama.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和21年
■資本金／　4000万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１０２人（男８４人　女１８人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２４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　短大･高専卒190,000円　高卒155,000円

秋田自動車道黒沢地区切土のり面補強工事

地方道路交付金工事（雪寒）

鈴木　大貴
私は、現在の仕事とは関わりの無いビジネス関係について学んでいました。
入社当時は、分からない事が多く不安でしたが、優しい先輩方の指導により、
今では、建設業の魅力を日々感じています。
弊社は、極めて高い専門性を持つプロ集団であり、地域に欠かせない仕事をして
います。一度、会社見学に来てみませんか？

総務部（次長）・　（千葉 悟）
TEL.0182-32-3475
E-mail:chiba@okuyama.co.jp

■会社の特徴
　　　国土保全や国民の安全・安心を守るための
　　　斜面防災に関わる調査・設計や対策工事を
　　　主力とした仕事をしております。自然災害を
　　　未然に防ぎ、地域住民の生命や暮らしの安
　　　全確保に貢献するためには、より一層の技
　　　術力向上と機動力の増強が必要不可欠で
　　　あります。弊社は、これを達成するために長
　　　期的視野に立って一歩一歩着実に進めて
　　　おります。これからも変化する時代のニーズ
　　　に適合した新たな企業価値の創造を目指し
　　　コーポレート・メッセージである「豊かな大地
　　　を未来へ」を合言葉に、全従業員一丸となって業務を遂行し、次世代に繋げていきたいと思います。

■求める人物像
　　　明るい笑顔とチャレンジ精神があり、高い志を持った人材に出会えることを
　　　楽しみにしております。
　　　専門性のある職種ですが、経験豊富な社員が責任を持って人材育成に努
　　　めています。
　　　「豊かな大地を未来へ」一緒につなげていきましょう。

　　
建設部　環境保全課  平成26年入社

増田高校卒
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〒013‐0046 横手市神明町10番39号
TEL.0182-32-3475 FAX.0182-33-1447
URL　　http://www.okuyama.co.jp
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■売上高／　２５億円
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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、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒195,000円　短大･高専卒190,000円　高卒155,000円
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今では、建設業の魅力を日々感じています。
弊社は、極めて高い専門性を持つプロ集団であり、地域に欠かせない仕事をして
います。一度、会社見学に来てみませんか？

総務部（次長）・　（千葉 悟）
TEL.0182-32-3475
E-mail:chiba@okuyama.co.jp

■会社の特徴
　　　国土保全や国民の安全・安心を守るための
　　　斜面防災に関わる調査・設計や対策工事を
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■求める人物像
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URL　　http://www.okuyama.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和21年
■資本金／　4000万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１０２人（男８４人　女１８人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２４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　短大･高専卒190,000円　高卒155,000円

秋田自動車道黒沢地区切土のり面補強工事

地方道路交付金工事（雪寒）

鈴木　大貴
私は、現在の仕事とは関わりの無いビジネス関係について学んでいました。
入社当時は、分からない事が多く不安でしたが、優しい先輩方の指導により、
今では、建設業の魅力を日々感じています。
弊社は、極めて高い専門性を持つプロ集団であり、地域に欠かせない仕事をして
います。一度、会社見学に来てみませんか？

総務部（次長）・　（千葉 悟）
TEL.0182-32-3475
E-mail:chiba@okuyama.co.jp
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■会社の特徴
　　　当社は創立以来、県内は基より東北６県にて幅
　　広く仕事をしています。また、学校等の公共施設
　　や一般住宅等の建築物においても、さまざまな工
　　法にて施工しています。
　　　　若いうちは出張して自分の可能性を磨き、いず
　　れは本社のある秋田で自分の力を発揮するー
　　こんな仕事の仕方も魅力的ではありませんか？
　　　　県外でも自分の力を発揮できる、この地域に
　　はない特徴を持った会社です。

■求める人物像
　　・土木、建築に関心がある人
　　・協調性があり、前向きで明るい人
　　・ズバリ、やる気のある人
　　一緒に物づくりの達成感を味わおう！

■創和の人材育成
　　　　当社は社内研修以外にも、新人研修（埼玉）・
　　中級研修（静岡）への外部機関を活用し人材育
　　成に努めておりますので、初心者でも安心して下
　　さい。

ふりがな

株式会社　〇 〇 〇 〇

〒０１３‐００３６ 横手市駅前町１３－８
TEL.０１８２-３２-２６８０ FAX.０１８２-３２-７５００
URL　　https://www.sowa-kensetsu.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６，７００万円　
■売上高／　３５億円
■従業員数／　６８人（男６２人　女６人）
■休日休暇／　４週７休（第一土曜日出勤）　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　年金基金、退職金・財形・資格制度
■諸手当／　通勤手当、家族手当、現場宿泊旅費　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒177,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒160,000円　高卒150,000円

横手清陵学院高校卒

建築部 建築課  令和元年入社
 　当社は県内外問わず仕事ができ、技術を生
かし良いものを造るという他社にない特徴を
持った会社です。また、東日本大震災の際には
どの会社よりもいち早く駆け付け復興にも貢献
するなど、地元地域に限らず活躍している誇らし
い仕事ができる会社です。

大野 実咲

　　私も社会人になる前は不安でいっぱいでしたが、上司や先輩、様々な方々に支
えられて充実した日々を送っています。　　当社は県外研修や育成プログラムなど
がしっかりと整っていて着実に仕事を覚えていくことができるので安心してくださ
い。　　一緒に頑張りましょう！

そうわけんせつ

総務部 総務課 課長　吉田　健
TEL.０１８２-３２-２６８０
E-mail:mail@sowa-kensetsu.co.jp
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　　はない特徴を持った会社です。

■求める人物像
　　・土木、建築に関心がある人
　　・協調性があり、前向きで明るい人
　　・ズバリ、やる気のある人
　　一緒に物づくりの達成感を味わおう！

■創和の人材育成
　　　　当社は社内研修以外にも、新人研修（埼玉）・
　　中級研修（静岡）への外部機関を活用し人材育
　　成に努めておりますので、初心者でも安心して下
　　さい。

ふりがな

株式会社　〇 〇 〇 〇

〒０１３‐００３６ 横手市駅前町１３－８
TEL.０１８２-３２-２６８０ FAX.０１８２-３２-７５００
URL　　https://www.sowa-kensetsu.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６，７００万円　
■売上高／　３５億円
■従業員数／　６８人（男６２人　女６人）
■休日休暇／　４週７休（第一土曜日出勤）　　
■年間休日数／　１０５日　　　
■福利厚生／　年金基金、退職金・財形・資格制度
■諸手当／　通勤手当、家族手当、現場宿泊旅費　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒177,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒160,000円　高卒150,000円
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どの会社よりもいち早く駆け付け復興にも貢献
するなど、地元地域に限らず活躍している誇らし
い仕事ができる会社です。

大野 実咲

　　私も社会人になる前は不安でいっぱいでしたが、上司や先輩、様々な方々に支
えられて充実した日々を送っています。　　当社は県外研修や育成プログラムなど
がしっかりと整っていて着実に仕事を覚えていくことができるので安心してくださ
い。　　一緒に頑張りましょう！

そうわけんせつ

総務部 総務課 課長　吉田　健
TEL.０１８２-３２-２６８０
E-mail:mail@sowa-kensetsu.co.jp
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　　広く仕事をしています。また、学校等の公共施設
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かし良いものを造るという他社にない特徴を
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ 4
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



111 （株）高作

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

平  

鹿

横手市

　　

      たかさく

株式会社 高作

〒０１９‐０５０６ 横手市十文字町佐賀会字新山前11
TEL.0182-42-1264 FAX.0182-42-1289

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和２８年
■資本金／　２５００万円　
■売上高／　３．６億円
■従業員数／　２９人（男２３人　女　６人）
■休日休暇／　会社年間カレンダーによる
■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、職務手当、現場手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒180,000円 短大･高専卒170,000円 専門卒168,000円 高卒160,000円

■会社の特徴

河川災害復旧助成工事

■求める人物像

スポーツ大会協力（小学生５on５）

■その他

サッカーグラウンド草刈り 十文字歩道花壇水やり

工務課  平成２６年入社

地域社会の発展に貢献しようとする意欲がある方。
主体的に行動し、目標を追い続けることができる方。
社員みんなと一緒に挑戦して成長できる方。

創業以来の受け継がれた知識や経験に加えて最新技
術を活用する機会もあり、上下関係が緩やかな環境の
もとダイナミックなものづくりの仕事に挑戦してみません
か。

　　　稲川　大地
この仕事は大変な一面はあるものの、多くの人と協力しながら一つ
のものを作っていく喜びを味わうことにとてもやりがいを感じます。
人と関わるのが好き、社会に貢献したい、やりがいを感じることの
できる仕事をしたいと思う方は是非一度、会社見学やインターンに
来てみてください。

私共の会社は,土木の魅力を発信しながら地域の活性
化に貢献していくことで、地域から信頼され、必要とさ
れる誠実な企業を目指しています。
地域に根ざした道路、河川、下水道、宅地造成、圃場整
備などの土木・インフラ整備工事を中心に展開し、舗装
工事や、冬季は降雪時の道路確保のための除雪業務
に携わります。
地元地域やスポーツ団体のイベント等にはボランティア
活動として積極的に参加協力しています。また地域の
環境美化活動にも取り組みます。

会社の外観や主力事業の写真

担当者　代表取締役社長　・　高橋司
TEL.0182-42-1264
E-mail:info@k-takasaku.co.jp

　　

      たかさく

株式会社 高作

〒０１９‐０５０６ 横手市十文字町佐賀会字新山前11
TEL.0182-42-1264 FAX.0182-42-1289

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和２８年
■資本金／　２５００万円　
■売上高／　３．６億円
■従業員数／　２９人（男２３人　女　６人）
■休日休暇／　会社年間カレンダーによる
■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、職務手当、現場手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒180,000円 短大･高専卒170,000円 専門卒168,000円 高卒160,000円

■会社の特徴

河川災害復旧助成工事

■求める人物像

スポーツ大会協力（小学生５on５）

■その他

サッカーグラウンド草刈り 十文字歩道花壇水やり

工務課  平成２６年入社

地域社会の発展に貢献しようとする意欲がある方。
主体的に行動し、目標を追い続けることができる方。
社員みんなと一緒に挑戦して成長できる方。

創業以来の受け継がれた知識や経験に加えて最新技
術を活用する機会もあり、上下関係が緩やかな環境の
もとダイナミックなものづくりの仕事に挑戦してみません
か。
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この仕事は大変な一面はあるものの、多くの人と協力しながら一つ
のものを作っていく喜びを味わうことにとてもやりがいを感じます。
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に携わります。
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活動として積極的に参加協力しています。また地域の
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■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp
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■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

■諸手当／　通勤手当、子供手当、現場手当、資格手当　等

　「さすがといわれる仕事をしよう～みんなの幸せのために」を
経営理念に、一人ひとりが、技術者精神をもって日々仕事に励んで
おります。また、技術資格取得にも力を入れ、1級建築士や様々な
有資格技術者（男性・女性）が多数在籍している技術屋集団です。

  明るくて、技術とみんなの幸せ、そして自分の幸せを求める方
（男性・女性）を歓迎いたします。

  社員の喫煙率が非常に少なく健康経営優良法人2021の認定
を受け、社員の健康管理に力を入れています。
また、社員旅行、建設業野球大会への参加、観桜会・ＢＢＱ等レク
レーションを行うなど福利厚生も充実しております。
男女問わず、子育て支援にも力を入れており、安心して働ける
職場環境づくりに取り組んでいます。

BBQレクレーション

　　
建築部　平成２８年入社

会社に入って、現場管理の仕事をしています。
建物が完成するまでは、大変ですが、出来上がった時の達成感は、とても大きく
やりがいのある仕事だと思います。
わからない事は、どんどん聞いてください。
会社の人達も優しく教えてくれますので、ぜひ見学に来て下さい。

        はんだこうむてん

株式会社 半田工務店

〒013‐0043 横手市安田字堰端9番地１
TEL.0182-33-0300 FAX.0182-33-0303
URL　　http://ｗｗｗ.handa0300.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　5000万円　
■売上高／　30億円
■従業員数／　33人（男　28人　女　５人）
■休日休暇／　隔週土日、夏季年末年始、育児休暇　　
■年間休日数／　106日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等

■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　専門･高専卒1５0,000円　高卒1４0,000円

■会社の特徴
　弊社は、一般建築・住宅・土木工事を主体とした総合建設会社です。

住宅

■求める人物像

建築
■その他

佐々木　海翔 横手清陵学院高校卒

総務部　森田
TEL.0182-33-0300
E-mail:staff@handa0300.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２ 1
Ｒ１ 1 1

インターン
シップ
受入

春 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇



113 三又建設（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

平  

鹿

横手市

■経営理念（会社の基本的な考え方）
　「笑顔創造企業をめざして」です。お客様に喜んでいだだくには、地域の皆様に必要とされるには、明るく楽しい職場
　であるためには、家族と自分が幸せに過ごせるには、みんなが笑顔であるためにはどうしたら良いかを追究します。

■働き方改革
　①休暇取得がスマホで簡単に手続きできます。社内のクラウドツールで申請や
　　情報共有がいつでもどこからでもアクセスできます。ノー残業と有給休暇の
　　取得の積極的な支援をしています。（秋田県認定健康経営優良法人）
　②子育て・介護世帯を支援するために、出勤を8時か9時、退勤を16時か17時、
　　土曜の出勤・休日の組み合わせが自由にできます。（9時4時出勤選択制）

■成長へのサポート体制
　①就職内定者の普通自動車運転免許取得にかかる全費用を会社で支援します。（当社独自の奨学金制度）
　②入社後の各種免許や資格取得へのチャレンジ費用を全額会社負担します。（大型特殊免許、施工管理士資格等）

■地域貢献・ボランティア活動に積極的に参加
　①あきたクリーンパートナー、アダプト・プログラム、横手市公共施設サポーター
　　として清掃活動を定期的に実施しています。（社内委員会が活躍）
　②よこての全国線香花火大会、かまくらライド等の地域イベントにボランティア
　　として継続的に参加しています。（社長：かまくらライド実行委員長）
　③市内の保育園に文庫を創設、毎年絵本等を寄贈する活動を継続、現在市内
　　保育施設で最大の300冊を超える蔵書に発展しています。

みつまたけんせつ

三又建設 株式会社

〒013-0041 横手市大沢字西野25（横手本店）
TEL.0182-32-4706 FAX.0182-32-4719
URL　　https://cs-mitsumata.co.jp

■主な業種／　建設業・製材業・環境事業　
■創立／　昭和23年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7.7億円
■従業員数／　27人（男23人　女4人）
■休日休暇／　日曜祝日、4週6休、年末年始､夏季他
■年間休日数／　85日　　　
■福利厚生／　健康･雇用･労災･年金、退職金共済
■諸手当／　通勤手当、子育て支援（大学院卒まで）
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒160,000円　高卒150,000円

　　　　　　　　　　　　　建設森林部　工務担当 　　　　　　　　　　　　　　建設森林部　工務担当
　　　　　　　　　　　　　平成29年入社（中途採用） 　　　　　　　　　　　　　　令和2年入社（中途採用）
　　　　　　　　　　　　　秋田県立農業短期大卒 　　　　　　　　　　　　　　雄物川高校卒
　　　　　　　　　　　　　奥　山　雄　太 　　　　　　　　　　　　　　赤　川　ゆ　い

出来形管理支援、重機オペ訓練中監督補佐、冬季除雪オペレータ

※遠隔地出身者等賃貸住宅手当支給開始

会社・現場・工場見学は随時受付しています

本人はもちろん、ご家族での見学大歓迎

現在は先輩に教わりながら治山堰堤工事の監督補佐
をしていますが、学ぶべき事は多くあり、日々勉強です。
１級土木施工管理技士の資格試験に挑戦中です。　　　　
段取りから品質確認まで自分の手で進めて現場を作り
上げる事にやりがいを感じます。

女性なので、どうしても力的にできないことはありますが、　
やりたい！と言えばやらせてくださるので男女関係なくスキ
ルアップが目指せるのが魅力かなと思います。　　　　　　　　　
様々な経験を通して、自分の仕事の幅を広げていきたいと
思ってます。

総務部総務担当　髙橋絵美
TEL.0182-32-4706
E-mail:info@cs-mitsumata.co.jp

■経営理念（会社の基本的な考え方）
　「笑顔創造企業をめざして」です。お客様に喜んでいだだくには、地域の皆様に必要とされるには、明るく楽しい職場
　であるためには、家族と自分が幸せに過ごせるには、みんなが笑顔であるためにはどうしたら良いかを追究します。

■働き方改革
　①休暇取得がスマホで簡単に手続きできます。社内のクラウドツールで申請や
　　情報共有がいつでもどこからでもアクセスできます。ノー残業と有給休暇の
　　取得の積極的な支援をしています。（秋田県認定健康経営優良法人）
　②子育て・介護世帯を支援するために、出勤を8時か9時、退勤を16時か17時、
　　土曜の出勤・休日の組み合わせが自由にできます。（9時4時出勤選択制）
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　②入社後の各種免許や資格取得へのチャレンジ費用を全額会社負担します。（大型特殊免許、施工管理士資格等）
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　　として清掃活動を定期的に実施しています。（社内委員会が活躍）
　②よこての全国線香花火大会、かまくらライド等の地域イベントにボランティア
　　として継続的に参加しています。（社長：かまくらライド実行委員長）
　③市内の保育園に文庫を創設、毎年絵本等を寄贈する活動を継続、現在市内
　　保育施設で最大の300冊を超える蔵書に発展しています。
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　①就職内定者の普通自動車運転免許取得にかかる全費用を会社で支援します。（当社独自の奨学金制度）
　②入社後の各種免許や資格取得へのチャレンジ費用を全額会社負担します。（大型特殊免許、施工管理士資格等）

■地域貢献・ボランティア活動に積極的に参加
　①あきたクリーンパートナー、アダプト・プログラム、横手市公共施設サポーター
　　として清掃活動を定期的に実施しています。（社内委員会が活躍）
　②よこての全国線香花火大会、かまくらライド等の地域イベントにボランティア
　　として継続的に参加しています。（社長：かまくらライド実行委員長）
　③市内の保育園に文庫を創設、毎年絵本等を寄贈する活動を継続、現在市内
　　保育施設で最大の300冊を超える蔵書に発展しています。

みつまたけんせつ

三又建設 株式会社

〒013-0041 横手市大沢字西野25（横手本店）
TEL.0182-32-4706 FAX.0182-32-4719
URL　　https://cs-mitsumata.co.jp

■主な業種／　建設業・製材業・環境事業　
■創立／　昭和23年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7.7億円
■従業員数／　27人（男23人　女4人）
■休日休暇／　日曜祝日、4週6休、年末年始､夏季他
■年間休日数／　85日　　　
■福利厚生／　健康･雇用･労災･年金、退職金共済
■諸手当／　通勤手当、子育て支援（大学院卒まで）
■初任給(諸手当除く)／　大卒170,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒160,000円　高卒150,000円

　　　　　　　　　　　　　建設森林部　工務担当 　　　　　　　　　　　　　　建設森林部　工務担当
　　　　　　　　　　　　　平成29年入社（中途採用） 　　　　　　　　　　　　　　令和2年入社（中途採用）
　　　　　　　　　　　　　秋田県立農業短期大卒 　　　　　　　　　　　　　　雄物川高校卒
　　　　　　　　　　　　　奥　山　雄　太 　　　　　　　　　　　　　　赤　川　ゆ　い

出来形管理支援、重機オペ訓練中監督補佐、冬季除雪オペレータ

※遠隔地出身者等賃貸住宅手当支給開始

会社・現場・工場見学は随時受付しています

本人はもちろん、ご家族での見学大歓迎

現在は先輩に教わりながら治山堰堤工事の監督補佐
をしていますが、学ぶべき事は多くあり、日々勉強です。
１級土木施工管理技士の資格試験に挑戦中です。　　　　
段取りから品質確認まで自分の手で進めて現場を作り
上げる事にやりがいを感じます。

女性なので、どうしても力的にできないことはありますが、　
やりたい！と言えばやらせてくださるので男女関係なくスキ
ルアップが目指せるのが魅力かなと思います。　　　　　　　　　
様々な経験を通して、自分の仕事の幅を広げていきたいと
思ってます。

総務部総務担当　髙橋絵美
TEL.0182-32-4706
E-mail:info@cs-mitsumata.co.jp

■経営理念（会社の基本的な考え方）
　「笑顔創造企業をめざして」です。お客様に喜んでいだだくには、地域の皆様に必要とされるには、明るく楽しい職場
　であるためには、家族と自分が幸せに過ごせるには、みんなが笑顔であるためにはどうしたら良いかを追究します。
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■会社の特徴
　舗装工事を主とし、舗装のキーデバイス（材料製造・施工
・管理・試験）全てを自社で行う、自己完結型の会社です。
全てを自社で行い、言い訳のないメイドインミノルを社会に
生み出せる会社です。

　『仕事は遊びで、遊びは仕事』　仕事を遊びのように楽しんで行い、遊びを仕事のように真剣に取
組む、これが私達のモットーです。　本気の仕事はおもしろい！

　　

   みのるこうぎょう

ミノル工業 株式会社

〒013-0045 横手市南町20-12
TEL.0182-32-1140 FAX.0182-32-1195
URL　　http://www.minoru-tec.co.jp

■主な業種／　舗装・土木業　
■創立／　昭和42年
■資本金／　3000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　37人（男　35人　女　2人）
■休日休暇／　第２・４土曜休み　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　特定退職金制度・資格取得制度
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当
■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160,000円

左　令和3年入社 工事課 
澤村　蓮 （さわむら　れん）　雄物川高校　卒

右　令和3年入社 工事課　
柴田　匡登 （しばた　まさと）　雄物川高校　卒

　優しい先輩方ばかりで楽しんで仕事が
できます。

　やりがいや達成感がとてもある仕事で
す。体を動かしたい人、大歓迎！！

工事課　（工事課長）　・　（神谷　大基）
TEL.0182-32-1140
E-mail:kamiya_hiroki@minoru-tec.co.jp
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TEL.0182-32-1140
E-mail:kamiya_hiroki@minoru-tec.co.jp

■会社の特徴
　舗装工事を主とし、舗装のキーデバイス（材料製造・施工
・管理・試験）全てを自社で行う、自己完結型の会社です。
全てを自社で行い、言い訳のないメイドインミノルを社会に
生み出せる会社です。

　『仕事は遊びで、遊びは仕事』　仕事を遊びのように楽しんで行い、遊びを仕事のように真剣に取
組む、これが私達のモットーです。　本気の仕事はおもしろい！

　　

   みのるこうぎょう

ミノル工業 株式会社

〒013-0045 横手市南町20-12
TEL.0182-32-1140 FAX.0182-32-1195
URL　　http://www.minoru-tec.co.jp

■主な業種／　舗装・土木業　
■創立／　昭和42年
■資本金／　3000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　37人（男　35人　女　2人）
■休日休暇／　第２・４土曜休み　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　特定退職金制度・資格取得制度
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当
■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160,000円

左　令和3年入社 工事課 
澤村　蓮 （さわむら　れん）　雄物川高校　卒

右　令和3年入社 工事課　
柴田　匡登 （しばた　まさと）　雄物川高校　卒

　優しい先輩方ばかりで楽しんで仕事が
できます。

　やりがいや達成感がとてもある仕事で
す。体を動かしたい人、大歓迎！！

工事課　（工事課長）　・　（神谷　大基）
TEL.0182-32-1140
E-mail:kamiya_hiroki@minoru-tec.co.jp

■会社の特徴
　舗装工事を主とし、舗装のキーデバイス（材料製造・施工
・管理・試験）全てを自社で行う、自己完結型の会社です。
全てを自社で行い、言い訳のないメイドインミノルを社会に
生み出せる会社です。

　『仕事は遊びで、遊びは仕事』　仕事を遊びのように楽しんで行い、遊びを仕事のように真剣に取
組む、これが私達のモットーです。　本気の仕事はおもしろい！

　　

   みのるこうぎょう

ミノル工業 株式会社

〒013-0045 横手市南町20-12
TEL.0182-32-1140 FAX.0182-32-1195
URL　　http://www.minoru-tec.co.jp

■主な業種／　舗装・土木業　
■創立／　昭和42年
■資本金／　3000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　37人（男　35人　女　2人）
■休日休暇／　第２・４土曜休み　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　特定退職金制度・資格取得制度
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当
■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160,000円

左　令和3年入社 工事課 
澤村　蓮 （さわむら　れん）　雄物川高校　卒

右　令和3年入社 工事課　
柴田　匡登 （しばた　まさと）　雄物川高校　卒

　優しい先輩方ばかりで楽しんで仕事が
できます。

　やりがいや達成感がとてもある仕事で
す。体を動かしたい人、大歓迎！！

工事課　（工事課長）　・　（神谷　大基）
TEL.0182-32-1140
E-mail:kamiya_hiroki@minoru-tec.co.jp

■会社の特徴
　舗装工事を主とし、舗装のキーデバイス（材料製造・施工
・管理・試験）全てを自社で行う、自己完結型の会社です。
全てを自社で行い、言い訳のないメイドインミノルを社会に
生み出せる会社です。

　『仕事は遊びで、遊びは仕事』　仕事を遊びのように楽しんで行い、遊びを仕事のように真剣に取
組む、これが私達のモットーです。　本気の仕事はおもしろい！

　　

   みのるこうぎょう

ミノル工業 株式会社

〒013-0045 横手市南町20-12
TEL.0182-32-1140 FAX.0182-32-1195
URL　　http://www.minoru-tec.co.jp

■主な業種／　舗装・土木業　
■創立／　昭和42年
■資本金／　3000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　37人（男　35人　女　2人）
■休日休暇／　第２・４土曜休み　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　特定退職金制度・資格取得制度
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当
■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160,000円

左　令和3年入社 工事課 
澤村　蓮 （さわむら　れん）　雄物川高校　卒

右　令和3年入社 工事課　
柴田　匡登 （しばた　まさと）　雄物川高校　卒

　優しい先輩方ばかりで楽しんで仕事が
できます。

　やりがいや達成感がとてもある仕事で
す。体を動かしたい人、大歓迎！！

工事課　（工事課長）　・　（神谷　大基）
TEL.0182-32-1140
E-mail:kamiya_hiroki@minoru-tec.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 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬



115 （株）村岡組
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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

平  

鹿

横手市

■会社の特徴
土木工事・建築工事を請け負っている会社です。

土木事業部では、
①施工管理（現場監督）
②実際に現場で作業する「作業員」
③重機などを操作する「建設機械オペレーター」
を募集しています。

建築事業部は、住宅部門を「村岡組デザイン」として事業展開して
います。
①施工管理（現場監督）
②大工（見習い）
③左官（見習い）　　など技能工も募集しています。

入社後の数年は横手市にある本社勤務となります。通勤が困難
な場合は、借上げ住宅も用意しています。
インターンシップは、1日・3日間・6日間など、希望に応じます。

     むらおかぐみ

株式会社 村岡組

〒013-0061 横手市横手町字三ノ口7番地
TEL.0182-32-3565 FAX.0182-32-3576
URL　　http://www.muraokagumi.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・舗装・解体）　
■創立／　1939年（創業81年）
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　12億7千万円（R3年5月期）
■従業員数／　41人（男　33人　女　8人）
■休日休暇／　当社規定カレンダーによる　　　
■年間休日数／　89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210,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒170,000円

「自分もこんな家を建てたい」

建築部 現場監督 平成30年入社　　　武藤 清也

入社のきっかけは、インターンシップの際に村岡組が建てている家に出会い、 
「自分もこんな家を建てたい」と思ったから。
入社後は、学校では学べないことを現場で学ぶ勉強の日々で、とても充実しています。
これから就職活動をする皆さんは、入社したいと思う会社でインターシップを経験し、
自分がやりたい仕事か、自分が成長できる環境かを見極めてください。

企業PRパンフレット

※下記よりご請求ください。

総務部　佐藤
TEL.0182-32-3565
E-mail: info@muraokagumi.jp

■会社の特徴
土木工事・建築工事を請け負っている会社です。

土木事業部では、
①施工管理（現場監督）
②実際に現場で作業する「作業員」
③重機などを操作する「建設機械オペレーター」
を募集しています。

建築事業部は、住宅部門を「村岡組デザイン」として事業展開して
います。
①施工管理（現場監督）
②大工（見習い）
③左官（見習い）　　など技能工も募集しています。

入社後の数年は横手市にある本社勤務となります。通勤が困難
な場合は、借上げ住宅も用意しています。
インターンシップは、1日・3日間・6日間など、希望に応じます。

     むらおかぐみ

株式会社 村岡組

〒013-0061 横手市横手町字三ノ口7番地
TEL.0182-32-3565 FAX.0182-32-3576
URL　　http://www.muraokagumi.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・舗装・解体）　
■創立／　1939年（創業81年）
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　12億7千万円（R3年5月期）
■従業員数／　41人（男　33人　女　8人）
■休日休暇／　当社規定カレンダーによる　　　
■年間休日数／　89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210,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒170,000円

「自分もこんな家を建てたい」

建築部 現場監督 平成30年入社　　　武藤 清也

入社のきっかけは、インターンシップの際に村岡組が建てている家に出会い、 
「自分もこんな家を建てたい」と思ったから。
入社後は、学校では学べないことを現場で学ぶ勉強の日々で、とても充実しています。
これから就職活動をする皆さんは、入社したいと思う会社でインターシップを経験し、
自分がやりたい仕事か、自分が成長できる環境かを見極めてください。

企業PRパンフレット

※下記よりご請求ください。

総務部　佐藤
TEL.0182-32-3565
E-mail: info@muraokagumi.jp

■会社の特徴
土木工事・建築工事を請け負っている会社です。

土木事業部では、
①施工管理（現場監督）
②実際に現場で作業する「作業員」
③重機などを操作する「建設機械オペレーター」
を募集しています。

建築事業部は、住宅部門を「村岡組デザイン」として事業展開して
います。
①施工管理（現場監督）
②大工（見習い）
③左官（見習い）　　など技能工も募集しています。

入社後の数年は横手市にある本社勤務となります。通勤が困難
な場合は、借上げ住宅も用意しています。
インターンシップは、1日・3日間・6日間など、希望に応じます。

     むらおかぐみ

株式会社 村岡組

〒013-0061 横手市横手町字三ノ口7番地
TEL.0182-32-3565 FAX.0182-32-3576
URL　　http://www.muraokagumi.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・舗装・解体）　
■創立／　1939年（創業81年）
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　12億7千万円（R3年5月期）
■従業員数／　41人（男　33人　女　8人）
■休日休暇／　当社規定カレンダーによる　　　
■年間休日数／　89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210,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒170,000円

「自分もこんな家を建てたい」

建築部 現場監督 平成30年入社　　　武藤 清也

入社のきっかけは、インターンシップの際に村岡組が建てている家に出会い、 
「自分もこんな家を建てたい」と思ったから。
入社後は、学校では学べないことを現場で学ぶ勉強の日々で、とても充実しています。
これから就職活動をする皆さんは、入社したいと思う会社でインターシップを経験し、
自分がやりたい仕事か、自分が成長できる環境かを見極めてください。

企業PRパンフレット

※下記よりご請求ください。

総務部　佐藤
TEL.0182-32-3565
E-mail: info@muraokagumi.jp

■会社の特徴
土木工事・建築工事を請け負っている会社です。

土木事業部では、
①施工管理（現場監督）
②実際に現場で作業する「作業員」
③重機などを操作する「建設機械オペレーター」
を募集しています。

建築事業部は、住宅部門を「村岡組デザイン」として事業展開して
います。
①施工管理（現場監督）
②大工（見習い）
③左官（見習い）　　など技能工も募集しています。

入社後の数年は横手市にある本社勤務となります。通勤が困難
な場合は、借上げ住宅も用意しています。
インターンシップは、1日・3日間・6日間など、希望に応じます。

     むらおかぐみ

株式会社 村岡組

〒013-0061 横手市横手町字三ノ口7番地
TEL.0182-32-3565 FAX.0182-32-3576
URL　　http://www.muraokagumi.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・舗装・解体）　
■創立／　1939年（創業81年）
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　12億7千万円（R3年5月期）
■従業員数／　41人（男　33人　女　8人）
■休日休暇／　当社規定カレンダーによる　　　
■年間休日数／　89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210,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒170,000円

「自分もこんな家を建てたい」

建築部 現場監督 平成30年入社　　　武藤 清也

入社のきっかけは、インターンシップの際に村岡組が建てている家に出会い、 
「自分もこんな家を建てたい」と思ったから。
入社後は、学校では学べないことを現場で学ぶ勉強の日々で、とても充実しています。
これから就職活動をする皆さんは、入社したいと思う会社でインターシップを経験し、
自分がやりたい仕事か、自分が成長できる環境かを見極めてください。

企業PRパンフレット

※下記よりご請求ください。

総務部　佐藤
TEL.0182-32-3565
E-mail: info@muraokagumi.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1 1
Ｒ２ 1
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

■会社の特徴
土木工事・建築工事を請け負っている会社です。

土木事業部では、
①施工管理（現場監督）
②実際に現場で作業する「作業員」
③重機などを操作する「建設機械オペレーター」
を募集しています。

建築事業部は、住宅部門を「村岡組デザイン」として事業展開して
います。
①施工管理（現場監督）
②大工（見習い）
③左官（見習い）　　など技能工も募集しています。

入社後の数年は横手市にある本社勤務となります。通勤が困難
な場合は、借上げ住宅も用意しています。
インターンシップは、1日・3日間・6日間など、希望に応じます。

     むらおかぐみ

株式会社 村岡組

〒013-0061 横手市横手町字三ノ口7番地
TEL.0182-32-3565 FAX.0182-32-3576
URL　　http://www.muraokagumi.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・舗装・解体）　
■創立／　1939年（創業81年）
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　12億7千万円（R3年5月期）
■従業員数／　41人（男　33人　女　8人）
■休日休暇／　当社規定カレンダーによる　　　
■年間休日数／　89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210,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒170,000円

「自分もこんな家を建てたい」

建築部 現場監督 平成30年入社　　　武藤 清也

入社のきっかけは、インターンシップの際に村岡組が建てている家に出会い、 
「自分もこんな家を建てたい」と思ったから。
入社後は、学校では学べないことを現場で学ぶ勉強の日々で、とても充実しています。
これから就職活動をする皆さんは、入社したいと思う会社でインターシップを経験し、
自分がやりたい仕事か、自分が成長できる環境かを見極めてください。

企業PRパンフレット

※下記よりご請求ください。

総務部　佐藤
TEL.0182-32-3565
E-mail: info@muraokagumi.jp

■会社の特徴
土木工事・建築工事を請け負っている会社です。

土木事業部では、
①施工管理（現場監督）
②実際に現場で作業する「作業員」
③重機などを操作する「建設機械オペレーター」
を募集しています。

建築事業部は、住宅部門を「村岡組デザイン」として事業展開して
います。
①施工管理（現場監督）
②大工（見習い）
③左官（見習い）　　など技能工も募集しています。

入社後の数年は横手市にある本社勤務となります。通勤が困難
な場合は、借上げ住宅も用意しています。
インターンシップは、1日・3日間・6日間など、希望に応じます。

     むらおかぐみ

株式会社 村岡組

〒013-0061 横手市横手町字三ノ口7番地
TEL.0182-32-3565 FAX.0182-32-3576
URL　　http://www.muraokagumi.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・舗装・解体）　
■創立／　1939年（創業81年）
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　12億7千万円（R3年5月期）
■従業員数／　41人（男　33人　女　8人）
■休日休暇／　当社規定カレンダーによる　　　
■年間休日数／　89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210,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒190,000円　高卒170,000円

「自分もこんな家を建てたい」

建築部 現場監督 平成30年入社　　　武藤 清也

入社のきっかけは、インターンシップの際に村岡組が建てている家に出会い、 
「自分もこんな家を建てたい」と思ったから。
入社後は、学校では学べないことを現場で学ぶ勉強の日々で、とても充実しています。
これから就職活動をする皆さんは、入社したいと思う会社でインターシップを経験し、
自分がやりたい仕事か、自分が成長できる環境かを見極めてください。

企業PRパンフレット

※下記よりご請求ください。

総務部　佐藤
TEL.0182-32-3565
E-mail: info@muraokagumi.jp
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■会社の特徴

■求める人物像

       やまとぐみ

株式会社 大和組

〒013-0035 横手市平和町10番30号
TEL.0182-32-3434 FAX.0182-32-3499
URL　　https://yamatogumi.jp

■主な業種／　総合建設業（建築・土木）
■創立／　昭和40年4月
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　24人（男　22　人　女　2　人）
■休日休暇／　自社カレンダーによる休日　　　
■年間休日数／　105日（他、一斉有給取得日あり）
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、世帯手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･専門卒167,000円　高卒145,000円

自然災害から人を守るための社会基盤、人と人をつな

ぐライフライン、そして豊かな暮らしを叶えるまちづ

くり。人々の生活を支え、人の想いを形にするのが、

私たちの仕事です。

テクノロジーの進化によって、かつてないスピードで

世界が変わり続けている時代に、ずっと残り続けるも

のをつくる会社として、「信頼・創造」をモットーに

地域の未来の為に歩み続けます!

施工管理は、実際に工事作業を行うことはないので、性別や体力の有無

に関わらず目指すことができる職業! 初めは誰もが初心者です。入社数

年は先輩の監督のもとで学びながらになるので、不安なことや悩みを自
分一人で抱えることなく気軽に相談して、数年後に一人前として成長で

きる環境を整えています。ぜひ一緒に頑張りましょう!

2020年入社/建築部　小室啓太
資格取得サポートあり!

2017年入社/建築部　長塚悠生
安心して仕事に打ち込める
環境づくりを徹底!

建設現場には、そこでしか

見られない匠の技や職人さ

んと監督、先輩と後輩の綿

密な連携があります。人が

生み出す「ものづくり」、

皆さんも共に地域の暮らし

を作りませんか?

困ったこ
とが相談し

やすい

環境。とに
かく質

問しま
すｗ

全く
の未経験で中途入社

。

資格が
増え

るの
が楽し

い！

総務部採用担当 石川・水上
TEL.0182-32-3434
E-mail:kkyamato.soumu@vanilla.ocn.ne.jp
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TEL.0182-32-3434 FAX.0182-32-3499
URL　　https://yamatogumi.jp

■主な業種／　総合建設業（建築・土木）
■創立／　昭和40年4月
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　24人（男　22　人　女　2　人）
■休日休暇／　自社カレンダーによる休日　　　
■年間休日数／　105日（他、一斉有給取得日あり）
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、世帯手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　短大･専門卒167,000円　高卒145,000円

自然災害から人を守るための社会基盤、人と人をつな

ぐライフライン、そして豊かな暮らしを叶えるまちづ

くり。人々の生活を支え、人の想いを形にするのが、

私たちの仕事です。

テクノロジーの進化によって、かつてないスピードで

世界が変わり続けている時代に、ずっと残り続けるも

のをつくる会社として、「信頼・創造」をモットーに

地域の未来の為に歩み続けます!

施工管理は、実際に工事作業を行うことはないので、性別や体力の有無

に関わらず目指すことができる職業! 初めは誰もが初心者です。入社数

年は先輩の監督のもとで学びながらになるので、不安なことや悩みを自
分一人で抱えることなく気軽に相談して、数年後に一人前として成長で

きる環境を整えています。ぜひ一緒に頑張りましょう!

2020年入社/建築部　小室啓太
資格取得サポートあり!

2017年入社/建築部　長塚悠生
安心して仕事に打ち込める
環境づくりを徹底!

建設現場には、そこでしか

見られない匠の技や職人さ

んと監督、先輩と後輩の綿

密な連携があります。人が

生み出す「ものづくり」、

皆さんも共に地域の暮らし

を作りませんか?

困ったこ
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やすい
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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

平  

鹿

横手市

  よこてけんせつ

■会社の特徴
・県南部を基盤とした総合建設業(建築･土木工事)、一級建築士事務所
・建設業で県内初のユースエール(若者の採用･育成に積極的で､雇用管理の優良な中小企業)認定
･健康経営優良法人(健康増進の取組をもとに､特に優良な健康経営を実践している法人)2021認定
･秋田県女性の活躍推進企業受賞
･年平均有給休暇取得日数：11.9日(前年度実績)
･月平均所定外労働時間：10.0時間(前年度実績)

■求める人物像
･誠実で何事にも前向きに取り組めるファイトの
 ある方を求めています。

■その他
・女性の技術職員もおり(2021年7月現在2名)、
 現場事務所にも女性専用休憩所や女性専用
 トイレを設ける等、誰もが働きやすい環境の整備
 に積極的に取り組んでおります。
・ICT(情報通信技術)を駆使し、最新技術を取り
 入れながら効率的に施工を進めています。
・令和2年10月に新社屋が竣工し、さらなる働き方
　改革に取り組んでおります。

横手建設 株式会社

〒013-0037 横手市前郷二番町7番13号
TEL.0182-32-1697 FAX.0182-33-4821
URL　　http://www.yokote-ken.co.jp

■主な業種／　総合建設業（建設・土木）　
■設立／　昭和24年
■資本金／　4,500万円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　3７人（男　3２人　女　５人）
■休日休暇／　完全週休二日制(土･日)
■年間休日数／　113日　　　
■福利厚生／　団体生命保険制度、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ行事他
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒180,000円　高卒143,000円

大台林道(林業専用道)新設工事
(令和元年11月竣工)【農林水産大臣賞受賞】

横手高等学校整備事業 管理校舎棟建築工事
(現在施工中、令和4年5月竣工予定)

建築部 技師補  大辻 晴香
（横手清陵学院高校卒）

常務取締役　山下　圭
TEL.0182-32-1697
E-mail:kei@yokote-ken.co.jp

工事が進むにつれて、日毎に変化する現場の風景に仕事の進捗を

感じることができるので、非常にやりがいのある仕事です。業務上必要

な資格取得を補助する制度もありスキルアップもできるので、様々

な仕事にチャレンジすることができます。また、社員みんな仲が良いのです

ぐに打ち解け、共に同じ目標に向かって仕事ができる社風です。私た

ちは共に働いてくれる仲間を待っています！
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建築部 技師補  大辻 晴香
（横手清陵学院高校卒）

常務取締役　山下　圭
TEL.0182-32-1697
E-mail:kei@yokote-ken.co.jp

工事が進むにつれて、日毎に変化する現場の風景に仕事の進捗を

感じることができるので、非常にやりがいのある仕事です。業務上必要

な資格取得を補助する制度もありスキルアップもできるので、様々

な仕事にチャレンジすることができます。また、社員みんな仲が良いのです

ぐに打ち解け、共に同じ目標に向かって仕事ができる社風です。私た

ちは共に働いてくれる仲間を待っています！

新卒
採用実績
人数
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  よこてけんせつ

■会社の特徴
・県南部を基盤とした総合建設業(建築･土木工事)、一級建築士事務所
・建設業で県内初のユースエール(若者の採用･育成に積極的で､雇用管理の優良な中小企業)認定
･健康経営優良法人(健康増進の取組をもとに､特に優良な健康経営を実践している法人)2021認定
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 ある方を求めています。

■その他
・女性の技術職員もおり(2021年7月現在2名)、
 現場事務所にも女性専用休憩所や女性専用
 トイレを設ける等、誰もが働きやすい環境の整備
 に積極的に取り組んでおります。
・ICT(情報通信技術)を駆使し、最新技術を取り
 入れながら効率的に施工を進めています。
・令和2年10月に新社屋が竣工し、さらなる働き方
　改革に取り組んでおります。

横手建設 株式会社

〒013-0037 横手市前郷二番町7番13号
TEL.0182-32-1697 FAX.0182-33-4821
URL　　http://www.yokote-ken.co.jp
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■休日休暇／　完全週休二日制(土･日)
■年間休日数／　113日　　　
■福利厚生／　団体生命保険制度、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ行事他
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問い合わせ先

平  

鹿

横手市

TEL.0182-23-1116 FAX.0182-23-1252

■会社の特徴

■建設業の楽しさ

　　
土木部　工務課　令和3年入社　　　　横手清陵学院高校卒

〒013-0481 横手市雄物川町薄井字下開344

■主な業種／　総合建設業
■創立／　大正8年（西暦1919年）
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　13億円
■従業員数／　40人（男 36人　女 4人）
■休日休暇／　４週６休、GW･夏季冬季休暇、育児休暇
■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／　各種資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒150,000円（令和３年度実績）

　弊社は創業以来100年間、一貫して地域密着の社会資本整備に取り組んで参りました。
　また、道路や河川の維持管理業務、災害時の応急復旧対応などの仕事に積極的に取り組み、地域の安全安心を
支える建設業の仕事に誇りをもって社員一同日々の業務に励んでおります。
　人口減少時代となった日本では、今後インフラの重要性がますます高まってきます。
　地域の発展と豊かなくらしに貢献できるよう『安全』と『品質』を大切にし、次の100年へ向かって一歩一歩前へ
進んでいきます。

　屋外での仕事は確かに過酷なことも多いですが、一つの目標に向かって現場のチームワークが高まっていき、つい
に完成を迎えた時の達成感は他に代え難いものがあります。
　また、技術者の業務は主に現場の施工管理業務であり、男女問わずにできる仕事内容です。実際に弊社では2名
の女性技術者が現場での仕事に従事しています。
　建設業は人の役に立つ仕事であり、やる気と向上心があれば楽しめる仕事です。
　ぜひ、私たちと一緒に地域社会のために働いてみませんか？

佐藤　樹
　今春入社し、現在は国道のバイパス工事を担当しています。
　初めはわからないことばかりでしたが、先輩たちの励ましもあり最近は少しずつ
自信がついてきました。実際にこの仕事について様々な工事の意味や効果を知
り、あらためて建設業の大切さを実感して、とてもやりがいを感じています。
　同期や年の近い先輩たちも多いので、お互い励まし合い、良い意味で切磋琢磨
し、早く一人前の技術者になって社会に貢献したいです。

よ  し  だ  け  ん  せ つ

常務取締役　・　吉田昌平
TEL.0182-23-1116
E-mail:shohei@kkyoshida.jp

TEL.0182-23-1116 FAX.0182-23-1252
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■諸手当／　各種資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒150,000円（令和３年度実績）

　弊社は創業以来100年間、一貫して地域密着の社会資本整備に取り組んで参りました。
　また、道路や河川の維持管理業務、災害時の応急復旧対応などの仕事に積極的に取り組み、地域の安全安心を
支える建設業の仕事に誇りをもって社員一同日々の業務に励んでおります。
　人口減少時代となった日本では、今後インフラの重要性がますます高まってきます。
　地域の発展と豊かなくらしに貢献できるよう『安全』と『品質』を大切にし、次の100年へ向かって一歩一歩前へ
進んでいきます。

　屋外での仕事は確かに過酷なことも多いですが、一つの目標に向かって現場のチームワークが高まっていき、つい
に完成を迎えた時の達成感は他に代え難いものがあります。
　また、技術者の業務は主に現場の施工管理業務であり、男女問わずにできる仕事内容です。実際に弊社では2名
の女性技術者が現場での仕事に従事しています。
　建設業は人の役に立つ仕事であり、やる気と向上心があれば楽しめる仕事です。
　ぜひ、私たちと一緒に地域社会のために働いてみませんか？

佐藤　樹
　今春入社し、現在は国道のバイパス工事を担当しています。
　初めはわからないことばかりでしたが、先輩たちの励ましもあり最近は少しずつ
自信がついてきました。実際にこの仕事について様々な工事の意味や効果を知
り、あらためて建設業の大切さを実感して、とてもやりがいを感じています。
　同期や年の近い先輩たちも多いので、お互い励まし合い、良い意味で切磋琢磨
し、早く一人前の技術者になって社会に貢献したいです。

よ  し  だ  け  ん  せ つ

常務取締役　・　吉田昌平
TEL.0182-23-1116
E-mail:shohei@kkyoshida.jp
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ 1
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


