
67 伊藤建友（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

由  

利

由利本荘市

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com

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

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

　　

  いとうけんゆう

伊藤建友 株式会社

〒015-0075 由利本荘市花畑町一丁目116番地
TEL.0184-24-3360 FAX.0184-24-3413
URL　　http://www.itokenyu.com

■主な業種／　総合建設業、介護事業　
■創立／　昭和46年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　16億円
■従業員数／　75人（男25人　女50人）
■休日休暇／　会社営業カレンダーによる　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　観桜会、BBQ、忘年会等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　145,000円(高校卒)

「感謝報恩」を社是に事業は人なりを基本姿勢とし、工事に関わる全ては人間性第一主義との考えで

1971年創業、本年50周年を迎える。木造住宅から民間・公共工事といった構造・規模の大小に限定せず

柔軟に対応できる総合技術力を武器とする。1級建築士・1級施工管理技士10名、二級建築士9名が在籍。

仕事と資格の取得を両立出来る環境を整えている。住宅部門では毎年高卒の大工技能者を採用し現在14

名の大工が在籍、丁寧な仕事を心掛けている。また介護事業は2002年に開業。二市5カ所でグループホー

ム等を運営、介護職員45名が在籍している。

自ら考え行動する人材で指示待ち人間にならない事、

成長の三つの要素として「性格の明るさ、素直な心、

探求心を持っている」を求める。特にスポーツ等のク

ラブチームに所属した学生は大いに歓迎したい。

中学生・高校生などインターンシップの受け入れ可能。

応募前会社見学なども対応可能です。

大工部門　2021年入社

私は小学校の頃に観たテレビ番組で大工さんが活躍する姿を見てから大工という職

業に憧れを抱いていました。今年の春から大工見習として働き始めたばかりですが、4

年間の見習い期間を無事修了できるように頑張りたいです。先輩の大工に指導しても

らいながら、職人としての技術や経験を習得し、

お客様に喜んでもらえる家づくりに励みたいと思っています。

佐々木帆香（ささき　ほのか）

秋田県立由利高等学校卒 

≪令和3年度　入社式の様子≫

伊藤建友株式会社　総務課
担当：（事務長）　伊藤たみ
TEL.0184-24-3360　E-mail　info@itokenyu.com



68（株）大沼組

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

由  

利
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　　 おおぬまぐみ

株式会社 大沼組

〒０１５－０２０２ 由利本荘市東由利蔵字蔵１１３－２
TEL.0184-69-2425 FAX.0184-69-2427
URL　　https://www.onumagumi.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　大正10年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　33人（男30人　女３人）
■休日休暇／　弊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)／　高卒170,000円

　　　工務部　工務課
　　　　　　　　　小幡　俊樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由利工業高校卒　　　　　

■会社の特徴
　私たちの会社は、経済や文化を支えるインフラ(生活基盤の下部構造)を
作り上げ、維持・修繕等を通して、ここに暮らす全ての人々の安全と安心な
生活を守る建設会社です。大正10年に創業し、古くからこの地域で土木・
建築工事を中心に営業しています。昨今は様々な災害に見舞われる事態
が続いていますが、そのような緊急事態にも対応し皆さんの暮らしを守る
役割も果たしています。ものを作り上げる喜びと誇りを感じ取れる職種でも
ありますし、様々な技術を取り入れ、活用していく事で技術者も会社も進歩
していきます。
より良いものを、より確実に、より安全に提供し、安定した経営と日々前進
していく「大沼組」をどうぞよろしくお願い致します。

★初めまして。入社１０年目の小幡です。私から仕事内容をご紹介します★現場技術者…現場で作業をするイメー
ジがあると思いますが、実際は作業はしません。道路・河川工事の工程・安全管理や協力会社の作業員を指示して
工事を完成まで監督・指揮する仕事です。★私は工業高校卒業、新卒で大沼組入社。１年目〜５年目は土木建築現
場の管理補助をしながらスキル・知識を得て現場技術者に、その後は土木施工管理技士の資格取得、現場代理人
として大きな仕事を任されるようになりました。道路舗装・トンネルなど手掛けた工事完成の達成感、地元の人たち
が当たり前に利用している景観にはやりがいを感じます。

■求める人物像
　　知識や経験によって立派な社会人に育っていきますがその多くを習得する
のはその仕事の中で培われていくものだと思います。専門的な知識が無くて
も、学びとろうという姿勢で働く事でいつしか立派な社会人になれるのです。ま
た、どのような職種でも人との関わり合いが大事です。ひとりで完結する仕事ではなく、大勢の人が関わって仕事は成り
立ちます。仕事に関して積極的な姿勢と、人との協調を大事にする人を望みます。

■その他
　ご不明な点等がございましたらお気軽に下記問い合わせ先までご連絡下さい。

総務部総務課　七尾　牧人
TEL.0184-69-2425
E-mail:nanao@onumagumi.co.jp
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立ちます。仕事に関して積極的な姿勢と、人との協調を大事にする人を望みます。

■その他
　ご不明な点等がございましたらお気軽に下記問い合わせ先までご連絡下さい。

総務部総務課　七尾　牧人
TEL.0184-69-2425
E-mail:nanao@onumagumi.co.jp

　　 おおぬまぐみ

株式会社 大沼組

〒０１５－０２０２ 由利本荘市東由利蔵字蔵１１３－２
TEL.0184-69-2425 FAX.0184-69-2427
URL　　https://www.onumagumi.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　大正10年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　33人（男30人　女３人）
■休日休暇／　弊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)／　高卒170,000円

　　　工務部　工務課
　　　　　　　　　小幡　俊樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由利工業高校卒　　　　　

■会社の特徴
　私たちの会社は、経済や文化を支えるインフラ(生活基盤の下部構造)を
作り上げ、維持・修繕等を通して、ここに暮らす全ての人々の安全と安心な
生活を守る建設会社です。大正10年に創業し、古くからこの地域で土木・
建築工事を中心に営業しています。昨今は様々な災害に見舞われる事態
が続いていますが、そのような緊急事態にも対応し皆さんの暮らしを守る
役割も果たしています。ものを作り上げる喜びと誇りを感じ取れる職種でも
ありますし、様々な技術を取り入れ、活用していく事で技術者も会社も進歩
していきます。
より良いものを、より確実に、より安全に提供し、安定した経営と日々前進
していく「大沼組」をどうぞよろしくお願い致します。

★初めまして。入社１０年目の小幡です。私から仕事内容をご紹介します★現場技術者…現場で作業をするイメー
ジがあると思いますが、実際は作業はしません。道路・河川工事の工程・安全管理や協力会社の作業員を指示して
工事を完成まで監督・指揮する仕事です。★私は工業高校卒業、新卒で大沼組入社。１年目〜５年目は土木建築現
場の管理補助をしながらスキル・知識を得て現場技術者に、その後は土木施工管理技士の資格取得、現場代理人
として大きな仕事を任されるようになりました。道路舗装・トンネルなど手掛けた工事完成の達成感、地元の人たち
が当たり前に利用している景観にはやりがいを感じます。

■求める人物像
　　知識や経験によって立派な社会人に育っていきますがその多くを習得する
のはその仕事の中で培われていくものだと思います。専門的な知識が無くて
も、学びとろうという姿勢で働く事でいつしか立派な社会人になれるのです。ま
た、どのような職種でも人との関わり合いが大事です。ひとりで完結する仕事ではなく、大勢の人が関わって仕事は成り
立ちます。仕事に関して積極的な姿勢と、人との協調を大事にする人を望みます。

■その他
　ご不明な点等がございましたらお気軽に下記問い合わせ先までご連絡下さい。

総務部総務課　七尾　牧人
TEL.0184-69-2425
E-mail:nanao@onumagumi.co.jp
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69 川越工業（株）
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■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
積ませてもらい、いろんな方たちとの出会いがあって、建設業の醍醐味を
体感できると思います！自宅から遠い現場もありますが、手当や制度が
しっかりしているので頑張った分、しっかり自分に帰ってくるので、
やる気に繋がっています。

かわごえこうぎょう

川越工業 株式会社

〒018-0143 にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ6-35
TEL.0184-46-2221 FAX.0184-46-2677
URL　　https://www.kawagoe-kogyo.com/

■主な業種／　土木工事・舗装工事・採石業
■創立／　昭和61年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12.9億円
■従業員数／　68人（男64人　女4人）
■休日休暇／　概ね週休二日制（会社カレンダー）
■年間休日数／　107日
■福利厚生／　退職金制度・慶弔見舞金　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

『施工前』

総務部長　・　田口基
TEL.0184-46-2221
E-mail:kawagoe1@cocoa.ocn.ne.jp インターンシップ・応募前会社見学 可能

■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
積ませてもらい、いろんな方たちとの出会いがあって、建設業の醍醐味を
体感できると思います！自宅から遠い現場もありますが、手当や制度が
しっかりしているので頑張った分、しっかり自分に帰ってくるので、
やる気に繋がっています。

かわごえこうぎょう

川越工業 株式会社

〒018-0143 にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ6-35
TEL.0184-46-2221 FAX.0184-46-2677
URL　　https://www.kawagoe-kogyo.com/

■主な業種／　土木工事・舗装工事・採石業
■創立／　昭和61年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12.9億円
■従業員数／　68人（男64人　女4人）
■休日休暇／　概ね週休二日制（会社カレンダー）
■年間休日数／　107日
■福利厚生／　退職金制度・慶弔見舞金　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

『施工前』

総務部長　・　田口基
TEL.0184-46-2221
E-mail:kawagoe1@cocoa.ocn.ne.jp インターンシップ・応募前会社見学 可能

■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
積ませてもらい、いろんな方たちとの出会いがあって、建設業の醍醐味を
体感できると思います！自宅から遠い現場もありますが、手当や制度が
しっかりしているので頑張った分、しっかり自分に帰ってくるので、
やる気に繋がっています。

かわごえこうぎょう

川越工業 株式会社

〒018-0143 にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ6-35
TEL.0184-46-2221 FAX.0184-46-2677
URL　　https://www.kawagoe-kogyo.com/

■主な業種／　土木工事・舗装工事・採石業
■創立／　昭和61年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12.9億円
■従業員数／　68人（男64人　女4人）
■休日休暇／　概ね週休二日制（会社カレンダー）
■年間休日数／　107日
■福利厚生／　退職金制度・慶弔見舞金　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

『施工前』

総務部長　・　田口基
TEL.0184-46-2221
E-mail:kawagoe1@cocoa.ocn.ne.jp インターンシップ・応募前会社見学 可能

■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
積ませてもらい、いろんな方たちとの出会いがあって、建設業の醍醐味を
体感できると思います！自宅から遠い現場もありますが、手当や制度が
しっかりしているので頑張った分、しっかり自分に帰ってくるので、
やる気に繋がっています。

かわごえこうぎょう

川越工業 株式会社

〒018-0143 にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ6-35
TEL.0184-46-2221 FAX.0184-46-2677
URL　　https://www.kawagoe-kogyo.com/

■主な業種／　土木工事・舗装工事・採石業
■創立／　昭和61年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12.9億円
■従業員数／　68人（男64人　女4人）
■休日休暇／　概ね週休二日制（会社カレンダー）
■年間休日数／　107日
■福利厚生／　退職金制度・慶弔見舞金　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

『施工前』

総務部長　・　田口基
TEL.0184-46-2221
E-mail:kawagoe1@cocoa.ocn.ne.jp インターンシップ・応募前会社見学 可能

新卒
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Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１
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シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
積ませてもらい、いろんな方たちとの出会いがあって、建設業の醍醐味を
体感できると思います！自宅から遠い現場もありますが、手当や制度が
しっかりしているので頑張った分、しっかり自分に帰ってくるので、
やる気に繋がっています。

かわごえこうぎょう

川越工業 株式会社

〒018-0143 にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ6-35
TEL.0184-46-2221 FAX.0184-46-2677
URL　　https://www.kawagoe-kogyo.com/

■主な業種／　土木工事・舗装工事・採石業
■創立／　昭和61年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12.9億円
■従業員数／　68人（男64人　女4人）
■休日休暇／　概ね週休二日制（会社カレンダー）
■年間休日数／　107日
■福利厚生／　退職金制度・慶弔見舞金　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

『施工前』

総務部長　・　田口基
TEL.0184-46-2221
E-mail:kawagoe1@cocoa.ocn.ne.jp インターンシップ・応募前会社見学 可能

■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
積ませてもらい、いろんな方たちとの出会いがあって、建設業の醍醐味を
体感できると思います！自宅から遠い現場もありますが、手当や制度が
しっかりしているので頑張った分、しっかり自分に帰ってくるので、
やる気に繋がっています。

かわごえこうぎょう

川越工業 株式会社

〒018-0143 にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ6-35
TEL.0184-46-2221 FAX.0184-46-2677
URL　　https://www.kawagoe-kogyo.com/

■主な業種／　土木工事・舗装工事・採石業
■創立／　昭和61年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12.9億円
■従業員数／　68人（男64人　女4人）
■休日休暇／　概ね週休二日制（会社カレンダー）
■年間休日数／　107日
■福利厚生／　退職金制度・慶弔見舞金　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

『施工前』

総務部長　・　田口基
TEL.0184-46-2221
E-mail:kawagoe1@cocoa.ocn.ne.jp インターンシップ・応募前会社見学 可能

■会社の特徴
　弊社は、「“人”と真摯に向き合う」ことを大切にし、お客様、従業員に夢を持ってもらえるような会社、業界を
築いて行くことが使命だと考えます。また、兼業している『採石業』での資材を活かせる強みを持っています！
特に資格取得には積極的な支援を行っており、取得された資格は業績に結び付いております。
近年では、ドローンを取り入れた施工管理や測量など、最先端技術を学び、技術を身につけ“人”を育てる
取り組みを行っています。

　　【採石場】 　　【新波川排水樋門工事】

■求める人物像
　・モノづくりに興味があり、元気のある人！
　・失敗を恐れず積極的に行動できる人！
　・ガッツのある人！ 【長岡冬師線舗装補修工事】 『施工後』

　　
土木部門　　2009年入社　
　　　　　　

鈴木　修平 新屋高校卒

川越工業は機動力のある会社ですから、様々な現場で、様々な経験を
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■資本金／　6,500万円　
■売上高／　17.7億円
■従業員数／　80人（男　　71 人　女　9　人）
■休日休暇／　就業カレンダーによる　　　
■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、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170,000円　専門卒170,000円　高卒160,000円

　　子吉川土谷上流地区河道掘削工事

地方道路交付金工事

　　　　　土谷地区道路改良工事

誠実・チャレンジ精神・チームワーク力
があり、仕事を楽しみながら積極的に
コミュニケーションを図れる人。

ベテラン社員から若手社員、女性技術者も活躍しているとても明るい会社です。　　　　　　　　　　
福利厚生も充実しており、社員旅行や運動会・資格取得支援等積極的に行っています。　　　　　
インターンシップも行っていますので、ぜひ一度参加してみてください。

　　　松本　有香子

　建設業は社会の基盤を支えるという重要な役割を果しています。現場の環境も
整ってきているので男女共に働きやすい環境になっていると感じます。地域に貢献
し、人々が安全に暮らせるようにより良いものづくりをしていきたいです。
　一緒に地図に残るものを作っていきましょう。

　弊社は、1951年の創業以来70年に渡り、由利本荘市を中心に社是
である『 誠 実 』を基本姿勢に、土木・建築工事の設計・施工を行って
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良い暮らしができる街づくりを担うとともに、大雨・地震等の応急対応や
災害復旧に携わって、地域の安全を守れるように努めています。また、
日々お世話になっている地域への感謝の気持ちを忘れないよう、クリー
ンアップ等の社会貢献活動にも力を入れています。
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良い暮らしができる街づくりを担うとともに、大雨・地震等の応急対応や
災害復旧に携わって、地域の安全を守れるように努めています。また、
日々お世話になっている地域への感謝の気持ちを忘れないよう、クリー
ンアップ等の社会貢献活動にも力を入れています。
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71 木内組土建（株）
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由利本荘市

会社の特徴

求める人物像

その他

きのうちぐみどけん

木内組土建 株式会社

〒015-0852 由利本荘市一番堰267番地
TEL.0184-23-4108 FAX.0184-23-4214

■主な業種／　土木工事業、とび・土工　
■創立／　大正6年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　７億円
■従業員数／　２３人（男　21人　女　２人）
■休日休暇／　土日祝祭日他（会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）
■年間休日数／　１０７日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１６０，０００円

【令和2年度4月入社　由利工業卒業　佐藤　颯来】 　　【令和2年度4月入社　西目高校卒業　五十嵐　永遠】

　弊社は今年で創業104年になります。古い歴史の中で「優れた技術力」を受け継ぎ、地域に貢献して
参りました。何も無い場所へ道路が出来、建物が建つ、まさに「地図に残る仕事」です。皆さんが10年
後に見る地図にはきっと、あなたが手掛けた「ものづくり」の何かが載っているかもしれません。一緒に
「未来の地図」を造りませんか？

　弊社は今年で創業104年という歴史のある会社です。古い歴史の中で
現代へ受継がれている「優れた技術力」で地域に貢献してまいりました。
『地域と共に歩む』をスローガンとし、地域住民が安心安全に生活できる
よう社会貢献に勤しみ、現在に至ります。この精神は、現在も受継がれ地
域のボランティア活動等にもすすんで参加するなどしています。

　・積極性・自主性・協調性を求めています。幅広い年齢層と仕事をして
いくうえで、臆せずコミュニケーションがとれる人。積極的に物事を訪ねる
ことが出来る。または、素早いフットワーク等。

　是非職場体験に参加し、建設業の作業体験を実感してみてください。触
れた事の無い、感じた事の無い気持ちにワクワクするはずです。地図は歴
史に残ります。皆さんも新しい歴史を一緒に創ってみませんか？

私は技術者見習いとして資格
取得に向け経験を積んでいま
す。入社して1年が経った今で
も毎日が新しい事だらけで、
わからない事もまだまだ沢山
ありますが、先輩方が親身に
なって丁寧におしえてくれるの
で、少しずつ成長しているよう
な気がします。

様々な現場で日々経験を積んでい
ます。専門的な技術に触れ、知識
が深まっていくのはとてもやりがい
がある職業だと思います。今現在
は、資格取得を目標とし、仕事と試
験勉強を両立させることを頑張っ
ています。

総務部課長・佐々木　絵理
TEL.0184-23-4108
E-mail:eri@kinouchi-gd.com
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参りました。何も無い場所へ道路が出来、建物が建つ、まさに「地図に残る仕事」です。皆さんが10年
後に見る地図にはきっと、あなたが手掛けた「ものづくり」の何かが載っているかもしれません。一緒に
「未来の地図」を造りませんか？

　弊社は今年で創業104年という歴史のある会社です。古い歴史の中で
現代へ受継がれている「優れた技術力」で地域に貢献してまいりました。
『地域と共に歩む』をスローガンとし、地域住民が安心安全に生活できる
よう社会貢献に勤しみ、現在に至ります。この精神は、現在も受継がれ地
域のボランティア活動等にもすすんで参加するなどしています。

　・積極性・自主性・協調性を求めています。幅広い年齢層と仕事をして
いくうえで、臆せずコミュニケーションがとれる人。積極的に物事を訪ねる
ことが出来る。または、素早いフットワーク等。

　是非職場体験に参加し、建設業の作業体験を実感してみてください。触
れた事の無い、感じた事の無い気持ちにワクワクするはずです。地図は歴
史に残ります。皆さんも新しい歴史を一緒に創ってみませんか？

私は技術者見習いとして資格
取得に向け経験を積んでいま
す。入社して1年が経った今で
も毎日が新しい事だらけで、
わからない事もまだまだ沢山
ありますが、先輩方が親身に
なって丁寧におしえてくれるの
で、少しずつ成長しているよう
な気がします。

様々な現場で日々経験を積んでい
ます。専門的な技術に触れ、知識
が深まっていくのはとてもやりがい
がある職業だと思います。今現在
は、資格取得を目標とし、仕事と試
験勉強を両立させることを頑張っ
ています。

総務部課長・佐々木　絵理
TEL.0184-23-4108
E-mail:eri@kinouchi-gd.com
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木内組土建 株式会社

〒015-0852 由利本荘市一番堰267番地
TEL.0184-23-4108 FAX.0184-23-4214

■主な業種／　土木工事業、とび・土工　
■創立／　大正6年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　７億円
■従業員数／　２３人（男　21人　女　２人）
■休日休暇／　土日祝祭日他（会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）
■年間休日数／　１０７日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
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が深まっていくのはとてもやりがい
がある職業だと思います。今現在
は、資格取得を目標とし、仕事と試
験勉強を両立させることを頑張っ
ています。

総務部課長・佐々木　絵理
TEL.0184-23-4108
E-mail:eri@kinouchi-gd.com
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■会社の特徴

■求める人物像
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　　こまつけんせつ

コマツ建設 株式会社

〒018-0311 にかほ市金浦字鳥長根130番地の２
TEL.０１８４－３８－２２５０ FAX.0１８４－３８－２２６１

■主な業種／　建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　２８人（男２０人　女８人）
■休日休暇／　完全週休二日制（一部変形あり）
■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、資格手当、通信費補助等
■初任給(諸手当除く)／　高卒１５0,000円

　　工事部  令和元年入社

　●好奇心旺盛でいろんなことをやってみたい人
　●どちらかというと理数系かなと思う人
　●屋内より屋外で汗をかいて働きたいと思う人
　●新しいことにドンドン挑戦したい人
こんな若者を男女問わず求めます。

各種資格取得にかかる費用等は全額会社負担
パソコン操作、ドローン操作等必要なスキルを取得可能
普通自動車運転免許は必須になります。

　　　樋口　柊真

昭和37年地元に密着した土木・建築業として創業し、昭和47
年より建設業許可を取得し官公庁、民間を中心に事業を営み
59周年を迎えます。近年は、ｴﾈﾙｷﾞｰ関連企業からの受注も増
加しております。
★自主性を重んじる社風にくわえ、十数年前から週休2日制
を採用しており、休日を自分の予定に合わせて取得しやすい
環境になっています。

　以前は建設業に興味がありませんでしたが職場見学に行った際に町に役
立つ仕事をしていて、自分も地元のこの町に貢献したいと思い入社を決意し
ました。　皆さんも建設業の良さを知ってほしいので是非、会社見学にいらし
てみてください。　
　又、未経験での入社でしたが経験を積んでいく中で、各種免許、資格等を
取得させてもらっていて、いずれは技術者として自立したいと思っています。

唐戸大橋架替

岩城ソーラーパーク

総務部長　：　佐藤幸毅
TEL.018４－３８－２２５０
E-mail:mail@komatsukk.jp
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■会社の特徴
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　　こまつけんせつ

コマツ建設 株式会社

〒018-0311 にかほ市金浦字鳥長根130番地の２
TEL.０１８４－３８－２２５０ FAX.0１８４－３８－２２６１
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■初任給(諸手当除く)／　高卒１５0,000円

　　工事部  令和元年入社

　●好奇心旺盛でいろんなことをやってみたい人
　●どちらかというと理数系かなと思う人
　●屋内より屋外で汗をかいて働きたいと思う人
　●新しいことにドンドン挑戦したい人
こんな若者を男女問わず求めます。

各種資格取得にかかる費用等は全額会社負担
パソコン操作、ドローン操作等必要なスキルを取得可能
普通自動車運転免許は必須になります。
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ました。　皆さんも建設業の良さを知ってほしいので是非、会社見学にいらし
てみてください。　
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由利本荘市

公共事業の他に地元のエネルギー関連企業から受注しています。
また、由利本荘市道路維持業務委託（JV）及び
冬期は除排雪の業務委託も請け負っています。
土木工事の他に、大切なライフラインである
上下水道工事、水道本管の漏水修繕にも対応しており
よりよい「ものづくり」に使命感をもって取り組んでおります。
社員は20代から７０代と幅広い年代が活躍しており、
有給休暇などの休日確保や社内の親睦を図る
忘年会やバーベキューなど社内行事も多数あり、 　　　社員集合写真
福利厚生にも力を入れております。

建設業に興味があり、元気で向上心のある方。
入社してから専門知識や資格は修得できます。
普通科高校出身の方や女性の方も歓迎します。

スキルアップを応援します。
資格取得・各種講習会受講については
全面的に支援しております。
事前に連絡いただければ、随時会社見学受け入れます。 平成27年　竣工県単河川改良工事（鮎川）

　　
土木部　H２６年入社　　　　　　青森山田高校卒

建設業は3Kと呼ばれており、実際に大変な事もありますが、日々の
作業の中で現場一体となり、創意工夫して出来上がった物をいざ
見ると、とてもやりがいを感じ、また次の現場も頑張ろうと思えます。
地域にとってなくてはならない業種なので、この仕事を選んで
良かったと感じています。

さとうこうむてん

有限会社 佐藤工務店

〒０１５‐０３５２ 由利本荘市西沢字上屋敷17-1
TEL.0184-53-3573 FAX.0184-53-2212
httpa://www.facebook.com/satoukoumuten.yurihonjyo/

■主な業種／　土木一式工事業　
■創立／　昭和39年
■資本金／　2,510万円　
■売上高／　1.4億円
■従業員数／　１３人（男１１人　女２人）
■休日休暇／　会社カレンダーによる
■年間休日数／　１０９日　　　
■福利厚生／　社会保険、退職金制度、社員旅行　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)／　高卒150,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

早川　匠

総務部　・　今野千賀子
TEL.0184-53-3573
E-mail:satou-ko.1964@snow.ocn.ne.jp
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資格取得・各種講習会受講については
全面的に支援しております。
事前に連絡いただければ、随時会社見学受け入れます。 平成27年　竣工県単河川改良工事（鮎川）

　　
土木部　H２６年入社　　　　　　青森山田高校卒

建設業は3Kと呼ばれており、実際に大変な事もありますが、日々の
作業の中で現場一体となり、創意工夫して出来上がった物をいざ
見ると、とてもやりがいを感じ、また次の現場も頑張ろうと思えます。
地域にとってなくてはならない業種なので、この仕事を選んで
良かったと感じています。

さとうこうむてん

有限会社 佐藤工務店

〒０１５‐０３５２ 由利本荘市西沢字上屋敷17-1
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■創立／　昭和39年
■資本金／　2,510万円　
■売上高／　1.4億円
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■休日休暇／　会社カレンダーによる
■年間休日数／　１０９日　　　
■福利厚生／　社会保険、退職金制度、社員旅行　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)／　高卒150,000円

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

早川　匠

総務部　・　今野千賀子
TEL.0184-53-3573
E-mail:satou-ko.1964@snow.ocn.ne.jp
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「快適な社会の礎をつくる」ことを目指しています。

最近では、ICTを活用した工事も積極的に行っており、ドローンを
使用した測量やICT建機による３次元施工など。また、社内に
おいてもIT化に力を入れ、メールやWEB会議、勤怠を各自のスマホで
見たり行ったりと、生産性の向上や仕事の効率化を図っています。
若い方たちにもどんどん自分たちの考え方を会社に入れてもらい、
今までの経験を生かしながら、新しいことに挑戦し続ける会社でありたいと思っています。

　　
土木部　土木課  2014年入社

西目高校卒

さんきょう

〒018-0402 にかほ市平沢字出ヶ沢1-1
TEL.0184-37-3055 FAX.0184-37-3057
URL　　https://sanken-web.co.jp/
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大滝　輝

建設業に就職するには、専門的な知識が必要だと思っていませんか。でも、最初は
分からなくて当たり前。実際に仕事をしていくうちに自然と身につきます。大事なの
は、周囲とのコミュニケーションを忘れず、向上心を持って仕事に取り組むことで
す。まずは気軽に会社見学してみませんか？

日東道(象潟～仁賀保)橋渠下部工事 仁賀保中学校機械設備工事象潟中学校校舎改築工事

ドローン撮影風景
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日東道(象潟～仁賀保)橋渠下部工事 仁賀保中学校機械設備工事象潟中学校校舎改築工事

ドローン撮影風景

総務部　（取締役総務部長）　・　（安倍健太郎）
TEL.0184-37-3055
E-mail:ambai.kentaro@sanken-web.co.jp

■施工実績

■会社の特徴
三共株式会社は創業49年になる、にかほ市の老舗企業です。
私たちは、地域と共に発展し、そしてそこで暮らす方々、社員、支えてく
れるご家族すべてが明るく豊かな生活を実現することを第一に考え
「快適な社会の礎をつくる」ことを目指しています。

最近では、ICTを活用した工事も積極的に行っており、ドローンを
使用した測量やICT建機による３次元施工など。また、社内に
おいてもIT化に力を入れ、メールやWEB会議、勤怠を各自のスマホで
見たり行ったりと、生産性の向上や仕事の効率化を図っています。
若い方たちにもどんどん自分たちの考え方を会社に入れてもらい、
今までの経験を生かしながら、新しいことに挑戦し続ける会社でありたいと思っています。

　　
土木部　土木課  2014年入社

西目高校卒

さんきょう

〒018-0402 にかほ市平沢字出ヶ沢1-1
TEL.0184-37-3055 FAX.0184-37-3057
URL　　https://sanken-web.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・設備)
■創立／　昭和４７年
■資本金／　５０００万円　
■売上高／　２７億円
■従業員数／　９２人（男　８４人　女　８人）
■休日休暇／　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、作業着・防寒着支給等
■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190,000円　専門卒175,000円　高卒175,000円

大滝　輝

建設業に就職するには、専門的な知識が必要だと思っていませんか。でも、最初は
分からなくて当たり前。実際に仕事をしていくうちに自然と身につきます。大事なの
は、周囲とのコミュニケーションを忘れず、向上心を持って仕事に取り組むことで
す。まずは気軽に会社見学してみませんか？

日東道(象潟～仁賀保)橋渠下部工事 仁賀保中学校機械設備工事象潟中学校校舎改築工事

ドローン撮影風景

総務部　（取締役総務部長）　・　（安倍健太郎）
TEL.0184-37-3055
E-mail:ambai.kentaro@sanken-web.co.jp

■施工実績

■会社の特徴
三共株式会社は創業49年になる、にかほ市の老舗企業です。
私たちは、地域と共に発展し、そしてそこで暮らす方々、社員、支えてく
れるご家族すべてが明るく豊かな生活を実現することを第一に考え
「快適な社会の礎をつくる」ことを目指しています。

最近では、ICTを活用した工事も積極的に行っており、ドローンを
使用した測量やICT建機による３次元施工など。また、社内に
おいてもIT化に力を入れ、メールやWEB会議、勤怠を各自のスマホで
見たり行ったりと、生産性の向上や仕事の効率化を図っています。
若い方たちにもどんどん自分たちの考え方を会社に入れてもらい、
今までの経験を生かしながら、新しいことに挑戦し続ける会社でありたいと思っています。

　　
土木部　土木課  2014年入社

西目高校卒

さんきょう

〒018-0402 にかほ市平沢字出ヶ沢1-1
TEL.0184-37-3055 FAX.0184-37-3057
URL　　https://sanken-web.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・設備)
■創立／　昭和４７年
■資本金／　５０００万円　
■売上高／　２７億円
■従業員数／　９２人（男　８４人　女　８人）
■休日休暇／　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、作業着・防寒着支給等
■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190,000円　専門卒175,000円　高卒175,000円

大滝　輝

建設業に就職するには、専門的な知識が必要だと思っていませんか。でも、最初は
分からなくて当たり前。実際に仕事をしていくうちに自然と身につきます。大事なの
は、周囲とのコミュニケーションを忘れず、向上心を持って仕事に取り組むことで
す。まずは気軽に会社見学してみませんか？

日東道(象潟～仁賀保)橋渠下部工事 仁賀保中学校機械設備工事象潟中学校校舎改築工事

ドローン撮影風景

総務部　（取締役総務部長）　・　（安倍健太郎）
TEL.0184-37-3055
E-mail:ambai.kentaro@sanken-web.co.jp

■施工実績

■会社の特徴
三共株式会社は創業49年になる、にかほ市の老舗企業です。
私たちは、地域と共に発展し、そしてそこで暮らす方々、社員、支えてく
れるご家族すべてが明るく豊かな生活を実現することを第一に考え
「快適な社会の礎をつくる」ことを目指しています。

最近では、ICTを活用した工事も積極的に行っており、ドローンを
使用した測量やICT建機による３次元施工など。また、社内に
おいてもIT化に力を入れ、メールやWEB会議、勤怠を各自のスマホで
見たり行ったりと、生産性の向上や仕事の効率化を図っています。
若い方たちにもどんどん自分たちの考え方を会社に入れてもらい、
今までの経験を生かしながら、新しいことに挑戦し続ける会社でありたいと思っています。

　　
土木部　土木課  2014年入社

西目高校卒

さんきょう

〒018-0402 にかほ市平沢字出ヶ沢1-1
TEL.0184-37-3055 FAX.0184-37-3057
URL　　https://sanken-web.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・設備)
■創立／　昭和４７年
■資本金／　５０００万円　
■売上高／　２７億円
■従業員数／　９２人（男　８４人　女　８人）
■休日休暇／　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、作業着・防寒着支給等
■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190,000円　専門卒175,000円　高卒175,000円

大滝　輝

建設業に就職するには、専門的な知識が必要だと思っていませんか。でも、最初は
分からなくて当たり前。実際に仕事をしていくうちに自然と身につきます。大事なの
は、周囲とのコミュニケーションを忘れず、向上心を持って仕事に取り組むことで
す。まずは気軽に会社見学してみませんか？

日東道(象潟～仁賀保)橋渠下部工事 仁賀保中学校機械設備工事象潟中学校校舎改築工事

ドローン撮影風景

総務部　（取締役総務部長）　・　（安倍健太郎）
TEL.0184-37-3055
E-mail:ambai.kentaro@sanken-web.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２ 1 2
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



75 高橋秋和建設（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

由  

利

由利本荘市

■会社の特徴 出来上がったものが目に見える喜びはほかの業種にはない特徴だと思っております。
海上工事、陸上工事、水道・設備工事に加え、環境事業部のSCプラグ工法（水替工法）
は特許を取得しており、全国で活用されております。みなさんの興味のある部署で活躍
して頂けます。また資格取得のための各種講習会への参加など積極的にバックアップ
（費用や時間）しております。

秋田港防波堤消波工事 象潟漁港海岸老朽化対策工事
（ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ50t製作） 　　　（海岸護岸新設）

■求める人物像
誠実で根気の強い方 秋田港航路泊地（埋没）
やる気、元気の有る方 浚渫工事

（浚渫専用船）

　　
環境事業部　　平成２６年入社

西目高校卒

たかはししゅうわけんせつ

高橋秋和建設 株式会社

〒０１８－０６０４ 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-198
TEL.018４－３３－３３５３ FAX.018４－３３-４０１３
URL　　http://www.takahashi-shuwa.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　３３人（男　３０人　女　３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２３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)／　　高卒１60,000円

佐々木　洸

SCプラグ工法で先輩方と日本全国を飛び回っています。　  　　　　　　　　　　　　　　　    
とてもやりがいのある仕事です。　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　
一緒に頑張ってみませんか。

総務部　課長　　齋藤　美和子
TEL.018４－３３－３３５３
E-mail:miwako@takahashi-shuwa.co.jp

■会社の特徴 出来上がったものが目に見える喜びはほかの業種にはない特徴だと思っております。
海上工事、陸上工事、水道・設備工事に加え、環境事業部のSCプラグ工法（水替工法）
は特許を取得しており、全国で活用されております。みなさんの興味のある部署で活躍
して頂けます。また資格取得のための各種講習会への参加など積極的にバックアップ
（費用や時間）しております。

秋田港防波堤消波工事 象潟漁港海岸老朽化対策工事
（ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ50t製作） 　　　（海岸護岸新設）

■求める人物像
誠実で根気の強い方 秋田港航路泊地（埋没）
やる気、元気の有る方 浚渫工事

（浚渫専用船）

　　
環境事業部　　平成２６年入社

西目高校卒

たかはししゅうわけんせつ

高橋秋和建設 株式会社

〒０１８－０６０４ 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-198
TEL.018４－３３－３３５３ FAX.018４－３３-４０１３
URL　　http://www.takahashi-shuwa.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　３３人（男　３０人　女　３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２３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)／　　高卒１60,000円

佐々木　洸

SCプラグ工法で先輩方と日本全国を飛び回っています。　  　　　　　　　　　　　　　　　    
とてもやりがいのある仕事です。　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　
一緒に頑張ってみませんか。

総務部　課長　　齋藤　美和子
TEL.018４－３３－３３５３
E-mail:miwako@takahashi-shuwa.co.jp

■会社の特徴 出来上がったものが目に見える喜びはほかの業種にはない特徴だと思っております。
海上工事、陸上工事、水道・設備工事に加え、環境事業部のSCプラグ工法（水替工法）
は特許を取得しており、全国で活用されております。みなさんの興味のある部署で活躍
して頂けます。また資格取得のための各種講習会への参加など積極的にバックアップ
（費用や時間）しております。

秋田港防波堤消波工事 象潟漁港海岸老朽化対策工事
（ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ50t製作） 　　　（海岸護岸新設）

■求める人物像
誠実で根気の強い方 秋田港航路泊地（埋没）
やる気、元気の有る方 浚渫工事

（浚渫専用船）

　　
環境事業部　　平成２６年入社

西目高校卒

たかはししゅうわけんせつ

高橋秋和建設 株式会社

〒０１８－０６０４ 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-198
TEL.018４－３３－３３５３ FAX.018４－３３-４０１３
URL　　http://www.takahashi-shuwa.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　３３人（男　３０人　女　３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２３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)／　　高卒１60,000円

佐々木　洸

SCプラグ工法で先輩方と日本全国を飛び回っています。　  　　　　　　　　　　　　　　　    
とてもやりがいのある仕事です。　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　
一緒に頑張ってみませんか。

総務部　課長　　齋藤　美和子
TEL.018４－３３－３３５３
E-mail:miwako@takahashi-shuwa.co.jp

■会社の特徴 出来上がったものが目に見える喜びはほかの業種にはない特徴だと思っております。
海上工事、陸上工事、水道・設備工事に加え、環境事業部のSCプラグ工法（水替工法）
は特許を取得しており、全国で活用されております。みなさんの興味のある部署で活躍
して頂けます。また資格取得のための各種講習会への参加など積極的にバックアップ
（費用や時間）しております。

秋田港防波堤消波工事 象潟漁港海岸老朽化対策工事
（ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ50t製作） 　　　（海岸護岸新設）

■求める人物像
誠実で根気の強い方 秋田港航路泊地（埋没）
やる気、元気の有る方 浚渫工事

（浚渫専用船）

　　
環境事業部　　平成２６年入社

西目高校卒

たかはししゅうわけんせつ

高橋秋和建設 株式会社

〒０１８－０６０４ 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-198
TEL.018４－３３－３３５３ FAX.018４－３３-４０１３
URL　　http://www.takahashi-shuwa.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　３３人（男　３０人　女　３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２３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)／　　高卒１60,000円

佐々木　洸

SCプラグ工法で先輩方と日本全国を飛び回っています。　  　　　　　　　　　　　　　　　    
とてもやりがいのある仕事です。　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　
一緒に頑張ってみませんか。

総務部　課長　　齋藤　美和子
TEL.018４－３３－３３５３
E-mail:miwako@takahashi-shuwa.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
夏 〇 〇
冬

■会社の特徴 出来上がったものが目に見える喜びはほかの業種にはない特徴だと思っております。
海上工事、陸上工事、水道・設備工事に加え、環境事業部のSCプラグ工法（水替工法）
は特許を取得しており、全国で活用されております。みなさんの興味のある部署で活躍
して頂けます。また資格取得のための各種講習会への参加など積極的にバックアップ
（費用や時間）しております。

秋田港防波堤消波工事 象潟漁港海岸老朽化対策工事
（ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ50t製作） 　　　（海岸護岸新設）

■求める人物像
誠実で根気の強い方 秋田港航路泊地（埋没）
やる気、元気の有る方 浚渫工事

（浚渫専用船）

　　
環境事業部　　平成２６年入社

西目高校卒

たかはししゅうわけんせつ

高橋秋和建設 株式会社

〒０１８－０６０４ 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-198
TEL.018４－３３－３３５３ FAX.018４－３３-４０１３
URL　　http://www.takahashi-shuwa.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和３７年
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　３３人（男　３０人　女　３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２３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)／　　高卒１60,000円

佐々木　洸
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　建設機械も安全装置と自動制御だから安心して操作できます。

"カタチとして残る仕事、地図に載る仕事"をしてみんなに自慢しませんか？
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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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

由  

利

由利本荘市

■会社の特徴
昭和8年、三浦萬治が創業。
昭和24年、秋田県知事登録。
昭和４３年、株式会社三浦組として法人化。
現在、国(国交省)、秋田県、由利本荘市等の
発注する公共工事をメインに総合建設業を営
む。特徴として、本荘国道７号、日本海東北道
の維持補修工事を担当している。

　　　　　　　　日本海東北道損傷復旧工事 　　日本海東北道除雪作業

■求める人物像
・健康で明るく元気に働く。
・自分から挨拶し、約束を守る。
・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
・人と無用な摩擦を避け、協力する。
・人のお役に立てることを喜ぶ。

■その他
・資格取得の奨励・補助 　　　　　　　　荒磯橋橋梁工事 　　道の駅駐車場舗装工事

・会社見学は随時OK（事前連絡要）

　　

        　 みうらぐみ

株式会社　三 浦 組

〒０１５‐００４４ 由利本荘市玉ノ池字落シ１２－１
TEL.0184-22-3335 FAX.0184-22-2847

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　9億円
■従業員数／　４０人（男３６人　女　４人）
■休日休暇／　４週８休制　　　
■年間休日数／　１１０日　他慶弔休暇、　　　
■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)／　高卒175,000円

　　工事部　工務課  平成14年入社　　　　　由利工業高校卒

工藤　隼
　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
す。自分は現在、国土交通省発注の国道維持工事に携わっております。日々の通
常維持業務に加えて、自然災害発生時などの緊急作業で大変な事もありますが、
地域の皆様のお役に立てるやりがいのある仕事だと思います。興味のある方は是
非一度会社見学に来てみてください。

会社の外観や主力事業の写真

総務部　総務課　田中
TEL.0184-22-3335
E-mail:soumu@miura-g.jp

■会社の特徴
昭和8年、三浦萬治が創業。
昭和24年、秋田県知事登録。
昭和４３年、株式会社三浦組として法人化。
現在、国(国交省)、秋田県、由利本荘市等の
発注する公共工事をメインに総合建設業を営
む。特徴として、本荘国道７号、日本海東北道
の維持補修工事を担当している。

　　　　　　　　日本海東北道損傷復旧工事 　　日本海東北道除雪作業

■求める人物像
・健康で明るく元気に働く。
・自分から挨拶し、約束を守る。
・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
・人と無用な摩擦を避け、協力する。
・人のお役に立てることを喜ぶ。

■その他
・資格取得の奨励・補助 　　　　　　　　荒磯橋橋梁工事 　　道の駅駐車場舗装工事

・会社見学は随時OK（事前連絡要）

　　

        　 みうらぐみ

株式会社　三 浦 組

〒０１５‐００４４ 由利本荘市玉ノ池字落シ１２－１
TEL.0184-22-3335 FAX.0184-22-2847

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　9億円
■従業員数／　４０人（男３６人　女　４人）
■休日休暇／　４週８休制　　　
■年間休日数／　１１０日　他慶弔休暇、　　　
■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)／　高卒175,000円

　　工事部　工務課  平成14年入社　　　　　由利工業高校卒

工藤　隼
　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
す。自分は現在、国土交通省発注の国道維持工事に携わっております。日々の通
常維持業務に加えて、自然災害発生時などの緊急作業で大変な事もありますが、
地域の皆様のお役に立てるやりがいのある仕事だと思います。興味のある方は是
非一度会社見学に来てみてください。

会社の外観や主力事業の写真

総務部　総務課　田中
TEL.0184-22-3335
E-mail:soumu@miura-g.jp

■会社の特徴
昭和8年、三浦萬治が創業。
昭和24年、秋田県知事登録。
昭和４３年、株式会社三浦組として法人化。
現在、国(国交省)、秋田県、由利本荘市等の
発注する公共工事をメインに総合建設業を営
む。特徴として、本荘国道７号、日本海東北道
の維持補修工事を担当している。

　　　　　　　　日本海東北道損傷復旧工事 　　日本海東北道除雪作業

■求める人物像
・健康で明るく元気に働く。
・自分から挨拶し、約束を守る。
・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
・人と無用な摩擦を避け、協力する。
・人のお役に立てることを喜ぶ。

■その他
・資格取得の奨励・補助 　　　　　　　　荒磯橋橋梁工事 　　道の駅駐車場舗装工事

・会社見学は随時OK（事前連絡要）

　　

        　 みうらぐみ

株式会社　三 浦 組

〒０１５‐００４４ 由利本荘市玉ノ池字落シ１２－１
TEL.0184-22-3335 FAX.0184-22-2847

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　9億円
■従業員数／　４０人（男３６人　女　４人）
■休日休暇／　４週８休制　　　
■年間休日数／　１１０日　他慶弔休暇、　　　
■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)／　高卒175,000円

　　工事部　工務課  平成14年入社　　　　　由利工業高校卒

工藤　隼
　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
す。自分は現在、国土交通省発注の国道維持工事に携わっております。日々の通
常維持業務に加えて、自然災害発生時などの緊急作業で大変な事もありますが、
地域の皆様のお役に立てるやりがいのある仕事だと思います。興味のある方は是
非一度会社見学に来てみてください。

会社の外観や主力事業の写真

総務部　総務課　田中
TEL.0184-22-3335
E-mail:soumu@miura-g.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
夏 〇 〇
冬 〇 〇
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現在、国(国交省)、秋田県、由利本荘市等の
発注する公共工事をメインに総合建設業を営
む。特徴として、本荘国道７号、日本海東北道
の維持補修工事を担当している。
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・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
・人と無用な摩擦を避け、協力する。
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■その他
・資格取得の奨励・補助 　　　　　　　　荒磯橋橋梁工事 　　道の駅駐車場舗装工事

・会社見学は随時OK（事前連絡要）
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■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

　　工事部　工務課  平成14年入社　　　　　由利工業高校卒

工藤　隼
　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
す。自分は現在、国土交通省発注の国道維持工事に携わっております。日々の通
常維持業務に加えて、自然災害発生時などの緊急作業で大変な事もありますが、
地域の皆様のお役に立てるやりがいのある仕事だと思います。興味のある方は是
非一度会社見学に来てみてください。

会社の外観や主力事業の写真

総務部　総務課　田中
TEL.0184-22-3335
E-mail:soumu@miura-g.jp

■会社の特徴
昭和8年、三浦萬治が創業。
昭和24年、秋田県知事登録。
昭和４３年、株式会社三浦組として法人化。
現在、国(国交省)、秋田県、由利本荘市等の
発注する公共工事をメインに総合建設業を営
む。特徴として、本荘国道７号、日本海東北道
の維持補修工事を担当している。

　　　　　　　　日本海東北道損傷復旧工事 　　日本海東北道除雪作業

■求める人物像
・健康で明るく元気に働く。
・自分から挨拶し、約束を守る。
・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
・人と無用な摩擦を避け、協力する。
・人のお役に立てることを喜ぶ。

■その他
・資格取得の奨励・補助 　　　　　　　　荒磯橋橋梁工事 　　道の駅駐車場舗装工事

・会社見学は随時OK（事前連絡要）
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■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，０００万円　
■売上高／　9億円
■従業員数／　４０人（男３６人　女　４人）
■休日休暇／　４週８休制　　　
■年間休日数／　１１０日　他慶弔休暇、　　　
■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)／　高卒175,000円

　　工事部　工務課  平成14年入社　　　　　由利工業高校卒

工藤　隼
　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
す。自分は現在、国土交通省発注の国道維持工事に携わっております。日々の通
常維持業務に加えて、自然災害発生時などの緊急作業で大変な事もありますが、
地域の皆様のお役に立てるやりがいのある仕事だと思います。興味のある方は是
非一度会社見学に来てみてください。

会社の外観や主力事業の写真

総務部　総務課　田中
TEL.0184-22-3335
E-mail:soumu@miura-g.jp

■会社の特徴
昭和8年、三浦萬治が創業。
昭和24年、秋田県知事登録。
昭和４３年、株式会社三浦組として法人化。
現在、国(国交省)、秋田県、由利本荘市等の
発注する公共工事をメインに総合建設業を営
む。特徴として、本荘国道７号、日本海東北道
の維持補修工事を担当している。

　　　　　　　　日本海東北道損傷復旧工事 　　日本海東北道除雪作業

■求める人物像
・健康で明るく元気に働く。
・自分から挨拶し、約束を守る。
・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
・人と無用な摩擦を避け、協力する。
・人のお役に立てることを喜ぶ。

■その他
・資格取得の奨励・補助 　　　　　　　　荒磯橋橋梁工事 　　道の駅駐車場舗装工事
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■売上高／　9億円
■従業員数／　４０人（男３６人　女　４人）
■休日休暇／　４週８休制　　　
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■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒175,000円

　　工事部　工務課  平成14年入社　　　　　由利工業高校卒

工藤　隼
　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
す。自分は現在、国土交通省発注の国道維持工事に携わっております。日々の通
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■求める人物像
・健康で明るく元気に働く。
・自分から挨拶し、約束を守る。
・素直で好奇心を持ち、チャレンジする。
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　当社では道路や構造物の工事の他、道路の維持補修管理業務も行っておりま
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常維持業務に加えて、自然災害発生時などの緊急作業で大変な事もありますが、
地域の皆様のお役に立てるやりがいのある仕事だと思います。興味のある方は是
非一度会社見学に来てみてください。

会社の外観や主力事業の写真

総務部　総務課　田中
TEL.0184-22-3335
E-mail:soumu@miura-g.jp



78村岡建設工業（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

由  

利

由利本荘市

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

むらおかけんせつこうぎょう

■会社の特徴
大正３年４月に創業以来、明朗、融和、団結を旨として、
職員が一丸となって、働きやすい環境の整備・働きがいの
ある職場を作り、企業の発展と共に地域社会への貢献を
目指しております。

■求める人物像 ■その他
①明るく 元気で やる気のある生徒 社内は全面【禁煙】とし、職員の健康づくりの促進や
②コミュニケーション能力のある生徒 人材育成にも力を入れております。
③発想力の豊かな生徒 様々な資格の取得 チャレンジして見ませんか

工事名
通常砂防工事

令和3年5月　　完成

　　

西目高校卒

びっくりしました。完成した後は、私の携わった工事が自然の力で発電し、
地球温暖化対策に少しでも役にたっていると思うとこの仕事を選んでよかったと

感じております。

村岡建設工業 株式会社

〒０１５‐０８５２ 由利本荘市一番堰１８１番地
TEL.0184-22-0630 FAX.0184-24-5442
URL　　http://muraken.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　大正３年４月
■資本金／　６０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　６６人（男　６０人　女　６人）
■休日休暇／　会社の年間カレンダーによる　　　
■年間休日数／　１１０日　　　
■福利厚生／　保養施設有り（温泉施設）
■諸手当／　通勤手当、配置技術者手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円

　私が、入社して初めての現場が「由利本荘風力発電所建設工事」でした。

改めて基礎工事の規模の大きさや、生コンクリートの数量のボリュームの多さには

土木部 土木課  平成30年4月入社

三浦　賢大

総務部総務課　次長　　齋藤　仁
TEL.0184-22-0630
E-mail:hitoshi@muraken.co.jp

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
夏 〇 〇 〇 〇
冬



79 森建設工業（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

由  

利

にかほ市

■会社の特徴

■求める人物像

■その他
「男女イキイキ職場宣言事業所」　
「子どもの国づくり推進協定事業所」
「にかほ市消防団協力事業所」
秋田県由利地域振興局認定「道路サポート団体」
有給休暇取得率　８割

　　
工事部

　　　　　　もりけんせつこうぎょう

森建設工業 株式会社

〒018-0163 にかほ市象潟町長岡字向エ２１番地
TEL：0184-44-2311 FAX：0184-44-2848
URL　　http://morikk.co.jp

■主な業種／　総合建設業、農業(そば栽培)
■設立／　昭和51（１９７６）年６月２３日
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　31名（男　29名　女　2名）
■休日休暇／　日他（年間休日カレンダーによる）
■年間休日数／　103日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当
■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 170,000円

雄物川下流小山下流地区河道掘削外工事

県単道路除排雪作業業務委託

　前身の森組創業から92年、土木工事を主とした総合建設業としてインフラ整備等で社会に貢献してまいりまし
た。また農業者の高齢化・後継者不足による耕作放棄地が増えており、地域の声に応えるべく、平成29年度から
は建設業の技術・経験を活かし、休耕田を利用したそば栽培にチャレンジしております。

　社長はじめ全部署がワンフロアで業務している為、連携を取り
ながら迅速に対応できるのが当社の強みでもあります。
　社員育成の一環として業務に関する資格は入社後、取得でき
ます。未経験者はもちろん、更なるスキルアップも可能です。

1級土木施工管理技士(11名)　　1級管工事施工管理技士(4名)
1級造園施工管理技士(3名)　　1級舗装施工管理技術者(3名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか国家資格取得者 多数在籍

　建設業・農業に興味がある。新しい事にチャレンジすることが好
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　地元に貢献できる事にやりがいを感じこの仕事に就きました。入社当時は知識・経験
がなく不安でいっぱいでしたが社内研修にて基礎知識を学ぶことができ、現場に配属
されてからは上司・先輩方からアドバイスをいただいています。まだ失敗や分からない
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■初任給(諸手当除く)／　大卒１９３,３00円　　高卒１５８,２１９円

■会社の特徴
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　私は高校生の頃、建設業の仕事はきつくてとても大変だと思っ
ていました。
　しかし、現在は多くの仕事に携わり、後世に残るものを作ってい
るという実感ややりがいを感じています。
　ぜひこの魅力をともに体験して見ませんか？
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　ぜひこの魅力をともに体験して見ませんか？

オートバックス秋田店

新築工事

鳥海ダム工事事務所

庁舎建築工事

河川災害復旧工事

笹子川

猿倉花立線

災害防除工事

鷹巣治山工事

こっちゃけ 会社HP

総務部　　総務次長　　細矢
TEL.0184-55-2211
E-mail:info@yamashina1967.co.jp

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
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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やまゆうけんせつこうぎょう

2018年下浜道路施工状況

■求める人物像

日沿道：ワイヤーケーブル施工

　　

竹内　大遥 西目高校卒

山勇建設工業 株式会社

〒０１５－００８６ 由利本荘市館字中島231-1
TEL.0184-29-2344 FAX.0184-29-2047
URL　　https://www.youtube.com/watch?v=g2v3HkhOB-o

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和３２年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　７億円
■従業員数／　２８人（男　　２５人　女　　３人）
■休日休暇／　4週6休　　　
■年間休日数／　１００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１７０,000円　専門卒１６０,000円　高卒１５,７０００円

■会社の特徴

土木部　令和3年入社

　私が学生の頃は、建設業というのはとても大変な仕事だと
ばかり思っていましたが、実際に仕事をしてみて、建設業と
は地域の人々の生活に欠かせないとても大事な仕事だと感
じています。
　このような「建設業の魅力」を知ってほしいので、ぜひ一度
会社に見学に来てみませんか？

　公共土木工事を主体に、国土交通省、秋田県、由利本荘市の仕
事をしています。また、水道工事や河川維持業務・冬期の除排雪業
務を行っており地域の皆様が安心安全な生活が送れるよう日々努
力しております。　
　職員の年齢は40歳前後が最も多く、20歳前後も3人と若手が多
くなってきました。また、女性活躍推進企業として行動計画も策定済
みです。

興味が少しでもあるなら、ぜひ一緒に働いてみましょう！

総務営業部　労務担当　猪股恵里佳
TEL.018４－２９－２３４４
E-mail:info@yamayu-cons.co.jp
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■従業員数／　２８人（男　　２５人　女　　３人）
■休日休暇／　4週6休　　　
■年間休日数／　１００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１７０,000円　専門卒１６０,000円　高卒１５,７０００円

■会社の特徴

土木部　令和3年入社

　私が学生の頃は、建設業というのはとても大変な仕事だと
ばかり思っていましたが、実際に仕事をしてみて、建設業と
は地域の人々の生活に欠かせないとても大事な仕事だと感
じています。
　このような「建設業の魅力」を知ってほしいので、ぜひ一度
会社に見学に来てみませんか？

　公共土木工事を主体に、国土交通省、秋田県、由利本荘市の仕
事をしています。また、水道工事や河川維持業務・冬期の除排雪業
務を行っており地域の皆様が安心安全な生活が送れるよう日々努
力しております。　
　職員の年齢は40歳前後が最も多く、20歳前後も3人と若手が多
くなってきました。また、女性活躍推進企業として行動計画も策定済
みです。

興味が少しでもあるなら、ぜひ一緒に働いてみましょう！
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■初任給(諸手当除く)／　大卒１８０,000円　短大･高専卒１７０,000円　専門卒１６０,000円　高卒１５,７０００円

■会社の特徴

土木部　令和3年入社

　私が学生の頃は、建設業というのはとても大変な仕事だと
ばかり思っていましたが、実際に仕事をしてみて、建設業と
は地域の人々の生活に欠かせないとても大事な仕事だと感
じています。
　このような「建設業の魅力」を知ってほしいので、ぜひ一度
会社に見学に来てみませんか？

　公共土木工事を主体に、国土交通省、秋田県、由利本荘市の仕
事をしています。また、水道工事や河川維持業務・冬期の除排雪業
務を行っており地域の皆様が安心安全な生活が送れるよう日々努
力しております。　
　職員の年齢は40歳前後が最も多く、20歳前後も3人と若手が多
くなってきました。また、女性活躍推進企業として行動計画も策定済
みです。

興味が少しでもあるなら、ぜひ一緒に働いてみましょう！
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■売上高／　７億円
■従業員数／　２８人（男　　２５人　女　　３人）
■休日休暇／　4週6休　　　
■年間休日数／　１００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１７０,000円　専門卒１６０,000円　高卒１５,７０００円

■会社の特徴

土木部　令和3年入社

　私が学生の頃は、建設業というのはとても大変な仕事だと
ばかり思っていましたが、実際に仕事をしてみて、建設業と
は地域の人々の生活に欠かせないとても大事な仕事だと感
じています。
　このような「建設業の魅力」を知ってほしいので、ぜひ一度
会社に見学に来てみませんか？

　公共土木工事を主体に、国土交通省、秋田県、由利本荘市の仕
事をしています。また、水道工事や河川維持業務・冬期の除排雪業
務を行っており地域の皆様が安心安全な生活が送れるよう日々努
力しております。　
　職員の年齢は40歳前後が最も多く、20歳前後も3人と若手が多
くなってきました。また、女性活躍推進企業として行動計画も策定済
みです。

興味が少しでもあるなら、ぜひ一緒に働いてみましょう！

総務営業部　労務担当　猪股恵里佳
TEL.018４－２９－２３４４
E-mail:info@yamayu-cons.co.jp
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夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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〒０１５－００８６ 由利本荘市館字中島231-1
TEL.0184-29-2344 FAX.0184-29-2047
URL　　https://www.youtube.com/watch?v=g2v3HkhOB-o

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和３２年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　７億円
■従業員数／　２８人（男　　２５人　女　　３人）
■休日休暇／　4週6休　　　
■年間休日数／　１００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１７０,000円　専門卒１６０,000円　高卒１５,７０００円

■会社の特徴

土木部　令和3年入社

　私が学生の頃は、建設業というのはとても大変な仕事だと
ばかり思っていましたが、実際に仕事をしてみて、建設業と
は地域の人々の生活に欠かせないとても大事な仕事だと感
じています。
　このような「建設業の魅力」を知ってほしいので、ぜひ一度
会社に見学に来てみませんか？

　公共土木工事を主体に、国土交通省、秋田県、由利本荘市の仕
事をしています。また、水道工事や河川維持業務・冬期の除排雪業
務を行っており地域の皆様が安心安全な生活が送れるよう日々努
力しております。　
　職員の年齢は40歳前後が最も多く、20歳前後も3人と若手が多
くなってきました。また、女性活躍推進企業として行動計画も策定済
みです。

興味が少しでもあるなら、ぜひ一緒に働いてみましょう！

総務営業部　労務担当　猪股恵里佳
TEL.018４－２９－２３４４
E-mail:info@yamayu-cons.co.jp
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■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和３２年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　７億円
■従業員数／　２８人（男　　２５人　女　　３人）
■休日休暇／　4週6休　　　
■年間休日数／　１００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１７０,000円　専門卒１６０,000円　高卒１５,７０００円

■会社の特徴

土木部　令和3年入社

　私が学生の頃は、建設業というのはとても大変な仕事だと
ばかり思っていましたが、実際に仕事をしてみて、建設業と
は地域の人々の生活に欠かせないとても大事な仕事だと感
じています。
　このような「建設業の魅力」を知ってほしいので、ぜひ一度
会社に見学に来てみませんか？

　公共土木工事を主体に、国土交通省、秋田県、由利本荘市の仕
事をしています。また、水道工事や河川維持業務・冬期の除排雪業
務を行っており地域の皆様が安心安全な生活が送れるよう日々努
力しております。　
　職員の年齢は40歳前後が最も多く、20歳前後も3人と若手が多
くなってきました。また、女性活躍推進企業として行動計画も策定済
みです。

興味が少しでもあるなら、ぜひ一緒に働いてみましょう！
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