
37 （株）アキケン

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

秋
田
中
央

秋田市

　　

          あきけん

株式会社 アキケン

〒011-0951 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山6-16
TEL.018-847-0251 FAX.018-847-0314
URL　　https://www.akiken3e.jp/

■主な業種／　舗装土木
■創立／　昭和63年
■資本金／　4000万円　
■売上高／　11億円
■従業員数／　39人（男　34人　女　5人）
■休日休暇／　会社カレンダーによる　(4週7休）　　　
■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、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　専門卒185,000円　高卒170,000円～

工事部　平成6年入社

菊地　洋　　秋田工業高校卒

　私たちアキケンは秋田県全域で『道づくり』を基本に、道路・スポー
ツ施設工事などを展開しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「道」は地域経済を支える大切な基盤であるとともにそこに生活する
皆さんの安全・安心の礎として重要な役割を担っています。
道づくりを通してふるさと秋田に貢献できる事、苦労してつくった道路
が形として残る仕事にやりがいを感じます。

求める人物像
☞　ものづくりに興味がある
☞　現場管理業務に興味がある
☞　機械操作に興味がある
☞　秋田県内で働きたい

必要な資格取得は会社がバックアップします。
　※土木施工管理技士
　※機械施工管理技士
　※車両系建設機械の技能講習　など

秋田空港滑走路

冬季除雪作業

“企業理念３Ｅ”

＊豊かな自然環境の保全活動（Ecology movement）

＊自然・社会との調和（Environment）

＊お客様との信頼を深めるために進化（Evolution）

≪ 主要業務≫
　☞道路・駐車場、建築外構などの舗装工事
　☞傷んだ道路の舗装補修工事　除雪作業
　☞公園やスポーツ施設整備工事

総務求人担当　一ノ関　博美
TEL.018-847-0251
E-mail:kk.akiken@ab.auone-net.jp
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■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ

■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ

■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ

■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ

■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ

■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ

■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ
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■諸手当／ 出産祝い金（50万）、通勤手当、扶養手当

■会社の特徴 <飯島ふ頭用地造成工事>
業務は舗装工事、土木工事を主としており、大正10年に創業
し今年100周年を迎えました。「企業の基幹は人」をモットーに
社員の和こそ会社発展の最大の推進力だと思っております。
常に技術向上を目指し、良い仕事をして、信用を高める
事に努力し、あなたの足元を造っているのは私達です！
と誇りをもって頑張っています。

■求める人物像
男女問わず元気でやる気がある方大歓迎！！

<潟上アスコン（アスファルトプラント）>
■その他
・就業時間（変形労働時間制）
　　3月～10月　7：30～17：00　8時間/日
　　11月～2月　7：30～16：30　7時間30分/日
・資格取得・講習会等費用助成
・クラブ活動あり（野球、釣り他）

　　　　　　　　　　　         工務部　工務課  平成31年入社　　金足農業高校卒

           あきたれきせいけんせつ

秋田瀝青建設 株式会社

〒018‐1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地161
TEL.018-877-4103 FAX.018-877-6803
URL　　https://akitarekiseikensetsu.co.jp

■主な業種／ 建設業（舗装工事、土木工事）　
■創立／ 大正10年
■資本金／ 3000万円　
■売上高／ 12億円
■従業員数／ 33人（男　30人　女　3人）
■休日休暇／ 会社カレンダーによる
■年間休日数／ 101日　　　
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度

■初任給(諸手当除く)／ 大卒190,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒185,000円　高卒180,000円

　　　　　　　　我が社では「人の和」を大切にしており、社内コミュニケーションがとりやすい環境です。

　　　　　　　　就職するにあたって様々な不安があると思います。その不安を課題に変え、クリアして

　　　　　　　　次のステップに進めるようにインターシップや会社見学を行っていますので是非活用

　　　　　　　　してもらい、将来一緒に頑張っていける方をお待ちしております。

　　　伊藤　輝

専務取締役　斉藤　豊盛
TEL.018-877-4103
E-mail：s-toyomori@rekisei.ｊｐ



39 旭建設（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

秋
田
中
央

秋田市

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１ 1

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp

■会社の特徴
我が社の品質は、「長年培ってきた日々の経験と緻密な計算の
上に成り立つ事とし、一貫してなければならなく、あるべき姿と
現実との差異を明らかにし、精度を求める厳しさの中で培われ
る」を「ｍｏｔｔｏ」とし、社会資本の構築を担う者としてすべての
事業活動を通して、地球規模の環境負荷の軽減を図り、持続
可能な循環型社会システムの実現を目指し環境と調和のとれた
地域密着型企業として社会に貢献します。

■求める人物像 秋田工業高校グラウンド整備
・自身の成長を実感したい人
・チャレンジ精神を持っている人
・チームワークを大切に出来る人
・失敗をバネに出来る人

■地域貢献
・清掃ボランティア　・花壇の整備
・地域のお祭りの手伝い　・除雪

■その他 金足圃場整備 清掃ボランティア活動
・資格取得等全額援助制度があります。
・新人から大ベテランまで、互いに刺激を受けながら、ものづくりに励んでいます。

総務部　H31年入社

             あさひけんせつ

       旭建設 株式会社

〒０１１‐０９３６ 秋田市将軍野南四丁目８番２５号
TEL.018-８４５-１１９７ FAX.018-８４５-２５８０

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２，１００万円　
■売上高／　４億円
■従業員数／　２０人（男　１７人　女　３人）
■休日休暇／　日・隔週土
■年間休日数／　９５日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒175,000円　専門卒175,000円　高卒169,000円

安藤　優里 秋田工業高校卒
私は高校時代から建設業界で就職したいと考えており、様々な縁があってこの会
社に就職することが出来ました。
直接工事に関わることはありませんが、総務として縁の下の力持ちの役割を果た
すことにやりがいを感じながら、日々の業務に向き合っています。
また、技術者の方には普通高校出身者もたくさん在籍しています。未経験からの
スタートでも諸先輩方が丁寧に教えてくださいます。

総務部　・　安藤優里
TEL.018-８４５－１１９７
E-mail:info@asahikk.jp



40天喜建設（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

秋
田
中
央

男鹿市

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

　あまきけんせつ　

天喜建設 株式会社

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字大石館69-1
TEL.0185-25-2969 FAX.0185-25-2968
URL　　https://amaki-kensetsu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　8億円
■従業員数／　20人（男　17人　女　3人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　119日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、中退共　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒160,000円

大四郎沢地区復旧治山工事

カルバート工

       土木部　平成14年入社　　　　　　　　　金足農業高校卒

　                  私は土木部に所属しており様々な工事に従事してきました。同じ工
                 種で現場ごとに工法・環境も変わり大変な面もありますが、それだけ
                 やりがいがあり工事 を完工できた時の達成感が建設業の魅力だと
                 感じています。
　　　　　　　　  　　現場監督・現場作業の魅力を知ってほしいので一度見学に来てみ
　　　　　　　　　  ませんか？

　　        　斉藤　秀幸

■会社の特徴
　1972年創業、来年50周年を迎える老舗。
　総合建設業であり、県内各地で土木、建築、解体工事
等多くの現場をこなしています。若いうちから様々な業
務に携わることができ、自身のスキル、キャリアアップを
目指すことができます。

■求める人物像（学歴不問）
　当社では①素直②やる気がある③自分で考えて行動
できる人物
を求めています。わからないこと、できないことをほかの
人に教えてもらうことは決して恥ずかしいことではありま
せん。自分自身の能力をよく理解し、改善していくため
にはどうするか考えていけることが一番大切です。やる
気のある人間を決して独りにはせず、悩み事や壁にぶ
つかったときはみんなで一緒に考えます。あなたもそん
な会社の一員になってみませんか？

■その他
完全週休二日制、お盆休み、年末年始休暇
忘年会、社員旅行、バーベキュー大会等あり

営業部　・　佐藤　崇明
TEL.0185-25-2969
E-mail:s_taka@blue.ocn.ne.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



41 （株）板橋組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト
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男鹿市

■会社の特徴
　当社は旧若美町の頃より、古くから地域に根差し、地域密着型の建設企業
として、災害時における応急復旧活動をはじめ、地域ボランティアにも積極的
に参加し、住民との交流等、地域社会の一員として活動している会社です。
　最近ではドローン測量や空中撮影、さらにはＧＰＳによる３次元データを活用
したマシンコントロール技術等も利用し、若い技術者やオペレーターの育成に
も力を入れて取り組んでいます。

■求める人物像
　当社で求める人は以下3項目のみ。在学時の成績は不問です！

　 ①元気で明るい人
　 ②やる気のある人
　 ③屋外での仕事が嫌でない人

■その他
　当社は建設業の中でもいち早く働き方改革に取り組み、令和元年には秋田県知事より
「あきた子育て応援企業」として表彰されました。また、各種免許や資格についても意欲の
ある社員には会社より資格取得費用全額負担により、スキルアップの支援もしています。

　　　　　工事部 令和3年4月入社
　　　　  男鹿海洋高校卒　　　　　　　　男鹿工業高校卒

　　　　  　 社会人になって３ヶ月。何をしたら良いかも
　　　　   分からない毎日でしたが、先輩たちの優しい
　　　　   指導のおかげで毎日楽しく仕事をしています。
　　　　   測量機械や建設機械も凄い技術がいっぱい。
　　　　   僕たちの仲間になって一緒にやりませんか？

         いたばしぐみ

　株式会社 板橋組

〒０１０‐０４３１ 男鹿市払戸字大樋２０１番地３
TEL.0185-46-2827 FAX.0185-46-2153
URL　　http://www.itabashigumi.com

■主な業種／　総合建設業,石油販売業　
■創立／　昭和41年
■資本金／　２,１００万円
■売上高／　約10億円
■従業員数／　３８人（男 33人　女 5人）
■休日休暇／　当社休日カレンダーによる
■年間休日数／　105日
■福利厚生／　各種社会保険、育児･介護休暇等
■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230,000円　短大･高専卒210,000円　専門卒200,000円　高卒185,000円

  　　(左)かんた 　　(右)じょうじ

　　 畠山 寛多     高橋丈二

板橋組スタッフジャンパー

による施工

ドローンによる空中撮影

モーターグレーダ

バックホウ

総務部 (役職)総務部長　・　(氏名)畠山　尚
TEL.0185-46-2827
E-mail:itabashi@sirius.ocn.ne.jp

ICT建設機械
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問い合わせ先

秋
田
中
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秋田市

■最近の建造物

令和2年10月完成
秋田市　大森山動物園 サル舎新築

■会社の特徴
若い世代が多い会社です。
これからも積極的な人事活動を行いながら
社員の資格取得、子育て支援、企業としての
CRS活動の継続等に注力し続けます。

■求める人物像
明朗、快活、勤勉。 周囲から信頼される
人材を目指してほしいです。

　ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗ　　　　　　　ﾕｷﾋﾛ 青森県出身
八戸学院大学卒

  いとうこうぎょう

伊藤工業　株式会社　

〒010-1221 秋田市雄和平沢字舟津田78-1
TEL.018-886-2135 FAX.018-886-2749
URL　　http://www.ito-kogyo.jp/
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私が建設業にかかわることになったきっかけは、秋田ノーサ゛ンブレッツでした。就職する
において建設関係の業種は全く視野にありませんでしたが、ラグビーを通じて紹介をい
ただき企業訪問により進路を決めました。現在は少しづつですが仕事を担当し自分自
身の成長に喜びを感じております。
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■資本金／　3000万円　
■売上高／　20億円内外
■従業員数／　76人（男　64人　女　12人）
■休日休暇／　日曜・祝日・第2.4.5土曜　　　
■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190,000円　　専門卒180,000円　高卒170,000円

令和3年2月完成
　秋田市雄和　水沢橋
地方道路整備工事

土木部　　令和3年入社

野田頭　千博
私が建設業にかかわることになったきっかけは、秋田ノーサ゛ンブレッツでした。就職する
において建設関係の業種は全く視野にありませんでしたが、ラグビーを通じて紹介をい
ただき企業訪問により進路を決めました。現在は少しづつですが仕事を担当し自分自
身の成長に喜びを感じております。

総務部長・木谷　　総務課長　・斉藤
TEL.018-886-2135　E-mail:kitani@ito-kogyo.jp または shinya@ito-kogyo.jp
インターシップ・応募前会社見学　　可能

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ ２ 1 ２
Ｒ２ ２
Ｒ１ ３

インターン
シップ
受入

春
随時受け付けます。夏

冬
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秋田市

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.jp

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.jp

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.jp

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.jp

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.jp

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.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 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

馬踏川改修工事

■会社の特徴

　「社会資本の整備」「防災対策・災害復旧」「環境の保全」な
　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
 　若い人に技術を継承し、若い人を勇気づけ
   盛りあげていく社風があります。

雄物大橋橋梁補修工事

土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活

躍できる時代になっています。
  みなさんも一緒に働いてみませんか。

       えいめいこうむてん

株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２４年
■資本金／　３，８６０万円　
■売上高／　８億円
■従業員数／　３７人（男３５人　女　２人）
■休日休暇／　4週８休制　　　
■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192,000円　短大･高専卒176,000円　専門卒170,000円　高卒165,000円

    経験を積んで、土木施工管理技士・舗装管理技術者等、

  創業以来、官公庁工事を主体に信用第一、正確無比な工事とた
ゆまない技術の向上をモットーとし、「生活を豊かに、ゆとりの生活
を」目標に掲げ、夢のある人間社会と自然の調和を基本理念とし
ています。

佐藤　茜

常務取締役　　貝田　裕
TEL.018-862-6850
E-mail:eimei-12@eimei-const.jp

馬踏川改修工事

■会社の特徴
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　ど地域を守る活動に貢献しています。

■求める人物像
雄物川維持管理

必要な国家資格等の取得に挑戦して下さい。

■その他
　 明るくコミュニケーションにみちた職場です。
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土木部　工務課　平成３０年入社

秋田南高校卒

　私は、全く異なる業種からこの業界へ転職しました。また、子育て中ではありますが、
会社からの資格取得支援を受け、建設業経理士２級に合格することができました。

　 次は、２級土木施工管理技士を目指して日々勉強中です。
　　　　　　　 建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活  建設業は、工事が完成すると成果が実感できる仕事です。また、女性も建設業で活
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  みなさんも一緒に働いてみませんか。
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株式会社 英明工務店

〒０１０‐１６１５ 秋田市新屋船場町６番５３号

TEL.018-862-6850 FAX.018-862-5488
URL　　http://www.eimeiconst.com
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■会社の特徴

■求める人物像

　　
工務部　令和２年5月入社 平成高校卒

おかせいぐみ

株式会社 岡精組

〒019-2611 秋田市河辺戸島字ヲソノ１１番地
TEL.018-882-2143 FAX.018-882-2471
URL　　https://r.goope.jp/okasei/

■主な業種／ 建設業
■創立／　大正2年（1913年）
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　7.3億円
■従業員数／　18人（男16人　女2人）
■休日休暇／　変形労働時間制休日ｶﾚﾝﾀﾞｰによる　　　
■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195,000円　　短大･高専卒180,000円　　高卒170,000円

伊藤 有加
　私は以前、事務員として建設会社に就職しましたが、現場で働く人たちと接する機会
が多くなるにつれ、しだいに現場の仕事に興味を持つようになり、土木施工管理技士
を目指したいと思うようになりました。この会社に入社し、現場で経験を積みながら、先
輩のアドバイスや会社のバックアップを受けて、今年2月に2級土木施工管理技士の
資格を取得することができました。
　少しでも土木建設業に興味のある方は、いつでも現場見学を歓迎します。

　 秋田の土木工事を手掛けて100有余年。道をつくり、

橋を架け、街をつくりながら常に秋田の自然と人々の暮

らしを見つめてきました。経験と実績に裏付けられたノ

ウハウを最新の技術に生かし、信頼される秋田の企業

を目指してまいります。
  新川橋道橋梁第1号

市道川尻新屋線新川橋架替工事（下部工）令和元年3月完成

市道川尻新屋線新川橋架替工事（床版･橋面工）令和2年11月完成

　 将来、土木施工管理の技術者を目指し、若手技術者

として当社の担い手となり、ともに郷土秋田の発展に寄

与する意欲ある方を求めています。

生鼻崎トンネル（男鹿市脇本脇本七沢）

道路災害関連工事 30-KD10-40  令和2年3月完成

道路災害関連工事 01-KD10-40  令和2年9月完成

総務部人事課　担当者：及川・播磨屋
TEL.018-882-2143
E-mail : okseikum@poplar.ocn.ne.jp
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■求める人物像

　　
工務部　令和２年5月入社 平成高校卒

おかせいぐみ

株式会社 岡精組

〒019-2611 秋田市河辺戸島字ヲソノ１１番地
TEL.018-882-2143 FAX.018-882-2471
URL　　https://r.goope.jp/okasei/

■主な業種／ 建設業
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■売上高／　7.3億円
■従業員数／　18人（男16人　女2人）
■休日休暇／　変形労働時間制休日ｶﾚﾝﾀﾞｰによる　　　
■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195,000円　　短大･高専卒180,000円　　高卒170,000円

伊藤 有加
　私は以前、事務員として建設会社に就職しましたが、現場で働く人たちと接する機会
が多くなるにつれ、しだいに現場の仕事に興味を持つようになり、土木施工管理技士
を目指したいと思うようになりました。この会社に入社し、現場で経験を積みながら、先
輩のアドバイスや会社のバックアップを受けて、今年2月に2級土木施工管理技士の
資格を取得することができました。
　少しでも土木建設業に興味のある方は、いつでも現場見学を歓迎します。

　 秋田の土木工事を手掛けて100有余年。道をつくり、

橋を架け、街をつくりながら常に秋田の自然と人々の暮
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を目指してまいります。
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市道川尻新屋線新川橋架替工事（床版･橋面工）令和2年11月完成

　 将来、土木施工管理の技術者を目指し、若手技術者

として当社の担い手となり、ともに郷土秋田の発展に寄

与する意欲ある方を求めています。
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45 （株）加賀屋組
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生徒･学生の皆さんへのメッセージ
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秋
田
中
央

秋田市

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
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■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.co.jp

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
■創業／　昭和25年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.co.jp

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
■創業／　昭和25年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.co.jp

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
■創業／　昭和25年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.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

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
■創業／　昭和25年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.co.jp

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
■創業／　昭和25年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.co.jp

■会社の特徴
　　昭和25年創業。
　　秋田市中央に位置し、地元と共に成長してきました。
　　生活を支えるインフラ整備として土木業・水道業を中心に、
　　安心と信頼をモットーに誠心誠意、
　　お客様にご満足いただけるよう事業を推進しております。

　　また、地域密着型企業として社会に貢献するために、
「社会環境保護の充実のための技術向上」
「施工業務の環境保全」

　　を目標とし、地域との調和及び安全・環境に配慮し、
　　お客様が満足感を得られる品質の提供に努めております。

■求める人物像
　　明るく、前向きで、ガッツのある方
　　地元のライフライン・インフラを支えたい方

■その他
　　インターンシップ受入、会社・現場見学受入、
　　資格取得助成　など 農地集積加速化基盤整備工事

　　
　　工事部　平成18年度入社

秋田工業高校卒

　私が高校生の頃、自分の手で施工し将来に残る物を作ってみたい
と思っていましたが、今では水道工事など生活に欠かせない重要な
ライフラインの整備に携わり、地域に必要不可欠な仕事だと感じてい
ます。一度会社見学をして、『土木の魅力』を感じてほしいです。

         かがやぐみ

株式会社 加賀屋組

〒010-0941 秋田市川尻町字中島２１２-１
TEL.018-823-2222 FAX.018-865-1779
URL　　https://www.kagayagumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業（土木・水道施設 ほか）　
■創業／　昭和25年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　20人（男　19人、　女　1人）
■休日休暇／　日曜、祝日、第１・第３を除く土曜
■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200,000円　短大･高専卒190,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

駅東 土地区画整理事業

備後　靖弘

加賀屋組 車両群

総務部　　中津　真人（なかつ　まこと）
TEL.018-823-2222
E-mail:kagayagumi@kagayagumi.co.jp



46（株）加藤組

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

秋
田
中
央

男鹿市

■会社の特徴
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■その他
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TEL.0185-25-3001
E-mail:soumu@katogumi-oga.co.jp

■会社の特徴
当社は創業時より地域に密着した企業を目指し、 加藤杯柔道大会 加藤杯少年野球大会

また青少年の健全な育成のため、

昭和48年より全県柔道大会、

少年野球大会を毎年開催しております。

■求める人物像
きちんと相手の話を聞き、自分の言葉で話せる

力を身に着けてほしい。話すことは、どんな仕事

をする上でも武器となります。そのためには、学生

のうちから外部の人と積極的に話す機会をつくり、 職場体験

慣れてもらうことが大切だと考えています。

港湾整備工事
■その他

現場見学会やインターンシップなど実際の現場に
足を運ぶ機会がたくさんあります。それは

「こんなに大きなものを作れるのか」と、建設業の
魅力に直接触れる貴重な機会です。社会で求められる「生きる力」を鍛えながら

目標を持ち、自分で選択して将来へ進んでいける力を育てて下さい。

土木部土木課主任  平成26年入社

       かとうぐみ

株式会社 加藤組

〒010-0342 男鹿市脇本脇本字向山18-6
TEL.0185-25-3001 FAX.0185-25-2234

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和14年
■資本金／　9，000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　37人　女　3人）
■休日休暇／　夏季・年末休暇他　
■年間休日数／　95日(会社カレンダーによる)　　　
■福利厚生／　社会保険(雇用、健康、介護、労災等)
■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200,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

男鹿海洋高校卒
髙森　了

　何でもいいので、沢山経験することが大事だと思います。時間はたくさんあると思う

ので、旅行に沢山行くでも、ボランティアに参加するのでもいいです。家と学校の往

復だけではもったいないです（私がそうでした）。

　また、目標を持って何かに取り組んだり、継続して努力したり、ただ淡々と毎日を過

ごすのではなく、意味のある中身の濃い学生生活を送って下さい。応援しています。

総務企画部　（次長）　・　（伊東　俊博）
TEL.0185-25-3001
E-mail:soumu@katogumi-oga.co.jp

■会社の特徴
当社は創業時より地域に密着した企業を目指し、 加藤杯柔道大会 加藤杯少年野球大会

また青少年の健全な育成のため、

昭和48年より全県柔道大会、

少年野球大会を毎年開催しております。

■求める人物像
きちんと相手の話を聞き、自分の言葉で話せる

力を身に着けてほしい。話すことは、どんな仕事

をする上でも武器となります。そのためには、学生

のうちから外部の人と積極的に話す機会をつくり、 職場体験

慣れてもらうことが大切だと考えています。

港湾整備工事
■その他

現場見学会やインターンシップなど実際の現場に
足を運ぶ機会がたくさんあります。それは

「こんなに大きなものを作れるのか」と、建設業の
魅力に直接触れる貴重な機会です。社会で求められる「生きる力」を鍛えながら

目標を持ち、自分で選択して将来へ進んでいける力を育てて下さい。

土木部土木課主任  平成26年入社

       かとうぐみ

株式会社 加藤組

〒010-0342 男鹿市脇本脇本字向山18-6
TEL.0185-25-3001 FAX.0185-25-2234

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　昭和14年
■資本金／　9，000万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／　40人（男　37人　女　3人）
■休日休暇／　夏季・年末休暇他　
■年間休日数／　95日(会社カレンダーによる)　　　
■福利厚生／　社会保険(雇用、健康、介護、労災等)
■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200,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

男鹿海洋高校卒
髙森　了

　何でもいいので、沢山経験することが大事だと思います。時間はたくさんあると思う

ので、旅行に沢山行くでも、ボランティアに参加するのでもいいです。家と学校の往

復だけではもったいないです（私がそうでした）。

　また、目標を持って何かに取り組んだり、継続して努力したり、ただ淡々と毎日を過

ごすのではなく、意味のある中身の濃い学生生活を送って下さい。応援しています。

総務企画部　（次長）　・　（伊東　俊博）
TEL.0185-25-3001
E-mail:soumu@katogumi-oga.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 3
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



47 （株）加藤建設

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

秋
田
中
央

男鹿市

■会社の特徴

■事業内容

※佐藤心・秋田空港管理棟前で測量中
■求める人物像

工事部　令和3年入社 大東文化大学経営学部経営学科2021.3卒
秋田県立金足農業高等学校　環境土木科2017.3卒

         かとうけんせつ

株式会社　加藤建設

〒010-0431 男鹿市払戸字大樋１６－１
TEL.0185-46-3105 FAX.0185-46-3106
URL　　httpｓ://katokensetu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和32年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　48人（男43人　女　5人）
■休日休暇／　年間カレンダー（7.5時間勤務／日）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　企業型確定拠出年金（401K）
■諸手当／各公的資格受検時費用会社負担制度
■初任給(諸手当除く)／　大卒223,000円　短大･高専卒203,000円　　高卒183,000円

秋田ノーザンブレッツ試合会場にて

　技術職（現場監督）・技能職（現場作業員）10～20代13名と、若手社員が多く、不安や仕事の悩みを相談しあえ
る「風通しの良い会社」で先輩社員もマメに面倒を見ている社風です。技術職員には20代の女性が2名在籍して
おり、社を挙げて女性も建設現場で活躍できる環境づくりに取り組んでいます。今年度より年間休日が大幅に増加
し社員の働きやすさの向上につながっています。社員の中には秋田ノーザンブレッツに所属する者やボート競技で国
体出場者もおり、会社としてもトップアスリートの支援を行っております。

　当社では素直な人物を求めています。なぜなら、素直な人は周囲のアドバイスや助力を受け入れ、それを糧として
成長できる人だからです。そういう人は経験を重ねるうちに自然と友好的な人間関係も築くことができ、ひいては現
場での仕事もスムーズに進めることができるようになるからです。素直な人求む！

サ ト ウ        シ ン

佐藤　心

　国や秋田県発注の公共工事を主たる事業としていま
す。海上工事も多く受注しており、今年4月には最新式
の起重機船を新造し、秋田沖での洋上風力発電事業
にも参画しております。国や県の発注工事において各
種表彰を受けており、特に秋田県においては優良工事
表彰を5年連続受賞するなど社外の評価も高く、確固
たる経営基盤を確立しています。

 私は高校、大学とラグビー部に所属していました。建設業は多くの方と関わる職
業なので、部活動で培ったコミュニケーション能力が役立ちました。
 高校は土木科でしたが、大学は、文系と4年間土木から離れました。4年前のこと
ができるかと就職時不安でしたが、分からない事をわかりやすく指導してくださる
先輩方がたくさんいるので、自分が日々成長できていると実感します。
今度は私が先輩になり、自分が学んだことを後輩たちに伝えていきたいです。

総務部　（次長）・　（鎌田　均）
TEL.0185-46-3105
E-mail:soumubu@katokensetu.co.jp

■会社の特徴

■事業内容

※佐藤心・秋田空港管理棟前で測量中
■求める人物像

工事部　令和3年入社 大東文化大学経営学部経営学科2021.3卒
秋田県立金足農業高等学校　環境土木科2017.3卒

         かとうけんせつ

株式会社　加藤建設

〒010-0431 男鹿市払戸字大樋１６－１
TEL.0185-46-3105 FAX.0185-46-3106
URL　　httpｓ://katokensetu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和32年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　48人（男43人　女　5人）
■休日休暇／　年間カレンダー（7.5時間勤務／日）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　企業型確定拠出年金（401K）
■諸手当／各公的資格受検時費用会社負担制度
■初任給(諸手当除く)／　大卒223,000円　短大･高専卒203,000円　　高卒183,000円

秋田ノーザンブレッツ試合会場にて

　技術職（現場監督）・技能職（現場作業員）10～20代13名と、若手社員が多く、不安や仕事の悩みを相談しあえ
る「風通しの良い会社」で先輩社員もマメに面倒を見ている社風です。技術職員には20代の女性が2名在籍して
おり、社を挙げて女性も建設現場で活躍できる環境づくりに取り組んでいます。今年度より年間休日が大幅に増加
し社員の働きやすさの向上につながっています。社員の中には秋田ノーザンブレッツに所属する者やボート競技で国
体出場者もおり、会社としてもトップアスリートの支援を行っております。

　当社では素直な人物を求めています。なぜなら、素直な人は周囲のアドバイスや助力を受け入れ、それを糧として
成長できる人だからです。そういう人は経験を重ねるうちに自然と友好的な人間関係も築くことができ、ひいては現
場での仕事もスムーズに進めることができるようになるからです。素直な人求む！

サ ト ウ        シ ン

佐藤　心

　国や秋田県発注の公共工事を主たる事業としていま
す。海上工事も多く受注しており、今年4月には最新式
の起重機船を新造し、秋田沖での洋上風力発電事業
にも参画しております。国や県の発注工事において各
種表彰を受けており、特に秋田県においては優良工事
表彰を5年連続受賞するなど社外の評価も高く、確固
たる経営基盤を確立しています。

 私は高校、大学とラグビー部に所属していました。建設業は多くの方と関わる職
業なので、部活動で培ったコミュニケーション能力が役立ちました。
 高校は土木科でしたが、大学は、文系と4年間土木から離れました。4年前のこと
ができるかと就職時不安でしたが、分からない事をわかりやすく指導してくださる
先輩方がたくさんいるので、自分が日々成長できていると実感します。
今度は私が先輩になり、自分が学んだことを後輩たちに伝えていきたいです。

総務部　（次長）・　（鎌田　均）
TEL.0185-46-3105
E-mail:soumubu@katokensetu.co.jp

■会社の特徴

■事業内容

※佐藤心・秋田空港管理棟前で測量中
■求める人物像

工事部　令和3年入社 大東文化大学経営学部経営学科2021.3卒
秋田県立金足農業高等学校　環境土木科2017.3卒

         かとうけんせつ

株式会社　加藤建設

〒010-0431 男鹿市払戸字大樋１６－１
TEL.0185-46-3105 FAX.0185-46-3106
URL　　httpｓ://katokensetu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和32年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　48人（男43人　女　5人）
■休日休暇／　年間カレンダー（7.5時間勤務／日）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　企業型確定拠出年金（401K）
■諸手当／各公的資格受検時費用会社負担制度
■初任給(諸手当除く)／　大卒223,000円　短大･高専卒203,000円　　高卒183,000円

秋田ノーザンブレッツ試合会場にて

　技術職（現場監督）・技能職（現場作業員）10～20代13名と、若手社員が多く、不安や仕事の悩みを相談しあえ
る「風通しの良い会社」で先輩社員もマメに面倒を見ている社風です。技術職員には20代の女性が2名在籍して
おり、社を挙げて女性も建設現場で活躍できる環境づくりに取り組んでいます。今年度より年間休日が大幅に増加
し社員の働きやすさの向上につながっています。社員の中には秋田ノーザンブレッツに所属する者やボート競技で国
体出場者もおり、会社としてもトップアスリートの支援を行っております。

　当社では素直な人物を求めています。なぜなら、素直な人は周囲のアドバイスや助力を受け入れ、それを糧として
成長できる人だからです。そういう人は経験を重ねるうちに自然と友好的な人間関係も築くことができ、ひいては現
場での仕事もスムーズに進めることができるようになるからです。素直な人求む！

サ ト ウ        シ ン

佐藤　心

　国や秋田県発注の公共工事を主たる事業としていま
す。海上工事も多く受注しており、今年4月には最新式
の起重機船を新造し、秋田沖での洋上風力発電事業
にも参画しております。国や県の発注工事において各
種表彰を受けており、特に秋田県においては優良工事
表彰を5年連続受賞するなど社外の評価も高く、確固
たる経営基盤を確立しています。

 私は高校、大学とラグビー部に所属していました。建設業は多くの方と関わる職
業なので、部活動で培ったコミュニケーション能力が役立ちました。
 高校は土木科でしたが、大学は、文系と4年間土木から離れました。4年前のこと
ができるかと就職時不安でしたが、分からない事をわかりやすく指導してくださる
先輩方がたくさんいるので、自分が日々成長できていると実感します。
今度は私が先輩になり、自分が学んだことを後輩たちに伝えていきたいです。

総務部　（次長）・　（鎌田　均）
TEL.0185-46-3105
E-mail:soumubu@katokensetu.co.jp

■会社の特徴

■事業内容

※佐藤心・秋田空港管理棟前で測量中
■求める人物像

工事部　令和3年入社 大東文化大学経営学部経営学科2021.3卒
秋田県立金足農業高等学校　環境土木科2017.3卒

         かとうけんせつ

株式会社　加藤建設

〒010-0431 男鹿市払戸字大樋１６－１
TEL.0185-46-3105 FAX.0185-46-3106
URL　　httpｓ://katokensetu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和32年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　48人（男43人　女　5人）
■休日休暇／　年間カレンダー（7.5時間勤務／日）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　企業型確定拠出年金（401K）
■諸手当／各公的資格受検時費用会社負担制度
■初任給(諸手当除く)／　大卒223,000円　短大･高専卒203,000円　　高卒183,000円

秋田ノーザンブレッツ試合会場にて

　技術職（現場監督）・技能職（現場作業員）10～20代13名と、若手社員が多く、不安や仕事の悩みを相談しあえ
る「風通しの良い会社」で先輩社員もマメに面倒を見ている社風です。技術職員には20代の女性が2名在籍して
おり、社を挙げて女性も建設現場で活躍できる環境づくりに取り組んでいます。今年度より年間休日が大幅に増加
し社員の働きやすさの向上につながっています。社員の中には秋田ノーザンブレッツに所属する者やボート競技で国
体出場者もおり、会社としてもトップアスリートの支援を行っております。

　当社では素直な人物を求めています。なぜなら、素直な人は周囲のアドバイスや助力を受け入れ、それを糧として
成長できる人だからです。そういう人は経験を重ねるうちに自然と友好的な人間関係も築くことができ、ひいては現
場での仕事もスムーズに進めることができるようになるからです。素直な人求む！

サ ト ウ        シ ン

佐藤　心

　国や秋田県発注の公共工事を主たる事業としていま
す。海上工事も多く受注しており、今年4月には最新式
の起重機船を新造し、秋田沖での洋上風力発電事業
にも参画しております。国や県の発注工事において各
種表彰を受けており、特に秋田県においては優良工事
表彰を5年連続受賞するなど社外の評価も高く、確固
たる経営基盤を確立しています。

 私は高校、大学とラグビー部に所属していました。建設業は多くの方と関わる職
業なので、部活動で培ったコミュニケーション能力が役立ちました。
 高校は土木科でしたが、大学は、文系と4年間土木から離れました。4年前のこと
ができるかと就職時不安でしたが、分からない事をわかりやすく指導してくださる
先輩方がたくさんいるので、自分が日々成長できていると実感します。
今度は私が先輩になり、自分が学んだことを後輩たちに伝えていきたいです。

総務部　（次長）・　（鎌田　均）
TEL.0185-46-3105
E-mail:soumubu@katokensetu.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1 2
Ｒ２ 1 2
Ｒ１ 1

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇
冬

■会社の特徴

■事業内容

※佐藤心・秋田空港管理棟前で測量中
■求める人物像

工事部　令和3年入社 大東文化大学経営学部経営学科2021.3卒
秋田県立金足農業高等学校　環境土木科2017.3卒

         かとうけんせつ

株式会社　加藤建設

〒010-0431 男鹿市払戸字大樋１６－１
TEL.0185-46-3105 FAX.0185-46-3106
URL　　httpｓ://katokensetu.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和32年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　48人（男43人　女　5人）
■休日休暇／　年間カレンダー（7.5時間勤務／日）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　企業型確定拠出年金（401K）
■諸手当／各公的資格受検時費用会社負担制度
■初任給(諸手当除く)／　大卒223,000円　短大･高専卒203,000円　　高卒183,000円

秋田ノーザンブレッツ試合会場にて

　技術職（現場監督）・技能職（現場作業員）10～20代13名と、若手社員が多く、不安や仕事の悩みを相談しあえ
る「風通しの良い会社」で先輩社員もマメに面倒を見ている社風です。技術職員には20代の女性が2名在籍して
おり、社を挙げて女性も建設現場で活躍できる環境づくりに取り組んでいます。今年度より年間休日が大幅に増加
し社員の働きやすさの向上につながっています。社員の中には秋田ノーザンブレッツに所属する者やボート競技で国
体出場者もおり、会社としてもトップアスリートの支援を行っております。

　当社では素直な人物を求めています。なぜなら、素直な人は周囲のアドバイスや助力を受け入れ、それを糧として
成長できる人だからです。そういう人は経験を重ねるうちに自然と友好的な人間関係も築くことができ、ひいては現
場での仕事もスムーズに進めることができるようになるからです。素直な人求む！

サ ト ウ        シ ン

佐藤　心

　国や秋田県発注の公共工事を主たる事業としていま
す。海上工事も多く受注しており、今年4月には最新式
の起重機船を新造し、秋田沖での洋上風力発電事業
にも参画しております。国や県の発注工事において各
種表彰を受けており、特に秋田県においては優良工事
表彰を5年連続受賞するなど社外の評価も高く、確固
たる経営基盤を確立しています。

 私は高校、大学とラグビー部に所属していました。建設業は多くの方と関わる職
業なので、部活動で培ったコミュニケーション能力が役立ちました。
 高校は土木科でしたが、大学は、文系と4年間土木から離れました。4年前のこと
ができるかと就職時不安でしたが、分からない事をわかりやすく指導してくださる
先輩方がたくさんいるので、自分が日々成長できていると実感します。
今度は私が先輩になり、自分が学んだことを後輩たちに伝えていきたいです。

総務部　（次長）・　（鎌田　均）
TEL.0185-46-3105
E-mail:soumubu@katokensetu.co.jp
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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

秋
田
中
央

秋田市

　　HAPPY給付金制度（会社に幸せを創出した人に、社長の独断と偏見でポケットマネーより支給）

　　
工事部　土木課　2020年入社

〒010-0916 秋田市泉北3丁目4-20
TEL.018-862-7947 FAX.018-862-5667
URL　　http://kato-construction.co.jp/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和３３年
■資本金／　２６００万円　
■売上高／　46億円
■従業員数／　４２人（男３２人　女１０人）
■休日休暇／　第一土曜日を除く土日祝日、他
■年間休日数／　約１１5日　　　
■福利厚生／　資格取得応援団長常駐！！

■初任給(諸手当除く)／　180，000円（高校卒）

■会社の特徴

藤原　光星　ノースアジア大学卒

普通科で建築の知識が無い私でも楽しく働けているのは、私をサポートしてくれる

かっこいい先輩方がいるからです。この会社に入って、自身が幸せでないとお客様の

幸せを創造することはできないということを学びました。
　つく

私たちと一緒にお客様の幸せと自身の幸せを建設っていきませんか!?

加藤建設
JINちゃんねる

元警視庁本部の刑事とUCLAコンピュータサイエンス学部卒のアメリカ人
ITコンサルタントが、全国ワーストだらけの秋田県で建設業へ転職！！
数々の修羅場を超えてきた異色の経験を持つ2人だからこそ見える真実。
建設業を志す次世代の担い手の皆さん、どれだけ誇りまみれの職業か
伝えさせてください。皆さんが建設る未来が日本の未来を創造します。

　　　　加藤建設ＪＩＮちゃんねる００５
　　　　　　　　　　　　　 配信中です▶
　　　　チャンネル登録と高評価 ボタン
　　　　　　　　よろしくお願いします!!

代表取締役社長　村上　仁志 （お気軽にお問い合わせください！！）
TEL.018-862-7947
E-mail:h-murakami@kato-construction.co.jp
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■従業員数／　４２人（男３２人　女１０人）
■休日休暇／　第一土曜日を除く土日祝日、他
■年間休日数／　約１１5日　　　
■福利厚生／　資格取得応援団長常駐！！

■初任給(諸手当除く)／　180，000円（高校卒）

■会社の特徴

藤原　光星　ノースアジア大学卒

普通科で建築の知識が無い私でも楽しく働けているのは、私をサポートしてくれる

かっこいい先輩方がいるからです。この会社に入って、自身が幸せでないとお客様の

幸せを創造することはできないということを学びました。
　つく

私たちと一緒にお客様の幸せと自身の幸せを建設っていきませんか!?

加藤建設
JINちゃんねる

元警視庁本部の刑事とUCLAコンピュータサイエンス学部卒のアメリカ人
ITコンサルタントが、全国ワーストだらけの秋田県で建設業へ転職！！
数々の修羅場を超えてきた異色の経験を持つ2人だからこそ見える真実。
建設業を志す次世代の担い手の皆さん、どれだけ誇りまみれの職業か
伝えさせてください。皆さんが建設る未来が日本の未来を創造します。

　　　　加藤建設ＪＩＮちゃんねる００５
　　　　　　　　　　　　　 配信中です▶
　　　　チャンネル登録と高評価 ボタン
　　　　　　　　よろしくお願いします!!

代表取締役社長　村上　仁志 （お気軽にお問い合わせください！！）
TEL.018-862-7947
E-mail:h-murakami@kato-construction.co.jp

　　HAPPY給付金制度（会社に幸せを創出した人に、社長の独断と偏見でポケットマネーより支給）

　　
工事部　土木課　2020年入社

〒010-0916 秋田市泉北3丁目4-20
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49 （株）寒風

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

秋
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央

男鹿市

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 1
Ｒ１
春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
・寒風山の男鹿石の採取から加工・石積みまでをすべて自社で行う全国的にも
　数少ない会社で、皇居や首相官邸などの知名度の高い工事にも携わっています。

・地元のインフラ整備をメインとする土木工事、県外での実績も多い石工事のほか
　ご家族向けのお墓や仏壇の販売など多くの事業に取り組んでいます。

・「ここが自分が担当した道路だよ」「業者と協力しながら完成させたトンネルだよ」
　などと家族や友人にも自慢できます。また、文化財など長きにわたって人々の目に
　触れるような仕事にも携わることができるのがこの仕事の魅力です。

■求める人物像
“モノづくりは、まず人づくりから”　ー挨拶、掃除の励行ー
良いモノづくりを目指すには、人づくりが大切です。人として当たり前の挨拶や清掃
ができるからこそ、良いモノを創ることができると私たちは考えています。
自分の成果が形として残る、モノづくりに興味があれば特別な経験は問いません。
入社してからの現場での多くの経験が成長への一番の近道です。

■その他
年間休日のほか有給休暇も取得しやすい環境です。「子どもの行事」
「地域のお祭り」「母校の野球応援」など休暇の理由はさまざまです。
社員は釣りやゴルフ、バーベキューなど男鹿の豊かな自然を活かした趣味を楽しんでいます。

　　
土木部　令和２年入社

男鹿工業高校卒

寒風HP こっちゃけ Facebook 　　Twitter

     かんぷう

株式会社 寒風

〒010‐0342 男鹿市脇本脇本字前野１－１
TEL.0185-25-2222 FAX.0185-25-2223
URL　　http://kanpu-oga.jp/

■主な業種／　総合建設業、採石業、小売業
■創立／　昭和21年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　13.9億円（R3.6決算）
■従業員数／　56人（男　50　人　女　6　人）
■休日休暇／　4週7休　他　お盆休暇/年末休暇
■年間休日数／　100日　他有給休暇最低5日取得
■福利厚生／　社会保険完備／厚生年金
■諸手当／　通勤手当、夜勤手当、残業手当　等
■初任給(諸手当除く)／　【土木技術者】大卒185,000円　高卒170,000円　【建設技能者】160,000円

皇居中之門(東京都千代田区)

生鼻崎トンネル（男鹿市）

高校で学んだ知識や技能を活かした仕事をしたいと考える中で、地域に無く
てはならない企業を目指す寒風を知り、自分も地元に貢献したいという想いで
入社しました。担当する護岸工事の現場では先輩社員のもとで任される仕事も
増え、責任がある中でもやりがいを感じています。

　　　　Instagram

新卒　　　　　　　
採用実績　　　　

人数
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シップ　　　　　　　　　
受入

加藤　英人

会社の外観や主力事業の写真
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■主な業種／　総合建設業、採石業、小売業
■創立／　昭和21年
■資本金／　3,000万円　
■売上高／　13.9億円（R3.6決算）
■従業員数／　56人（男　50　人　女　6　人）
■休日休暇／　4週7休　他　お盆休暇/年末休暇
■年間休日数／　100日　他有給休暇最低5日取得
■福利厚生／　社会保険完備／厚生年金
■諸手当／　通勤手当、夜勤手当、残業手当　等
■初任給(諸手当除く)／　【土木技術者】大卒185,000円　高卒170,000円　【建設技能者】160,000円

皇居中之門(東京都千代田区)

生鼻崎トンネル（男鹿市）

高校で学んだ知識や技能を活かした仕事をしたいと考える中で、地域に無く
てはならない企業を目指す寒風を知り、自分も地元に貢献したいという想いで
入社しました。担当する護岸工事の現場では先輩社員のもとで任される仕事も
増え、責任がある中でもやりがいを感じています。
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取締役　社長室長   　菅原　広大
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E-mail:koudai@kanpu.co.jp
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春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
・寒風山の男鹿石の採取から加工・石積みまでをすべて自社で行う全国的にも
　数少ない会社で、皇居や首相官邸などの知名度の高い工事にも携わっています。

・地元のインフラ整備をメインとする土木工事、県外での実績も多い石工事のほか
　ご家族向けのお墓や仏壇の販売など多くの事業に取り組んでいます。

・「ここが自分が担当した道路だよ」「業者と協力しながら完成させたトンネルだよ」
　などと家族や友人にも自慢できます。また、文化財など長きにわたって人々の目に
　触れるような仕事にも携わることができるのがこの仕事の魅力です。
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“モノづくりは、まず人づくりから”　ー挨拶、掃除の励行ー
良いモノづくりを目指すには、人づくりが大切です。人として当たり前の挨拶や清掃
ができるからこそ、良いモノを創ることができると私たちは考えています。
自分の成果が形として残る、モノづくりに興味があれば特別な経験は問いません。
入社してからの現場での多くの経験が成長への一番の近道です。

■その他
年間休日のほか有給休暇も取得しやすい環境です。「子どもの行事」
「地域のお祭り」「母校の野球応援」など休暇の理由はさまざまです。
社員は釣りやゴルフ、バーベキューなど男鹿の豊かな自然を活かした趣味を楽しんでいます。
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<R2　五城目署昭和交番新築>

<R2　大住小大規模改造>

　　
　　工事部　  平成28年入社 秋田建築デザイン専門学校卒

　私は幼い頃から工作が好きで、建築を通して社会に貢献したいと思いこの仕事に就きまし

た。建設業はただ建物を建てるだけではなく、より豊かな生活を提供する仕事でもあります。

現場の仕事は様々な困難に直面することもありますが、その分完成時の達成感は素晴らし

いもので、とてもやりがいのある仕事です。一緒により良い街づくりを目指してみませんか。

       こみなみこうむてん

株式会社 小南工務店

〒010‐0951 秋田市山王一丁目8-14
TEL.018-823-4602 FAX.018-862-3717
URL　　http://www.kominami-akita.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和43年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　11人（男8人　女3人）
■休日休暇／　完全週休二日制、夏季年末休暇　　　
■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、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円～

　　　佐藤　俊己

総務部　　担当：秋山
TEL.018-823-4602
E-mail::k.k@kominami-akita.co.jp

■会社の特徴
昭和43年創業以来着実に業績を伸展し、秋田県B級及び
秋田市のA級格付業者として確固たる実績を築き、今後の
さらなる発展も期待できる。資格取得者に対し給与面での
優遇を図っている。

■求める人物像
・モノづくりに興味があり、意欲的に取り組むことが出来る人
・多くの人たちとコミュニケーションを取り、お互い理解、協力
　しながら同じ目標に向かって仕事が出来る人

■その他
秋田県内工業高等学校卒業生が７名在籍しております。
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・多くの人たちとコミュニケーションを取り、お互い理解、協力
　しながら同じ目標に向かって仕事が出来る人

■その他
秋田県内工業高等学校卒業生が７名在籍しております。
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いもので、とてもやりがいのある仕事です。一緒により良い街づくりを目指してみませんか。

       こみなみこうむてん

株式会社 小南工務店

〒010‐0951 秋田市山王一丁目8-14
TEL.018-823-4602 FAX.018-862-3717
URL　　http://www.kominami-akita.co.jp
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■創立／　昭和43年
■資本金／　2000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　11人（男8人　女3人）
■休日休暇／　完全週休二日制、夏季年末休暇　　　
■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、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円～

　　　佐藤　俊己

総務部　　担当：秋山
TEL.018-823-4602
E-mail::k.k@kominami-akita.co.jp
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TEL.018-823-4602
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                         ささきぐみ

株式会社 佐々木組

〒010-0012 秋田市南通みその町4番73号
TEL.018-832-2396 FAX.018-832-7811
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■年間休日数／　105日　　　
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■諸手当／　資格手当・家族手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円

■会社の特徴

■求める人物像

なんぴあ別館新築工事

■その他

新川橋架替工事

工務部　土木課　平成8年入社 大曲工業高校卒

弊社は秋田市に本社、大仙市に支店を構える創業100年を　　　　　
超える建設会社です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お客様のニーズに合ったモノづくり、個性・自由を大切にしな　　　　　
がら地域に根差した信頼される企業を目指しております。

自宅から通勤でき、転勤等もありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『やり甲斐と目に残る』仕事を一緒にやりましょう！　　　　　　　　　　　　　　　
建築・土木施工技術者を目指す方大歓迎です。　　　　　　　　　　　　　　　　　
社員一同みなさんの入社をお待ちしております。

井上　武志
今年で入社25年目となります井上と申します。よろしくお願いします。弊社は自分も
含め勤続年数が長い人が多数在籍しています。イコール仕事環境と人間関係が良
く、仕事がし易い会社だと思っております。作り上げた物は実物として目に見え地図
上にも残り、とてもやり甲斐がある仕事だと思います。是非、皆様の入社をお待ちし　　　
ております。

私たち建設業はたくさんの技術を持った職人さんや作業員　　　　　　　　
の協力で、モノづくりをしていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その中でコミュニケーション力、協調性、粘り強さなど様々な　　　　　　
能力が求められます。しかし、これは日々の積み重ねによって　　　　　　
育てていくものです。今、私たちがみなさんに求めているもの　　　　　　
は　･やる気･　です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
モノづくりを通じて皆さんも社会に貢献してみませんか？

工務部　・　菊地淳志
TEL.018-832-2396
E-mail:sasaso@juno.ocn.ne.jp
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なんぴあ別館新築工事

■その他

新川橋架替工事

工務部　土木課　平成8年入社 大曲工業高校卒

弊社は秋田市に本社、大仙市に支店を構える創業100年を　　　　　
超える建設会社です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お客様のニーズに合ったモノづくり、個性・自由を大切にしな　　　　　
がら地域に根差した信頼される企業を目指しております。

自宅から通勤でき、転勤等もありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『やり甲斐と目に残る』仕事を一緒にやりましょう！　　　　　　　　　　　　　　　
建築・土木施工技術者を目指す方大歓迎です。　　　　　　　　　　　　　　　　　
社員一同みなさんの入社をお待ちしております。

井上　武志
今年で入社25年目となります井上と申します。よろしくお願いします。弊社は自分も
含め勤続年数が長い人が多数在籍しています。イコール仕事環境と人間関係が良
く、仕事がし易い会社だと思っております。作り上げた物は実物として目に見え地図
上にも残り、とてもやり甲斐がある仕事だと思います。是非、皆様の入社をお待ちし　　　
ております。

私たち建設業はたくさんの技術を持った職人さんや作業員　　　　　　　　
の協力で、モノづくりをしていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その中でコミュニケーション力、協調性、粘り強さなど様々な　　　　　　
能力が求められます。しかし、これは日々の積み重ねによって　　　　　　
育てていくものです。今、私たちがみなさんに求めているもの　　　　　　
は　･やる気･　です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
モノづくりを通じて皆さんも社会に貢献してみませんか？

工務部　・　菊地淳志
TEL.018-832-2396
E-mail:sasaso@juno.ocn.ne.jp
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